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紀要の発刊に寄せて                          

                       学長 木村 雅和   

 

 静岡理工科大学では，「豊かな人間性を基に，『やらまいか精神と創造性』で地域社会に貢献す

る技術者を育成する．」という理念の基に，大学としての基本的な役割である「教育」，「研究」，

「地域・国際貢献」に関する諸活動を日常的に行ってきています．このような活動の成果を一定

期間毎に大学として取り纏めて広く公表し，社会から評価を受けることは，社会に開かれた大学

として重要な業務となっています．  

静岡理工科大学の紀要では，教員の教育研究成果の学外への発表の場として，論文，研究ノー

ト，技術報告・資料，レビュー，さらには教育関連報告などの貴重な資料を取り纏めて公表してい

ます．この発表の場としての特徴は，素敵な発想や思いつきの紹介，誰にも制限されない自由な

意見や提案の発表場所であり，特に、専門分野をサイエンス・テクノロジー・リテラシーとして，

市民レベルの言葉でわかりやすく伝えることなどが挙げられると思います． 

第 27 巻より，冊子媒体での発刊に代えて，学術機関リポジトリを使った電子媒体での発刊とし

ております．学術機関リポジトリとは，「大学とその構成員が創造したデジタル資料の管理や発信

を行うために，大学がそのコミュニティの構成員に提供する一連のサービス」であり，大学が生

産する知的情報・資料を収集・保管し，インターネットを通じて無償で公開するものです．学術機

関リポジトリを構築し，オープンアクセスの進展を図ることで，収録規模の拡大，コンテンツの

長期保存を実現し，教育研究の中長期的な活性化に貢献することを目的としています． 

登録データは，国立情報学研究所の JAIRO-Cloud などからも検索表示することができます． 

先に述べた本学の理念である，「豊かな人間性を基に，『やらまいか精神と創造性』で地域社会

に貢献する技術者を育成する．」ことの具現化として，教育研究成果を地域社会に還元していくこ

とが，本学の使命の一つになっています．そのような使命を遂行するために，本紀要が，地域の

方々にとって，大いに役に立つ存在であることを願っております． 
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ゼオライトを用いた吸着法によるエンジン排気からの CO2回収に関する研究

Investigation of CO2 Capture Characteristics from Engine Exhaust Gas using Adsorption Method with Zeolite 

野内 忠則＊，竹内 優太＊＊，田中 金太＊＊，山﨑 誠志＊＊＊ 

Tadanori YANAI, Yuta TAKEUCHI, Kinta TANAKA and Satoshi YAMAZAKI 

Abstract: In this study, CO2 capture characteristics for gasoline engine emissions using the adsorption method with 

Zeolite was investigated. The test gas used was a representative gas consisting of only air and CO2 and had a similar 

gas flow rate and CO2 concentration to gasoline engine exhaust. The test gas was introduced to a canister with an 

internal volume of 6.5 L that contained 4.65 kg of Zeolite 13X to adsorb the CO2. After absorption, the pressure 

inside the canister was reduced using a vacuum pump to desorb the CO2, and then the desorbed CO2 was introduced 

to a capture tank. The results showed the CO2 capture rate was affected by the vacuum decompression time and 

canister heating during the decompression. The approximate CO2 capture rate was 50% at 30 minutes after vacuuming 

and approximately 60% at one hour with heating. 

1. まえがき

近年，地球温暖化が深刻化しており，日本では 2050 年

にカーボンニュートラルの実現を目指すことが政府より

表明されている．これを実現するためには，運輸部門にお

いても脱炭素化が必要であり，バッテリー電気自動車と二

酸化炭素（CO2）を排出しない再生可能エネルギーでの発

電との組み合わせが手段の一つとして考えられている．し

かしながら，2050 年時点での世界の四輪自動車台数は，

現在より増加して 20 億台（うち乗用車 14.2 億台）に達す

ると予測 1)されているのに対して，リチウムイオンバッテ

リーの製造に必要なリチウムの埋蔵量（炭酸リチウム換算）

は，バッテリー電気自動車（乗用車）5 億台分に留まると

試算 2)されている．更に，リチウムイオンバッテリーの単

位体積当たりのエネルギー密度は，ガソリンや軽油等の液

体燃料と比較すると約 1/40 であり 3)，高出力が要求され

る大型自動車や建設機械および船舶等においては，完全な

電動化は困難である．即ち，2050 年時点においても，世界

的に見れば，内燃機関を利用する交通機械が多く存在する

可能性が高い．従って，内燃機関の脱炭素化が必要である． 

内燃機関の脱炭素化を実現するための手段の一つとし

て，カーボンニュートラル燃料の利用がある．その燃料の

代表的なものとして，バイオマス燃料が従来から検討 4, 5)

されている．近年では，水素と CO2を原料とする人工合成

燃料である e-fuel 6)に注目が集まっており，特に，オキシ

メチレンジメチルエーテル（OMEn）は，石油系燃料に性

状が近いことから，エンジン適用に関する研究 7 - 9)が活発

化している．一方，別の手段として，排気中の CO2 を分

離・回収して，CO2 の大気放出を防ぐ方法が考えられる．

この技術が実現すれば，既存車両にも装着できる利点があ

る．また，バイオマス燃料や e-fuel のエンジンと併用すれ

ば，燃料に含まれる炭素量に相当する CO2 が大気中から

取り除かれるため（ネガティブエミッション 10)），動力を

発生しながら大気中の CO2 を回収できる可能性がある．

そこで，エンジン排気からの CO2分離・回収に着目した．

CO2分離・回収技術 11)には，化学吸収法，膜分離法およ

び吸着法等複数の方法が存在する．特徴をまとめると，化

学吸収法は，CO2回収率は高いが，モノエタノールアミン

や水酸化カリウム等の吸収剤が液体であることや設備が

大型となること，吸着液の再生に多量のエネルギーを消費

する等の欠点がある．また，膜分離法は，分離膜が固体で

あるため取り扱いが容易であるが，CO2より小さい分子も

透過するため，CO2回収率が低くなる欠点がある．一方で

吸着法は，ゼオライト 12)等の吸着剤を用いる方法であり，

固体で取り扱いが容易なことや，吸着された CO2を，理論

上，加熱と減圧により脱着できるため，化学吸収法に比べ

ると容易に繰り返し再生できるメリットがある．そこで本

研究では，ゼオライトを吸着剤とした吸着法に着目した． 

吸着法をエンジン排気へ適用する場合，従来の火力発電

所の適用と比べて，小型化による単位体積当たりの排気流

量増大（高空間速度）や低い吸着圧力（≒ 常圧），及び異

燃料種による未燃焼成分や燃焼時副生成物の成分や濃度

等に違いがあり，不明な点が多い．エンジン排気中の CO2

に対するゼオライトの吸着特性は，University of Michigan

の Christina D. Reynolds 13)，Vellore Institute of Technology の

Saravanan S ら 14)，および野内ら 15)が報告しているが，何

れも CO2の脱着特性や回収率までは検討されていない．
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そこで本研究では，ゼオライトを用いた吸着法によるエ

ンジン排気からの CO2 回収の可能性を明らかにすること

を目的として，ガソリンエンジンを無負荷で 30 分間駆動

した時の排気を想定して，CO2 吸着および脱着特性，並び

に CO2 回収率を実験的に検討した．

2. 供試ゼオライト諸元

本研究に用いたゼオライトの種類は，ゼオライトの中で

も細孔径と細孔容積が最大で，単位重量当たりの吸着量が

多い，ゼオライト 13X である．ゼオライト 13X の骨格構

造を図 1 に示す．ゼオライト 13X は，スーパーケージと

呼ばれる直径 1.3 nm のほぼ球状の空間と直径 0.74 nm の

窓を 4 つ持つ構造である．また，カチオン（正電荷）を有

することから，静電相互作用により，この細孔径以下の分

子を選択的に吸着する．なお，実験には，市販の合成ゼオ

ライト（東ソー, F-9）を使用している．形状は球状で，

直径が φ 2.36 ～ 4.75 である．

Fig. 1  Skeletal structure of Zeolite 13X 

3. 実験装置

実験装置を図 2 に示す．ガス供給部，CO2 吸着部，同回

収部及びガス分析部から構成される．諸元を表 1 に示す． 

試験ガス供給部は，エアコンプレッサと CO2 ガスボン

ベから成る．空気と CO2 の流量を調整して，エンジン排気

相当の流量と CO2 濃度のガス（模擬ガス）を供給した．

Fig. 2  Schematic diagram of experimental setup 

CO2 吸着部は，ゼオライト 13X を 4.65 kg 封入したステ

ンレス製の容器（内容積 6.5 L）である．このゼオライト

の量で，理論上約 665 L の CO2（気体）が吸着できる 15)．

また，容器の両端にはゼオライトの粒径よりも小さな網目

を持つ目皿を取り付け，ゼオライトを容器内に保持すると

共に試験ガスの通気性を確保した．容器形状の詳細は，既

報 15)を参照されたい．また，容器外周部には，CO2 脱着促

進の加熱を行うためにリボンヒータを取り付け，その上か

ら断熱材を巻いている．ゼオライト容器の内部温度を計測

するために，T 型熱電対を，先端が容器の丁度中心に来る

ようにして，200 mm の間隔で 3 ヶ所（上流，中間および

下流）に取り付けている．更に，ゼオライト容器の入口と

出口側の温度と圧力を計測するために，入口と出口側に

其々T 型熱電対と圧力計を取り付けている．

CO2 回収部は，CO2 回収タンクと真空ポンプから成る．

CO2 吸着後に容器内を真空減圧して CO2 を脱着させる．脱

着した CO2は CO2回収タンクに導入される．本研究では，

真空ポンプ作動時にポンプ出口から脱着した CO2 が大気

放出されるが，最終的には圧縮ポンプ，冷却装置及び液化

回収タンクを用いて，その CO2 も回収する計画である．

ガス分析部は，自動車用排ガス測定器である．CO2 は非

分散型赤外線吸収法，O2 は電気化学セル法で計測した．実

験中のガスサンプリングは連続して行った． 

Table 1. Specifications of experimental equipment 

Zeolite type -
Synthetic zeolite, 13X 

(Tosoh F-9)
Zeolite shape (diameter) - Spherical (Φ 2.36 – 4.75)
Zeolite canister volume L 6.5
Zeolite total amount in 

the canister
kg 4.65

CO2 adsorption capacity 

(ideal)
L ≒ 665

Vacuum pump 
exhaust flow rate 

L/min 7

CO2 capture tank volume L 39 

4. 実験方法および条件

4.1 実験方法 

実験方法を図 3 に示す．実験は，吸着実験，ゼオライト

昇温，脱着実験および空気パージの 4 つの工程に分かれ

る．実験条件を表 2に示す． 

Fig. 3  Test procedure 
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• CO2 ≒ 9.3 vol. %
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① 吸着実験

吸着実験では，総ガス流量 15.1 L/min（空間速度 ≒ 139

h-1），CO2 濃度 9.3 vol. %の模擬ガスを 30 分間，ゼオライ

トに流通させた．模擬ガスは，微粒子状物質の排出が少な

いガソリンエンジン（排気量 25 cc：ゼオライト容器の

1/260 容積）のアイドリング時（無負荷,回転速度 3830 rpm）

の排気 15)を想定した．ガス流通時間を長期化すれば CO2

吸着量は増加するが，吸着率は低下することがこれまでに

分かっている 15)．高い吸着率を確保することと，吸着量を

飽和させない稼働時間を想定して流通時間は 30 分とした． 

② ゼオライト昇温

ゼオライト昇温工程では，CO2の脱着を促進させるため

に，リボンヒータの加熱によりゼオライトの表面温度を上

昇させた．目標温度は，メーカー推奨の再生温度 16)を参考

として，245 ± 25℃とした．

③ 脱着実験

脱着実験では，ゼオライト容器の入口と出口バルブを閉

じて，CO2回収タンクのみと接続した後，真空ポンプによ

り容器内を真空状態にした．この真空減圧操作によって吸

着した CO2を脱着することが可能か検討した．更に，減圧

時間と減圧中の加熱が脱着特性に及ぼす影響も検討した． 

④ 空気パージ

空気パージ工程では，ゼオライト容器の入口と出口バル

ブを再び開放して，空気を容器に導入して，脱着実験で脱

着されずに容器内に残留していた CO2 を強制的に脱着し

た．空気流量は，脱着促進のために比較的高流量の 60 

L/min とした．パージ時間は，容器出口の CO2濃度がゼロ

となるまでの 50 分間とした．パージ中はリボンヒータの

最大負荷で加熱した．CO2残留量を求めるために，空気パ

ージ中に，容器出口側 CO2濃度を計測した．計測した容器

出口側 CO2濃度の時系列変化から，図積分法を用いて CO2

残留量を算出した．空気パージ工程終了後は，ゼオライト

が再生されるため，条件を変更して別実験を行った． 

Table. 2  Experimental conditions 

Adsorption 
test 

Total gas flow rate L/min ≒ 15.1 

Air flow rate L/min ≒ 13.7 

CO2 flow rate L/min ≒ 1.41 

CO2 concentration vol. % ≒ 9.3 

Space velocity h-1 ≒ 139 

Adsorption time min 30 

Desorption 
test 

Temperature inside 
canister at the 

beginning of the tests 
℃ 245 ± 25 

Vacuum 
decompression time 

h 
0.5, 1.0, 2.0, 

3.0 
Heating - ON, OFF

Air purge 

Air flow rate L/min 60 

Air purge time min 50 

Heating - ON

4.2 計算方法 

① CO2吸着率

CO2吸着率の算出には，ゼオライト容器入口側と出口側

の CO2 流量を求める必要がある．容器出口 CO2 質量流量

は，既報 15)の結果から，O2 と N2がゼオライト 13X に殆ど

吸着されないと仮定して，式（1）で定義した．

𝑞 𝑜𝑢𝑡 𝜌
𝐶 ∙ 𝑄 𝑖𝑛

100 𝐶
            1

ここで，qco2 (out): 容器出口 CO2質量流量 [g/sec], ρCO2:

CO2密度 [g/L]（気体@20℃）, CCO2: 容器出口 CO2濃度

[vol. %]，Qair(in): 容器入口空気流量(@20℃)[L/sec]である． 

容器出口 CO2 流出量は式（2）で定義した．

𝑚 𝑜𝑢𝑡
𝑞 𝑜𝑢𝑡  𝑞 𝑜𝑢𝑡

2
∙ ∆𝑇     2

ここで，mco2 (out): 容器出口 CO2流出量 [g], qco2 (out)i: 

第 i 番目の容器出口 CO2質量瞬時流量 [g/sec], ΔT:データ

サンプリング時間間隔 [sec]である．

CO2吸着率は，供給量と流出量から式（3）で定義した．

𝜂 1
𝑚 𝑜𝑢𝑡
𝑚 𝑠𝑢𝑝

100          3

ここで，ηads: CO2吸着率 [%]，mco2 (out): CO2容器出口

流出量 [g]，mco2 (sup): CO2供給量 [g]である．

② CO2脱着量および脱着率

減圧での CO2 脱着量は，吸着量（供給量 - 流出量）か

ら減圧後の残留量を減じて求め，CO2脱着率は脱着量を吸

着量で除して求めた．夫々，式（4）および式（5）に示す．

𝑚 𝑑𝑒𝑠 𝑚 𝑎𝑑𝑠 𝑚 𝑟𝑒𝑠           4

ここで，mco2 (des): 真空減圧による CO2脱着量 [g]，mco2 

(ads): CO2吸着量 [g]，mco2 (res): 真空減圧後の CO2残留量

[g]である．

𝜂
𝑚 𝑑𝑒𝑠
𝑚 𝑎𝑑𝑠

100  5

ここで，ηdes: CO2脱着率 [%]，mco2 (des): 真空減圧によ

る CO2脱着量 [g]，mco2 (ads): CO2吸着量 [g]である．

③ CO2回収率

CO2回収率は，吸着率と脱着率の積で定義した（式（6））． 
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𝜂 𝜂 ∙
𝜂
100

      6

ここで，ηcap: CO2回収率 [%]，ηads: CO2吸着率 [%]，

ηdes: CO2脱着率 [%]である．

4.3 実験番号および条件 

実験は，真空減圧時間と減圧中の加熱をパラメータとし

て全 7 種行った．実験番号に対応する条件を表 3 に示す． 

Table 3  Test number and parameters

5. 実験結果および考察

5.1 CO2吸着特性の検討

図 4 に，模擬ガスをゼオライトに 30 分間流通させた時

の容器入口と出口の CO2 濃度を時間に対して示す．流通

開始直後は，出口側 CO2濃度はゼロ付近であり，ほぼ全量

が吸着されていることが分かる．しかし，時間の経過と共

に CO2 濃度は上昇した．これは，供給した CO2 の量が全

ゼオライトの平衡吸着量に到達していなくても，ゼオライ

トに導入された CO2 の一部が吸着されずに流出するため

である．即ち，CO2とゼオライト間の静電相互作用の大き

さに対して，ガスの空間速度が高過ぎるためと考えられる． 

 

Fig. 4  CO2 adsorption characteristics

図 5 に，全実験条件（7種）における CO2投入量（上部）

と吸着率（下部）の結果を示す．投入量は平均で 80.9 mg，

変動係数は 1.2 %であった．吸着率は平均で 63 %，変動係

数は 4.3 %となった．なお，吸着率の値は既報 15)に比べて

低下しているが，吸着率の再現性は概ね得られていること

から，これ以降の検討には問題ないと判断した． 

Fig. 5  Amount of supplied CO2 and CO2 adsorption rate 

for all tests

5.2 CO2脱着特性の検討

次に，吸着された CO2 を脱着させるために真空減圧を

行い，更にその後，空気パージにより脱着しきれなかった

残留量を調査した．図 6 に，真空減圧（減圧中加熱有り）

後に空気パージを行った時の容器出口側の CO2 濃度履歴

を示す．横軸の 0 分はパージ用空気の導入開始時であり，

線種は真空減圧時間の違いを示している．図 6上部を見る

と，真空減圧無し時（0 hr）は，空気パージ直後に CO2 濃

度が急増し，20 %を超えた．これは，多量の残留 CO2が短

時間で脱着したためと考えられる．図 6 下部に，同上部の

点線部を拡大して示す．真空減圧により CO2 濃度は大き

く減少し，減圧時間 30 分で CO2濃度の最大値は 6 %程度

となった．この結果から，真空減圧により CO2を脱着でき

る事が分かった．図 7 に，図積分法を用いて求めた CO2 残

留量を真空減圧時間に対して示す．真空減圧 0 時間の残留

量は，吸着量と同量と仮定した．残留量は 30 分で 10 mg

程度となった．減圧時間を長期化した場合，減圧中の加熱

無し時は大きな変化は見られないが，加熱時は減少した． 

この理由について考察する．ゼオライト 13X の CO2 吸

着等温線 17)より，温度が上昇するに従い平衡吸着量が減

少する．これは，分子の振動が激しくなり，吸着力が低下

するためと考えられる．即ち，温度が上昇すると，上昇前

の平衡吸着量との差の分だけ吸着できなくなり，脱着する

と考えられる．また，吸着等温線より，平衡吸着量は雰囲

気圧力の低下によっても減少する．図 8に，加熱有り減圧

3 時間と加熱無し減圧 2 時間における，真空減圧中のゼオ

ライト容器内の圧力（入口出口の平均値）と温度（3 ヶ所

平均値）の履歴を示す．容器内の圧力は，加熱有りの方が
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やや低かったが，減圧時間を増加しても 40 分以降は両者

共にほぼ一定であった．そのため，加熱無しの条件では，

減圧時間を長期化しても，脱着量が増加しなかったと考え

られる．一方で容器内の温度は，加熱無しでは 2 時間後に

約170℃まで低下したが，加熱有りでは3時間後に約320℃

まで上昇した．従って，加熱有りでは，減圧時間長期化に

よる真空圧値の変化は殆ど見られないことから，脱着量が

増加した主な理由は，加熱量の増大によるゼオライトの温

度上昇と考えられる．なお，脱着現象は吸熱を伴うが，本

結果では，脱着による明確な温度低下は見られなかった．

これは，脱着量に対して使用したゼオライトの量が多い

（熱容量が高い）ことが理由の一つとして考えられる． 

 

Fig. 6  Residual CO2 concentration when air-purge (60 

L/min) was implemented at different vacuum times

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7  Influence of vacuum duration and heating on amount 

of residual CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8  In-zeolite canister pressure and temperature history 

during vacuum decompression

図 9 に，図 7 の結果を用いて計算した CO2 脱着率を，

真空減圧時間に対して示す．30 分で脱着率は約 80 %に達

した．また，真空減圧時間の長期化と減圧中の加熱により，

脱着率は改善し，3 時間（+ 加熱）で約 90 %まで向上し

た．更に脱着率を向上させるには，更なる減圧や温度の上

昇が必要になると思われる． 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9  Impact of vacuum duration and heating on CO2 

desorption rate 

5.3 CO2回収率の評価

これまでに示した CO2 吸着率と脱着率の積で求めた

CO2回収率を，減圧時間に対して図 10 に示す．減圧 30 分

で約 50%，1～3 時間と加熱により約 60%を得た．また，

回収率向上には，吸着率と脱着率の両方の改善が必要であ

る．本結果からは，吸着率に改善の余地が大きいといえる． 
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Fig. 10  CO2 capture rate

6. まとめ

本研究では，ゼオライトを用いた吸着法によるエンジン

排気からの CO2 回収の可能性を明らかにすることを目的

として，CO2吸着および脱着特性，並びに CO2回収率を実

験的に検討した．その結果，以下の知見を得た． 

模擬ガス（空気・CO2混合ガス，空間速度: 139 h-1，CO2:

9.3 %）において，CO2の吸着は可能であり，30 分で吸着

率約 60 ％を達成した．また，ゼオライト容器の真空減圧

により吸着した CO2 を脱着することが可能であり，30 分

で脱着率約 80 %を達成した．また，脱着率は，真空減圧

時間の長期化と減圧中の加熱により改善し，3 時間の減圧

と加熱で脱着率は約 90 %まで向上できた．以上の結果か

ら，CO2回収率は，本研究の範囲では，減圧 30 分で約 50 ％，

1～3 時間（+ 加熱）で約 60 %を得られることが分かった．

吸着率はゼオライト量増大，脱着率は真空圧と加熱量の

増大で改善すると考えられ，車載性とエネルギー消費を考

慮して，今後，目標 CO2回収率を検討する．また，等ゼオ

ライト量でも容器内のガス拡散促進やゼオライト粒子の

小径化でゼオライトと CO2 の接触時間と面積を増加すれ

ば吸着率改善が期待できる．今後はエンジン排気でも同様

に検討するが，排気中の CO, HC 及び NOx が共吸着とな

り CO2吸着率の低下が予想される．しかし，これらは三元

触媒で酸化又は還元される為，同触媒下流に本装置を設置

すれば影響は排除できる．三元触媒が無くてもこれらの成

分濃度は CO2に比べて低く，影響は小さい可能性がある．

謝辞 

本研究は，静岡理工科大学 令和 2 年度グループ研究推

進支援費を受けて実施された．ここに記して謝意を表す． 

参考文献 

1) 藤村俊夫，“自動車の将来動向：EV が今後の主流に

なりうるのか”，PwC Japan 合同会社，https://www.p

wc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/automotive-in

sight/vol3.html（参照 2022-3-20）

2) 木村修二，他，“内燃機関搭載車両におけるカーボン

ニュートラルに向けた技術シナリオの検討”，自動車

技術会 2021 年秋季大会予稿集，No.20216181（2021）

3) 資源エネルギー庁 HP，“エンジン車でも脱炭素？グ

リーンな液体燃料「合成燃料」とは”，https://www.en

echo.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/gosei_nenryo.ht

ml (2021)（参照 2022-3-20）

4) Lee R. Lynd, “Overview and evaluation of fuel ethanol

from cellulosic biomass: Technology, Economics, the

Environment, and Policy”, Annu. Rev. Energy Environ,

Vol. 21, pp. 403 - 465 (1996)

5) Tadanori Yanai, Geraint Bryden, Shouvik Dev, Graham T.

Reader and Ming Zheng, “ Investigation of Ignition

Characteristics and Performance of a Neat n-Butanol

Direct Injection Compression Ignition Engine at Low

Load”, Fuel, 208 C, pp. 137 - 148 (2017)

6) エネルギー総合工学研究所，“図解でわかるカーボ

ンリサイクル，”技術評論社 (2020)

7) Sarah Deutz, et al., “Cleaner production of cleaner fuels:

wind-to-wheel - environmental assessment of CO2-based

oxymethylene ether as a drop-in fuel”, Energy &

Environmental Science, Vol. 11, pp. 331-343 (2018)

8) 佐々木旺雅，他，“実機相当雰囲気における OME-軽

油混合燃料の噴霧および燃焼特性”, 日本機械学会論

文集, Vol. 87, No. 895, 20-00361 (2021)

9) 小坂英雅，他，“オキシメチレンジメチルエーテル

(OME)燃料を用いたディーゼルエンジンのエミッシ

ョン・燃焼特性”，第 32 回内燃機関シンポジウム，

No. 20214840 (2021)

10) 藤間剛,“2℃目標、ネガティブ・エミッション技術そ

してBECCS”，林業経済，Vol. 70, No. 9, pp. 22-26 (2017) 

11) 風間伸吾，“二酸化炭素の回収・貯留および再資源化”,

化学と教育, Vol. 59, No. 8, pp. 428 - 431（2011）

12) 原伸宜, 高橋浩, “ゼオライト－基礎と応用－, 講談

社サイエンティフィク”, 330 p.（1975）

13) Christina D. Reynolds, “Decarbonizing Freight Transport:

Mobile Carbon Capture from Heavy-Duty Vehicles”, Ph.D 

thesis of the University of Michigan (2019)

14) Saravanan S, et al., “Experimental Investigations on CO2

Recovery from Engine Exhaust Using Adsorption

Technology”, SAE Technical Paper 2019-28-2577 (2019)

15) 野内忠則，田中金太，山﨑誠志，“ゼオライトを用い

たエンジン用 CO2分離・回収システムの研究”, 自動

車技術会論文集, Vol.53, No.3, pp. 459 - 465 (2022)

16) 富士フィルム和光純薬（株）HP，“合成ゼオライト・

モレキュラーシーブス”，https://labchem-wako.fujifilm.

com/jp/category/01677.html （参照 2022-03-20）

17) 辰巳敬，“機能性ゼオライトの合成と応用（普及版）”,

シーエムシー, p. 210（1999）

0

20

40

60

80

100

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

C
O

2
ca

p
tu

re
 r

at
e 

[%
]

OFF

Heater ON

Time [h](Vacuum ON)

6 Vol.30,２０２２



x86 AVX命令を用いた多倍⻑精度線型計算ライブラリ BNCmatmulの
性能評価

Performance Evaluation of BNCmatmul, multiple precision linear computation library,
accelerated with x86 AVX instruction

幸谷智紀∗
Tomonori KOUYA

Abstract: We are currently trying to accelerate multiple precision basic linear computation on several x86 64 CPUs. Our
aim is mainly for turning those based on multi-component type floating-point arithmetic, which can be implemented with
some components of IEEE754 binary64 and error free transformation technique. There are vast kinds of basic linear
computation to be confirmed via benchmark tests. Although we cannot unveil all of them, we describe the facts about
some issues until now.

1. 初めに
現在の科学技術計算において，有限桁の浮動小数点演算
が不可欠であることは論を俟たないが，どの程度の⻑さの
仮数部が必要になるかは問題の性質，使用する数値計算ア
ルゴリズム，そしてユーザの要求次第である．ことに，数値
的に安定な線型計算を多数含む深層学習の分野では，仮数
部の桁数を減らしてでも高速性を要求する傾向が強い．そ
れ故に結果の再生性 (reproductibity)が問題になることがあ
る．膨大な計算を行った結果，IEEE754 単精度 (binary32,
仮数部 24bits)より小さい半精度 (bianry16)では学習結果の
再生産性が得られず，それでも統計的な学習結果にはさほ
ど依存しないということで敢えてその問題には向き合わな
いということが多いように見受けられる．
とはいえ，binary16 から MPFR3) が提供する任意精度ま
で，問題特性とユーザのニーズに応じて可変的に仮数部⻑
だけでなく指数部・符号部も含む浮動小数点数フォーマッ
トを選択する必要があることは万人が認めるところであろ
う．Bailey1) は「可変精度計算 (variable precision)」の時代
であることを述べ，現在に必要とされる下記の 10項目の課
題を取り上げている．

1. 純粋数学から応用志向の科学技術まで含めて，どの
ように可変精度使用の原則を確立すればよいか？

2. 爆発的に成⻑し続けている人工知能・機械学習に対
してどんなハードウェア・ソフトウェアの道具立て
を用意して可変精度をサポートするのか？  これら
に対して基本的な最終結果の精度要求はどのような
ものになるのか？

3. 2〜3桁の精度で十分という計算から，数百・数千桁
が必要となる計算まで，高速に実行できてかつ正確
な演算とライブラリ関数を求める新たな数学的なア
プローチ方法はあるのか？

4. 例えば  Gustafson and Yonemoto (2017); Lindstrom

2022年 5月 27日受理
∗ 情報学部コンピュータシステム学科

et al. (2018) らが提唱するような，可変精度計算
のための新たなシステムや数の表現方法はあるの
か？  既存のハードウェアベースの IEEE754演算
やMPFRが持つ強味と弱味を克服できる新たな提案
はあるのか？

5. ハードウェア・ソフトウェアベンダーから必要とさ
れる可変精度計算に対するサポート要求はないの
か？ 全てソフトウェアベースの実装に頼るのではな
くて，ハードウェアの多少の変更程度で低精度，可
変精度は実現できたりしないのか？

6. 殆どの数値計算・数値解析関連の研究論文は 32bit
もしくは 64bit の計算結果しか扱っていない．可変
精度計算環境であればもっと良い成果が得られると
いう技法は無いものか？

7. Wilkinsonが提唱した，数値計算における古典的な誤
差限界は最悪な場合のみ扱っており，精度が限られ
ていたり，可変精度の環境ではあまり有効ではない．
Higham and Mary (2018)が提唱したような，もっと
現実的な誤差の見積もりはできないものか？

8. 可変精度計算環境で，どうやったら反復改良法のベ
ストな方法で動作させられるか？

9. 浮動小数点数を素早く圧縮してストレージに格納し
たり転送したりするアルゴリズムやソフトウェア的
方法はあるか？

10. 自動的もしくは半自動的にアプリケーションコード
を解析し，数値的に敏感なところをを探し出して手
当の方法を提案してくれるようなソフトウェアツー
ルはないか？

我々は現在広く使用されている多倍⻑精度ライブラリで
ある QD および MPFR をベースに，基本線型計算から非
線形問題まで幅広く多倍⻑精度を必要とする問題に対して
実装を伴った現実的な改良方法を提唱してきた．ここ数年
来は特にマルチコンポーネント方式の基本線型計算の高速
化に従事しており，2020年から科研費を取得して主として
x86 CPU に備わる SIMD 命令である AVX2 を活用した高
速化を行ってきた．2021年からは新たに AVX-512Fが使え
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る Xeon マシンも購入し，ベンチマークテストを行ってき
たが，はかばかしい高速化が達成できず, Intel からはコン
シューマ向けの CPUでは AVX-512命令群を使用不可とす
る方向であるとのアナウンスまで行われる始末である．
本稿では今までの我々のマルチコンポーネント方式の多
倍⻑精度線型計算の高速化に関する研究をまとめて紹介し，
現時点で判明しているベンチマーク結果を述べる．基本線
型計算に限ってのベンチマーク項目が膨大になるため，全
てを網羅することは出来ていないが，AVX-512F の利用に
よってどのような変化が，特に AVX2との比較において起
きるのか，コンパイラによる計算時間の違いなど，現在我々
が使用できる環境下でベンチマークした結果に基づいて報
告する．

2. 多倍⻑精度浮動小数点演算の方式と代表的なライブ
ラリ
現状，ハードウェアの動作周波数を上げることは，消費
電力や発熱の問題から難しく，性能向上はもっぱら下記の
２つの方法で行われるようになっている．

• SIMD命令の強化，コア数の増加といった並列処理
能力の向上

• 半精度・単精度浮動小数点演算の導入・強化といっ
た，処理のニーズに応じた浮動小数点数の仮数部⻑
の増減

ソフトウェア的には，これらのハードウェアの性能向上策
を利用し，SIMD 命令ライブラリ，OpenMP，MPI といっ
た並列技法を駆使しつつ，ハードウェアが標準的に備える
IEEE単精度・倍精度 (Binary32, Binary64)と半精度を組み
合わせた混合精度技法を用いた性能向上策が取られるよう
になっている．
しかしながら，科学技術計算そのもののニーズは衰える
ところを知らず，binary64 では計算精度が不足する悪条件
問題はさまざまなジャンルで散見される．そのような悪条
件問題は仮数部の桁数を増やした多倍⻑精度浮動小数点演
算（多倍⻑計算）によって解決できることが多く，Baileyが
主張するように，ユーザの要求精度を満足する多倍⻑精度
ソフトウェア，もしくはライブラリのニーズも高まる一方
である．
現状の多倍⻑精度浮動小数点演算は，無誤差変換技法を
用いて binary32, 64 を複数組み合わせて仮数部⻑を伸ばす
マルチコンポーネント方式と，整数ベースの多数桁方式の
2 種類の実装方式に基づくものが主流である．マルチコン
ポーネント方式は Bailey らの QD ライブラリが著名であ
り，多数桁方式では GNU MP(GMP) の任意⻑自然数カー
ネル (MPN) を用いた MPFR ライブラリが高速性と信頼性
の両方に優れたものとして多数のユーザを抱えている．中
田による MPLAPACK はこの 2 つの多倍⻑精度浮動小数
点演算ライブラリの土台の上に開発された LAPACK/BLAS
の Fortran コードに基づく多倍⻑精度線型計算ライブラリ
であり，2022年 3月現在の最新バージョンは Version 1.0.1
で，Version 2.0は鋭意開発中のようである．OpenMPによ
る BLASコードの並列化に対応し，LAPACKの主要なドラ
イバルーチンや計算ルーチンを多倍⻑精度で利用できるよ

うになっている．しかしながら，全てのドライバルーチン
がこの高性能 MPBLAS の恩恵を預かるにはまだ時間がか
かると思われる．また SIMD命令，CUDAの利用，尾崎ス
キームの導入による高性能化は行われていない．
そこで，多倍⻑精度線型計算ライブラリにもソフトウェ

ア的性能向上策を積極的に取り入れて高速化する研究は以
前から行われており，Table 1に示すように，各精度計算・環
境において有望な最適化技法は研究され尽くされつつある．

Table 1 多倍⻑精度行列乗算の研究・ライブラリ一覧 (2022
年 3月現在)

xGEMM

Opt.Method None AVX2 OpenMP
Ozaki 

Scheme
CUDA

Ozaki 

Scheme

DS ? ? ? ? Mukunoki
Mukunoki,

Nanai

TS ? ? ? △ Utsugiri ○ Utsugiri △ Utsugiri

QS ? ? ? Utsugiri Utsugiri Utsugiri

IEEE754 

Binary128
MPBLAS ? MPBLAS Mukunoki Mukunoki Mukunoki

DD
MPBLAS, 

BNCmatmul

Lis, MuPAT

BNCmatmul

Lis,MuPAT,

MPBLAS, 

BNCmatmul

? Mukunoki Mukunoki

TD BNCmatmul BNCmatmul BNCmatmul ○ Utsugiri △ Utsugiri △ Utsugiri

QD

MuPAT,

MPBLAS, 

BNCmatmul

BNCmatmul

MuPAT,

MPBLAS, 

BNCmatmul

Utsugiri Utsugiri Utsugiri

MPFR
MPBLAS, 

BNCmatmul
?

MPBLAS, 

BNCmatmul
? CUMP ?

MPLAPACK/MPBLAS https://github.com/mahonakata/mplapack

MuPAT Yagi, H et.al(2020)

Lis https://www.ssisc.org/lis/

CUMP https://github.com/skystar0227/CUMP

BNCmatmul https://na-inet.jp/na/bnc/

Mukunoki Mukunoki, D et.al.(2021)

Utugiri 打桐(2021)

CPU GPU

我々の BNCmatmulライブラリ 5) はもっぱらマルチコア
CPU上での最適化を行ったものだが，尾崎スキームを用い
た高速化にも取り組んでいる．以下，BNCmatmulのソフト
ウェア構成と最適化技法について簡単に述べる．

3. BNCmatmulの構成
我々の BNCmatmul は，前身となる BNCpack2) から派

生してできたもので，ANSI C を用いて MPFR による任
意精度線型計算を高速化するために Strassen，Winograd
アルゴリズムを取り入れて分離して単独のライブラリ
としたものである．その後，マルチコンポーネント方式
の DD(Double-double,仮数部⻑ 106bits), TD(Triple-double,
159bits), QD(Quadruple-double, 212bits)を，C++のクラス
ライブラリではなく，ANSI C の範囲内でインライン関数
として実装したものを取り込み，後述するように AVX2,
AVX-512F の SIMD 命令を C 関数で組み込んで最適化を
行った．そのソフトウェア構成図を Fig.1に示す．
現状では x86 64系統の CPU向け最適化しか行っていな
いが，Arm等の有力な CPUファミリーが台頭してくれば，
SIMD命令を用いた最適化を行っていきたいと考えている．

3.1 マルチコンポーネント方式による DD, TD, QD精度基
本線型計算

ここではマルチコンポーネント方式の基本線型計算に対
する最適化技法を述べる．基本，小武守ら 4) が行った一連
の SIMD命令使用による最適化技法を，DD(Double-double,
仮数部 106bits-全⻑ 128bits) だけでなく TD(Triple-double,
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c_dd_qd.h

MPFR

GNU MP

mpfr_dd.c

rdd.h

AVX2/AVX-512F

x86_64 CPU

bncavx.h

[d,t,q]d_linear.c

DD, TD, QD, MPFR Linear Computation

MPFR Linear 
Computation

bncomp_linear.c

Fig.1 BNCmatmulのソフトウェア構成

159bits-192bits), QD(Quadruple-double, 212bits-256bits) に
も適用したものである．我々は更にデータ構造も AVX2
(256bits ベクトルが基本), AVX-512F(512bits ベクトル) に
最適化し，各コンポーネントごとに binary64一次元配列と
してベクトル，行列を定義し，読み出し・書き込みをそれぞ
れ 256, 512bitsごとに実行できるようにしている．TDベク
トル演算を例に AVX2, AVX-512Fでどのような処理を行っ
ているかを Fig.2に示す．
この方式に従ってどの程度性能向上が図れるかを実際に
ベンチマークテストを行って計測し，DD, TD, QDそれぞれ
で基本線型計算全般が高速化できることを確認している．

3.2 MPFRベースの任意精度基本線型計算
MPFR の源流である GNU MP(GMP) は ANSI C で作ら
れた，任意精度自然数演算ライブラリ (MPN)を核とする C
関数群であり，MPFRもMPNカーネルを土台に ANSI Cで
構築された任意精度演算ライブラリである．従って，GMP
や MPFR を土台に C++ のクラスライブラリとして構築さ
れたものはどうしても処理にオーバーヘッドが入り込み，
直接 GMPやMPFRの C関数を呼び出すより時間がかかる
傾向がある．

MPBLAS が任意精度計算で用いている MPFR のラッ
パー C++クラスライブラリである mprealも例外ではなく，
MPBLASの任意精度ルーチン群は，我々が実装した Cネイ
ティブの基本線型計算より低速になることが判明している．
実際，下記の EPYC，Xeon両環境でベンチマークテストを
実行した結果を示す．

EPYC AMD EPYC 7402P 24 cores, Ubuntu 18.04.6 LTS,
GCC 7.5.0, Intel Compiler version 2021.4.0, MPLA-
PACK 1.0.1, BNCpack 0.8, MPFR 4.1.0

Xeon Intel Xeon W-2295 3.0GHz 18 cores, Ubuntu 20.04.3
LTS, GCC 9.3.0, Intel Compiler version 2021.5.0,
MPLAPACK 1.0.1, BNCpack 0.8, MPFR 4.1.0

我々の BNCmatmul ライブラリがサポートする MPFR
ブロック化行列乗算の計算時間を，MBLAS の MPFR
Rgeem の時間と比較したものを Fig.3 に示す．比較のため
に Strassen行列乗算の結果も載せている．
これでわかるように，EPYC，Xeon どちらの環境で
も，212bits，1024bits 共に，MBLAS(Rgemm) に対し，ブ
ロック化行列乗算 (matmul mpfmatrix block)で 2.0〜2.4倍
(212bits), 1.4〜1.5倍 (1024bits)の差が出る．従って，計算
桁数が小さいほど，MPLAPACK/MPBLAS(mpreal) より C

ネイティブの MPFR ダイレクト呼び出し (BNCmatmul) が
高速になる事がわかる．また，Strassen 行列乗算は，行列
サイズや精度が大きくなるにつれて性能向上率がアップし
ていることもわかる．
我々の BNCmatmul における任意精度線型計算は，

OpenMP による並列化を行うのみで，線型計算に対する
SIMD 命令を直接用いた高速化は行っていない．それでも
MPFR 関数群を直接呼び出して使用していることで，これ
だけの高速化が図れていることになる．

4. いくつかの性能評価
本節では特に AVX-512Fを用いたベンチマークテスト結
果を中心に述べる．AVX2 を用いたマルチコンポーネント
方式行列乗算の高速化についてはすでに示しているので，
詳細はそちらに譲り，AVX-512F の結果との比較多少とし
てのみ使用する．

4.1 Intel コンパイラと Gnu Compiler Collection 使用時
の比較

Intelコンパイラ (ICC)は x86 64環境下では，特に最適化
性能については定評にある商用コンパイラで，２０２２年
３月現在はアカデミック用途で無料で使用できるものが提
供されている．GNU Compiler Collection(GCC)は標準的な
Linuxディストリビューションでは必ず使えるものである．
ここでは ICC, GCC による AVX2, AVX-512F を用いた

ベクトル要素同士の加算と減算ベンチマークテスト結果を
Fig.4に示す．
これを見る限り，ICC より GCC で AVX-512F の性能向
上が図れている．しかしながら，実際の線型計算，行列乗
算では少し奇妙な結果をもたらしている．

4.2 AVX-512F使用時の性能評価
前述したように，現状，少なくともコンシューマ向けの

Intel CPU において，AVX-512F はあまり性能が芳しくな
い．整数演算では効能があるという報告もあるにはあるが，
少なくとも我々が Intel Compiler や GCC を用いてベンチ
マークテストを行った範囲では，AVX2 より全般的な性能
向上が図れるという結果は得られていない．しかしながら，
シリアル計算でのみ，AVX-512Fによる（かもしれない）性
能向上例が得られたのでここに報告しておく．
なお，ここで新たに AVX-512Fが使用可能である Corei9

環境をベンチマークテスト環境として追加しておく．

Corei9 Intel i9-10900X 3.7GHz 10 cores, Ubuntu 20.04.2
LTS, GCC 9.4.0, Intel Compiler version 2021.3.0,
MPLAPACK 1.0.1, BNCpack 0.8, MPFR 4.1.0

Corei9の結果を Fig.5に示す．
明らかに，シリアル計算時の AVX-512F利用時の計算性

能が 8〜12 倍向上していることがわかる．反面，OpenMP
並列実行時においては AVX2 との性能向上は全く見られ
ない．
現時点ではこの理由は不明であるが，もともと CPU内の
演算リソースが足りない時には AVXの性能が出ないという
ことが経験的に知られているようで，コンシューマ向けの
CPUにおいては AVX-512Fの性能向上はせいぜいシリアル

静岡理工科大学紀要 9
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Fig.2 AVX2および AVX-512Fによる TD精度ベクトル演算のアクセス方式
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Fig.5 AVX-512F利用によるMPBLAS Rgemmの性能向上比率: Corei9

計算止まり，ということなのかもしれない．いずれにせよ，
今後 Intel は一般向けの AVX-512F は obsolete 扱いにする
ようで，一般利用を考えると，AVX-512F最適化の機能はオ
プション扱いにしておくことが無難と考える．

5. まとめと今後の展開
以上，現状の多倍⻑精度線型計算の最適化結果を示した．
今後は他の基本線型計算，特に行列・ベクトル演算 (MV)を
中心にベンチマークテスト結果をまとめ，Pythonライブラ
リを含む BNCmatmulをリリースしていきたい．
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労働主体としての個人の役割 

―職業概念の一前提に関する再検討― 

Role-set Taken by Each Individual Worker 

: Reconsidering a Prerequisite of the Concept of Occupation 

秋山  憲治＊ 

Kenji  AKIYAMA 

Abstract: This paper is intended as extended reconsideration to a prerequisite for the concept of occupation. The 

concept has several prerequisites. The role-set taken by each individual worker is one of the prerequisites. 

The role-set taken by not each individual worker but a group of workers is found out in many types of work 

though the types of work are regarded as occupation in contemporary society. From the essential viewpoint of 

work a prerequisite on role-set taken by each individual worker is inadequate to grasp occupation.  

１．個人の役割への着目 

本稿の目的は、職業が労働主体としての個人の役割で

あるとする黙示的な前提について、社会的実在としての

職業におけるその構造的な状況と背景などを考察して

位置づけ、この黙示的な前提を職業概念に置くことの含

意と問題性と可能性を検討するものである。本稿の目的

のうち、職業における個人の役割について視点や概念を

整理し、この役割を解明するための枠組みを提示するこ

とは、本稿に先立つ論考「労働主体としての個人の役割

――職業概念の一前提を再検討する枠組み――」１)です

でに実施した。それをふまえて本稿では、この黙示的な

前提を職業概念に置くことの含意、問題性よび可能性を

検討していく。すなわち、職業が個人の役割としての性

格を強めてきた経緯と、その一方で個人の役割になりえ

ない構造やそれを抑制する動向を考察するのである。 

職業が個人単位の労働であることが職業概念の暗黙

の前提になっていることに対して、本稿での検討は、理

念型としての職業が個人単位の労働として成立しうる

か、個人の役割として成立しうるか、この黙示的な前提

が今後の労働のあり方を考える上で、どのような問題性

と可能性をもっているか、といった問題関心に立脚して

いる。職業の実態において、個人ごとの役割が未熟だっ

た歴史があったり、個人ごとの役割化が 21 世紀初頭の

現時点まで遅れて進行中だったりと、黙示的前提である

ことを疑う経緯や動向がみられるからである。 

たとえば、19 世紀末葉・20 世紀初頭の日本の工場に

みられた親方請負制、20世紀中葉の「日本的経営」にみ

られた集団主義的な人事労務管理、1960 年代から 1980

年代にかけて先進諸国にみられた「労働の人間化」また

は「労働生活の質（Quality of Working Life）」の追求

における半自律的作業集団、現在でも日本の自営業の家

族従業者に幅広くみられる無償労働などである。このよ

うな仕組みや態様を念頭に置きつつ、職業概念と関連づ

けて、労働における個人の役割を取り上げるのである。 

なお、前述した論考「労働主体としての個人の役割―

―職業概念の一前提を再検討する枠組み――」に先立っ

て筆者は４篇の小論、すなわち「職業における自己実現

志向の問題性」「職業概念と自己実現イデオロギー」「分

業の形成と展開――職業概念の前提として――」「市場

における労働成果の交換――職業概念の前提として―

―」を公表した２）。本稿を含むこれら一連の論考では、

職業が社会的実在として形成されてきた仕組みに立ち

返って、職業概念を再構築することを試みている３)。本

稿はこれら一連の論考群に属するものである。 

２．「労働主体としての個人」成立の条件 

 労働主体としての個人の役割について前述した論考

で筆者は、作業の次元において労働する主体として個人

性が成り立つために必要な４条件と、役割遂行の次元に

おいて労働する主体としての個人性が成り立つために

必要な４条件を、仮説として提示した４)。作業の次元と

は、労働における技術的作業過程の側面であり、この次

元では、労働する者の技術的能力の投入が焦点をなして

いる。一方、役割の次元とは、労働における他者との関

係存在すなわち社会的行為過程の側面であり、この次元

では、労働する者の意思や自律性・他律性が焦点をなし

ている。これら二つの次元は、労働という行為において

は融合した現象として顕在化している。 

前者の次元、すなわち作業の次元において、労働主体

としての個人性が成り立つために必要な４条件とは、各

静岡理工科大学紀要 13



人の作業において次のとおり考えられる。 

Ａ：一人分にふさわしい作業の量であること（作

業量） 

Ｂ：作業の質が必要な水準を満たしていること（質

水準） 

Ｃ：作業の内容が相互に関連づけられていること

（内部関連性） 

Ｄ：作業の範囲が他の者と区別されていること（対

外境界性） 

Ａは、一人分の作業量に対して過小または過剰ではな

く適量であるか、という点である。Ｂは、作業の質が労

働として成熟しているか、という点である。Ｃは、一人

が担う範囲内で作業内容が相互に断絶せず関連づけら

れているか、という点である。Ｄは、一人の作業として

他の者の作業から分立しているか、という点である。 

 これらの条件は、労働の技術的作業過程の側面からみ

た形式的な条件であるが、労働する主体としての個人性

の成立にとって、第一段階として必要といえよう。それ

に対して第二段階は、労働の社会的行為過程の側面から

みた実質的な条件であり、労働において役割が個人ごと

に遂行されるために必要な条件である。すなわち各人の

役割遂行において次のとおり考えられる。 

Ａ：対他者性があること 

Ｂ：独立性があること 

Ｃ：専門性があること 

Ｄ：安定性があること 

Ａは、職場構成員、組織管理者、近接職種従事者、ク

ライエントなどとの間に社会関係が存在していること

である。Ｂは、他者との社会関係が存在するにもかかわ

らず、労働する従事者の人格が行為者として他者から独

立していることである。Ｃは、従事者の労働内容が狭す

ぎず・広すぎずの範囲で専門化していることである５)
。

Ｄは、その労働への従事が一定期間、たとえば１年間以

上に亘って継続または反復していることである。 

各人の役割遂行において以上の４条件を満たすこと

が、労働する主体としての個人性の成立にとって、第二

段階として必要と考えられる。しかし、労働のうちでも

職業という形態の労働は、役割遂行について独自の意味

を帯びている。すなわち、目的意識という従事者の自覚

的な意思をもった役割遂行であるという含意が、職業概

念に存在している。 

 役割遂行には、どの程度注力するか、他の役割との優

先順位はどうか、具体的にどのように行為するかといっ

た行為者の思考が介在する。仮に支配者に隷属する関係

における役割の遂行であっても、たとえば行為者がどの

程度自発性を込めるか、どのように役割演技をするかと

いった思考にもとづいて、遂行の様相が異ならざるをえ

ない。また、労働自体が目的に対する手段的行為である

から、たとえ労働成果の完成状態を認識していなくても、

担当する範囲内における労働成果のあるべき状態の認

識は不可欠である。従事者の目標達成意欲が低いとして

も、労働は目的意識を内在化させているから、各人は自

ら従事する労働の手段性―何を目指して、あるいは目

指すよう強いられて労働しているか―を少なくとも

認識せざるをえない。 

そのうえで職業であれば、役割遂行一般や労働一般以

上に、従事者の自覚的な意思という性質がその概念に刻

み込まれている。たとえば社会学の定説化した職業概念

に含まれている「社会の分業体系における特定の役割の

遂行」という性質は、当人の労働が分業体系のなかに位

置し、その分業体系にどのように関与しているのかを、

従事者が認識していることを意味している。もちろんこ

の認識には、自ら所属する職場集団における職務分担と

いった狭い範囲内の体験的な認識に限られる場合もあ

る。それでも従事者が自らの役割をまったく認識しない、

ということではない。少なくとも、従事者は分業体系に

おけるその役割を、何らかの形で認識しつつ遂行する、

という意味である。 

職業が何らかの意思をもった役割遂行であることは、

その遂行の主体がどのような行為者であるかを問わざ

るをえなくさせる。職業である以上、役割遂行の行為者

は労働の従事者であるが、理念化された「主体性」の有

無とまでいかなくても、その従事者がどの程度労働主体

でありうるか、あるいはどの程度主体的に遂行している

かが問われるのである。これらは、従事者の自律性・他

律性を問うことと言い換えることができる。どこまで自

律的に従事者が役割遂行しているか、ということである
６)。自律性・他律性は、他者である個人や集団による統

制（拘束・制約）の有無強弱が反映している。 

３．労働主体としての個人と集団をめぐる動向と状態 

（１）３種の動向と状態

 労働する主体をめぐっては、個人単位と集団単位とい

う差異と、自律性・他律性の強弱という差異とが絡み合

って、その動向や状態が実在する労働に現出してきた。

もちろん、個人単位といっても自律性の強い個人と他律

性の強い個人という差異を内包しており、集団単位とい

っても集団の構成員範囲や規模にも構成員に対する統

制力にも差異を内包している。それでも、産業化とその

後における動向と状態については、基本的な３タイプに

整理することが可能である。 

①労働主体が個人化する動向

基本的な３タイプの一つ目は労働主体が個人化する

動向である。これは、ほぼ脱集団化に重なる動向といっ

てよい。その自律性・他律性はともあれ、個人の存在と

行為が重みをもって位置づけられてきた近代化の下で、

世界における基本的な動向といえる７)。この動向は、あ

る種の経済的生産活動にとっての合理化の表れであり、
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被雇用者化、資格・免許保有にもとづく就業、自営形態

における経営に参画しつつの労働など各種の表現型を

とってきたが、いずれも個人として位置づけられたうえ

での表れである。 

たとえば、20世紀初頭における親方請負制―内部請

負制ともいう８) ―から企業による直接管理への変

化が挙げられる。労働者各人の自律性が高まったか否か

は別として、直接管理によって労働主体が個人化してい

ったわけである。 

親方請負制とは、1900年前後の日本において重工業の

大規模工場で広くみられた工場内部における請負の仕

組みである。これは、労働者（職工）に対する企業の間

接的な管理の一形態であり、労働者たちは工場に雇用さ

れていたが、指揮監督と賃金配分の権限は工場の監督者

ではなく親方が握っていた。すなわち、工場から親方が

業務を一定の金額で請け負って配下の労働者たちに職

務を割当て、作業を指揮監督し、親方が請負金額から労

働者たちに賃金を配分する仕組みである。賃金が企業か

ら労働者に直接支払われる場合でも、その配分は親方の

裁量である。請負金額と賃金を含む費用総額との差額は、

基本的に親方の利益とされた。つまり、雇用と請負との

折衷のような間接管理の制度であるが、親方の裁量が大

きいことが特徴的である。 

 このように、親方請負制では労働者各人が労働する主

体として個人化する性質が弱かったといえる。もちろん、

見習いと一人前の労働者との間に限らず、一人前の労働

者の間にも賃金の配分には差がつけられていたし、熟練

度や労働意欲にも労働者の間に差異が生じていた。また、

その技能には手工業的な性質が色濃く残っていたため、

個人芸的な熟練が機能していた。しかしながら、親方請

負制の下での職場集団では、親方子方的な前近代的な対

人関係と親方の権威を受容する集団秩序が展開してい

た。また、企業は労働者個人ではなく親方統制下の集団

の成果を評価した。したがって、この集団は、労働者各

人が個人ごとに役割を遂行する状態には至っていなか

った。 

このような性質を備えた親方請負制であるが、20世紀

に入ると、労働者を直接管理する制度の導入にともなっ

て次第に消えていった。具体的には、能率給の採用をと

おして、賃金単価の決定における経営の統制が強化され、

賃金の合理的な配分を実現するため親方による恣意的

な配分が払拭されていった。また、工場の機械化にとも

なって手工業的な熟練が廃れていくなかで、親方による

徒弟の育成から工場主導の見習い職工育成へと、教育訓

練の仕組みも移り変わっていった。このような変化によ

って、それぞれの職務が労働者個人の役割として遂行さ

れる性質が強まっていった９)。 

現代の例として、20世紀末葉以降における農業世帯へ

の家族経営協定の普及を挙げることができる。この普及

にともなって、労働主体が家族ごとから個人ごとへ徐々

に移行しつつある。 

家族経営協定とは、農業に従事する家族構成員が経営

に参画できることを目指し、家族間の話し合いにもとづ

いて、経営、労働、家庭生活について取り決め、それを

実践することである。家族経営協定は全国農業会議所が

主体となって 1993 年に提案し開始した取り組みである

が、農林水産省がこの取り組みを背後から支える枠組み

を提供し、協定の普及・推進を支援した。2021年 3 月現

在、59162戸がこの協定を締結している 10)。 

この協定の締結と締結内容の実行は、日本の農業世帯

において労働する主体が家族から個人へ移行しつつあ

る現れと考えられる。家族経営協定に先だって、「父子

協定」「親子協定」などが推進されていたが、それらは

世代間の後継者対策という色調が強かった 11)。すなわち、

農業に従事する特定の家族構成員間の取り決めであり、

従事する全員が労働主体として位置づけられたわけで

はなかった。一方、家族経営協定は、従事する全員が位

置づけられた色調が強い。もちろん雇用労働に比べれば、

労働主体の個人化だけでなく、特有の諸側面を併有して

いる。それでも大きな枠組みとして個人化の一環である

ことは否めない。 

特有の側面の第一点は、職業活動にとどまらず家庭生

活をも協定の対象に含むことである。取り決める事項は

一様ではないが、労働条件、経営活動とともに、世代交

代（経営移譲の方式・方法、経営資産等の相続など）、

生活条件（多世代家族の居住形態、家事・介護・老後保

障など）の分野が取り上げられている。家族労働中心の

自営形態を前提としていて職業労働と家庭生活との結

合が強いため、家庭生活分野の個人化は労働主体の個人

化と不可分であろう。 

 第二点は、その名称のとおり「経営」に主眼が置かれ

ていることである。自営形態を前提としているため、職

業活動が「労働」よりも「経営」という観点に集約され

やすい。しかし家族労働であるから、家族内の農業従事

者全員が労働に従事という実態である。それゆえ、農業

従事での役割分担（農作業、帳簿記帳など）や労働条件

（労働報酬、休日、労働環境など）が、取り決め内容の

重要事項として盛り込まれている。 

第三点は法人化との関係である。家族経営協定よりも

法人化によって、いっそう確実に個人化が実現されると

いう見解が言及されている 12)。家族経営協定は法人化の

前段階であるか、あるいは両者は相互に補完する関係で

あるか、という把握の相違もある。確かに法人化は制度

的な枠組みとして、労働主体の個人化を促すであろう。

ただし、法人化しても家族中心の小規模経営体が多数で

あるから、家族経営協定は、労働主体の個人化を進行さ

せる働きをもっている。  

②労働主体が集団化する動向
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基本的な３タイプの二つ目は、一つ目とは逆方向に労

働主体が集団化する動向である。ただしこの動向は、個

人化の修正または個人化への批判として、先進諸国を中

心に世界的にみられた動向である。この意味では、個人

化という潮流を前提として生じた動向であり、集団に埋

没した個人ではなく集団内存在としての個人という位

置づけである。ただし同じく集団化とはいえ、この動向

の内部には、集団化に対する意味づけに差異がみられる。

一方は、個人化によって生産性低下など経営への逆機能

が顕在化してきたことへの対策や職場活性化による生

産性向上の方策という性格を有し、他方は、個人化にと

もなう労働疎外の強まりや労働者コミュニティの弱ま

りに対するアンチテーゼという性格を有している。両者

は単純な二分法の下に位置づけられるのではなく、中間

に位置する部分が存在している。 

 前者は、職場小集団活動、すなわち QC サークル、ZD

運動、JK活動－鉄鋼産業の場合－などであり、後者

は、労働者自主管理運動、労働者協同組合などである。

両者の間には、「労働の人間化」追求あるいは「労働生

活の質」追求の一環としての半自律的作業集団がある。

これらの具体的な活動のなかには、労働者自主管理運動

のように、実践的に導入されたものの、世界的な労働市

場の先鋭化の渦中で変容していった場合がある一方で、

職場小集団活動や労働者協同組合のように、盛衰の波を

抱えながら定着した場合もある。 

 職場小集団活動は、1960年代に生まれ、日本の企業で

展開した、文字どおり集団を主体とする活動である。そ

の集団構成員各人は、小集団が自律的な主体として活動

できるように、有機的な部分となって集団の目標達成に

向けて貢献するのである。もちろん実態としては、自発

性を失って形骸化した小集団活動や人事管理体制に取

り込まれた小集団活動も少なくなかった。また、職業活

動の一部分なのか、あるいは職業外の任意の活動なのか、

位置づけが曖昧な企業や事業所もみられた。とはいえ、

職場小集団活動は、集団に埋没した諸個人ではなく、自

己都合を優先する諸個人の寄せ集めでもなく、諸個人の

自発的な意思が集団の主体性を形成する活動を目指し

ていた。構成員各人の自発的だが身近な職場の次元に限

定的された参加を重視しつつ、そのような参加を構造化

した小集団を主体とする活動といえる。  

 労働者自主管理運動は、1960・1970年代に労働運動や

計画経済のなかから出現し、労働者自主管理の経営体を

目指したり、実践したりした営みである。資本主義でも

国家主導の社会主義でもない独自の経済体制への志向

性が、この運動の背後に存在していた。この運動では、

労働者主体とは、あくまで労働者諸個人ではなく労働者

集団を指し、労働者各人の個別利害を超えた労働者たち

の連帯や団結という理念に彩られていた。自主管理の実

現度は疑問であるが、労働主体の集団化を内在させた運

動であったことは確かである。 

 労働者協同組合は、生産分野の協同組合であり、組合

員は全員が労働することを礎として、同時に出資と経営

をも担うという原理によって存立している。1980年代以

降、世界的に再興隆し注目を集めている。集団類型でい

えばゲノッセンシャフトに近いものとされ、自律した諸

個人によって構成される集団としてモデル化されてい

る。もちろん自律性の強弱には個人差があるから、かえ

って集団としての凝集性や統合、事業展開や共同の参

画・意思決定が重要な契機となっている。実際に集団が

労働主体となっているか否かは、業種・業態などの諸要

因によって既定されるため、労働者協同組合自体が直接

に労働主体の集団化を意味するわけではない。しかしな

がら労働への従事をとりまく枠組みに集団主体の性質

が強く、個人主体に相対する集団化の動きの一種に当た

る。近年では「協同労働」と称される機会が増えてきた。 

 半自律的作業集団は、1960・1970・1980年代に先進諸

国や国際労働機関（ILO）で「労働の人間化」あるいは

「労働生活の質（Quality of Working Life）」が追求さ

れるなかで、工場などの生産現場において全面的ではな

く一定範囲内の自律性、すなわち作業工程の自己決定と

自己管理をもって従事する少人数の作業チームを指す。

個人ごとではなく集団として、工場内で一定のまとまっ

た業務を受諾し、それを自律的に遂行する。すなわち監

督者によって作業方法などが管理されず、集団内の協力

を前提として受諾した業務が遂行される。もちろん集団

を構成する労働者各人と企業との雇用関係が維持され、

受諾条件の範囲内で集団として自律的に労働する。した

がって、個々の労働者というよりも、この作業集団が労

働の主体となっている性格が強い。 

③個人化が抑制されつつ集団性が存続する状態

三つ目は動向というより状態というべき様相であり、

個人化が抑制されつつ集団性が基本的に維持されてい

る状態である。状態とはいえ、個人化への変動過程を一

時点で切りとった状態ではなく、個人化を抑制する構造

が成立・存続している状態を指している。この構造が個

人化への一般的な潮流に対してどこまで対峙あるいは

適合できるかは別として、この抑制する構造の基盤には

集団に対する文化的な正当化が展開している。たとえば

20世紀後半に確立し、その後衰退した「日本的経営」に

おける集団主義や、現在も存続している大半の自営業に

おける家族主体の性質である。どちらも集団としての統

合に立脚した価値体系の下で労働が展開してきた。もち

ろんこの個人化抑制状態は、集団志向の価値体系だけに

依拠しているのではなく、経済的生産活動に携わる組織

体が内在させる論理にも依拠していると考えられる。例

示した両者ともに、大きな枠組みにおいては衰退や弱体

化に直面してきたものの、個々の局面や領域では、集団

ごとの労働が持続しているのである。この持続には、単

16 Vol.30,２０２２



なる旧態からの残滓の存在ではなく、労働主体をめぐる

ある種の本質が潜んでいる可能性も検討に値する。 

（２）動向と状態の背景

 整理した上記３種の背景には、次の三つの状況を挙げ

ることができる。 

Ａ：個人の位置づけをめぐる近代化の潮流 

Ｂ：集団規模拡大にともなう組織化の必然性 

Ｃ：日本社会に根づいている集団志向の価値体系 

前節で述べた一つ目、すなわち個人化の動向にはＡの

背景が、二つ目、すなわち集団化の動向にはＢの背景お

よび日本社会では部分的にＣの背景が、三つ目、すなわ

ち個人化抑制・集団性部分的維持の状態にはＢの背景お

よびＣの背景が、それぞれ考えられる。 

Ａすなわち、人の位置づけをめぐる近代化の潮流は、

意思や行為に具現する個人の主体性の形成と確立を理

念的に想定した。もちろん近代化の過程で、個人の主体

性を十分に形成されない領域（地域、社会階層、社会集

団など）が存続し、またある領域における非形成が他の

領域における形成を促進する不均衡な関係が生じた。そ

れでも近代化における個人の位置づけは、理念型ではあ

っても実態に対して無力ではなく、程度の差はあるもの

の規範的な拘束力を及ぼした。 

 その位置づけは、自らの意思で行為し、その結果を評

価される個人である。各人は、出身階層、出身地などの

刻印された個人属性をはぎ取られ、同一条件、同一次元

において有利不利がないはずの対等な個人として扱わ

れた。各人は自由意思にもとづいた行為主体として解放

されているがゆえに、その能力のありようと責任の負担

は個人に帰するものとされた。換言すれば、生得的ない

し不可逆的な地位が優越する属性原理の下で社会環境

や他者に従属した存在から、獲得的地位が優越する業績

原理の下で社会環境や他者から自立した存在へと、個人

はモデル化されたのである。 

このモデル化は、次のように描かれた社会の構図と整

合する。たとえば、義務教育をはじめとする学校教育制

度において、子どもはそのような個人に成長すべく育成

され、卒業までに評価・選別を受けて、労働市場を内包

した社会に輩出され、能力次第、努力次第で自らの社会

階層的地位を獲得していくという構図である。近代化の

潮流においては、このような構図をともないつつ、個人

が主体的な単位として位置づけられてきた。 

Ｂすなわち、集団規模拡大にともなう組織化の必然性

は、あらゆる社会領域の機能集団にとって普遍的な現象

といえる。機能集団が特定の目的を掲げている以上、目

的達成のために合理的な組織行為過程を体系化せざる

をえない。つまり集団の組織化が必然的に生じる。この

組織化の過程で、個人相互を効果的に結びつけることが

必要になる。この結合によって個人各人が集団に埋没す

るわけではないが、組織化された集団の作用が存在感を

増し、個人の主体性は相対的に低下せざるをえない。機

能集団は本来的に自由意思にもとづいて個人の加入・脱

退が行われる集団であるが、むしろ組織化によって、個

人各人を効果的に動員することが機能集団自体の目的

達成にとって好都合となる。 

組織構造の形態でいえば、たとえば経営の分野を中心

に、純粋ライン組織やラインアンドスタッフ組織を経て、

職能的組織やマトリクス組織が考案されたり、導入され

たりした。一方で、プロジェクトチーム、ワーキンググ

ループ、タスクフォースといったそれまでとは発想を異

にする組織形態の併用が普及した。さらに、ネットワー

キング、リゾーム型組織、ティール組織なども提起され

てきた。集団規模の拡大にともなって、個人各人の集合

状態のままでは目的達成が危ぶまれるため、個人各人を

組織化して集団に組み込むことが追求されたのである。 

Ｃすなわち、日本社会に根づいている集団志向の価値

体系は、日本文化に関するさまざまな論考で 1960 年代

から指摘されてきた。ただしその価値体系が日本文化に

固有のものか否かは不明であり、そのような価値体系か

ら生じたと考えられる現象が、日本社会に相対的に強く

見出されるというべきであろう 13)。 

集団志向の現象は、社会意識にみられる仲間志向や同

調志向がその代表である。これは、体系的な質問紙調査

の結果に現れてきた。一例を挙げれば、1973年から 2018

年までにおいて、「理想の仕事」については「仲間と楽

しく働ける仕事」が、10種類の選択肢のうち一番目の理

想と二番目の理想との合計値で第１位または第２位を

一貫して占めてきた 14)。また、1953年から 2013年まで

において、「自分が正しいと思うことはおし通すか、世

間のしきたりに従うか」については、「おし通す」が約

40％から約 20％へ低下、「従う」が一貫して 35％前後を

維持、「場合による」が約 20％から約 40％へ上昇、とい

う状況であるとおり、「世間」への同調傾向は根強い 15)。 

一方、社会意識に対する働きかけの一例を挙げれば、

経済産業省が 2006 年に提唱し、学校教育や企業経営の

世界で流布された「社会人基礎力」概念では、「チーム

で働く力」が、若年者をはじめとする人々が身につける

べき三本柱の能力のうちの一つとして強調されてきた
16)。「仲間」「メンバー」ではなく「チーム」と謳うこと

が要点であろうが、「チームで働く力」のサブタイトル

が「多様な人々とともに、目標に向けて協力する力」で

あるとおり、個人各人を超えた集団の力に対する再評価

が反映している。 

以上のとおり、すでに提示した３種の背景には、上記

の三つの状況を挙げることができる。すでに述べたとお

り、一つ目、すなわち個人化の動向にはＡの背景が、二

つ目、すなわち集団化の動向にはＢの背景が、三つ目、

すなわち個人化抑制・集団性部分的維持の状態にはＢの
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背景およびＣの背景があると、それぞれ考えられる。三

つ目の状態は、ＢとＣとの融合または複合した背景があ

ると考えられる。 

４．日本の職業世界における集団性の基本的な存続 

（１）集団志向性の仕組み

このような社会意識の実態とそこへの働きかけは表

面化した現象にすぎないが、掘り下げれば、集団への認

識や集団と個人との関係についての特徴的な傾向がう

かがわれる。すなわち、日本社会における所属集団から

構成員個人に対する同調圧力の強さは、人口に膾炙して

久しいが、そこでは、同調に対する何らかの報酬が個人

に与えられるとともに、個人がその集団規範を内面化し

ているはずである。「圧力」と表現される統制力が、規

範構造の外側から個人に作用するだけでは、十分に機能

しないからである。 

通常、この報酬は財貨の付与やフォーマルな地位の提

供のような具体的な恩恵ではなく、集団構成員としての

暗黙の承認という抽象的な恩恵である。それでも、「私」

に当たる個人が小世界の「公」に当たる集団から構成員

として暗黙の承認を得ることは、当該個人の基本的な所

属欲求さらには承認欲求を充足させる 17)。この所属と承

認の欲求充足に支えられて集団規範の内面化が成立し

ているとみてよい。 

つまり集団規範に同調することは、その行為が単なる

私利私欲を追求しているのではなく、「私」を超えた集

団としての「公」（小さな公）の利益を追求している証

左になりうる。しかも日常生活では、職場がひとつの「公」

として体験的に認識されがちである。このメカニズムを

多数の人々が共有すれば、それがまた集団規範を強化す

ることになる。この承認を欠如すると、当該個人は他の

集団構成員から社会関係上の距離を置かれたり、その集

団から排除されたりする。基本的にはこのように、「公」

と「私」をめぐる集団からの統制と諸個人の内面化が絡

み合って、日本社会にこれまで集団志向が根づいてきた

と考えられる。 

日本の経営組織においては、一般に「公」と「私」と

の峻別が困難であるという 18)。なぜならそこでの「公」

は公共性や公益性ではなく職務上であるという性質を

指し、それゆえ「私」は職務外であるという性質を指す

とされるからである。職務上の社会関係が「公」の世界

であり、職務外の社会関係が「私」の世界というわけで

ある。しかしこの「公」と「私」は交錯しており、経営

組織において「公私混同システム」という実態を作り出

してきたとされる。 

この公私混同は、「公」と「私」との関係の方向性か

らみて、Ａ：「公」的関係が「私」的領域にまで入り込

んでいる場合、Ｂ：「私」的関係が「公」的業務を動か

す場合に二分される。Ａは職場の社会関係が私生活に持

ち込まれることであり、たとえば上司が部下に飲食を奢

る、あるいは部下が上司の私用に奉仕することを挙げる

ことができる。Ｂは私的な社会関係が職務遂行に介入す

ることであり、情実人事・情実処遇や縁故採用などを挙

げることができる。この公私混同の背後には、職場の上

司像についての変わらない社会意識がある。すなわち、

「時には規則をまげて、無理な仕事をさせることもあり

ますが、仕事のこと以外でも人のめんどうをよく見ます」

という課長のほうを、その対極にある「規則を曲げてま

で、無理な仕事をさせることはありませんが、仕事以外

のことでは人のめんどうを見ません」という課長に比較

して、1953 年から 2013 年までの 60 年間において 80％

前後（2013年調査では 81％）の人々が好んでいる 19)。 

情緒と利害の絡んだ「公」と「私」との関係性が、職

場集団の凝集性を結果的に高め、集団志向性を維持する

方向に作用してきた。もちろん、このシステムが全面的

に労働主体における集団性を支えているわけではない。

しかしながら、職務遂行の論理で成立しているように見

える集団性には、この独自の「公」と「私」の絡んだ集

団志向性が、潜在的に影響を及ぼしていると考えられる。 

（２）労働主体における集団性の存続

まず、担当する職務範囲について取り上げる。担当す

る職務範囲については、分掌が規程に明文化されている

とはいえ、それは「○○に関すること」のように抽象的

に表現された職務範囲であり、また担当者ごとではなく

課のような部門ごとに記された職務範囲である。また、

職場の実態としては、個人ごとに職務が配分されている

ものの、各人が担当する職務範囲の画定には便宜的な性

質があり、職務範囲の外縁・境界は流動的に扱われてい

る。「職務分担について具体的な公式説明を受けること

はない。時折、単発的な作業指示を受けるのみだ」20)と

いうわけである。個々人の職務範囲は、「組織全体、あ

るいはとくにそれぞれの職場集団内の他の構成員のう

ごき」に応じて絶えず伸縮しており、この背後に「他人

志向性」の存在が指摘されている 21)。 

たとえば、ある担当者個人が出張や休暇で不在のとき、

社内他部署や取引先・顧客などから問い合わせや働きか

けを受けた場合、同一部署内の他の者が対応することが

通常行われている。「担当者が不在でわからない」とい

う対応は極力回避するよう努めることが、「職場の規範」

と化している。「担当者が不在でわからない」という対

応は、担当者個人以外の者が知りえない内容に限られる。

原則として他の者が「臨機応変」に代行するよう求めら

れているわけである。 

このような場合、同一職場内のだれが代行するかであ

る。通常は同僚、特に経験ある同僚が代行するのである

が、経験が不十分な同僚が職務を代行することは不備や

錯誤を引き起こす危険が大きいから、あらかじめ複数人
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が担当する範囲を互いにずらしながらある範囲の職務

を、重複して担当できる態勢をとっている。つまり、複

数人の間で職務範囲を部分的に重複させているのであ

る。意図してそのような態勢を準備しなくても、担当者

ごとに隣接する職務を経験的に身につけて、実質的に重

複状態になっている場合が多い。それゆえ、「自分の守

備範囲内で、何か問題が発生したとき、たとえ仮にその

原因が他の人の不注意にあることがわかったとしても、

本人にその後の対応を依頼することはできない。ひたす

ら黙って誠実に『尻ぬぐい』『後始末』にあたらねばな

らない」22)という態度が「自発的」に生じるのである。 

とはいえ、後々、管理上の責任問題が生じない代行を

するためには、係長などの下級管理者が対応することも

通常みられる。下級管理者は職場の実務を担う中核とし

て、不在の担当者個人の職務をも遂行できる（遂行でき

ることが期待されている）からである。稀には、課長相

当の中級管理者が代行することがみられるが、それは下

級管理者も不在のようなイレギュラーな場合である 23)。

下級管理者や課長相当の中級管理者といった上司が代

行することは、担当者個人の職務を上司の職能（職務機

能）が潜在的に包摂していることの反映である 24)。ただ

し、その代行は上司、特に中級管理者にとって本来の職

務には該当しないはずである。  

 ところが、日本企業における課長相当の管理職は、そ

のほとんどが、「管理者」にとどまらず「プレイヤー」

としての役割をも実際に果たしており、その理由として

「部下に仕事を任せきれない」ことが多いと指摘されて

いる 25)。「任せきれない」ことには、その背景として部

下の育成不足や業務量の過多が考えられるが、いずれに

せよ部下の職務を管理職が潜在的に代行する構造が実

態として定着しているとみてよい。 

職務範囲が不明確な傾向にある状況の下で、職場のチ

ームワークが強調されてきたことは否めない。もちろん、

チームで取り組むから個人性が弱いと決めつけること

はできない。個人性の強弱は組織体と個人との関係次第

である。公的資格を必要とし、職務の専門性が強いとさ

れる医療従事者でさえ、具体的なチームワークの場面や

機会が増加している 26)。近接職種の医療従事者相互の職

務範囲が部分的に重複する「職域問題」が生じる可能性

を孕みつつも、各職種が用いる職業技術の確立ゆえに、

チーム医療への従事における個人性は成立していると

みてよいだろう。 

個人をモデル化すれば、「仕事人モデル」の個々人は、

チームのなかに埋没するわけでなく、たとえば映画や番

組の制作の現場のように「各自が他のメンバーの専門能

力を借りることによってはじめて、自分の仕事が遂行で

きる」とされる。一方、「組織人モデル」の個々人は、

たとえば旧来からの日本の大企業の諸部門の職場のよ

うに、「個々人は組織目的と一体化しているため、メン

バーが一緒になって全体の目的・目標を追求する」とさ

れる 27)。いうまでもなく労働主体が個人化すれば、たと

えチームワークであっても「仕事人モデル」に近づく。

しかし、集団主義的な規範が継続している職場では、「組

織人モデル」に近く、個人の単位性が弱い実態が続いて

きた。 

また実態としては、チームワークにも分担の曖昧さが

つきまとう。「組織の一員としてチームワークに徹する

とき、自分の意志による選択を中止して、黙して自らに

引き受けるべき仕事というものがあって、その数は決し

て少なくない」28)のである。また、早く仕事を終えたか

らといって、同僚たちを手伝わないことは気が引ける、

という雰囲気も醸成される。職場における「助け合い」

は、管理手法であり組織に組み込むためのイデオロギー

の一種であると同時に、職場で仲間を助けたいという感

情であったり、仲間が潰れないように「サボり」を見逃

すことであったりするように、多面的であり多義的であ

ると指摘されている 29)。 

その一方で、職場の同僚とのつきあいに関する 45 年

間の社会意識の推移をみると、「全面的つきあい」への

志向性が弱まり、「形式的つきあい」への志向性が強ま

ってきた。「形式的つきあい：仕事に直接関係する範囲

のつきあい」は 1973年の 11％から 2018年の 27％へ、「部

分的つきあい：仕事が終わってからも、話し合ったり遊

んだりするようなつきあい」は 1973年の 26％から 2018

年の 33％へ、「全面的つきあい：なにかにつけ相談した

り、たすけ合えるようなつきあい」は 1973 年の 59％か

ら 2018 年の 37％へ、分布が変化してきた 30)。「全面的

つきあい」が 2018年時点でも 37％に達していることは、

個人の感情の次元で、チームワークを支えるひとつの土

台となっていると考えられる。しかしながら「形式的つ

きあい」が 27％へ増えてきたことは、チームワークの合

理性や効果が今後の職場で主題化し、問われていく可能

性を示唆している。 

人事管理の一環であれ、個人の感情や打算であれ、チ

ームワークが浸透している職場では、専門性の強い異職

種から構成されるチームを除いて、個人性は抑制されざ

るをえない。前述した「社会人基礎力」概念において「チ

ームで働く力」が重視されているとおり、現在でも集団

性に比べて個人性は、明確に打ち出されない傾向にある。

チームワークは作業の次元（労働の技術的作業過程）に

とどまらず役割の次元（労働の社会的行為過程）で、職

場集団の規範として作用するから、役割遂行における個

人性が弱い傾向、裏返せば集団性が強い傾向を生み出し

てきた。個人性が弱く、集団性が強い傾向は、前述した

職務範囲と同様である。 

 職務遂行結果の責任を経営体内で誰が負うかという

ことについては、現象として担当者、上司、職場集団の

３種類がみられる。担当者が負う場合は個人責任の色調
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が強く、上司が負う場合は管理責任の色調が強く、職場

集団が負う場合は職場連帯責任の色調が強い。管理機構

的な組織の形式論理では、担当者だけでなく上司が管理

責任を負う場合が多い。もっとも、定常的な職務遂行で

は実質的に担当者だけが責任を負う場合が少なくない。

職場集団のうち複数人の担当者が関与した職務遂行で

は、上司にとどまらず職場連帯責任を負う場合が多い。 

ここで「責任を負う」とは、担当者、上司または職場

集団が、職務遂行の結果とそれがもたらす影響に対する

評価を受容することを指している。その評価次第では、

何らかの追加処置を講じたり、特に良好な評価であれば

範例化や報酬付与に浴したり、特に芳しくない評価であ

れば改善や再発防止などが求められることになる。ただ

し、これらは責任負担の局面ではなく、結果評価という

局面に該当する。もちろん実際の職務遂行では、それら

の結果評価を受ける可能性を視野に入れて責任を負っ

ている。 

上司に責任が及ぶほどでない定常的な職務遂行であ

れば、担当者の個人責任と思われる職務遂行であっても、

職場集団の責任として同僚が負う場合が多くみられる。

前述した「自分の守備範囲内で、何か問題が発生したと

き、たとえ仮にその原因が他の人の不注意にあることが

わかったとしても、本人にその後の対応を依頼すること

はできない」31)という責任負担の態様が職場集団に定着

している。すなわち、責任負担が個人（担当者、上司）

において明確化しておらず、集団単位で負うことが一般

的なのである。これが経営体全体に拡散すると、「みん

なの責任」「共同の責任」という形で解消される 32)。つ

まり、担当者の個人責任でもなく、上司の管理責任でも

なく、職場集団あるいは経営体全体の連帯責任とされが

ちである。責任負担の次元でみると、個人ではなく集団

の単位性が強いといえよう。 

この性質は、対価の配分にも部分的に反映している。

もちろん、賃金（給与、賞与）は基本的に個人ごとに金

額が決定され、支給される。しかし同時に、所属部署ご

との業績に応じて賞与の月分や金額に差異が生じる場

合がある。つまり個人ではなく職場集団として評価され

た結果、集団評価部分を部分的に含んだ賞与が個人各人

に配分されることである。一方、所属部署ごとの業績に

応じ、個人各人ではなく職場集団に対して、職務遂行の

ための資源が配分される場合がある。業績不良の部署に

は人員、予算、設備などの資源配分を薄くし、業績良好

の部署にはそれらの資源配分を厚くする処置である。た

とえば、「業績伸び悩みの営業所からの増員要求は見送

る」「目標を超過完遂した課には、さらなる活躍を期待

して予算を多めにつける」「品質管理が甘い部署の設備

リプレイスは後回し」という処置である。これらの例は

労働の対価そのものから外れるが、個人ではなく職場集

団に対して、資源配分という形で処遇していることに該

当する。 

以上からみて、第２章で述べた作業の次元（労働の技

術的作業過程）においては、その範囲が他の者と区別さ

れていない、すなわち対外境界性が確保されていない傾

向が強い。また、その結果として役割の次元（労働の社

会的行為過程）においては、独立性と専門性が確保され

にくい。職務範囲は、職務の形態的な基盤であるから、

労働における役割遂行の全体に亘って、独立性と専門性

が不十分な傾向があるといえよう。もちろん役割遂行の

うち、能力投入と作業実行の部分では各人の職務遂行に

おけるもっとも具体的な場面になるので、個人の役割遂

行に対する集団的統制が緩みやすい。ただし全体的には、

役割遂行において個人の単位性が弱く、労働主体の個人

化が構造的に抑制されている。 

５．「労働主体としての個人」の一面性 

 これまで第３章では、労働主体が個人化する動向、労

働主体が集団化する動向、個人化が抑制されつつ集団性

が存続する状態と、それらの動向と状態が生じた背景を

論じた。続いて第４章では、経営体内における協働をめ

ぐって、集団志向性の仕組みと労働主体の集団性の存続

を論じた。 

以上の考察をふまえると、「労働主体としての個人」

という位置づけは限界をともなっているといえよう。こ

の限界は実態として存在するだけでなく、概念としても

存在している。職業の概念自体が、個人ごとの労働とし

てとらえることを前提としているが、ある範囲内しか個

人単位・個人役割になりえない構造を労働が内在化させ

ていると考えられる。もちろん職業の種別や労働の態様

によって差異があるが、「労働主体としての集団」とい

う性質を、多かれ少なかれ併有しているのではなかろう

か。しかもこの性格は社会の大きな変動にともなって消

えゆくものではなく、労働に組み込まれた性質ではなか

ろうか。 

職業の種別や労働の態様によって、労働する主体の個

人性と集団性と間に強弱が生じることは、社会変動の浸

透度やその変動の波における位置の相違―波におけ

る山と谷との相違―に起因する面があることを否定

しない。たとえば、前述した農業世帯における家族経営

協定は、労働主体の一定の個人化の流れが産業分野とし

ての農業にも浸透した現象であり、職場小集団活動、労

働者自主管理運動、労働者協同組合、半自律的作業集団

などは、労働主体の集団化の局面がいわば波の山として

明確化した現象である。 

マスメディアから流布される情報では、大企業におけ

る目新しい制度や状況を偏重するきらいがあり、本稿の

視点からすれば、個人性に連なる事象が強調されがちで

ある。現在までの例を挙げれば、成果主義賃金、職務給、

フリーランス、農業法人化、ジョブ型雇用などである。
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しかしながら変化しつつも根幹では変わらない部分が

存続しており、被雇用者の多数を占める中堅・中小零細

企業では、個人性に連なる事象とは疎遠な傾向が強い。

目新しい制度や状況に該当するか否かにかかわりなく、

大企業を含むあらゆる経営体では、分業・協業体制のも

とで労働の組織化が形を変えながら反復されている。確

かに技術的作業過程において個人化と思われる現象は

目立ちやすい。しかしながら、技術的作業過程という作

業の次元で集団単位から個人単位へ変化しても、むしろ

個人単位へ変化するからこそ、組織化を要請する論理が

不可避的に作用して、社会的行為過程という役割の次元

では個人役割に収斂することなく、これと併存しつつ役

割の共同という形で集団性が存続すると考えられる。 

この意味で「労働する主体としての集団」は、職業概

念を超えて労働に組み込まれた性質であろう。労働に分

業・協業形態が付着する以上、集団性は消えることはな

い。分業・協業にともなう集団性は、経営体内に限らず

経営体間でも散見される。本稿冒頭で述べたとおり、職

業は労働主体としての個人の役割であるとする黙示的

な前提がある。しかしながら、個人ごとの労働という性

質が全体的に強まりつつあるとしても、個人役割の労働

という性質をもって、実態としても概念としても、職業

全体をとらえることには大きな限界をともなっている。

むしろ操作的定義として、職業を個人ごとの労働として

位置づけている傾向があると考えられる。近代化の下で

労働主体の個人性には限界がつきまとい、近代化以降の

社会において、この個人化が加速する可能性も考えられ

る 33)。職業概念の黙示的な前提の一つに当たる「労働す

る主体としての個人」は、職業を彩る自己実現イデオロ

ギーの下地をなしている。これまでの職業概念は、自己

実現のように近代化から培養された理念にそって、労働

の一面をとらえたものと考えられる。 
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性的マイノリティの児童生徒に対する学校の支援・配慮状況に関する研究 

－小学校・中学校・高等学校を対象とした全国調査－ 

Support and Consideration of Schools for Sexual Minority Students:  

National Survey of Elementary, Junior High, and High Schools in Japan 

本多 明生＊ 

Akio HONDA 

Abstract: Sexual minority (or LGBT) is an inclusive term that refers to people whose sexuality differs from the 

majority, including people whose gender identity differs from their assigned sex at birth and those who are 

attracted to the same gender. Current support for sexual minority students was asked of principals of randomly 

selected elementary, junior high, and high schools nationwide. The findings were the following: (1) A few 

schools have provided learning opportunities and information about sexual minorities. (2) Support and 

consideration for children tends to decrease gradually as the stage of school advances. (3) It is probably 

important to increase learning opportunities for teachers and other staff to improve support and consideration 

for students. 

１．はじめに 

性的マイノリティ（sexual minority；セクシュアル・マ

イノリティ，あるいは性的少数者）とは，生まれたときに

振り分けられた性とは異なる性を自認している人や，恋愛

対象が同性の人など，多数派（マジョリティ）とは異なる

性のあり方をもつ人々の総称である 1)．性的マイノリティ

には，性的指向や性自認がはっきりしていない，定まって

いない，どちらかに決めたくないなど，特定の状況にあて

はまらないクエスチョニング（Questioning）と呼ばれる人，

無性愛の人，性分化疾患の人なども含まれる．性的マイノ

リティという「性的マジョリティではない人々」といった

相対的な名称ではなく，それぞれを主体的に呼ぶことので

きる LGBT（レズビアン（Lesbian）：女性同性愛者，ゲイ

（Gay）：男性同性愛者，バイセクシュアル（Bisexual）：

両性愛者，トランスジェンダー（Transgender）：身体の性

と心の性に違和感を抱える人）という名称が用いられるこ

ともある 2)． 

日高 3)は，（1）性的マイノリティ当事者の 6割が学校で

いじめ被害にあった経験があること，（2）当事者の 2割が

学校教育で同性愛に関する知識を異常なものとして習っ

た，否定的な情報を得たと回答したことなどの結果から，

我が国の性的マイノリティの児童生徒は学校で様々な困

難に直面していることを指摘している．また，中塚 2)は，

性別違和感をもつ子どもは，（1）反応への懸念や周囲の無

理解，教員の言動などが原因となり，自身の悩みを隠そう

とすること，（2）当事者の 6割が自身の悩みについて子ど

ものころに相談しなかったことを後悔していると回答し

たことなどを報告している． 

近年の学校では，性的マイノリティの児童生徒に対する

支援・配慮の充実が求められている．これは個人の性的指

向や性同一性を理由とした差別を許さない国際的な人権

擁護の動きに後押しされたもので，支援・配慮の状況は改

善傾向にある．事実，文部科学省は，2015 年に「性同一

性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等

について」4)を，2016年に「性同一性障害や性的指向・性

自認に係る，児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施に

ついて（教職員向け）」5)を通知しており，性的マイノリテ

ィの児童生徒に対する学校の支援・配慮を推進している．

これらの通知では，性的マイノリティの児童生徒が学校に

悩みを相談できるように，教職員らによるサポートチーム

をつくることや学校生活での支援の事例を紹介するなど，

きめ細やかな配慮を行うことを学校に要求している． 

しかしながら，性的マイノリティの児童生徒に対する学

校の支援・配慮の実際は，各学校の判断に委ねられている

ことから，性的マイノリティの児童生徒への支援・配慮の

程度は学校によって大きく異なる．そのため，性的マイノ

リティの児童生徒に対する学校の支援・配慮の実態を調べ

て全体像を把握すること，その知見を今後の改善に活用す

ることが重要である．実際，文部科学省 6)は，性同一性障

害の児童生徒への対応に関して学校が把握している事例

を調べているが，性同一性障害の児童生徒と限定せずに，

性的マイノリティの児童生徒に対する支援・配慮について，
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（1）学校全体でどのような取り組みを行っているのか，

（2）特定の児童生徒にはどのような対応を行っているの

かを明らかにすることが望ましいだろう．さらに，学校は

（3）主として児童生徒の心のケアを担うスクールカウン

セラーにどのような貢献を期待しているのか，（4）支援の

充実には何が重要だと考えているのか，についても知見を

得ることで，性的マイノリティの児童生徒に対する学校の

支援・配慮状況の改善を加速させていくことも重要である．

しかしながら，このような問題設定に基づく研究はほとん

ど行われていない． 

本多 1)は，2016年に，山梨県の小・中学校に勤務する養

護教諭を対象に，性的マイノリティの児童生徒への支援・

配慮状況について，（1）学校全体としての支援・配慮，（2）

特定の児童生徒への支援・配慮，（3）臨床心理士に貢献し

て欲しいこと，（4）支援の充実に重要と考えること，など

の状況を調べた．その結果，性的マイノリティの児童生徒

に対する支援・配慮は中学校よりも小学校で充実している

こと，学校における支援を充実させるうえでは，教職員の

学習機会の増加が重要であると捉えられていること，など

を明らかにした．しかし，この研究には，（1）学校運営の

責任者である学校長に回答を求めていない，（2）山梨県と

いう一都道府県から得られた知見である，（3）高等学校が

調査に含まれていない，という課題がある．したがって，

性的マイノリティの児童生徒に対する学校の支援・配慮状

況の全容を把握するためには，小・中・高等学校の学校長

を対象にした全国調査の実施が求められる． 

以上の背景から，著者は，全国の小・中・高等学校を無

作為抽出して学校長に性的マイノリティの児童生徒に対

する学校の支援・配慮状況を調査する研究を企画した．幸

いなことに，各調査は研究助成を受けて実施することがで

きた．本稿では，これら全国調査の結果をまとめて，性的

マイノリティの児童生徒に対する学校の支援・配慮状況に

関する考察を行い，状況の改善等に関する知見を整理する． 

２．調査方法  

2.1 調査対象校と実施期間 

（１） 小学校調査

順悠社学校住所録から無作為抽出（系統抽出法）した全

国 3,700 校の学校長に調査票への回答を依頼した（2017

年度（平成 29年度）小学校数 20,095 校）．2018年 2月 17

日に調査票を郵送し，同年 3月 30日までに返送された 874

校（回収率 23.6％）のうち，全無回答の調査票などを除い

た 866校の回答を分析した（有効回答率 23.4%）． 

（２） 中学校調査

順悠社学校住所録から無作為抽出（系統抽出法）した全

国 1,800 校の学校長に調査票への回答を依頼した（2017

年度（平成 29 年度）中学校数 10,325 校）．2017 年 10 月

28 日に調査票を郵送し，同年 12 月 26 日までに返送され

た 522 校のうち（回収率 29.0％），全無回答の調査票など

を除いた 518校の回答を分析した（有効回答率 28.7%）． 

（３） 高等学校調査

順悠社学校住所録から無作為抽出（系統抽出法）した全

国 1,800 校の学校長に調査票への回答を依頼した（2018

年度（平成 30 年度）高等学校数 4,897 校）．2019 年 2 月

13 日に調査票を郵送し，同年 4 月 8 日までに返送された

467 校のうち（回収率 25.9％），全無回答の調査票などを

除いた 462校の回答を分析した（有効回答率 25.6%）． 

2.2 調査票 

本多 1)の調査票を利用した．同調査票では「臨床心理士」

という用語が使用されていたが，本研究では，学校でより

一般的に使用されている「スクールカウンセラー」という

用語に変更した．調査票の質問項目は，（1）学校の基本情

報ならびに回答者の基本情報，（2）学校全体としての支

援・配慮，（3）特定の児童生徒に対する支援・配慮，（4）

スクールカウンセラーに貢献して欲しいこと，（5）支援の

充実に重要と考えること，から構成されていた． 

（１） 学校の基本情報ならびに回答者の基本情報

各調査で共通する学校の基本情報に関する質問項目は，

設置者（国公立，私立），所在地（都道府県），性的マイノ

リティの児童生徒の在籍状況（いる，いると思う，いない

と思う，いない），性的マイノリティの教職員の在籍状況

（いる，いると思う，いないと思う，いない），人権教育

に力を入れているか（はい，いいえ），いじめ防止に力を

入れているか（はい，いいえ），不登校対策に力を入れて

いるか（はい，いいえ），であった． 

回答者の基本情報に関する質問項目は，学校長の性的マ

イノリティに関する学習経験の有無（あり，なし），学校

長の児童生徒，保護者，教職員からの性的マイノリティに

関する相談経験の有無（あり，なし），であった． 

（２） 学校全体としての支援・配慮

教示は「先生が勤務されている学校で行われている，性

的マイノリティ注 1支援・配慮の状況について質問します．

先生の学校では，現在，以下の 14 の事柄が行われていま

すか．該当する数字に〇を付けて回答してください（「は

い」なら 1，「いいえ」なら 2に〇）．」だった． 

質問項目には「児童生徒注 2 が，セクシュアリティにつ

いての悩みを相談できる教職員やスクールカウンセラー

がいる（養護教諭がセクシュアリティについて相談に乗る，

相談室がある など）」（以下，相談できる教職員の存在），

「態度や言動について，性的マイノリティに配慮すること

が教職員間で共有されている（「男なら○○」，「女の子らし

く」，「ホモ」や「オカマ」と言った差別的な言葉を使わな

い など）」（以下，態度や言動への配慮が教職員で意識共

有），「児童生徒のセクシュアリティの問題については，相

談を受けた教職員だけではなく，複数の教職員で情報共有

する仕組みがある（児童生徒について話し合う場がある 

など）」（以下，複数の教職員が当該児童生徒の情報を共

有）等の 14項目から構成されていた． 
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（３） 特定の児童生徒に対する支援・配慮

教示は「性的マイノリティの児童生徒注 3 から要望があ

った場合に，以下の 13 の事柄について配慮することが，

現在，学校として決められていますか．該当する数字に〇

を付けて回答してください（「はい」なら 1，「いいえ」な

ら 2に〇）．」だった． 

質問項目は「服装（自認する性別の制服着用を認める，

体育着登校を認める など）」（以下，服装），「髪型（自認

する性別の髪型を認める など）」（以下，髪型），「学用品

（身体の性による学用品の色分けを避ける，分けられてい

る場合には自認する性別の色の学用品を認める など）」

（以下，学用品）等の 13項目だった． 

（４） スクールカウンセラーに支援・配慮で貢献して

欲しいこと

教示は「学校における性的マイノリティ支援で，先生が

スクールカウンセラーに特に貢献して欲しいと思うこと

を教えてください．以下の 12 の事柄の中から，該当する

事柄に 4 個以内で〇を付けて回答してください．」だった
注 3． 

質問項目は「性的マイノリティ児童生徒の相談に乗っ

て欲しい（悩みや思いを受け止める など）」（以下，当事

者児童生徒の相談に乗る），「性的マイノリティ児童生徒

の担任の相談に乗って欲しい（悩みや想いを受け止める 

など）」（以下，当事者児童生徒の担任の相談に乗る），「性

的マイノリティ児童生徒の保護者の相談に乗って欲しい

（悩みや想いを受け止める など）」（以下，当事者児童生

徒の保護者の相談に乗る）等の 12項目だった． 

（５） 支援の充実において重要なこと

教示は「学校における性的マイノリティ支援について，

これまで以上に支援を充実させていくために，先生が今後

特に重要となると考えているものを教えてください．以下

の 12 の事柄の中から，該当する事柄に 4 個以内で〇を付

けて回答してください．」だった注 3． 

質問項目は「性的マイノリティに関する，児童生徒の学

習機会が増えること（授業で積極的に取り上げる，当事者

や専門家による特別授業 など）」（以下，児童生徒の学習

機会の増加），「性的マイノリティに関する，教職員の学習

機会が増えること（教員向けの講演会や研修会の実施 な

ど）」（以下，教職員の学習機会の増加），「性的マイノリテ

ィに関する，保護者の学習機会が増えること（保護者向け

の講演会や研修会の実施 など）」（以下，保護者の学習機

会の増加）等の 12項目だった． 

３．結果と考察 

3.1 学校の基本情報ならびに回答者の基本情報 

学校の基本情報（所在地は除く）ならびに回答者の基本

情報を表 1に示す． 

表 1. 学校の基本情報ならびに回答者の基本情報 
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回答は，人権教育（はい，を選んだ平均割合： 83.1％），

いじめ防止（はい，を選んだ平均割合：97.8%），不登校対

策（はい，を選んだ平均割合：92.2%）に力を入れており，

校長が性的マイノリティに関する学習経験を有する学校

（あり，を選んだ平均割合： 70.9%）から得られた． 

性的マイノリティの児童生徒が在籍している（いると

思う）回答の合計割合は，高等学校（61.7%），中学校

（29.7%），小学校（4.1%）の順に高く，これは性的マイ

ノリティの教職員の在籍状況に関する結果と同じであっ

た．性的マイノリティに関する相談経験を有する学校長の

割合も高等学校（36.6%），中学校（24.1%），小学校の

（13.7%）順に高く，これは学校長の性的マイノリティに

関する学習経験の有無と同一の結果であった． 

文部科学省 6)が実施した学校における性同一性障害に

係る対応の状況調査によれば，特別な配慮を行ったことを

報告した割合は高等学校が最も多い（高等学校 66.5%，中

学校 17.2%，小学校 16.3％）．高等学校において，性的マ

イノリティの生徒がいる，性的マイノリティに関する相談

経験があると多く回答される理由は，15 歳未満では性別

に関する違和感の診断が慎重になることから 5)，学校段階

における診断状況の違いを反映しているのかもしれない．

一方，人権教育に力を入れていると回答した学校は小学校，

中学校，高等学校の順番となったが，学校段階における道

徳教育の位置づけや時間数が影響した，と考察する． 

3.2 学校全体としての支援・配慮 

回答に不備がなかった小学校 831 校，中学校 495校，高

等学校 434校の回答を分析した．結果を図 1に示す． 

小・中・高等学校の選択率の平均を求めたところ，選択

率は高い順から，複数の教職員が当該児童生徒の情報を共

有（88.3%），相談できる教職員の存在（86.9%），態度や

言動への配慮が教職員で意識共有（77.8%），性別による区

分をさける（53.3%），外部機関との連携体制の存在

（52.3%），職員会議等での話し合いの実施（47.3%），児

童生徒向けの授業の実施（36.0%），関連情報・資料の教職

員への周知（33.4%），相談できる教職員・場所の周知

（32.1%），ポスター等の学内掲示（30.3%），教職員向け

研修会の実施（25.1%），保健室からの情報発信（25.1%），

図書室からの情報発信（18.8%），教職員向け手引きの作成

（11.3%）であった． 

基本的な結果は本多 1)が実施した 2016 年の山梨県の

小・中学校調査と共通していたが，選択率はこの調査と比

べて全体的に上昇していた．2016 年と比べて，学校にお

ける性的マイノリティの児童生徒への支援・配慮に関する

認知度の高まった，あるいは当該問題に関する山梨県の認

図 1. 学校全体としての支援・配慮 
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知度が低かった可能性がある． 

そして，本多 1)の調査と同様に，性的マイノリティの児

童生徒が相談できる環境があり，複数の教職員が当該児童

生徒の情報を共有できる仕組みもあり，態度や言動に配慮

していると回答した学校が多かった．これは，単純に解釈

するならば，学校の性的マイノリティの児童生徒への支

援・配慮が充実していることを示唆しているが，関連情

報・資料の教職員への周知や教職員向け研修会の実施，教

職員向け手引きを作成している学校が少ない，という結果

と合わせて慎重に解釈することが望ましいだろう．これら

の結果とともに考察すると，学校は性的マイノリティの児

童生徒に関する教職員の知識が不足した状態で，児童生徒

の悩みへの対応や情報共有を行う状況にあると理解する

ことができる．教職員の性的マイノリティに関する知識が

不足した状態での情報共有は，本人の了承なく性的指向や

性自認について暴露するアウティングのリスクを高める

ことにも繋がるので注意が求められるだろう． 

そして，授業，ポスター，保健室や図書館による情報発

信の選択率が低いという結果は，性的マイノリティに関す

る学習機会・情報提供を行っている学校が限られているこ

とを意味している．学校が児童生徒に学習機会や情報の提

供を行っていなければ，当事者の児童生徒から学校に相談

や支援・配慮の要請が行われることは少ないだろう．相談

できる教職員・場所の周知を行っている学校が少ない，と

いう結果と一緒に考察すると，現状では，性的マイノリテ

ィ当事者の児童生徒は，学校に悩みを相談できる，必要な

らば学校に支援・配慮の要請を行うこともできる，という

ことを知らずに過ごしている可能性が高い． 

3.3 特定の児童生徒に対する支援・配慮 

回答に不備がなかった小学校 831 校，中学校 500校，高

等学校 436校の回答を分析した．結果を図 2に示す． 

小・中・高等学校の選択率の平均を求めたところ，選択

率は高い順から，学用品（52.3%），健康診断（48.4%），

トイレ（44.0%），宿泊研修（43.8%），更衣室（43.2%），

髪型（41.2%），他の児童生徒への説明（38.4%），服装

（37.6%），通称の使用（37.1%），保護者や PTA への説明

（36.0%），クラブ活動・部活動（34.0%），体育又は保健

体育の授業（31.4%），体育又は保健体育以外の授業

（25.2%）であった． 

文部科学省 6)は，学校が把握している性同一性障害に係

る対応事例を収集している．この結果を本稿の結果と直接

比較することは難しいが，その調査と比べて，特別な配慮

図 2. 特定の児童生徒に対する支援・配慮 
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を行うことを決めている学校の割合は全体的に増えてい

た．同様に，本多 1)が実施した 2016 年の山梨県の小・中

学校調査と比較してみると，支援・配慮の選択率は概ね上

昇していたことから，特定の児童生徒に対する支援・配慮

に関する状況は改善傾向にあるのかもしれない． 

全体的傾向として，児童生徒から要望があった場合に，

その児童生徒に対して支援・配慮を行うことを学校として

決めているのは，全ての質問項目において，小学校，中学

校，高等学校の順で高かった．本多 1)では，小学校は，中

学校と比べて特定の児童生徒に対する支援・配慮を実施す

ることを決定している学校が多い傾向が認められたが，今

回の調査から，小学校，中学校，高等学校と，学校段階が

進むにつれて，特定の児童生徒に対する支援・配慮が漸減

することが示唆された．この結果は，学校の基本情報なら

びに回答者の基本情報において，（1）性的マイノリティの

児童生徒が在籍している（いると思う）合計割合が高等学

校，中学校，小学校の順に高い，（2）性的マイノリティに

関する学習経験ならびに相談経験を有する学校長の割合

は高等学校，中学校，小学校の順で高いという結果と比較

してみると対照的である． 

小学校は，中学校や高等学校と比べて，制服やクラブ活

動・部活動，体育などが児童生徒の性別で区別されること

が少ない．このことが特定の児童生徒に対する支援・配慮

状況の学校段階の違いを生じている可能性がある． 

トランスジェンダーの児童生徒は，学校生活に内在する

性規範に苦悩し，不登校になりやすいことから 2)，性別で

区別される機会が増える学校段階の進行に伴い，学校をド

ロップアウトしやすくなることが想定される．それがこの

結果と関係するのかもしれない．いずれにせよ，性的マイ

ノリティの生徒に対する合理的配慮の考え方がこれまで

以上に学校で普及することが望ましいだろう．昨今，一般

社会からみて明らかにおかしい校則や生徒心得，学校独自

ルールなどの通称「ブラック校則」の存在が問題視されて

おり 7)，校則を見直す動きが高まっている 8)．この動きに

連動して，性的マイノリティの児童生徒に対する学校の支

援・配慮に関する改善が行われることも期待したい． 

3.4 スクールカウンセラーに支援・配慮で貢献して欲し

いこと 

回答に不備がなかった小学校 848 校，中学校 513校，高

等学校 452校の回答を分析した．結果を図 3に示す． 

小・中・高等学校の選択率の平均を求めたところ，選択

率は高い順から，当事者児童生徒の相談に乗る（73.2%），

図 3. スクールカウンセラーに支援・配慮で貢献して欲しいこと 
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当事者児童生徒の保護者の相談に乗る（47.9%），教職員に

具体的な支援・配慮の仕方を教える（46.0%），当事者児童

生徒の担任の相談に乗る（40.9%），教職員に基本的な知識

を教える（38.1%），学校と専門機関との橋渡しをする

（29.8%），児童生徒たちに具体的な支援・配慮の仕方を教

える（19.0%），当事者児童生徒への継続的な助言をする

（19.0%），児童生徒たちに基本的な知識を教える（17.8%），

児童生徒が相談しやすい環境づくりに協力する（15.3%），

保護者たちに基本的な知識を教える（13.2%），保護者たち

に具体的な支援・配慮の仕方を教える（10.0%），だった． 

小・中・高等学校の結果の基本的なパタンは，概ね類似

していたが，小学校は，保護者への対応に関する項目の選

択率が中学校や高等学校と比べて高かった．これは，小学

校は中学校や高等学校よりも学校と保護者の結びつきが

強いことを反映しているのではないか，と考察する． 

文部科学省は，スクールカウンセラーの役割として，児

童生徒に対する相談・助言，保護者や教職員に対する相談，

校内会議等への参加，教職員や児童生徒への研修や講話，

相談者への心理的な見立てや対応，ストレスチェックやス

トレスマネジメント等の予防的対応，事件・事故等の緊急

対応における被害児童生徒の心のケアなどをあげている．

本研究の結果は，学校がスクールカウンセラーに性的マイ

ノリティ当事者の児童生徒に対する相談・助言，保護者や

教職員に対する相談への対応・貢献を期待していることを

示している．この結果は，学校が臨床心理士に支援・配慮

で貢献して欲しいことに関する結果 1)と共通する．スクー

ルカウンセラーは，国家資格である公認心理師，公益財団

法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理

士が担当していることが多い 9)．日本心理学会 10)が公開し

ている「公認心理師大学カリキュラム標準シラバス」を確

認したが，授業で含むべきキーワードの例の中には性的マ

イノリティに関係する事柄が含まれていないことから，性

的マイノリティに関する学習経験が乏しい公認心理師が

スクールカウンセラーとして勤務している可能性がある

ことにも留意すべきだろう．もし，そのような状況が認め

られるのであれば，公認心理師の研修会等でこの調査結果

を周知して学習機会を提供することが有効かもしれない． 

3.5 支援の充実において重要なこと 

回答に不備がなかった小学校 852 校，中学校 514校，高

等学校 459校の回答を分析した．結果を図 4に示す． 

小・中・高等学校の選択率の平均を求めたところ，選択

率は高い順から，教職員の学習機会の増加（61.5%），児童

図 4. 支援の充実において重要なこと 
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生徒が相談しやすい学校づくりの推進（53.3%），児童生徒

の学習機会の増加（36.3%），保護者と学校と外部機関の連

携（35.5%），学校のスムーズな支援体制の充実（35.2%），

教育機関における支援・配慮の公的な推進（30.6%），保護

者の学習機会の増加（26.8%），公的機関による人権教育・

いじめ防止の推進（21.7%），学校とスクールカウンセラー

の連携（20.3%），社会的な受け入れに関する法律・制度の

充実（19.6%），教材の開発・普及（10.2%），学校におけ

る情報発信・啓発活動の充実（5.7%），であった． 

本多 1)の小・中学校調査と比較すると，教職員の学習機

会の増加の選択率が最も高く，学校における情報発信・啓

発活動の選択率が最も低い，などの基本的な結果は共通し

ていた．約 6,000 人の教員を対象として行われた調査 11)

によれば，性同一性障害の子どもに関わった経験のある教

員は約 12％，同性愛が約 8％であったこと，さらに教員養

成課程出身の教員の回答を見ると，性的マイノリティの学

習経験は「性同一性障害に関すること」が 8.1％，「同性愛

に関すること」が 7.5％であったことが報告されている．

この報告から示唆されるように，性的マイノリティに関す

る学習経験がある教員は限られていることから，教職員の

学習機会の増加が選択されやすかったのではないか，と考

察する．学校における情報発信・啓発活動の選択率が低い

という結果は，学校の多忙化や施設対応の難しさなど，現

実的な事情から対応が難しい学校があることとも関係す

るかもしれない 12)． 

４．おわりに 

学校における性的マイノリティの児童生徒への支援・配

慮の充実が喫緊の課題である．本研究は，本多 1)を発展さ

せて，全国の小・中・高等学校を無作為抽出して，性的マ

イノリティの児童生徒への支援・配慮状況を調べた．

その結果，（1）性的マイノリティに関する学習機会・情

報提供を行っている学校は少数であること，（2）特定の児

童生徒に対する支援・配慮は学校段階の進行に伴い漸減す

る傾向が認められること，（3）児童生徒への支援・配慮の

充実には教職員の学習機会の増加が重要だと考えられて

いること，が示された．以上の結果の基本的な傾向と知見

は，本多 1)と概ね共通していた． 

結果をもとに，性的マイノリティの児童生徒に対する支

援・配慮の充実，状況の改善について考察する．教職員の

性的マイノリティに関する知識不足とそれに伴う問題の

発生が懸念される．複数の教職員が当該児童生徒への情報

を共有する仕組みがあると回答した学校が多かったが，教

職員が知識不足の状況下での情報共有がきっかけとなっ

て，当事者の意思によらない性的指向や性自認に関する情

報の暴露，いわゆるアウティングが行われるようなことは

絶対に避けなければいけない．教職員の学習機会の増加が

重要だ，と回答した学校長が多かったが，教職員の学習機

会の増加による知識不足の解消は，支援要請に対応できる

学校づくりにとって必須であり，アウティングのリスクを

減らすうえでも有効だろう． 

教職員向け研修会を実施している学校は回答が得られ

た学校でも 3割未満だったことから，今後，教育委員会な

どが主体となって，性的マイノリティの児童生徒への支

援・配慮を検討する研修会やワークショップを実施するこ

とで，教職員の性的マイノリティに関する知識不足解消，

学校における支援・配慮の充実，状況の改善が期待できる

だろう．性的マイノリティの児童生徒への支援・配慮は，

相談経験がない学校では，当事者の存在や支援の必要性が

認識されにくいことから，支援要請が行われたときに対応

できる学校づくりが遅れがちである 12)．支援要請に対応

してきた学校がもつ知識や経験，ノウハウを研修会等で共

有する取り組みは，性的マイノリティの児童生徒に対する

学校の支援・配慮状況を改善する一助になるだろう． 

本研究の限界と留意点について言及する．本研究の調査

票の回収率は 23～29％程度であった．郵送調査法による

回収率は 20～30%にとどまることが多いことが知られて

いる 13), 14)．本研究は，郵送調査として一般的な回収率だ

ったものの，どちらかといえば，性的マイノリティの児童

生徒に対する学校の支援・配慮に関心がある学校からの回

答結果が反映されている，と考えたほうが適当である．こ

の考えに基づいて議論するならば，データにはバイアスが

かかっている可能性が高いことから「学校全体としての支

援・配慮」「特定の児童生徒に対する支援・配慮」の実際

の選択率は本研究の結果よりも低いということが想定さ

れる．今後，学校における性的マイノリティの児童生徒へ

の支援・配慮状況を調べ，課題を明らかにし，教育現場へ

の応用と状況の改善につなげていくためには，当該問題に

関心がある学校だけではなく，関心の乏しい学校からも知

見が得られるような工夫も求められるだろう． 

５．まとめ 

全国の小・中・高等学校を無作為抽出して性的マイノリ

ティの児童生徒に対する学校の支援・配慮状況を調べた結

果，（1）性的マイノリティに関する学習機会・情報提供を

行っている学校は少数であること，（2）児童生徒に対する

支援・配慮は学校段階の進行に伴い漸減する傾向が認めら

れること，（3）児童生徒への支援・配慮の充実には教職員

の学習機会の増加が重要だと考えられていること，が示さ

れた．性的マイノリティの児童生徒に対する学校の支援・

配慮の充実，状況の改善についても考察した． 

脚注 

注 1：調査票では「セクシュアル・マイノリティ」という

用語を使用したが，現在「性的マイノリティ」という用語

が普及しつつあることから（文部科学省の資料でも使用さ

れている），本稿では「性的マイノリティ」という用語を

使用する． 
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注 2：小学校調査の調査票では「児童」，中学校調査と高

等学校調査の調査では「生徒」という用語を使用した． 

注 3：選択数に上限を設定した理由は，全て望ましい項目

であることから，回答者が全てに〇をつける可能性がある

こと，その結果，質問項目に対する正確な反応が得られな

くなる可能性を考慮したためである．そのため，12 項目

の三分の一を基準にして選択数の上限を 4項目とした． 

付記 

小学校調査は日本心理学会第 82 回大会 15)で，中学校

調査は国際学校心理学会第 40回大会 16)で，高等学校調査

は日本学校心理学会第 21回大会 17)で発表した．各調査結

果は助成団体が主催した研究成果報告会等でも発表した

18)-20)．研究成果の一部は報告書等で既報である 12), 21), 22)． 
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小学校における通学時のヘルメット着用指導状況に関する研究 

－2021 年静岡県実態調査－ 

Elementary School Guidance on Wearing a Helmet While Commuting to School:  

The 2021 Shizuoka Prefectural Survey 

酒井 いお汰*，本多 明生* 

Iota SAKAI* and Akio HONDA* 

Abstract: Guidance for students wearing a helmet in elementary schools is effective for reducing traffic 

accidents and accidental deaths. This research examined the status of guidance on wearing a helmet while 

commuting to school in elementary schools in Shizuoka Prefecture. Results revealed that about 30% of 

the elementary schools provided guidance on wearing a helmet. The following three factors were inferred 

as related to guidance and dissemination of the use of helmets: “Increased volume of traffic on school 

routes,” “Requests and opinions from parents,” and “Weight reduction of helmets.” 

1．はじめに

昨今，小学生の通学中の交通事故が社会に大きなインパ

クトを与えている．例えば，2021 年 6 月 29 日，千葉県八

街市において，下校途中の小学生の列にトラックが突っ込

み，5 人が死傷する事故があった．トラック運転手の酒気

帯び運転に起因する事故だが，事故現場の通学路は道幅が

狭く，危険性が高いことが認識されていた¹⁾．2021 年 12 月

9 日には，静岡県菊川市において，集団登校中の小学生 5

人が軽傷を負うひき逃げ事故があった．事故が起きた現場

は道幅が狭いことから，学校関係者や地域住民からは危険

視されていた²⁾．千葉県八街市交通事故を受けて実施され

た通学路の緊急点検の結果によれば，見通しが悪いなどの

危険性があり対策が必要とされる危険通学路は全国で約 7

万 2 千カ所にのぼることから³⁾，児童の通学時の安全確保

は喫緊の課題である． 

本研究は，通学時のヘルメット着用には児童の重大事故

発生のリスクを減らすメリットがあると考えて，静岡県の

小学校を対象に，通学時のヘルメット着用指導状況の実態

調査を行った．箕輪・柏井・井上（2000）は，大宮市を対

象に小学校のヘルメット着用の義務化が交通事故とその

死亡事故を減らすのかを検討した結果，小学校児童のヘル

メット着用は児童の交通事故および事故死を減らすと結

論づけていることから⁴⁾，本研究から得られる知見は重要

である． 

通学時のヘルメット着用は，交通事故対策のひとつとし

て効果があるだけではなく，児童の防災対策としても有用

である．2021 年現在，予想されている南海トラフ巨大地震

は，静岡県から岐阜県にかけての一部では震度 7 となる可

能性があるほか，それに隣接する地域では震度 6 強から 6

弱の強い揺れの発生が想定されている⁵⁾．気象庁によれば，

震度 6 強では耐震性の低い木造建築物が倒壊する恐れが，

震度7では耐震性の低い鉄筋コンクリート造りの建物が倒

壊する恐れがあることから，多くの建築物が倒壊する可能

性が高く，落下物による怪我が発生しやすい状況になる⁶⁾．

松戸市の防災意識普及啓発資料（2019）によれば，阪神淡

路大震災の怪我の原因は，落下物が 15.8%，ガラスによる

ものが 10.5%である⁷⁾．児童に対する通学時のヘルメット

着用指導が実施されれば，災害時に児童が頭部を危険物か

ら守ることができるようになることから，児童の災害対策

としても成果が見込めるだろう． 

このような着想から，小学校における通学時のヘルメッ

ト着用指導状況を把握するために，第二著者が 2020 年 11

月に文部科学省に問い合わせを行ったところ，文部科学省

から通学時のヘルメット着用指導に関する指針やガイド

ラインは出していないが，毎年，文部科学省および関係機

関における交通安全に関する施策を計画的に推進するこ

とを目的に「文部科学省交通安全業務計画」を作成して各

都道府県に周知している，という回答が得られた．さらに，

地域によって交通事情は様々であることから，それぞれの

地域の実情を勘案して，各学校や設置者の判断や保護者の

意向などを考慮して指導が行われている，という回答が得

られた．これらの回答を手がかりに，全国各地の小学校の

ヘルメット着用指導の事例を調べたところ，茨城県牛久市

（2019）では 2019 年に発生した「大阪北部地震でのブロッ

ク塀崩壊による通学途中の児童死亡事故」を受けて，小学

校全児童に対し，徒歩通学時の交通事故発生への対策，在
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校時の災害対策，帰宅後の自転車乗車時のヘルメット着用

等への活用を意図して，ヘルメットの無償配布を行ってい

た⁸⁾．また，愛知県では，小学校の通学にヘルメット着用の

ルールがある自治体の数を調べた結果，全 54 の市町村の

うち 12 の自治体がルールを定めていることがわかった⁹⁾． 

本学の所在地である静岡県の小学校における通学時の

ヘルメット着用指導状況を把握するために，第二著者が

2020 年 11 月に静岡県教育委員会に問い合わせた結果，平

成 29 年度に県教育委員会が実施した交通安全調査（平成

29 年 5 月 1 日時点）において，自転車通学にかかわらず登

下校時にヘルメットの着用を義務付けている学校は 168校

（県内公立小学校 502 校）である，という回答が得られた．

しかしながら，静岡県教育委員会によれば，各小学校がヘ

ルメット着用指導に取り組む理由，または指導に取り組ま

ない理由や，ヘルメット着用指導に関係する要因までは，

これまで調査していない，という回答であった． 

以上の背景と経緯から，本研究は，静岡県の小学校を対

象に，通学時のヘルメット着用指導状況を調べること，ヘ

ルメット着用指導に関係する要因を明らかにすることを

目的とした．小学校がヘルメット着用指導を行う理由は多

岐にわたると考えられるが，第一著者が静岡理工科大学近

辺における，ヘルメット着用指導を行っている小学校と，

着用指導を行っていない小学校の道路状況を観察したと

ころ，着用指導を行っている小学校の周辺は道幅が狭い，

見通しが悪い，交通量が多いといった点が目につき，着用

指導を行っていない小学校の周辺では，通学路の見通しが

良く，交通量も少ないといった特徴があった．このことか

ら，本研究は当初「小学校のヘルメット着用指導は学校周

辺の交通事情の影響を受ける」と仮説を立てた． 

2. 事前調査

2. 1 目的

電話を利用した半構造化面接を行うことで，小学校にお

ける通学時のヘルメット着用指導状況の実際に関する知

見を得ることを目的とした．  

2. 2 方法

（1）調査対象校

第一著者の母校である H 学校，静岡理工科大学と連携関

係にある F 市教育委員会からご紹介頂いた，K 学校，A 学

校，F 学校の 3 校を調査対象とした．K 学校はヘルメット

着用指導を行っている学校，H 学校と A 学校はヘルメット

着用指導を行っていない学校，F 学校は過去にヘルメット

着用指導を行っていた学校だった．回答者は 4 校全て，各

学校の教頭先生だった． 

（2）手続き

事前作成した面接マニュアルを用いた電話による半構

造化面接を行った．面接は「ヘルメット着用指導をしてい

るか否か」の質問から始まり，着用指導をしていると回答

が得られた場合は「どういった指導を行っているか」，「ヘ

ルメット着用指導を取り組むうえでの障壁や問題はある

か」といったヘルメット着用指導の具体的な内容や，取り

組むうえでの問題について質問した．着用指導をしていな

いと回答が得られた場合は「着用指導を取り組まない理由」

について質問した．そして，着用指導の有無の回答に関わ

らず，共通する質問として「静岡県内の小学校におけるヘ

ルメット着用指導の現状の普及率について，どういった事

情が考えられるか」，「ヘルメット着用指導普及のために，

県や小学校でどういった行動を起こすべきか」といった，

ヘルメット着用指導に関する自由な意見も求めた．

（3）実施期間

2021 年 5 月 27 日から 9 月 7 日．

2. 3 結果

K 学校は通学時のヘルメット着用指導を行っており，学

校周辺の交通量が多いため，着用指導に取り組んでおり，

また過去に児童が交通事故に遭ったため，ヘルメット着用

を継続していく考えがより強くなったことが分かった．着

用指導を取り組むうえでの問題や障壁は，「暑い時期のヘ

ルメット着用は児童の体調不良を起こしやすいこと」，「転

校してきた児童とその保護者からは困惑の声があること」

を挙げた． 

H 学校，A 学校，F 学校は，通学時のヘルメット着用を

行っておらず，共通する理由として「ヘルメット着用によ

る熱中症の恐れがある」，「保護者や児童といった周囲から

ヘルメット着用に対する申請がないこと」，「ヘルメットの

保管場所が学校にないこと」を挙げた．H 学校は「ヘルメ

ット着用を行わなくても，困る理由がないこと」，A 学校

は「学校周辺の道幅が広く，田んぼが多いため，遠くから

でも視認できる黄色い帽子をつけている」，F 学校は「ヘル

メット着用ではなく，交通マナーを守る方が重要であるた

め」とそれぞれ着用指導を行わない理由を回答した． 

静岡県の小学校におけるヘルメット着用指導の現状の

普及率について，どういった事情があると思うかという質

問には「保護者の購入費用の負担があるため」，「熱中症の

リスクがあるため」，「防災頭巾や通学帽子といったものを

使っているため」，「ヘルメットを被ることによる安全指導

よりも登下校時の安全指導に力を入れている学校が多い

ため」といった回答が得られた．今後ヘルメット着用指導

が普及するための行動について質問したところ，「登下校

中の事故が起きるといったきっかけがないと動かない」，

「保護者の理解を得ること」，「ヘルメットの性能の向上」

などの回答が挙げられた．また，着用指導を行っていない

3 校に今後ヘルメット着用指導を取り組むかを質問したと

ころ，3 校全てが，行う予定はない，と回答した． 

2. 4 考察

当初の仮説「ヘルメット着用指導は学校周辺の交通事情

により異なる」は，K 学校のみ学校周辺の交通量の多さゆ

え，着用指導を取り組む理由として回答しており，A 学校
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は道幅の広さと田んぼの多さから，視認性向上のための黄

色の帽子を被るようにしていると回答した．H 学校，F 学

校では，学校周辺の交通事情ではなく，「ヘルメット着用

による暑さや蒸れにより，児童の体調不良につながる恐れ

があるため」，「ヘルメット着用指導に関して，児童やその

保護者から申請がないため，現状に問題がないと判断して

いるため，取り組まない」という 2 つの理由が共通してい

た．事前調査から，新たに「ヘルメット着用による熱中症

のリスク」と「保護者や児童からのヘルメット着用に対す

る要望によって学校側が判断する」が着用指導に関係する

ことが示唆されたため，仮説を修正した． 

本研究の修正仮説は，「ヘルメット着用指導を行ってい

る小学校は，通学路の交通状況が悪いため，指導に取り組

む」，「ヘルメット着用を行わない小学校は，保護者や児童

などからの要望がないため，指導を取り組まない」，「ヘル

メット着用を行わない小学校は，熱中症のリスクを考慮し

て行わない」とした． 

3. 本調査

3. 1 目的

調査票を用いた質問紙調査を行うことで，静岡県の小

学校における通学時のヘルメット着用指導状況を調べる

こと，ヘルメット着用指導に関係する要因を明らかにす

ることを目的とした． 

3. 2 方法

(1) 調査対象校

調査対象校は，静岡県学校名簿に記載されていた静岡

県内の小学校全 502 校のうち，分校 5 校を除く 497 校か

ら無作為抽出（50%）した 248 校だった． 

(2) 調査票

調査票は，（1）事前調査の結果をもとに，ヘルメット

着用指導の実態を調べるための質問項目，（2）調査対象

校の基本情報に関する質問項目から構成されていた． 

（1）ヘルメット着用指導の実態を調べるための質問項

目は，研究の仮説と事前調査から得られた結果から考案

した項目「通学路の交通状況」，「申請や意見」，「熱中症

のリスク」に該当した回答と，その他の多く考えられる

理由のうち「児童の交通事故」，「ヘルメット着用指導の

購入費用といった予算的な問題」，「教員の指導時間や役

割分担といった負担」などを回答として選出した．質問

項目は，A.「ヘルメット着用指導の有無」はい，いいえ

の 2 択，B.「ヘルメット着用指導を行う理由」11 項目，

C.「ヘルメット着用指導を行うときに直面した問題」11

項目，D.「ヘルメット着用指導を行わない理由」16 項

目，E.「ヘルメット着用指導以外に取り組んでいる交通

安全指導」12 項目，F.「ヘルメット着用指導が普及して

いくために関係する社会的要因・事柄」13 項目から構成

されており，B から F の回答は複数選択を可能とした．

着用指導を取り組んでいる学校は，A，B，C，E，F の順

に回答し，着用指導を取り組んでいない学校は，A，D，

E，F の順に回答することを求めた．（2）調査対象校の基

本情報を調べるための質問項目は，学校の種類，生徒

数，所在地，自転車乗車時のヘルメット着用指導の有

無，自転車で通学している児童の有無，回答者の役職，

赴任年数，考えや意見に関する自由回答であった． 

(3) 手続き

調査対象校に調査票を郵送した．調査票の表紙に，こ

の調査は我が国の小学校におけるヘルメット着用指導の

現状，それに関係する要因を調べるために実施されるこ

と，調査票への回答は無記名式であるため，個人が特定

されることはないこと，研究目的以外では使用しないこ

とを明記した．カバーレターと返信用封筒を同封した． 

(4) 実施期間

2021 年 11 月 17 日から 12 月 26 日． 

3. 3 結果

(1) 基本情報

返送締切日は 2021 年 12 月 17 日に設定したが， 2021

年 12 月 26 日まで返送があったため，同日までに返送さ

れた調査票（104 校，回収率 41.9%）を分析した．そのう

ち 1 校はこちらの質問の意図を正確に理解していない回

答であったことから，誤回答として処理し，以降の分析

からは除外した．したがって分析対象は 103 校の回答だ

った． 

ヘルメット着用指導を行っている，行っていない小学

校の内訳は，行っているが 35 校（34%），行っていない

が 68 校（66%）であった．103 校の基本情報の内訳は公

立校が 101 校，私立校が 2 校であった．各小学校の生徒

数は，199 人以下が 32 校，200～399 人が 27 校，400～

599 人が 24 校，600～799 人が 14 校，800～999 人が 4

校，1000 人以上が 2 校であった．各学校の所在地は西部

が 26 校，中部が 45 校，東部が 24 校，伊豆が 8 校であっ

た．自転車乗車時のヘルメット着用について，行ってい

ると回答した学校は 98 校，行っていないと回答した学校

は 5 校だった．自転車での登下校を行っている児童がい

るかという質問は，103 校全ての学校がいないと回答し

た．回答者の内訳は，校長による回答が 32 校，教頭によ

る回答が 43 校，その他からの回答が 28 校だった．回答

者の現在の小学校の赴任年数は，1 年目が 28 人，2 年目

が 38 人，3 年目が 17 人，4 年目が 11 人，5 年以上が 6

人，未記入が 3 人だった．ヘルメット着用指導に対する

考えや意見を求めたところ，回答が得られた学校は 40

校，特に記載がなかった学校は 63 校だった． 

(2) ヘルメット着用指導を行う理由

質問項目 B「ヘルメット着用指導を行う理由」におけ

る各項目の選択率を図 1 に示す．最も選択された項目は

「B-2 通学路の交通量が多いため」（80.0%）であった．

次点で「B-10 地震や津波と言った災害時に備えるた

め」（45.7%）と「B-1 通学路の道幅が狭い」（45.7%）が
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同率であった．最も選択率の低かった項目は，「B-5 自

動からの要望や意見」（0%）であった．「B-11 その他の

理由」（8.5%）では，「ヘルメットは市からの配布」や

「1，2 年生のみの着用」といった各学校の細かな点が記

載されていた．各質問項目に対して二項検定を行った結

果「B-2 通学路の交通量が多いため」（80.0%）（図 1 で

黒色棒グラフ表記）は当該項目に対する回答の選択率が

有意に高かった（p < .05）．「B-1 通学路の道幅が狭いた

め」（45.7%）と「B-10 地震や津波といった災害時に備

えるため」（45.7%）は回答を選択した学校と選択しなか

った学校の数が拮抗していた（ps = n.s.）（図 1 で灰色棒

グラフ表記）．「B-4 過去にニュースで，他校の児童の交

通事故が報道されたため」（22.8%）以下の選択率を示し

た 8 項目（図 1 で白色棒グラフ表記）は，当該項目に対

する回答の非選択率が有意に高かった（ps < .05）． 

(3)ヘルメット着用指導を行うときに直面した問題

質問項目 C「ヘルメット着用指導を行うときに直面し

た問題」における各項目の選択率を図 2 に示す． 

最も選択された項目は「C-7 児童の熱中症・脱水症状

といった体調不良の対策」（82.8%）だった．最も選択率

の低かった項目は「C-6 ヘルメット着用指導に要する教

育時間の確保」（0%），「C-4 ヘルメット着用指導の担当

者の決定」（0%），「C-3 警察，自治体，教育委員会との

連携」（0%）の 3 項目だった．各質問項目に対して二項

検定を行った結果「C-7 ヘルメット着用する児童の熱中

症・脱水症状といった体調不良の対策」（82.8%）（図 2 で

黒色棒グラフ表記）は当該項目に対する回答の選択率が

有意に高かった（p < .05）．「C-2 保護者からの反発に関

する問題」（25.7%）以下の選択率を示した 10 項目（図 2

で白色棒グラフ表記）は，当該項目に対する回答の非選

択率が有意に高かった（ps < .05）． 

「その他の問題」（11.4%）では，「ヘルメットを正しく

被らない児童が発生した」，「ヘルメットにシールを貼り

付けたり，サインを書き込んだりし風紀が乱れたことが

あった」といった児童が着用に正しく取り組まない問題

図 2 ヘルメット着用指導を行う際に直面した問題（n = 35） 

図 1 ヘルメット着用指導を行う理由（n = 35） 
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や，「校外学習でヘルメットか帽子を被るかで，指示がま

とまらなかった」といった問題が回答された． 

(4) ヘルメット着用指導を行わない理由

質問項目 D「ヘルメット着用指導を行わない理由」に

おける各項目の選択率を図 3 に示す．最も選択された項

目は「D-5 保護者から要望や意見がない」（67.6%）であ

った．各質問項目に対して二項検定を行った結果「D-5 

保護者から要望や意見がない」（67.6%）（図 3 で黒色棒グ

ラフ表記）は当該項目に対する回答の選択率が有意に高

かった（p < .05）．「D-7 教職員から要望や意見がないた

め」（61.7%）以下の選択率を示した 4 項目は回答を選択

した学校と選択しなかった学校の数が拮抗していた（ps = 

n.s.）（図 3 で灰色棒グラフ表記）．「D-13 ヘルメット着

用には，熱中症や脱水症状などの，児童の体調不良の発

生が懸念されるため」（33.8%）以下の選択率を示した 11

項目（図 3 で白色棒グラフ表記）は，当該項目に対する

回答の非選択率が有意に高かった（ps < .05）．「D-16 そ

の他の理由」（13.2%）では，「スクールバスや電車での通

学があるため」や「帽子を被って登校することが伝統に

なっているため」といった回答が得られた．  

(5) ヘルメット着用指導以外で取り組んでいる交通安全

指導 

質問項目 E「ヘルメット着用指導以外で取り組んでいる

交通安全指導」における選択率を図 4 に示す．最も選択さ

れた項目は，「E-1 警察による交通安全指導」（95.1%）で

あった．同様に選択率の高い項目として，「E-5 登下校時

の旗振り当番を行っている」（72.8%）が挙げられた．「E-12 

その他の取り組み」（12.6%）では「地域の見守り隊が通学

図 4 ヘルメット着用指導以外に取り組んでいる交通安全指導（n = 103） 

図 3 ヘルメット着用指導を行わない理由（n = 68） 
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路の見守り活動を行っている」や「ボランティアが旗振り

活動を行っている」といった地域住民の協力があるという

回答が得られた．各質問項目に対して二項検定を行った結

果「E-1 警察による交通安全指導を行っている」（95.1%）

と「E-5 登下校時の旗振り当番を行っている」（72.8%）

（図 4 で黒色棒グラフ表記）は当該項目に対する回答の選

択率が有意に高かった（ps < .05）．「E-6 自動の集団登校

を行っている」（49.5%）と「E-11 見通しの悪い道や交通

量の多い道は避けて登下校するように指導している」

（50.4%）は回答を選択した学校と選択しなかった学校の

数が拮抗していた（ps = n.s.）（図 4 で灰色棒グラフ表記）．

「E-2 自治体による交通安全指導を行っている」（39.8%）

以下の選択率を示した 8 項目（図 4 で白色棒グラフ表記）

は，当該項目に対する回答の非選択率が有意に高かった

（ps < .05）． 

(6) ヘルメット着用指導の普及に関係する社会的要因・

事柄 

 質問項目 F「ヘルメット着用指導の普及に関係する社

会的要因・事柄」における回答率を図 5 に示す．最も選

択された項目は「F-11 ヘルメットの軽量性能が現在よ

りも向上して．児童の身体的負担が軽減される」

（64.0%）であった．「F-13 その他の要因・事柄」

（3.8%）を除いた項目で選択率が低かった項目は，「F-2 

通学路の安全性に関係する整備が，財政的な事情等で進

まなくなる」（13.5%）であった．各質問項目に対して二

項検定を行った結果「F-11 ヘルメットの軽量性能が現

在よりも向上して．児童の身体的負担が軽減される」

（64.0%）（図 5 で黒色棒グラフ表記）は当該項目に対す

る回答の選択率が有意に多かった（p < .05）．「F-10 ヘル

メットの冷却性能が現在よりも向上して，児童の体調不

良が起きにくくなること」（58.2%）以下の選択率を示し

た 7 項目は回答を選択した学校と選択しなかった学校の

数が拮抗していた（ps = n.s.）（図 5 で灰色棒グラフ表

記）．「F-3 通学時の交通事故が各種メディアで報道され

ること」（21.3%）以下の選択率を示した 4 項目（図 5 で

白色棒グラフ表記）は，当該項目に対する回答の非選択

率が有意に多かった（ps < .05）． 

3. 4 考察

はじめに，分析対象となった小学校の基本情報について

考察する．分析対象データは，（1）98%が「公立校」から

の回答，であった．（2）600 人以上の学校数からの回答数

が少なく，199 人以下の生徒数の学校からの返送が多かっ

た．令和元年の静岡県の小学校の平均生徒数は 375 人だっ

たので¹⁰⁾，回答した学校の多くは小中規模の学校であった．

そして（3）回答校の所在地は中部地区が 45 校（43.6%）

と最も多く，西部地区が 26 校（25.2%），東部地区が 24 校

（23.3%）で，伊豆地区が 8 校（7.76%）と最も少なかった．

（4）自転車乗車時のヘルメット着用指導の取り組みを行

っている学校は 98 校（95.1%）であり，行っていない学校

は 5 校（4.85%）であった．このことから，ほぼ全ての小

学校において，自転車乗車時のヘルメット着用指導が行わ

れていることが示された． 

仮説を検討する．仮説 1「ヘルメット着用指導を行って

いる小学校は，通学路の交通状況が悪いため，指導に取り

組む」は部分的に支持された．具体的には，質問項目 B「ヘ

ルメット着用指導を行う理由」の「B-2 通学路の交通量が

多い」（80.0%）は最も選択率が高かったことから，仮説は

支持されたと考える．しかし，「B-1 通学路の道幅が狭い」

（45.7%）は選択率に偏りはみられなかったことから，仮

説 1 は部分的に支持されたと結論する．したがって，通学

路の交通量が多いことが小学校のヘルメット着用指導に

大きく関係していること，通学路の道幅が狭いという条件

だけでは，小学校がヘルメット着用指導を実施する動機付

けとしては弱いことが示唆された．中京テレビ（2020）に

よれば，愛知県の小学校でヘルメット着用指導が普及し始

めたのは，1970 年代からの自家用車の急増が関係してお

図 5 ヘルメット着用指導の普及に関係する社会的な要因・事柄（n = 103） 
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り，交通事故で亡くなる人の数が年間 1 万人を超えていた

その当時の社会情勢が影響したのではないか，と考察され

ている⁹⁾．そして，事前調査で K 学校は「交通量が多いた

め」と回答しており，道幅の広さに関する言及はなかった．

実際，交通量の少ない地域であれば，交通事故発生のリス

クがそもそも少なくなると考えられることから，小学校が

ヘルメット着用指導を行う理由には，第一に通学路の交通

量が大きく関係する，と考察する． 

仮説 2「ヘルメット着用を行わない小学校は，保護者や

児童などからの要望がないため，指導を取り組まない」は

部分的に支持された．具体的には，質問項目 D「ヘルメッ

ト着用指導を行わない理由」の「D-5 保護者から要望や

意見がない」（67.6%）は選択率が高かったことから，仮説

は支持されたと考える．しかし，「D-7 教職員から要望や

意見がない」（61.7%），「D-8 自治体から要望や意見がな

い」（58.8%），「D-9 教育委員会から要望や意見がない」

（57.3%），「D-6 児童からの要望や意見がない」（51.4%）

は選択率に偏りはみられなかったことから，仮説 2 は部分

的に支持されたと結論する．保護者からの要望や意見に関

する回答の選択率が高い理由は，教職員や児童と比べて保

護者からの意見の方が学校への影響が強いことが関係す

ると考える．事前調査で A 学校と F 学校は「保護者からの

申請があった場合にのみ着用指導を取り組む考え」と回答

しており，保護者以外からの申請に関しては言及していな

かった．以上の知見は，通学時のヘルメット着用指導とい

った児童の安全に関わる事柄は，保護者の意見が重視され

る傾向にあることを示唆している． 

仮説 3「ヘルメット着用を行わない小学校は，熱中症の

リスクを考慮して行わない」は支持されなかった．具体的

には，質問項目 D「ヘルメット着用指導を行わない理由」

における「D-13 ヘルメット着用には，熱中症や脱水症状

などの，児童の体調不良の発生が懸念されるため」（33.8%）

は，回答の選択率が低かったため，仮説が支持されなかっ

たと結論する．着用指導を行っている学校からは，水分補

給を取る時間を設けるなどして，脱水症状にならないよう

努めているという事前調査の回答や，本調査の質問項目 C

の「その他の問題」（11.4%）からは，「夏場は黄色い帽子を

着用」，「7，8，9 月の間はヘルメットを被らなくてもよく

している」といった回答があった．このことは，実際にヘ

ルメット着用指導を行っている学校は熱中症や脱水症状

に対して様々な対策を講じていることを示している．事実，

ヘルメット着用指導を行っている学校が回答した質問項

目 C「ヘルメット着用指導を行うときに直面した問題」の

「C-7 熱中症・脱水症状といった体調不良の対策」の選

択率は 82.8%であった．そして，熱中症のリスクは，ヘル

メット着用指導の開始後に関係する問題であり，ヘルメッ

ト着用指導を行わない直接的な理由にはならないかもし

れない，と考察する． 

質問項目 E「ヘルメット着用指導以外で取り組んでいる

交通安全指導」では，「E-1 警察による交通安全指導」

（95.1%）と「E-5 登下校時の旗振り当番」（72.8%）は，

選択率が高く，警察と協力して交通安全に取り組んでいる

学校数が多かった．そして「E-2 自治体による交通安全指

導を行っている」（39.8%）以下の非選択率が高かった 8 項

目では，警察以外の組織・団体が含まれている項目がある

ことから，多くの小学校の交通安全指導において，警察以

外の協力は得ていないことが分かった． 

質問項目 F「ヘルメット着用指導の普及に関係する社会

的要因・事柄」では，「F-11 ヘルメットの軽量性能が現在

よりも向上して．児童の身体的負担が軽減される」(64.0%)

は選択率が高かった．一方「F-10 ヘルメットの冷却性能

が現在よりも向上して，児童の体調不良が起きにくくなる」

（58.2%）は選択率に偏りがみられなかった．2 つの質問項

目から，ヘルメットの性能向上で重視される点は，冷却性

よりも軽量性であることが分かった．軽量性が重視される

理由は，小学生の荷物が重くなっていることが関係するか

もしれない．フットマーク株式会社が 2021 年に行った「ラ

ンドセルの重さに関する意識調査」¹¹⁾によれば，ランドセ

ルを使用して通学している小学 1 年生から 3 年生を対象

に，ランドセルの重量について回答を求めたところ，90.5%

が「ランドセルが重い」と回答していることから．通学時

の荷物に負担を感じている小学生は多いといえる．このこ

とから，小学校で通学時のヘルメット着用が普及するため

には，ヘルメットの軽量化による児童の身体的負担の軽減

が関係する，と考察する． 

5. まとめ

小学校における児童へのヘルメット着用指導には交通

事故や事故死を減らす効果がある 4)．本研究は，静岡県

の小学校を対象に，通学時のヘルメット着用指導状況を

調査した．その結果，約 3 割の小学校が通学時のヘルメ

ット着用指導を行っていることがわかった．小学校のヘ

ルメット着用指導とその普及には「通学路の交通量の増

加」，「保護者からのヘルメット着用指導に関する要望や

意見」，「ヘルメットの軽量化」の三つの要因が特に関係

する，と結論付ける． 

今後の研究では，本研究の結果が静岡県特有の傾向な

のか，あるいは全国的な傾向なのかが不明であることか

ら，他の地域でも同様の調査や，全国の小学校を対象と

した調査を実施することが望ましい． 

付記 

 本稿は第二著者が指導を行った第一著者の卒業論文

（2021 年度静岡理工科大学情報学部卒業研究）を加筆修

正したものである． 
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2020年 J1リーグにおけるホームアドバンテージの検証 

―通常試合と無観客試合の比較― 

Examination of Home Advantage in the 2020 J1 League:  

Comparison between normal matches and no-spectator matches 

田代 浩汰＊，本多 明生＊ 

Kota TASHIRO and Akio HONDA 

Abstract: Football players’ performance is probably influenced by the presence or absence of spectators. This 

study examined whether home advantage because of the spectator factor can be identified, investigating normal 

matches and matches with no spectators in the 2020 J1 League. Scores, points, the number of yellow cards, the 

number of red cards, the total running distance, the number of sprints, the number of direct free kicks, and the 

number of instances of dribbling were analyzed for each match. Results revealed that the total running distance 

was longer during normal matches than during matches with no spectators. However, no influence of the 

presence or absence of spectators was found on other indicators. It is noteworthy that home teams gained more 

points during normal matches, whereas away teams earned more during matches with no spectators. In addition, 

the away teams scored more goals and won more points than the home teams in the no-spectator matches, 

suggest that the phenomenon known as "home disadvantage" was occurring in the 2020 J1 League. 

1．はじめに

ホームアドバンテージ（home advantage）とは，オリン

ピック等の国際大会や各国のプロスポーツのリーグ戦等

で主催国や本拠地のチームや選手が好成績を収める傾向

があることである 1)．Courneya & Carron 2)は，ホームアド

バンテージの主な要因として，習熟因子，移動因子，ルー

ル因子，観客因子をあげている．

安部 3)は，無観客試合が実施された 2008-09シーズンの

メキシコのサッカーリーグを対象に，観客因子によるホー

ムアドバンテージへの影響を調べた結果，選手のパフォー

マンス（ホームチームとアウェイチームの勝ち点数，ゴー

ル数）にホームアドバンテージの傾向が認められたものの，

観客因子による影響は認められなかったことを報告した． 

通常試合と無観客試合を対象としたホームアドバンテ

ージの研究は安部 3)以外にも行われているが，観客因子に

よるホームアドバンテージへの影響は必ずしも認められ

ていない．例えば，Tilp & Thaller 4)は，コロナ禍の 2020

シーズンに開催されたドイツサッカーのブンデスリーガ

を対象に，通常試合と無観客試合のデータを分析した．そ

の結果，無観客試合は，通常試合と比べて，ホームの勝利

数が少ないだけではなく，ホームチームは勝った試合より

も負けた試合が多いという意外な結果が示された．この結

果は，ロックダウンによってホームチームが不利になった

こと，すなわち「ホームディスアドバンテージ (home 

disadvantage)」 4)が生じたことを意味している．したがっ

て，観客因子によるホームアドバンテージへの影響につい

ては議論が続いている． 

 以上の背景から，本研究は，コロナ禍に行われた 2020

年 J1 リーグの通常試合と無観客試合を対象として，観客

因子によるホームアドバンテージへの影響を調べた．J1

リーグでは，新型コロナウイルスの感染拡大防止対策とし

て，2020 シーズン第 2 節の 7 月 4 日から第 3 節の 7 月 8

日に無観客試合が実施されたが，Jリーグの通常試合と無

観客試合を比較した研究はこれまで行われていない． 

欧州各国のプロサッカーリーグと J リーグの戦績を分

析した森・桒原 6)によると，欧州各国リーグではホームア

ドバンテージが確認されているが，Jリーグではホームア

ドバンテージと呼べるほどの戦績の違いが見出せなかっ

たことを報告している．このことから，Jリーグでは，従

来の研究 3), 4)とは異なるホームアドバンテージについて

の知見が得られるかもしれない，と考えた． 

本研究の仮説は，(1) 観客因子によるホームアドバンテ

ージへの影響があれば，得点，勝ち点は，ホームチームの

通常試合が最も多くなる，(2) 観客因子によるホームアド

バンテージへの影響があれば，イエローカードは，ホーム

チームの通常試合が最も少なくなる，であった．
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2．方法 

2.1 分析対象 

2020シーズンの J1リーグの通常試合と無観客試合を対

象に，ホームチームとアウェイチームの成績を比較した．

同シーズンの J1リーグには 18チーム（川崎フロンターレ，

ガンバ大阪，名古屋グランパス，セレッソ大阪，鹿島アン

トラーズ，FC東京，柏レイソル，サンフレッチェ広島，

横浜 F・マリノス，浦和レッズ，大分トリニータ，北海道

コンサドーレ札幌，サガン鳥栖，ヴィッセル神戸，横浜

FC，清水エスパルス，ベガルタ仙台，湘南ベルマーレ）

が所属し，総当たり戦の対戦方式で試合が開催された． 

J2，J3リーグでも無観客試合は開催されたが，後述する

分析指標である総走行距離とスプリント回数が入手困難

であったことから，J1 リーグのみの全 306 試合（通常試

合 288試合，無観客試合 18試合）のデータを分析した． 

2.2 分析指標 

 安部 3)は，勝ち点，ゴール，イエローカード，レッドカ

ードを分析指標とした．この研究では，観客因子の影響は

イエローカードのみで認められたが，これは分析指標が限

られていたことに関係するかもしれない．このことから，

本研究では，総走行距離，スプリント回数，直接フリーキ

ック（以下，直接 FK），ドリブルを分析指標に加えて探索

的な検討も行った（Table 1参照）． 

勝ち点，ゴール，イエローカード，レッドカード，総走

行距離，スプリント回数は Jリーグ公式サイトデータベー

ス（https://www.jleague.jp）を参照した．直接 FKとドリブ

ルは Football LAB（https://www.football-lab.jp）を参照した．

3．結果 

 各分析指標に対して第一要因を拠点条件(ホーム，アウ

ェイ)，第二要因を観客の有無(通常試合，無観客試合)とす

る二要因分散分析を行った（Table 2 参照）． 

仮説に対応する指標は，得点，勝ち点，イエローカード

である．以降はこれらの指標の結果と観客の有無の主効果

が示された総走行距離の結果を説明する． 

Table 1 各分析指標の説明 

Table 2 各分析指標の平均と標準偏差ならびに二要因分散分析の結果 
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3.1 得点 

Figure 1に結果を示す．拠点条件の主効果 (F (1, 608) = 

1.98, n.s)，観客の有無の主効果は有意ではなかったが (F 

(1, 608) = 0.30, n.s)，拠点条件と観客の有無の交互作用が有

意だった (F (1, 608) = 4.10, p < .05)．交互作用が有意だっ

たので，単純主効果の検定を行った結果，拠点条件におけ

る無観客試合の単純主効果が有意 (ホーム: M = 0.94, ア

ウェイ: M = 1.67; F (1，608) = 5.84, p < .05)，観客の有無に

おけるホームの単純主効果が有意傾向だった (通常試合: 

M = 1.49, 無観客試合: M = 0.94; F (1, 608) = 3.29, p < .10)． 

Figure 1. 1試合あたりの平均得点 

3.2 勝ち点 

Figure 2に結果を示す．拠点条件の主効果 (F (1, 608) = 

7.7, p < .01)，拠点条件と観客の有無の交互作用が有意だっ

た (F (1, 608) = 9.29, p < .001)．観客の有無の主効果は有意

ではなかった (F (1, 608) = 0.07, n.s)．交互作用が有意だっ

たので，単純主効果の検定を行った結果，拠点条件におけ

る無観客試合の単純主効果 (ホーム: M = 0.78，アウェイ: 

2.11; F (1, 608) = 16.95, p < .001)，観客の有無におけるホー

ムの単純主効果 (通常試合: M = 1.42, 無観客試合: M =

0.79; F (1, 608) = 3.89, p < .05)，観客の有無におけるアウェ

イの単純主効果 (通常試合: M = 1.35, 無観客試合: M =

2.11; F (1, 608) = 5.46, p < .05)が有意だった． 

Figure 2. 1試合あたりの平均勝ち点 

3.3 イエローカード 

拠点条件の主効果 (F (1, 608) = 0.87, n.s)，観客の有無の

主効果 (F (1, 608) = 1.08, n.s)，拠点条件と観客の有無の交

互作用は有意ではなかった (F (1, 608) = 0.12, n.s)． 

3.4 総走行距離 

 Figure 3に結果を示す．拠点条件の主効果は有意ではな

かった (F (1, 608) = 0.12，n.s)．観客の有無の主効果が有

意であった (F (1, 608) = 4.06，p < .05)．具体的には，通常

試合は (M = 114.72)，無観客試合(M = 112.64)と比べて走行

距離が長かった．拠点条件と観客の有無の交互作用は有意

でなかった (F (1, 608) = 0.03, n.s)．  

Figure 3. 1試合あたりの平均総走行距離 

4．考察 

安部 3)は，2008-09シーズンのメキシコのサッカーリー

グを対象に，観客の有無によるホームアドバンテージへの

影響を調べた結果，選手のパフォーマンスにはホームアド

バンテージの傾向が認められたものの，観客の有無による

影響はみられていなかったことを報告している．そして，

Tilp & Thaller 4)は，2020シーズンのブンデスリーガを対象

に通常試合と無観客試合を比較した結果，無観客試合は通

常試合と比べて，ホームチームの勝利数が少なかったこと

を報告している． 

本研究は，（1）観客因子によるホームアドバンテージへ

の影響があれば，得点，勝ち点は，ホームチームの通常試

合において最も多くなる（仮説 1），（2）観客因子による

ホームアドバンテージへの影響があれば，イエローカード

は，ホームチームの通常試合において最も少なくなる（仮

説 2），と考えて，2020年の J1リーグのデータを分析した． 

 仮説 1は，拠点条件と観客の有無の交互作用は有意であ

ったものの，それは（1）無観客試合ではホームチームと

比べてアウェイチームの得点が多い，（2）無観客試合では

ホームチームの平均勝ち点が少ない，という内容だったこ

とから，支持されなかった． 

仮説 2は，ホームチームの通常試合においてイエローカ

ードが最も少ないことを示す拠点条件と観客の有無の交

互作用が認められなかったことから，支持されなかった． 
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本研究の結果をまとめると，コロナ禍に開催された

2020年の J1リーグの通常試合と無観客試合に関する分析

指標（得点，勝ち点、イエローカード、レッドカード，総

走行距離，スプリント回数，直接 FK，ドリブル）からは，

過去研究 3), 4)と同様に，観客因子によるホームアドバンテ

ージへの影響は認められなかった．興味深いことに，2020

年の J1リーグでは，ホームチームは通常試合のほうが無

観客試合よりも勝ち点が多く，アウェイチームは無観客試

合のほうが通常試合よりも勝ち点が多かったことが示さ

れた．そして，Tilp & Thaller4)と同様に，無観客試合では

アウェイチームのほうがホームチームよりも得点と勝ち

点が多かったことから，いわゆる「ホームディスアドバン

テージ」が生じていたことが示唆された．

仮説 1が支持されなかった理由を考察する．観客因子に

よるホームアドバンテージへの影響があるならば，通常試

合のホームチームの平均得点が最も多くなる．しかし，無

観客試合ではアウェイチームの平均得点と平均勝ち点が

最も多かった．この結果は，ホームチームの通常試合で存

在したアドバンテージが無観客試合ではなくなってしま

うことで，通常試合のホームチームよりも無観客試合のア

ウェイチームの方が有利に試合を進めることができたの

ではないか，と考察する．バスケットボールを対象に観客

のブーイング後の選手のパフォーマンスと通常の観客の

状態の選手のパフォーマンスを比較した Greer 6)の研究に

よれば，観客の抗議のブーイングは，ホームチームの優位

性の増加に関連する．具体的には，Greer 6)の研究によれば，

観客の抗議を受けた後，アウェイチームのパフォーマンス

は顕著に低下したという．この知見を手がかりにして考察

すると，無観客試合では，ホームチームへの応援やアウェ

イチームに対するブーイングがなくなるため，通常試合の

ホームチームよりも無観客試合のアウェイチームの方が

選手の能力が発揮されやすくなることから，2020年の J1

リーグでは無観客試合のアウェイチームの平均得点が多

くなった，と考察する． 

 仮説 2は，ホームチームの通常試合においてイエローカ

ードが最も少ないことを示す拠点条件と観客の有無の交

互作用が認められなかったことから，支持されなかった．

そして，安部 3)とは異なり，イエローカードに観客因子に

よる影響を確認することはできなかった．仮説 2が支持さ

れなかったのは，慣れない無観客試合によるホームアドバ

ンテージの無効化によるものかもしれない．Tilp & Thaller

4)によれば，2020年ドイツサッカー・ブンデスリーガの無

観客試合では敗北したホームチームの方が多かった．通常

試合では，ホームチームは拠点のスタジアムで有観客の中

でプレイをするため，無観客のスタジアムでプレイするこ

とは慣れ親しんだホームの雰囲気を失うことになる．この

ような無観客試合によるホームアドバンテージの無効化

が結果に影響したかもしれない．また，Jiménez Sánchez & 

Lavín 7)は，観客の有無や予算，スタジアムの平均入場者

数などによってホームチームとアウェイチームで勝ち点

や得点が異なるのかをドイツ，スペイン，イタリア，イン

グランド，オーストリアのサッカーリーグで比較した結果，

ドイツとスペインを除いて，通常試合と無観客試合には差

異は認められなかったことを報告している．しかし，

Jiménez Sánchez & Lavín 7)によると，ほとんどのリーグで

は無観客試合になると，ホームチームのプレイが悪く，ア

ウェイチームのプレイが良くなる傾向が示されたという．

これらの知見は，いずれも無観客試合になると，ホームチ

ームのパフォーマンスが低下する，あるいはアウェイチー

ムのパフォーマンスが向上することを示唆している．

仮説 2が支持されなかったもうひとつの理由としてＪ

リーグの特性が関係したのかもしれない．森・桒原 5)によ

れば，欧州のサッカーリーグではホームチームの勝率が高

く，アウェイチームの勝率が低いが，Jリーグではホーム

アドバンテージと呼べるほどの戦績の偏りは見出せなか

ったという（ただし，Jリーグでホームアドバンテージが

認められたとする研究 1）もある）．さらに，森・桒原 5)

によれば，Jリーグは（1）アウェイチームの勝率の高さ，

1試合の勝敗における得失点差が大きい（欧州リーグでは

僅差で勝敗が決まることが多いのに対して Jリーグでは

大差で勝敗が決まることが多い），（2）下位のチームはホ

ームゲームでの勝率，勝ち点の数値が低い（すなわち引き

分けか負けが多い），という特徴がある．また，カードの

枚数は試合のアグレッシブさの目安のひとつともいわれ

ているが 8)，Jリーグは世界のサッカーリーグの中で，試

合で提示されるカードの枚数が最も少ないことが指摘さ

れている（Jリーグ：レッドカード平均 0.07枚，イエロー

カード平均 2.19枚） 9)．安部 3)の研究はメキシコリーグ

を対象にしているが，リーガメキシコのカードの枚数が J

リーグの 2倍程度あることは留意すべきである（リーガメ

キシコ：レッドカード平均 0.33枚，イエローカード平均

4.15 枚 9））．この知見は，Jリーグは，イエローカードに

代表されるラフなプレイがそもそも起きにくいリーグで

あることを意味しており，このような Jリーグの特性が結

果に関与した可能性は高いと考える．

5．まとめ 

本研究は，2020年 J1リーグの通常試合と無観客試合を

対象に，観客因子によるホームアドバンテージへの影響を

調べた．各試合の得点，勝ち点，イエローカード，レッド

カード，総走行距離，スプリント回数，直接 FK，ドリブ

ルを分析した．その結果，通常試合は無観客試合よりも総

走行距離が長かったが，その他の指標には観客の有無によ

る影響は認められなかった．興味深いことに，ホームチー

ムは通常試合のほうが無観客試合よりも勝ち点が多く，ア

ウェイチームは無観客試合のほうが通常試合よりも勝ち

点が多かった．そして，無観客試合ではアウェイチームの

ほうがホームチームよりも得点と勝ち点が多かったこと
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から，2020年 J1リーグでは「ホームディスアドバンテー

ジ」と呼称されている現象が生じていたことが示唆された． 

付記 

 本稿は第二著者が指導を行った第一著者の卒業論文

（2021 年度静岡理工科大学情報学部卒業研究）を加筆修

正したものである． 
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2022 年 4 月 5 日受理 

* 静岡理工科大学 情報学部 情報デザイン学科

高等学校におけるホームページを利用した校則の情報公開状況に関する研究 

―2021年静岡県実態調査― 

Web-based Information Disclosure about High School Regulations: 

The 2021 Shizuoka Prefectural Survey 

尾形 加奈恵*，本多 明生* 

Kanae OGATA and Akio HONDA 

Abstract: The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology recommends that schools 

actively release information to parents, local residents, and other concerned persons. Such information includes 

school regulations. This study surveyed high schools in Shizuoka Prefecture to elucidate whether they released 

information about school regulations using their websites. Results revealed that almost no schools published 

information about their school regulations on their websites. The reasons were mainly “because we distribute 

written school regulations to current students” and “because we have never considered school regulations as 

something to be released to the public on websites.”  

1. はじめに

校則は「学校が教育目的を実現していく過程において，

児童生徒が遵守すべき学習上，生活上の規律として定めら

れるものである．」と文部科学省により定められている 1)．

校則は，学校が教育目標を達成するために必要かつ合理的

範囲内において定められるもので，校則を制定する権限と

その運用は学校運営の責任者である校長にある．校則の内

容は学校によって異なるが，学校を取り巻く社会環境や児

童生徒の状況は変化することから，児童生徒の実情，保護

者の考え方，地域の状況，社会の常識，時代の進展などを

踏まえたものになっているか，絶えず積極的に見直さなけ

ればならない，とされている 1)． 

昨今，一部の学校で必要かつ合理的な範囲を逸脱してい

る校則（いわゆる「ブラック校則」）が存在するという問

題が広く知られるようになったことで，校則に関する議論

が盛んになってきている．「ブラック校則」が問題となっ

た事例は，生来の茶髪を黒髪に染めてくるように指導を受

けた生徒やその保護者が「体罰」であると主張したケース

や，同様の内容で訴訟へと発展したケースなどが知られて

いる 2), 3)．文部科学省は，このような状況と経緯から，2021

年 6 月に「校則の見直し等に関する取組事例について」と

いう通知を出しており 4)，校則の見直しについて，児童生

徒が話し合う機会を設けたり，PTA にアンケートをしたり

するなど，児童生徒や保護者が何らかの形で参加する例や，

学校のホームページに校則を掲載することで見直しを促

す例を取り上げて紹介している． 

情報化が進んだ今日では，学校がホームページ上で様々

な情報を公開し，それを利用者が必要に応じて確認し，役

立てるという仕組みは全国的に整備されてきている．文部

科学省が刊行した「学校評価ガイドライン［平成 28 年改

訂］」 5)によれば，学校教育法第 43 条において，学校から

保護者や地域住民，その他関係者に対して積極的に情報公

開を行うことが推奨されており，提供する情報の例につい

ても言及されている．その情報には，教育目標や住所と同

列のものとして校則も含まれている．そして，校則の情報

公開に関する過去研究 6)によれば「高等学校における生徒

への懲戒の適切な運用の徹底について」 7)で「生徒への懲

戒に関する内容や運用基準について生徒や保護者等に周

知することを徹底すること」が学校に通知されている．こ

のように，これまで校則の情報公開を促す働きかけが度々

行われてきたにも関わらず，学校でホームページを利用し

た校則の情報公開が進まないのはなぜだろうか.  

以上の背景とそこから生じた疑問から，本研究は，静岡

県内の高等学校を対象に，ホームページを利用した校則の

情報公開が実施されている割合を調査するとともに，ホー

ムページで校則が公開されていない理由と，ホームページ

による校則の情報公開の促進に関係する要因を検討した．

具体的には，本研究の内容は，静岡県内の高等学校のホー

ムページの情報公開の内容をデータベース作成によって

検討した事前調査 A，ホームページによる校則の情報公開

を行った地域の教育委員会に対して電話による聞き取り

を行った事前調査 B，校則のホームページによる情報公開

が行われていない理由と促進されるための要因を調査票

によって検討する本調査から構成されていた． 
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2. 事前調査 A

2. 1 目的

静岡県内の高等学校のホームページで公開されている

情報を調べることで，ホームページを利用した校則の情報

公開の現状を把握することを目的とした． 

2. 2 方法

（１） 調査対象

静岡県内の高等学校 134 校（139 校中，分校 5 校を除く）

のうち，無作為抽出（30％）した 40 校であった． 

（２） 手続き

静岡県内の高等学校のホームページを参照して，ホー

ムページ内第 3 層までに記載されている情報をデータベ

ースにまとめた．その情報は「学校評価ガイドライン［平

成 28 年改訂］」 5)内の「提供する情報の例」を参考に設定

した 41 項目（教育目標，経営計画・方針，教育課程，指

導計画，研修計画，財務計画，校長名，住所，電話番号，

周辺案内図，メールアドレス，HP アドレス，学級数，生

徒数，沿革，特色，校則，施設設備，校舎面積，行事，生

徒会活動，部活動，授業時数・時間割，学習内容 (科目)，

教材，図書館，出席率，生徒指導関連，入学者の決定方法，

転入・転出児童数，進路状況・キャリア教育，保健安全，

防犯対策，防災対策，健康診断，カウンセリング，学校評

議員・運営協議会の設置，PTA，家庭・地域連携，学校公

開・開放，学校評価）だった．外部のウェブサイトに記載

されている情報は分析の対象外とした． 

2. 3 結果

Figure 1 に結果を示す．全ての調査対象校で公開されて

いた項目（情報公開率 100%）は，ホームページアドレス，

住所，電話番号，周辺案内図，学習内容，部活動だった． 

続いて，進路状況・キャリア教育，行事が 98％，教育

課程 95％，保健安全 90％と徐々に減少し，入学者の決定

方法やメールアドレス等の公開率は 50％を下回った． 

転入・転出児童数，出席率，研修計画，健康診断，教材

の 5 項目と共に，今回の調査の目的であった校則の情報公

開率は 0％だった． 
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3. 事前調査 B

3. 1 目的

既にホームページによる校則の情報公開を実施した地

域の経緯や取り組み内容を把握することを目的とした． 

3. 2 方法

（１） 調査対象

岐阜県教育委員会学校安全課に協力を求めた． 

（２） 手続き

岐阜県教育委員会学校安全課に事前に質問をメールで

送付し，電話で回答を得た（2021 年 8 月 26 日）．質問は，

県立の高等学校にホームページを用いた校則の情報公開

を促した理由，校則の情報公開に至るまでの詳細な取り組

み内容，情報公開を推進する中で見出された障壁や障害に

ついてであった． 

3. 3 結果

調査は文部科学省が公開した「校則の見直し等に関する

取り組み事例について」 4)の別添え資料内にまとめられて

いる，岐阜県教育委員会の取り組み内容に，当時の様子や

生じた問題等の補足説明を加えてもらう形で進行した． 

岐阜県教育委員会は 2018 年から県立の高等学校を対象

に校則に関する取り組みを実施していた．岐阜県教育委員

会が県立高等学校へホームページでの校則の情報公開を

促すに至った理由は，生徒・保護者・地域の校則に関する

意識を高めるとともに，学校における見直しを促すためで

あった． 

最初の取り組みである校則の見直しを行うよう促す通

知は，新聞やテレビなどのメディアに校則に関連した内容

が取り上げられることで，全国的に校則への関心が高まっ

てきたことを受けて実施された（この通知がホームページ

での校則の公開を促すまでの動きのきっかけとなった）．

実態に即した運用や指導ができているか等の判断は，生徒

指導提要をもとに行うよう伝えられ，学校評議会や PTA

会議，生徒会に対して現行の校則に見直しが必要な項目が

ないか等の意見を聴取するように促された． 

2019 年の実態調査では，制服着用時の肌着の色を制限

する校則を，確認行為自体が人権侵害に当たる可能性があ

ることや，同校則が近年問題視されていることを考慮し，

見直し対象とした．また，外泊や旅行の際に学校へ許可を

求める制度についても，保護者に監督責任があることであ

るとみなし，見直しと共に改定が実施された．本来，校則

は校長の裁量により決められるものとされているが，これ

らの校則ついては，県から一律に要請を行う形で改定され

た．2019 年 11 月には，2020 年 2 月までにホームページで

の校則の情報公開を実施するよう要請が行われた．ホーム

ページへの掲載を求めた理由は前述の通り，生徒・保護

者・地域の校則に関する意識を高めるとともに，学校にお

ける見直しを促すためであった．また，高等学校は小学校

や中学校のような義務教育ではなく，生徒自身が選んで進

学してくるものであることから，校則を知った上で入学し

てくる方が適しているという考えのもと，入学希望者への

校則の周知も実施された．児童生徒・保護者との共通理解

を図るため，学校への入学を希望する中学生を対象とした

学校説明会で校則の内容等についての説明も行われた． 

2021 年には，①スクール・ポリシーの策定も考慮し，

学校運営協議会等で議論すること，②生徒が考える機会を

設置するとともに，改定手続きを明文化するなど，生徒・

保護者に周知すること等を含む，校則の見直しに関する再

通知がされた．岐阜県教育委員会は，②で校則の改定に必

要な手続きがわかるようになり，違和感がある生徒や保護

者が声を上げやすく，行動を起こしやすくなるだろうとい

う見通しを立てていた．生徒たちの間で議論を行い，生ま

れた要望が受け入れられることで，「校則は変えられるも

のだ」という認識が広まり，時代に合った教育環境を学校

全体で作っていく形が築かれるという考えのもと，生徒た

ちに校則をきっかけに「主体的に社会に参画し自立して社

会生活を営む力」を養ってもらいたいという，学校を卒業

した後にも繋がるような制度の改革を目指していた． 

4. 本調査

4. 1 目的

事前調査から，（1）静岡県内の高等学校では，ホームペ

ージを利用した校則の情報公開が行われていないこと（事

前調査 A），（2）文部科学省より情報公開が推進されてい

る項目の中で，ホームページの作成者が考える必要な項目

と，閲覧者が考える必要な項目には差異がある可能性があ

ること（事前調査 A），（3）ホームページを利用した情報

公開が促進されるためには，校則の見直しや実態調査のよ

うな，前段階となるような取り組みが必要であること（事

前調査 B）が示唆された． 

本調査では，事前調査で得られた知見をもとに，調査票

を作成して，静岡県内の高等学校における校則の実態調査

を行った．本調査の目的は，校則がホームページで公開さ

れていない原因と，ホームページを利用した校則の公開が

促進されるために必要となる要因を明らかにすることで

あった．以下の仮説を設定した． 

仮説 1：ホームページで校則を公開しない原因は多岐に

わたるが，最も多いのは「教育委員会からの要望や意見が

ないため」である． 

仮説 2：ホームページで校則が公開されるためには，

「教育委員会からの要望や意見があること」，「校則の見

直しや公開に関する具体的なガイドラインやマニュアル

が提示されること」をはじめとした要因が関係する． 

4. 2 調査対象校

静岡県内の高等学校 134 校（139 校中，分校 5 校を除く）

を対象とした． 

4. 3 調査票

調査票は，はじめに，ホームページを利用した校則の情
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報公開が行われていない理由を，16 個の選択肢（1. 生徒

からの要望や意見がないため，2. 保護者からの要望や意

見がないため，3. 地域住民からの要望や意見がないため，

4. 受験生（進学を考えている中学生）からの要望や意見

がないため，5. 教職員からの要望や意見がないため，6. 教

育委員会からの要望や意見がないため，7. 自治体からの

要望や意見がないため，8. 公開に適さない校則があるた

め，9. 校則について議論・確認する時間が確保できてい

ないため，10. 校則を公開することで，学校のイメージが

悪化する可能性があるため，11. 校則を公開することで，

生徒の募集に影響が及ぶ可能性があるため，12. 校則を公

開することで，学校の風紀が乱れる恐れがあるため，13. 

教職員が多忙であり，公開する作業が行えないため，14. 

在校生に校則を記した資料を配布しているため，15. 校則

をホームページで公開する対象として捉えたことがない

ため，16. その他の理由（自由記述））から複数選択可能

の形式で回答することを求めた． 

次に，ホームページを利用した校則の情報公開を促進す

る要因を 16 個の選択肢（1. 生徒からの要望や意見がある

こと，2. 保護者からの要望や意見があること，3. 地域住

民からの要望や意見があること，4. 受験生（進学を考え

ている中学生）からの要望や意見があること，5. 教職員

からの要望や意見があること，6. 教育委員会等からの要

望や意見があること，7. 自治体からの要望や意見がある

こと，8. 校則に関する事件や裁判などの社会的な注目を

集める出来事が起きること，9. 近隣の学校が校則の情報

公開をスタートすること，10. 校則を公開する意義がこれ

まで以上に社会的に明らかになること，11. 公開に適さな

い校則の見直しが進むこと，12. 学校の風紀が安定してい

ること，13. ホームページを管理できる人員が増えること，

14. 教職員の業務内容・量等が改善されること，15. 校則

の見直しや公開に関する具体的なガイドラインやマニュ

アルが提示されること，16. その他の要因（自由記述)）か

ら複数回答可能の形式で回答することを求めた． 

次に，回答者の学校で現在ホームページにおける校則の

情報公開が行われているか，今後公開を行う予定があるか，

これまでに校則に関連したトラブルが起こったことがあ

るか，校則の内容の見直しや公開に関連する議論を実施し

ているか，の 4 つの質問に対して，はい・いいえの択一形

式で回答することを求めた．最後に，回答者の情報（役職，

勤務校の大まかな所在地，規模）を尋ねた． 

調査票はカバーレターとともに調査対象校に 2021 年 11

月 1 日に発送された． 

4. 4 結果

2021 年 12 月 16 日までの回答を求めたところ，2021 年

12 月 17 日までに 60 校（公立校 37 校，私立校 21 校，未

回答 2 校）から回答が得られた（回収率 44.8％）． 

地域は，西部 19 校，中部 22 校，東部 15 校，伊豆 2 校，

未回答 2 校で，児童生徒数は 200 人未満 0 校，200～399

人 5 校，400～599 人 19 校，600～799 人 9 校，800～999

人 15 校，1000 人以上 10 校，未回答 2 校だった． 

回答者は校長 14 校，教頭 25 校，その他 19 校（副教頭，

生徒課長，生徒指導部長等），未回答 2 校だった．回答者

の勤続年数は 1 年目 14 校，2 年目 12 校，3 年目 6 校，4

年目 1 校，5 年以上 25 校，未回答 2 校だった． 

ホームページを利用した校則の情報公開を実施してい

る学校は 2 校（3.3%），ホームページでの校則の公開を行

う予定があると回答した学校は 6 校（10.0%）だった．ホ

ームページ以外の方法で校則の情報公開を行っている学

校は 38 校（63.3%），校則に関連したトラブルが発生した

ことがある学校は 14 校（23.3%），校則の内容の見直しや

公開に関する議論等を行っている学校は 39 校（65.0%），

生徒や保護者，他の教職員から校則の情報公開に関する相

談を受けたことがある学校は 3 校（5.0%）だった． 

（１） ホームページを利用した校則の情報公開が行

われていない理由 

Figure 2 に結果を示す．選択肢の中から当てはまるもの

を全て回答するよう求めたため，回答を得られた学校のう

ちの何％がそれぞれの項目を選択したかを示している． 

選択肢の中で最も選択した学校が多かったのは「14. 在

校生に校則を記した資料を配布しているため」で 85.0％の

学校が選択していた．一方，最も回答数が少なかったのは

「12. 校則を公開することで，学校の風紀が乱れる恐れが

あるため」の 3.3％であった． 

各項目に対して二項検定を行ったところ，「14. 在校生

に校則を記した資料を配布しているため」，「15. 校則を

ホームページで公開する対象として捉えたことがないた

め」は選択している学校数が有意に多かった（ps ＜ .05）

（項目全体の 12.5%：Figure 2 で黒色棒グラフ表記）． 

一方，「12. 校則を公開することで，生徒の募集に影響

が及ぶ可能性があるため」（10.0％）以下の回答率を示し

た 7 項目は当該項目が選択されにくいことが示された（ps 

＜ .05）（項目全体の 43.8％：Figure 2 で白色棒グラフ表記）． 

「1. 生徒からの要望や意見がないため」（50.0％），「2. 

保護者からの要望や意見がないため」（50.0％），「5. 教職

員からの要望や意見がないため」（50.0％），「3. 地域住民

からの要望や意見がないため」（41.7％），「4. 受験生（進

学を考えている中学生）からの要望や意見がないため」

（41.7％），「6. 教育委員会からの要望や意見がないため」

（41.7％），「7. 自治体からの要望や意見がないため」

（36.7％）は，選択している学校数と選択していない学校

数が拮抗していた（ps = n.s）（項目全体の 43.8％：Figure 2

で灰色棒グラフ表記）． 

その他，自由記述にて「必要がないため」，「マスコミが，

興味本位で学校叩きに使うため」，「現在，校則見直し中の

ため」，「受験前に中学校側へ校則に準ずる学校の教育方

針について説明し，受験生，保護者が知った上で受験し，

入学前のオリエンテーションではさらに詳しく説明して
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おり，これまで裁判になるようなトラブルは起きていな

い」などの回答が得られた． 

（２） ホームページを利用した校則の情報公開を促

進する要因 

Figure 3 に結果を示す．なお，本質問項目も，選択肢の

中から当てはまるものを全て回答するよう求めたため，回

答を得られた学校のうちの何％がそれぞれの項目を選択

したかを示している． 

校則の情報公開を促進する要因を問うこの質問では，校

則の情報公開が行われない理由を問う質問とは異なり，特

出して選択される項目は認められなかった． 

全選択肢の中で最も多く回答された項目は，「10. 校則

を公開する意義がこれまで以上に明らかになること」

（58.3％）であった．次に回答率が多かったのは，「6. 教

育委員会からの要望や意見があること」（51.7％），「15. 

校則の見直しや公開に関する具体的なガイドラインやマ

ニュアルが提示されること」（50.0％）の 2項目であった．

回答率が最も低かった項目は「11. 公開に適さない校則

の見直しが進むこと」（3.3％）であり，「8. 校則に関する

事件や裁判などの社会的な注目を集める出来事が起きる

こと」も回答率は 6.7％と，1 割に満たなかった． 

各項目に対して二項検定を行ったところ，選択している

学校数が有意に多い項目は存在しなかった（ps ＜ .05）． 

「2. 保護者からの要望や意見があること」（35.0％）以

下の回答率を示した 13 項目（項目全体の 81.3％：Figure 3

で白色棒グラフ表記）は選択されにくいことが示された

（ps ＜ .05）． 

選択肢の中で回答率が高かった「10. 校則を公開する意

義がこれまで以上に明らかになること」（58.3％），「6. 教

育委員会からの要望や意見があること」（51.7％），「15. 

校則の見直しや公開に関する具体的なガイドラインやマ

ニュアルが提示されること」（50.0％）は，選択した学校

と選択しなかった学校の数が拮抗していた（ps = ns）（項

目全体の 18.8％：Figure 3 で灰色棒グラフ表記）． 

自由記述には「中学生の受験校選考の資料になり得るた

め」，「明確なメリットが確認できた場合」などの回答が得

られた． 

4. 5 考察

ホームページを利用した校則の情報公開が行われてい

ない理由を問う質問では，「14. 在校生に校則を記した資

料を配布しているため」，「15. 校則をホームページで公

開する対象として捉えたことがないため」の二つが多く回

答を得ていたため，仮説 1 は支持されなかった． 

そして，ホームページを利用した校則の情報公開を促進

する要因を問う質問においては，「10. 校則を公開する意

義がこれまで以上に明らかになること」，「6. 教育委員会
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からの要望や意見があること」，「15. 校則の見直しや公

開に関する具体的なガイドラインやマニュアルが提示さ

れること」が多く選択されたものの，選択した学校と選択

しなかった学校の数が拮抗していた．したがって，仮説 2

は一部支持された，と考える． 

はじめに，仮説 1 について考察する．調査結果から，ホ

ームページを利用した校則の公開が行われない理由とし

て多くの学校があげたのは「14. 在校生に校則を記した資

料を配布しているため」，「15. 校則をホームページで公

開する対象として捉えたことがないため」の二つであった．

一方，仮説で最も多く選択されると予想していた項目は「6. 

教育委員会からの要望や意見がないため」だったが，当該

項目の選択率は特出していなかった．仮説 1 は，校則がメ

ディアに取り上げられている状況や，県単位で校則の情報

公開に動いた前例があったことなどを鑑みて「ホームペー

ジでの校則の情報公開が実施されるのが理想である」と考

えて設定したが，現状では，高等学校において，校則は在

校生などの学校関係者（内部）向けの情報として認識され

ている可能性が高く，それが校則をホームページで公開し

ないことに関係しているのかもしれない．したがって，

「15. 校則をホームページで公開する対象として捉えた

ことがないため」を選ぶ学校も多かった，と考察する． 

次に，仮説 2 について考察する．仮説 2 は，ホームペー

ジを利用した校則の情報公開が促進されるには「教育委員

会からの要望や意見があること」，「校則の見直しや公開

に関する具体的なガイドラインやマニュアルが提示され

ること」をはじめとする要因が関係するとしたが，今回の

調査では仮説は一部の支持にとどまった． 

ホームページを利用した情報公開を促進する要因を問

う項目では，特出して回答を集めた項目はなかったことか

ら，どの要因が情報公開に作用するのかを特定するには至

らなかった．このように，ホームページを利用した情報公

開を促進する要因を特定することができなかったのは，多

くの高等学校が校則の情報公開に疑問をもっていること

が影響したと考察する．実際，選択した学校と選択しなか

った学校の数が拮抗していたものの，ホームページを利用

した校則の情報公開を促進する要因として「10. 校則を公

開する意義がこれまで以上に明らかになること」を選ぶ高

等学校は半数程度にのぼっていた． 

そして「学校評価ガイドライン［平成 28 年度改定］ 5)」

によれば，学校教員らの意見だけで校則を決めず，生徒や

保護者等に意見を求めつつ実態に即した運営が行えるよ
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うに改定していくのが良いとされているが，高等学校が独

自に実態に即した判断を主体的に行うということは難し

いのかもしれない．「6. 教育委員会からの要望や意見があ

ること」を選択した高等学校は半数程度にのぼっていたが，

高等学校にとっては「教育委員会からの要望や意見がある

こと」がそのような判断を行う際に関係するのではないだ

ろうか．同じく「15. 校則の見直しや公開に関する具体的

なガイドラインやマニュアルが提示されること」を選択し

た高等学校も半数程度にのぼっていたことから，学校は校

則を改定するための具体的な指針が提示されることも求

めている，と解釈するのが妥当だろう． 

これらの知見をまとめると，校則の情報公開に関する高

等学校の疑問を軽減して校則の情報公開を促進するため

には，教育委員会から校則を情報公開する意義を伝えるこ

と，さらに運用の指針となるガイドラインやマニュアルも

提示することが有効かもしれない．これは岐阜県教育委員

会の実践例と概ね一致する． 

校則の情報公開を促進する要因を問う選択肢は，多くの

学校（95％）が 1 つ以上の選択肢を選んでいたが（平均選

択数：4.1），ホームページを利用した校則の情報公開が行

われていない理由を問う質問（平均選択数：5.1）と比較

すると，各校の平均選択数がやや少なかった．この結果は，

仮説 1 が支持されなかった理由と同じく，校則を在校生向

けの情報であると捉えている学校が多かったこと，そのた

めに要因を選択して回答することが困難だったことに関

係するかもしれない．例えば，校則を情報公開の対象とし

て認識したことがなかった学校は選択することが難しか

ったのではないか，と考察する． 

5. 総合的考察

本研究は，静岡県内の高等学校を対象に，ホームページ

を利用した校則の情報公開の実態と情報公開の関係要因

を明らかにすることを目的とした． 

事前調査 A と本調査の結果から，静岡県内の高等学校

ではホームページを利用した校則の情報公開がほとんど

行われていないことが明らかになった．その主な理由は，

「在校生に校則を記した資料を配布しているため」，「校

則をホームページで公開する対象として捉えたことがな

いため」の二つを選択した学校が多かった．さらに「校則

を公開することで，生徒の募集に影響が及ぶ可能性がある

ため」，「校則を公開することで，学校のイメージが悪化す

る可能性があるため」，「校則を公開することで，学校の風

紀が乱れる恐れがあるため」の選択率が低かったことから，

校則を情報公開することで生じる学校へのマイナスの影

響への懸念が情報公開を阻害しているわけではないこと

が示された．そして「校則について議論・確認する時間が

確保できていないため」，「教職員が多忙であり，公開する

作業が行えないため」，「公開に適さない校則があるため」

の選択率が低かったことは，学校における校則の見直しが

不十分であること，そのような作業を行うことができない

状況（例えば，教員の多忙化）が，校則の情報公開を阻害

しているわけではないことも示している． 

以上の知見をまとめると，静岡県の高等学校でホームペ

ージを利用した校則の情報公開がほとんど行われていな

いのは，学校が校則を在校生向けの情報として認識してい

ることに関係しており，学校へのマイナスの影響の懸念や

校則の見直しが不十分であること，教職員の多忙化などが

影響している可能性は低い，と結論付ける． 

ホームページを利用した校則の情報公開を促進する要

因の結果からは，特出して回答を集めた項目はなかったが，

校則を情報公開する意義をこれまで以上に明らかにすべ

きであると回答した学校が多かった．そして「教育委員会

からの要望や意見があること」，「校則の見直しや公開に

関する具体的なガイドラインやマニュアルが提示される

こと」をあげる学校も同程度存在した．したがって，今後，

ホームページを利用した校則の情報公開を促進するため

には，教育委員会から学校に対して校則を情報公開する意

義を明確に伝えること，さらに運用の指針となるガイドラ

インやマニュアルも提示することが有効かもしれない．

最後に，校則と情報公開の問題について自由記述の結果

を利用して探索的に考察する．現在，校則は，生徒が参加

できる場を通じて主体的に考えさせる機会を設けること

や，PTA にアンケートをすることを推奨するなど，学校内

部，教員だけの意見で校則を定めるのではなく，学校関連

者の意見に耳を傾ける制度のもと見直しを行うことが望

ましい，とされている 1)．自由記述欄には興味深い意見が

多数寄せられた．例えば，校則は校内のルールであるため，

情報公開する必要はないという意見があれば，校則の情報

公開は推進されるべきであるという意見もあった．メリッ

ト・デメリットが明らかになることが必要だという声もあ

り，校則の情報公開に際して発生すると思われる問題点や，

それまでの障害に関しても様々な回答が得られた． 

校則が情報公開されるメリットに関しては，入学後のミ

スマッチを防ぐためといった意見があった．他にも，受験

する高等学校を選択する中学生が校則を一つの基準とす

る可能性があることや，他校の校則の実態が確認できるこ

とで，校則の改定や見直しに関する議論が進むというメリ

ットもあると考えられる．生徒主導での校則の見直しを行

っていきたいという意見も散見されたが，校則に関する情

報公開が今後促進されれば，他の高等学校の校則を例に挙

げて，生徒から改善を求める意見が学校に寄せられること

も増えるかもしれない．もちろん，校則は学校単位での運

用が認められていることから，画一化が求められるもので

はないが，学校で校則に関する議論が行われることは，生

徒の主体性を培う機会にもなるだろう．特に，学校の教職

員，保護者，生徒の三者の協同による学校づくりは，生徒

の学校参加・社会参加を促す仕掛けとして重要である 8)． 

デメリットについては，ホームページで校則の情報公開
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を行うと，変更が生じるたびに更新作業が必要となるため，

見直しや改定のブレーキとなる可能性がある点や，ホーム

ページ管理業務の増大に伴った，人員や時間の確保が必要

となる点があげられた．マスコミや学校に全く関係のない

人々が校則の内容に過剰に触れてくることがある現状で

は，公開するのは難しいといった意見もあった．さらに，

自由記述からは，校則の見直しや改定を実施している学校

や，行った方が良いと考えている学校があること，時代に

即して校則を運用する意識が広まっていることが伺えた

が，慎重に検討を行えるよう，ジェンダー対策なども含め

た具体的な改定基準や指針が示されること，教育委員会か

らの助けなどを求める声も寄せられた．昨今，学校では，

性的マイノリティの児童生徒に対する支援・配慮の充実が

求められている 9) -12)．寄せられた意見の一部はこのような

動向とも関係しているのではないか，と考える． 

今後の課題を述べる．1 つ目は，校則の情報公開のニー

ズに関する研究が必要である．「学校評価ガイドライン［平

成 28 年改訂］」 5)には，ホームページで提供する情報の例

の中に含まれてはいるものの，校則がどのくらい情報公開

を求められているのかは明確ではない．岐阜県教育委員会

が県内高等学校にホームページでの校則の情報公開を促

した理由も，校則への関心を高めるとともに，見直しを促

すためであり，ニーズに応えるという意識ではなかった． 

しかし，インタビュー調査内では「高等学校は小学校や中

学校のような義務教育ではなく，生徒自身が選んで進学し

てくるものであることから，校則を知った上で入学してく

る方が適している」という考えも示していた．ホームペー

ジを利用した校則に関する情報公開が受験生やその他の

ホームページ閲覧者にとって極めて重要であるならば，高

等学校はホームページを利用した校則の情報公開を積極

的に検討するかもしれない．したがって，受験を検討して

いる中学生等を対象にした，ホームページを利用した高等

学校の校則の情報公開に関する調査が求められる．2つ目

に，本研究は静岡県の高等学校を対象とした調査であるこ

とから，この結果が全国的なものなのか，静岡県に特有の

ものなのかが明確ではない．この問題は，全国調査を行う

ことによって解決することができるだろう．  

6. まとめ

本研究は，静岡県の高等学校を対象に，ホームページを

利用した校則の情報公開状況を調べた．その結果，ほぼ全

ての高等学校がホームページを利用した校則の情報公開

を行っていなかった．その理由は主に「在校生に校則を記

した資料を配布しているため」「校則をホームページで公

開する対象として捉えたことがないため」だった．今後，

高等学校におけるホームページを利用した校則の情報公

開を促進するためには，教育委員会から校則を情報公開す

る意義を伝えること，さらに運用の指針となるガイドライ

ンやマニュアルも提示することが有効かもしれない．

付記 

本稿は第二著者が指導を行った第一著者の卒業論文

（2021 年度静岡理工科大学情報学部卒業研究）を加筆修

正したものである． 
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Participation Process and Challenges in English Extensive Reading Programs 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to identify the process and challenges of participation in English extensive 

reading program (hereafter, EERP) for university students who participated in it as an activity in regular 

class. To explore how the participants learn in the program, the present study conducted semi-structured 

interviews with 15 students. The analysis generated three superordinate concepts: (1) acquisition of 

learning strategies, (2) challenges of operational system, and (3) changes in attitude towards learning 

English through the program. In addition, the participating students acquired strategies related to 

[selection of materials for EERP] with the aim of making their learning experience more efficient. 

Furthermore, four subcategories i.e., codes were identified for the strategy to select books: the 

participants tend to choose the book (1) by browsing the beginning part, (2) by checking difficulty, (3) 

based on genre, and regarding the (4) confirmation test that they are supposed to take after reading a 

book. 
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INTRODUCTION 

     This article aims to explore the process and 

challenges related to participation in an English 

Extensive Reading Program (hereafter, EERP) for 

university students who are involved in it as regular 

in-class activity. 

English extensive reading is a learning method 

in which learners select books that match their own 

English proficiencies as well as their interests, read 

many books for pleasure, and develop a positive 

attitude toward English learning while at the same 

time improving their English ability (Fukaya, 2018). 

Ideally in EERP, learners are encouraged to read 

books without using a dictionary, and gradually 

increase their reading speed and the level of the books 

to improve their reading comprehension. In recent 

years, English extensive reading has been introduced 

in higher education institutions, and several previous 

studies have reported its effectiveness (see the next 

section). 

Literature Review 

     Many of the previous studies on EERP studies 

have investigated how university students' attitudes  

and proficiency levels change when the program is 

incorporated into regular courses.  

Matsui and Matsui (2018) introduced EERP in 

regular English courses at a junior college and 

conducted a questionnaire survey for the students who 

participated in the program, focusing mainly on 

affective aspects. The results based on a comparison 

of the high and low reading groups showed that there 

was a change in the students' attitudes toward English 

learning, such as a reduction in anxiety while using 

English, in both groups. In addition, the group of 

students who read more showed increased confidence 

and motivation to learn English. On the other hand, 

these changes were not observed in the low-reading 

group. Their study concluded that the introduction of 

EERP contributes to the change in learners' attitudes 

toward English and has a positive impact on the 

affective aspects of learning English, regardless of the 

amount of reading. However, the study defined the 

amount of reading as "the number of books read by 

the students," but this definition is not sufficient 

considering the wide range of difficulty levels of the 

EERP materials. We believe that a comparison of the 

two groups in terms of the difficulty level of the books 

selected by the learners would have allowed us to 

clarify the effects of learning through extensive 
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reading more closely. 

Unlike the above study, Yoshida (2017) is a case 

study of one college freshman who received nine 

months of EERP. The participating student started 

reading books with a total word count of 

approximately 50 in the Oxford Reading Tree, a 

language textbook usually used in primary education 

in the U.K, which was lower than his own proficiency 

level. After completing approximately 100 books, the 

participant gradually increased the difficulty level, and 

finally completed 390 books which included 357,317 

words in nine months. In addition to the reading 

records of the target student, interviews were 

conducted to examine what kind of changes in his 

attitudes in learning English occurred after his 

participation in EERP. As a result, the participant 

considered that the EERP was useful for improving his 

English proficiency and was a factor in his success in 

obtaining a high score on the TOEIC.  

In recent years, software has also been used in 

many cases for EERP. Hattori (2021) introduced a 

learning management system (LMS) for EERP and 

investigated the relationship with the "development of 

learner autonomy.” In this study, to clarify the 

relationship between learners' participation in EERP 

and learner autonomy, eight students were selected 

from four groups: (1) those who wrote many 

comments after reading and (2) those who wrote few 

comments, and (3) those who scored high and (4) low 

in the most recent GTEC scores. The interview was 

conducted mainly on the following four topics: (1) 

how to pursuit EERP, (2) how to engage in EERP 

outside of regular courses, (3) the effects of reading 

records, and (4) motivation for EERP, to identify the 

characteristics of learner autonomy. The results 

showed that (1) five of the eight students did not 

engage in EERP outside of class, (2) Writing 

“post-reading comments” with the reader in mind 

influenced their book selection and facilitated the 

development of learner autonomy in which the 

students learned from each other, and (3) appropriate 

teacher intervention using external incentives such as 

grading based on the percentage of target words which 

students achieved or announcement of the students 

who read the most words in the form of a "ranking" is 

effective. The study also states that the use of ICT 

tools such as an LMS for EERP has explicit benefits 

for both learners and teachers. The use of an LMS 

makes it possible to visualize the progress of EERP 

and allows students to monitor their own learning 

progress. The LMS also allows the teacher to monitor 

the students' reading records and to grasp the progress 

of their learning, thus it can improve the quality of 

learning through EERP.  

Kano (2020), a study on the difficulty level of 

EERP materials, used Graded Readers (GR), which 

have vocabulary and grammar for non-native English 

speakers, and Youth Readers (YR), which are 

children's books for native English speakers, 

attempted to shed light on the linguistic features that 

determine "difficulties" for each learner. The first step 

is to construct a corpus of 300,000 words based on 79 

GR books and 143 YR books, respectively, and to 

analyze it using a concordancer such as AntConc. One 

significant difference between GR and YR is that the 

number of different words in YR is twice as large as 

that in GR. The number was found to be twice as 

many as that of GR. The number of different words in 

YR was found to be 4,000 at level 2, while that of GR 

was in the range of 2,000 words at levels 2 to 4. The 

vocabulary difficulty was also calculated based on the 

vocabulary levels of BNC/COCA and JACET8000. 

The results revealed that the percentage of "basic 

vocabulary 1000 words" was high in GR. Furthermore, 

for YR, there is a clear tendency toward lexical 

difficulty, with a higher percentage of passive voice 

use and more complex phrase/sentence structure. The 

basic vocabulary used in YR are also characterized by 

using a single word with multiple meanings and many 

descriptive expressions. These characteristics may 

cause some learners to feel that the book is difficult to 

understand.  

Like GR, YR have been used as a teaching 

material for EERP, but their overall linguistic 

characteristics have not been fully analyzed. A 

corpus-linguistic comparison of YR with GR reveals 

differences and suggests that YR are not appropriate 

as EERP material. The "elements that learners find 

difficult" pointed out by Kano (2020) were used to 

create the interview protocol herein.  

Research Approach 

  In this study, we use the EERP at a private 

university in the central Japan as a case study to 

clarify (1) how students participate in EERP activities 

and (2) what challenges they face in the program. The 

EERP at the target university is called SERP, and its 
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purpose is to promote students' autonomous English 

learning.  

Overview of the EERP in this study 

The SERP at the target university is run by 

several English faculty members. The program started 

in 2015 with the aim of creating an environment in 

which many students engage in autonomous English 

study. Participation in the program became mandatory 

in April 2017, and at the beginning of the program, 

695 books for SERP were held in the university library. 

Since then, the number of books has increased, 

reaching 722 in March 2020 and 939 in June 2021. In 

addition, 43 e-books were purchased in March 2020.  

Students have a brief orientation session in their 

first class on how to engage in SERP when they enter 

the university, and then, based on their own interests, 

use paper-based materials in the library or e-books 

that can be accessed from outside the university. After 

reading a book, students take a confirmation test 

designed solely to check whether the books have been 

read on the e-learning platform. The test can be taken 

only once, and no feedback is provided. Upon passing 

the test, the number of words in the book is counted as 

a part of the target words. The EERP is considered a 

learning activity required in a regular class, and 

students who read 30,000 words in one semester will 

receive 15% of the total grade.  

Students participating in SERP receive periodic 

guidance lectures by faculty members on how to 

proceed in the project, as well as support through 

individual meetings. In addition, the faculty members 

in charge of the program regularly monitor the 

progress of the students and give advice as necessary. 

The reading materials are mainly graded readers of 

various levels, and students are free to select their own 

and engage in their own activities. The reading 

materials used in the target university are described in 

detail in the next section.  

Data collection and analysis methods 

The learning process and challenges in EERP 

vary from learner to learner. Therefore, in this study, 

semi-structured interviews were conducted with 15 

representative students who had participated in the 

program (see Table 1) from February to March 2020 

to explore how they were engaged in EERP. In 

selecting the participants, we considered the following 

two points: (1) the students have participated in the 

program continuously for two years, and (2) not only 

those who were actively engaged in the program but 

also those who only partially participated in the 

program are involved in the present study. 

Table 1: Participants 

Pseudonym Year Duration of Participation 

Sun (IS) 4th 2017〜2018 

Lan (IS) 4th 2017〜2018 

Dai 4th 2015〜2016 

Tomo 4th 2017〜2018 

Waka 3rd 2018〜2010 

Ko 4th 2017〜2018 

Towa 2nd 2019〜2020 

Nao 4th 2017〜2018 

Kazu M1 2016〜2017 

Take 2nd 2019〜2000 

Kei 2nd 2019~2020 

Riki 4th 2017〜2018 

Chu (IS) 4th 2019〜2020 

Taka M1 2017〜2018 

Aki M1 2016〜2017 

The interviews were conducted as focus group 

interviews following Flick's (2002) procedure as they 

do not place an undue burden on participants. Focus 

group interviews also have the advantages of efficient 

collection of speech data and of allowing the 

participants to share their past experiences while 

comparing with the those of other participants.  

Of course, in focus group interviews, the 

possibility arises that participants may follow the 

opinions of other participants or that they may not 

have equal opportunities to speak. Therefore, in the 

interviews, the authors attempted to adjust the 

speaking turns of the participants to allow them to 

express their experiences and thoughts equally. The 

interview with Waka was one-on-one due to the 

schedule of the research. Each interview lasted 

approximately 30 minutes in order not to burden the 

students.  

The interviews and analysis were conducted 

jointly by the first and second author, and a faculty 

member of the target university who runs EERP. The 

first author teaches English classes at the university 

and has been in close communication with the 

participants. She also has a good rapport with the 

students. The first author had no authority over the 

students' grades at the time of the interviews, and their 

utterances were not subject to evaluation in any ways, 

静岡理工科大学紀要 57



thus, it is unlikely that the contents of the participants 

utterances were intentionally altered. The interviews 

were analyzed primarily by the first author who is 

familiar with the students' learning environment and 

their engagement in EERP and worked with the 

second author to reach consensus on the analysis. The 

interviews were conducted in a free exchange with the 

participants, including questions such as (1) whether 

they were involved in EERP before entering university, 

(2) their participation in EERP, (3) how they selected

EERP materials, and (4) challenges that they 

experienced in pursuing EERP. With the permission of 

the participants, the contents of the interviews were 

recorded using an IC recorder, and all the 

transcriptions were used as the data for the analysis.  

The data were analyzed based on the qualitative 

text analysis method (Kuchartz, 2014). The reason for 

adopting this method was to present the detailed 

processes and challenges in participating in EERP 

from the sub-concepts to the higher level, which differ 

from one learner to another. In this study, we used four 

processes of analysis:  

(1) coding

(2) category parsing,

(3) superordinate concept parsing

(4) diagrammatic parsing

Coding in (1) means the process of dividing the 

contents of the utterance data into semantic parts. In 

the process, coding was conducted for each individual 

student's utterance since each student's participation in 

EERP is different. In the analysis of (2) categories, we 

examined the meaning of each code that emerged 

from (1), and attempted to generate categories by 

grouping together codes that have a common meaning 

after considering the relationship between the codes. 

In the analysis of (3) superordinate concepts, we 

attempted to identify relationships among categories 

to further increase the level of abstraction of the 

extracted categories, and generated superordinate 

concepts. In the (4) diagrammatic representation, we 

visualized the results of the interpretation by (3) in the 

form of a figure.  

In addition, the following information was used 

as supplemental information in interpreting the above 

data. 

(1) Interview with one faculty member who runs

EERP 

(2) Data on lending of EERP materials provided by

the library of the target university 

(1) was conducted in September 2021 and took

about 60 minutes. The interviewee mainly asked the 

following questions: (a) how the EERP was 

introduced to the university, (b) what problems existed 

from the start of the program to the present and how 

they were solved, (c) what achievements were 

obtained through the implementation of the program, 

(d) how EERP materials in the library were selected,

(5) how the comprehension tests were conducted, (e)

the background leading to the introduction of the 

e-learning platform, and (f) the future policy of the 

EERP. With the permission of the participant, the 

interviews were recorded on an IC recorder, and all 

the interviews were transcribed and used as analysis 

data.  

As for (2), the library of the target university 

provided us with the data on EERP materials, 

including e-books, used from April 2018 to October 

2021, excluding personal information. 

Results 

To identify the process of participation in EERP, 

we analyzed interviews conducted with 15 students 

and generated the following three superordinate 

concepts: (1) acquisition of learning strategies, (2) 

challenges of operational system, and (3) changes in 

attitude towards learning English through the 

program. The details are described below. In the text 

and figures, 【 】indicates the categories included in 

the subordinate concepts. The double quotation mark 

indicates examples of utterances of students and 

teachers in the interviews, the three-digit numbers 

following the names indicate the utterance codes, ... 

indicates the abbreviations in the utterances, and [ ] 

indicates the author's supplementation.  

Acquisition of learning strategies 

The superordinate concept (1) acquisition of 

learning strategies encompasses four categories (see 

Table 2). They are broadly classified into two 

categories: (1) those directly related to learning (2) 

those indirectly supporting learning (Oxford, 1990). In 

the following, we will give an interpretation of 

learning strategies that the participating learners 

acquire. In the present study, learning strategies are 
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defined as "mental operations or activities that are 

intentionally performed with the aim of enhancing the 

effectiveness of learning (Tatsuno, 1997).  

Improving the efficiency of learning in EERP 

The students have explored effective learning 

strategies and acquired appropriate ones through their 

participation in a two-year EERP experiences. 

Through the experience of participating in the 

program, the students consider 【learning to improve 

the efficiency of learning EERP】 and aim to complete 

the program in the least amount of time and effort as 

possible. For example, Sun stated, "Well, there was a 

book that included like thirty thousand words, so I just 

read that one book.”  

In addition, the participants tended to use 

paper-based reading materials rather than e-books, 

because it was more efficient for them to answer the 

comprehension test on the computer in a shorter time 

when they had the paper-based books. As mentioned 

above, the target university requires students to read 

30,000 words per semester. Therefore, the students 

have learned strategies to efficiently complete EERP 

in a limited time.  

Selection of EERP materials 

 The students acquired strategies related to 

【 selection of EERP materials】with the aim of 

making their EERP experience more efficient. The 

selection strategies are discussed based on the 

subcategory codes.  

First, as can be seen from the utterances: "I 

choose by the first page of the book (Lan, 001)" or "I 

look at the first part of the book, look at the number of 

words, look at the contents, and then decide whether I 

would choose it or not (Take, 012)," some adopted (1) 

the method of choosing books after reading the 

beginning of EERP materials. This is also related to 

the selection method described below, whereby they 

make a prediction about the contents and level of the 

material based on the description at the beginning or 

the cover or the title of the book, and then select the 

material that they can effectively engage in.  

Next, (2) the method of choosing books by the 

difficulty level or word count of EERP materials is 

discussed. As can be seen from the statement: "I was 

not very good at English and did not understand it 

very well, so I started with easy, low-level materials 

and worked my way up (Kei, 002)," through their 

participation in the program, the learners acquired the 

strategy of selecting reading materials appropriate for 

their proficiency level. In adopting this method, they 

also referred to the level and word count attached to 

the reading materials and made judgments based on 

the vocabulary used in the book.  

In addition, (3) the strategy of selecting reading 

materials according to their genres was also described. 

For example, one of the participants said, "If it is too 

hard, I don't think I can make it. I prefer simple novels 

(Take, 004). It can be said that the genre and content 

of the materials are important factors in the selection 

of the book. The following statements also show that 

the individual's reading tendency and preference, as 

well as background knowledge, influence the selection 

of reading materials.  

“I do not prefer horror. If the book is about a particular region 

of the world, I don't know much about it, and I don't know 

anything about it. If it's about Japan, I can read it and think, 

"Oh, I know, I know," but if it is about Brazil or something, I'm 

like, "I really don't know, I really don't know. So I read more 

story-type books, the kind that anyone can read (Waka, 011).”  

Next, (4) the strategy of selecting EERP 

materials by types of comprehension tests is discussed. 

As stated earlier, students are required to take a 

comprehension test in EERP. In addition, if the 

students do not obtain a certain score on the test, the 

word count of the reading material is not accumulated. 

Therefore, as shown in the following speech, this 

method is used to select the reading materials with 

questions that are easier to reach a passing score in the 

test. 

“It's a genre of game book where the pages are all numbered 

and if you read this one, you move on to the next one. Usually, 

we have a question at the end of the rest that requires us to 

rearrange the sentences to complete the synopsis of the story. 

This type of question is not for a game book, it has just a 

standard multiple-choice question (Tomo, 001-002).” 

静岡理工科大学紀要 59



Table 2: List of categories that comprise the superordinate concept (1) 

Category Students Excerpts 

【 Improving the 

efficiency of 

learning in EERP】 

Sun，Tomo，

Nao，Take，

Kei，Riki，
Aki 

“I used to choose books of very 
low level at the beginning, like 

1,000 or 2,000. But I couldn't 
keep doing that, so I tried 

around 10,000...I kept doing 

around 10,000 (Tomo, 003).” 
"To access e-books is 

troublesome [login required] 
(Aki, 002).” 

【selection of EERP 

materials】 

Lan，Dai，

Tomo ，

Waka，Ko，

Towa，Nao，

Kazu ，

Take，Kei，

Riki，Chu，
Aki 

“I also feel that only easy 

books, or fictions, come into 
my mind if it’s in English. 

That's why I read mainly 

stories (Dai, 001).” 

"If the book has a cover or a 

title or a story that I know, I can 
probably answer [the 

comprehension test questions] 

within my background 
knowledge (Towa, 003)." 

“First, I think it should be the 
genre that I like, and also, as I 

read more and more, I can find 

the certain genre that is easy to 
read for me. I also usually find 

it easy to read stories that I can 
easily imagine in my mind 

while reading, so that's why I 

tend to choose this type of 
books (Kazu, 003).” 

【Use of Machine 

Translation】 

Waka ，

Towa，Ko，
Take 

“I had a lot of words to read, 

and, I didn't have enough time 
to read them, and I had already 

read the short ones in the first 
semester, so I didn't have many 

options left. I had to read the 

longer ones, so I used machine 
translation a lot when I could 

not understand the meaning 
(Waka, 006).” 

“There are many difficult 

phrases [in EERP books], and I 
used [machine translation] for 

those difficult words and the 
words that I don't understand 

(Towa, 004).”  

【Dictionary Use】 Nao，Kazu，

Take，Chu，
Aki 

“I use it [a dictionary] when I 
have two or three words in a 

sentence that I really don't 

understand, so I use it in those 
cases, but not when I can judge 

[the meaning] from the context 
(Take, 007)." 

“I looked up words I couldn't 

understand (Aki, 008)." 

In addition, some participants did not acquire 

the strategies related to 【selection of EERP materials】. 

In many cases, the students were like, "I just pick a 

book at random, like, pick it up, and read it (Nao, 

005-006)” and there are cases in which no specific 

criteria are used in the selection of EERP materials. 

Use of Machine Translation 

The third category encompassed by the concept 

(1) acquisition of learning strategies was generated as

【use of machine translation】as can be seen from the 

excerpts in Table 2. Some of the participants indicated 

that they sometimes used machine translation when 

they had to read a specified number of words in a 

limited period. The methods of use varied from 

scanning the English text with a smartphone and 

applying machine translation to the entire page to 

extracting vocabularies or sentences that were difficult 

to understand and typing them into a machine 

translation site, as in the following utterance.  

"I only type the vocabularies into the machine translation site, 

but sometimes the vocabulary just appears in katakana, or if I 

don't understand something, I try to type a sentence (waka, 

007)."  

Also, some participants mentioned that they did 

not use machine translation as the translated Japanese 

is unnatural, as shown below.  

“I'm so stressed out because it's so unnatural. When I look at 

sites such as programming sites, the machine translation into 

Japanese is done by itself, and I ended up thinking that I'm fine 

with English. I don't really like machine translation. It's so 

unnatural that I feel like if it's in English, it should read as it is 

(Kazu, 021).”  

Dictionary Use 

【Dictionary use】was generated as the fourth 

subordinate category. As mentioned above, learners 

are recommended to select books that match their own 

interests and read them "for pleasure.” This allows 

students to engage in English language learning 

spontaneously and independently. However, this effect 

cannot be achieved with difficult books that include 

mostly unknown vocabulary, even if the content 

matches the learner's interests. In other words, learners 

should select books that they can read without 

frequently using a dictionary. It is difficult for teachers 

to give advice to students on the selection of books, 

since there are great individual differences in the 

vocabulary acquired by learners depending on their 

previous learning environment, interests, and so on. 

For example, learners of science and engineering may 

have a good knowledge of words in physics and 

chemistry, which are generally considered to be 

difficult in high school.  

As shown in the excerpts in Table 2, students 
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stated that they use dictionaries when they cannot 

understand the meaning in the context. According to 

previous studies, students need to know 95% to 98% 

of the total number of words in a text to fully 

understand the text, regardless of the genre of the text 

(Grabe & Stoller, 2019; Nakata, 2019). Therefore, if a 

learner needs a dictionary to comprehend the content 

of the material, the vocabulary level of the selected 

book is probably not suitable. 

As an example, a more effective framework for 

individualized learning can be proposed by utilizing a 

system that uses AI to recommend reading materials 

that match the proficiency level and interests of 

individual learners. 

For example, Ehara (2019) proposes a novel 

algorithm that uses machine learning to predict the 

probability that a learner knows each word in the 

EERP materials based solely on the results of a short 

word test, allowing individual learners to search for 

books that they can read from all genres. Such a 

proactive learning system using information 

technology communication networks will enable 

learners to develop an educational environment in 

which they can effectively learn to read more in 

English without being restricted by time or place. It 

may be necessary to establish a system that allows 

learners to access books at appropriate levels using 

such technology. 

Challenges of Operational System 

In this section, we examine the superordinate 

concept (2) in the operational system. This 

encompasses two subcategories (see Table 3). 

As mentioned above, in EERP at the target 

university, students are required to take an online 

confirmation test after completing the reading material. 

The test can be taken only once, and if the student 

fails the test, he/she does not receive any feedback as 

to which question was incorrect or what the correct 

answer was. This is a system to prevent cheating, but 

as shown in the following speech, there were several 

comments calling for improvement. 

“I was like, "...Which question did I get wrong? I was not sure 

what was going on. If I take the test and fail, I think it can't be 

helped, but I have had many cases where I thought I understood 

the book, but I failed, and I wondered what went wrong. I'd like 

to know which one I got wrong. (Waka, 014).” 

Table 3: List of categories that comprise the superordinate concept (2) 

Category Students Excerpts 

【 Improvements to 

EERP System,】 

Dai ，

Tomo ，
Waka 

“I think it's to prevent 
[cheating], but not knowing 

the answer is the worst.
Which question did I get 

wrong (Tomo, 004)?” 

“But we can only take the 
test once. I think we should 

change that (Dai, 003).” 

【 Difficulty Level of 

Confirmation Tests】 

Sun，Lan，
Towa 

“Yeah. ［ The reading 

confirmation test］ is easy if 

I just read the whole book 

(Lan, 002)." 
"[The test] is too difficult 

and not enough time (Towa, 

002)." 

The participating international students 

mentioned that the tests were easy, however, some 

Japanese students said the opposite. This is related to 

the above-mentioned 【 Difficulty Level of 

Confirmation Tests】, but there is a time limit set for 

tests. Therefore, strategies such as rereading the 

material, checking dictionaries, or using machine 

translation cannot be used during the test. Although 

these systems were designed to prevent cheating, it 

was suggested that the time limit set for tests itself 

became a barrier to learning. 

Changes in Attitude towards Learning English through 

the Program 

The superordinate concept (3), changes in 

attitude towards learning English through the 

program can be divided into two subcategories: 

【experience of EERP】 and 【attitude toward English 

learning】 (see Table 4). 

All the 15 participants in this study, including 

the international students, mentioned that they did not 

have any experiences in EERP before entering 

university. Ten of them (see【Experiences of EERP】

in Table 4) talked about their diverse experiences 

gained through their continuous participation in a 

ERRP. 

I read a lot, sometimes failed, and other times passed the 

confirmation test (Nao, 003). 

“［ERRP］was difficult, but the more I got involved in the 

program, the more interesting it became (Chu, 012).” 
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Table 4: List of categories that comprise the superordinate concept (3) 

Category Students Excerpts 

【 Experience of 

EERP】 

Waka ，

Towa ，

Kazu，Nao，

Take，Riki，

Yuki，Chu，
Kei 

"[In high school] I read some 
long passages for entrance 

exams but did not read 
stories and alike. (Waka, 

001)." 

“Sometimes I just couldn't 
read 15,000 or 30,000 words, 

and other times I read a lot, 
and then I took the 

confirmation test and failed 

it, and I lost a little bit of 
motivation, and then there 

were times when I felt like 
things didn’t go well this 

semester (Nao, 001).”  

【 Attitude toward 

English Learning】 

Waka，Ko，

Nao，Take 

The fact that the books are 
written entirely in English 

with no Japanese is, from my 

point of view, like an 
unknown world (Koh, 001).” 

"In the second semester of 
the first year, I learned quite 

a few words, so, well, when I 

know the word, I kind of 
know what it means. In that 

sense, I feel like I had a little 
bit of leeway (Koh, 003). “ 

In addition, some students stated that they 

became more motivated to learn English because of 

the free reading activities without any restrictions, but 

others did not feel any significant change as shown 

below.  

“I did EERP, but I don't know. I don't really feel that my 

English has improved my since I entered university (Take, 

006).” 

The interview data revealed that students do not 

participate in the program because of their individual 

initiative and spontaneity, but because of "external 

inducements," e.g., to receive a grade according to 

their achievement of the target number of words 

(30,000 words). Figure 1 below shows the number of 

students who checked out multiple reading materials 

during their first (FY 2018) and second (FY 2019) 

year of study. 

As mentioned above, in the university's EERP, 

students are graded according to the percentage of 

target words achieved. Since the words read by the 

end of July are reflected in the grades for the first 

semester and those read by the end of January are 

reflected in the grades for the second semester, the 

total number of total number of books checked out for 

EERP at the library in July and January is larger than 

in other months of the year. In addition, the first 

semester of the first year, when the students are 

engaged in the program for the first time, the total 

number of materials checked out is the largest, but 

there is no significant change from the second 

semester of the first year to the second semester of the 

second year. This indicates that students aim to 

achieve the target word count by "reading many 

materials with low word counts (i.e., materials with 

low YL1)" at the beginning of their participation in the 

program, but gradually switch to "reading a small 

number of materials with high word counts.   

Figure 1: Total number of materials loaned by 2018 enrollees 

The participating students attach importance on 

completing EERP efficiently. They also use various 

strategies to save their time and effort. These results 

suggest that learners who have acquired strategies to 

efficiently complete EERP in the first semester of their 

first year are attempting to complete the program with 

less effort by gradually increasing the YL level.  

Figure 2: Total number of materials loaned by students in 2019 

1 YL stands for Yomiyasusa Level. It is an indicator to measure 

the reading level of English books established in Japan. 

Various elements such as the size of fonts and illustrations also 

affects the YL of the books. 
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Figure 2 shows the total number of EERP 

materials loaned to students in years one through four 

for the 2019 school year. As can be seen from this 

figure, third- and fourth-year students showed little 

use of the materials, e.g., less than 10 books were 

checked out each month. This indicates that only a 

small number of students continue to engage in 

extensive reading after the completion of the program 

in their regular English courses.  

On the other hand, as shown in the following 

statements, some talked about how their【Attitude 

toward English Learning】had changed through their 

participation in the program.  

“After about two or three months, I found it a little easier to 

read. I felt like I could read faster than before (Nao, 011).” 

"[As the amount of the library's EERP books] were quite small, 

and the contents themselves were quite short, from the third 

year onward, I wanted to read advanced books, and I actually 

read rather thick books in English (Kazu, 008).” 

 Kazu, the participant, continued to read 

spontaneously in English after the program was 

completed, but he said that he found the reading 

materials insufficient and started to read English 

books for native speakers instead of reading books for 

EERP. Kazu also describes his change in attitude 

toward English as follows.  

“I'm not saying that now my English has improved a little 

because I've been involved in EERP, but rather that by reading 

the English books, I'm incorporating English into my daily life. 

I think that my fear and resistance to English is disappearing 

(Kazu, 017).” 

In addition, the following statements were made 

in the interviews with the teacher running EERP.  

"People who got really good scores on TOEIC and things like 

that also say that [participating in the program] has helped them 

a lot, especially with vocabulary (Teacher, 009).”  

“The best part is that after two years of the program, we have 

third- and fourth-year students who are still reading, and even 

after they graduate, they continue to read in English. I think the 

best part is that they have developed that reading habit (Teacher, 

011).” 

Some of the students also mentioned that the 

program was useful for them to read academic articles 

written in English, suggesting that EERP is one of the 

educational methods to develop each learner’s 

syntactical organization and to support autonomous 

learning.  

EERP at the university accounts for 15% of the 

grade for certain required English courses, and the 

target word count is set at 30,000 words per semester. 

Therefore, learners acquire various strategies to 

efficiently pass the test. In other words, (2) challenges 

of operational system affect (1) the acquisition of the 

learning strategy. The concept of "extensive reading 

in English" is that learners select books based on their 

own interests or proficiency level and read many 

books written in English without using a dictionary, 

but for operational system reasons, this philosophy 

has not always been achieved. The learning strategies 

acquired by the participants can be broadly classified 

into those directly related to learning and those 

indirectly supporting learning. (1) The acquisition of 

learning strategies affects the learners' experience of 

participating in EERP from which the superordinate 

concept (3) changes in attitude towards learning 

English through the program generated. 

Conclusion 

In the present study, we summarized the English 

education practices using EERP in Japan and 

interviewed 15 students about EERP introduced in the 

regular English classes at university. The process of 

students' participation in the program was then 

analyzed qualitatively. In interpreting the above data, 

we also used (1) an interview with an educator who 

runs EERP and (2) data on the EERP materials 

checked out for the program provided by the libraries 

as supplementary data.  

The results from this small study showed that 

the learners were attempting to acquire strategies for 

efficient learning by considering the operational 

system of the program, and each of them accumulated 

their experiences in participating in EERP through 

their own ingenuity. 

Extensive reading has proven to be an effective 

way to develop foreign language skills and 

cross-cultural understanding, and to provide a large 

amount of high-quality foreign language input. Unlike 

other teaching methods that impose knowledge from 
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teachers, EERP has the great advantage of allowing 

students to read what they want to read and what 

interests them. It is known that if learners are provided 

with books that they are interested in and can read 

without having to frequently look up a dictionary, they 

become more motivated to learn the language, and this 

is known to be highly effective for learning (Krashen, 

1993). This study revealed that there is an urgent need 

to construct a system for selecting reading materials 

that match learners' proficiency levels and interests. In 

the future, it will be necessary to consider how to 

develop learners' English proficiency through "free 

reading" and "extensive reading" from the viewpoint 

of selecting extensive reading materials. 
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英語を専門としない日本人大学生における英語類義語の弁別能力

Use of English Synonyms in Japanese University Students who do not Specialize in English 

峯尾 海成＊、谷口 ジョイ＊

Kaisei MINEO and Joy TANIGUCHI 

This study explores the ability of Japanese university students to use synonyms appropriately in English. Synonyms are 
words that have similar meanings, but their use is often difficult for English learners to acquire. In the present study, 77 
Japanese university students (3 seniors, 1 junior, 45 sophomores, and 28 freshmen) took a synonym test and a vocabulary 
size test. The results showed that it was possible to assume a normal distribution for the vocabulary size test, while the high 
rate of correct answers for the synonym test made quantitative analysis of the factors affecting discrimination ability 
difficult. Three corpora (COCA, BNC, and JEFLL) suggested that the question sentences used in the test were relatively 
easy to predict the answer based on the collocation. In conclusion, learners tend to learn the usage of synonyms through 
chunks (formulaic expressions). 

１．はじめに

本稿は, 比較的早い学習段階での習得が予想される英

語の類義語について, 英語を専門としない日本人大学生

が, 文脈や語法に応じて, 適切に使い分けることができる

かについて, 調査及び分析を行ったものである.  
広辞苑第 6 版（2008, 新村出）によると, 類義語は以下

のように定義されている.  

意義の類似する単語. 「おこる」と「いかる」, 「両親」

と「父母」など. 類語.  

また, 類義語の英訳である “synonym” は, オンライン英

語辞典の Cambridge Dictionary（dictionary.cambridge.org）
によれば, 以下のように定義されている.  

a word or phrase that has the same or nearly the same meaning 
as another word or phrase in the same language 

これらから, ある言語内において, 同じような意味をもつ

語が類義語として扱われることが分かる. 本研究では, 英
語の類義語において, それらが使用される文脈に差異が

あるものに注目した. 例えば, watch と see は「見る」を意

味する動詞の類義語であるが , その用法は異なる . 
Cambridge Dictionary によれば, watch と see の動詞として

の意味は, Table 1, 及び Table 2 のように記されている.こ
れは, 動詞として使用される場合の主要な意味が左側に

示されており, 右側には使用される際の文脈が示されて

いる.  
これらの記述から, それぞれの語を「何かを見る」とい

う観点で考えると, watch は「目で何かを意識して見る」, 
see は「目で何かを認識する, また認識した. 」という意味

が含まれており, 使用される際の文脈に違いがあること

が分かる.  
Nation（1990）によれば, 語彙の能力は適切な認識の受

容語彙と, 適切な使用の産出語彙に分けられている. 受容

語彙はその語彙の使用を経て産出語彙となるため, 語彙

能力としては適切な使用までが含まれるとされている. 
加えて, 英単語の類義語グループ内で意味的な差異が存

在することから, 類義語の適切な弁別と, それによる意味

理解は, 英語での情報認識における誤りを低減するであ

ろう.  
本研究では, 英語を専門としない日本人大学生を対象

として類義語の弁別能力の調査を行い, その結果から, 比
較的早い段階で学習が予想される英語類義語の弁別能力

について考察する. 英語類義語の弁別は, 前述した産出語

彙に該当する能力であり, ことばを適切に使用できるか

という点から語彙能力を測るものである. また, 類義語弁

別と調査被験者の属性に, 関係がみられるかを分析する. 
英単語の類義語における先行研究では, ある特定の類義

語のグループを, 言語データベースであるコーパスを用

いて, そのニュアンスの違いについて分析しているもの

がいくつか存在する. しかし, 類義語の意味的な差異が英

語学習者にとってどの程度定着しているかを調査してい

る研究は, 管見の限りみられない. 本研究では, 実際に英

語を専門としない日本人大学生を対象として, 類義語に

ついての調査を行うことで, 英語教育における類義語の

意味理解と弁別に, 貢献することを目的とする.  
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Table 1 動詞 watch の意味 

Table 2 動詞 see の意味 

２．先行研究

先述のように, 大学生を対象として, 類義語弁別に関す

る習熟度調査を行った研究は, ほとんどない. 英語類義語

に関する研究として多くみられるのは, 類義語グループ

内での意味の違いについて, 分析をおこなったものであ

る. 
井上（2010）では, ある特定の類義語（quiet, silent）の

分析を目的として, コーパスと呼ばれる, 書籍やネット上

の文章などからデータが収集されている言語データベー

スを用いて, それぞれの類義語が使用される状況の違い

を示している. この研究は, 英語類義語の用法の違いをよ

り詳細に検討することを目的として行われた. 調査では,
大規模コーパスを利用し, quiet と silent などの特定の類義

語と, その前後に出現する共起語と呼ばれる単語を検索

し, それぞれの共起語の出現頻度から, 用法の傾向分析が

なされた. 結果として, quiet は様々な場面で用いられ,
silent は本来騒音を伴うものを無音で行う場合や, 無音で

あることの強調, また, それによる恐怖を表す場合に好ん

で用いられることが示されている.
梅咲（2013）においても, コーパスを用いて, 類義語で

ある 4 英単語（investigate, examine, explore, analyse/analyze）
の共起語が抽出され, そこから用法の詳細な違いが分析

されている. この研究も, 上述の井上（2010）と同じく, 類
義語の詳細な用法の違いについて検討することが目的で

あった. コーパスを用いた共起語とその頻度, 類義語それ

ぞれの用例の文脈からなる質的な分析がなされた結果, 
explore は冒険 , investigate は犯罪 , examine は医学 , 
analyse/analyze は科学といった領域でそれぞれ好まれる

ことが明らかとなった. 上記の 2 つの先行研究では, コー

パスにより収集された共起語のデータから, 日本語翻訳

を行っただけでは読み取ることが難しい, 語のニュアン

スに関する情報が得られている. これらの研究は, 英単語

類義語の意味理解に対して, 学習者に恩恵をもたらすも

のであるが, 学習者が, 実際に類義語に関する使い分けを

習得しているかについての研究はほとんどみられない.
そのうえで, 弁別の習熟度ついて実際に調査を行った

研究に日木（1996）がある. 日木（1996）では, 日本人大

学生 26 人とアメリカ人大学生 33名に対して, hear と listen 
to という類義語ペアの用法について調査を行い, 結果に

有意な差がみられるかどうかの調査がなされた. この研

究では, 英語母語話者と日本人英語学習者の類義語に関

する知識の相違や, 日本人英語学習者の語彙能力の背景

について考察することが目的であった. 調査手法として

は, 被験者に対して, 発話が起きた状況説明と, 答えとな

る類義語部分が空欄になっている発話文, そして hear, 
listen to, あるいは両方が可能という3択が示され, 合計19
項目が英語により提示された. 結果として, 半分以上の項

目で有意差が示され, また日本人学習者においても, hear
が情報に関する意味に強い結びつきをもつことや, listen 
to が能動的な注目を表す意味に強い結びつきをもつこと

を理解していることが示唆されている. しかし, この研究

では, 類語との結びつきを調査する際に, どういった質的

分析が行われたのかについての詳細な記述がなく, 研究

の再現が難しいものとなっている. また, 調査対象となっ

た日本人大学生の専門や学習歴等が不明である. 本研究

では, 英語を専門としない学生のみを対象として, より大

きいサンプルサイズで調査を行い, 日本人英語学習者の

類義語弁別能力を調査する.  
本調査では, 語彙サイズテストを実施し, 被験者の類義

語の弁別能力と語彙サイズとの関係を考察する. 語彙サ

イズテストとは, 被験者の理解語彙数を推定するもので

ある. Nagy & Herman（1987）は, 理解語彙数を正確に測定

するためには, 語彙の深さ（depth）とサイズ（breadth）を

測定する必要があると提唱している. 語彙の深さとはあ

ることばについてどの程度の知識を有しているかであり,
語彙のサイズとはどの程度のことばの量を知っているか

である. 語彙サイズテストは, この「深さ」と「サイズ」

を考慮して作成されている.  
なお本研究では, 語彙の「サイズ」を測るテストのみを

使用し, 語彙の「深さ」に関するテストは類義語弁別能力

を測るテストへの影響を考え, 使用しない. 例えば, 類義

語テストで使用する英単語に関して, 語彙の「深さ」を調

査する場合, どちらのテストを先に行ったとしても, もう

一方のテストの結果への干渉が懸念されるためである. 
また, 類義語弁別テストで扱わない単語を利用して語彙

の「深さ」をテストしても, その性質上, あまり意味をな

さないと考えられる. 「深さ」を測定するテストはあくま

WATCH 

watch verb (LOOK AT) 

to look at something for a period of time, especially something 

that is changing or moving: 

to stay with someone or something, such as a child, for a short 

time to make certain that he, she, or it is safe: 

watch verb (BE CAREFUL) to be careful of something: 

SEE 

see verb (USE EYES) 

to be conscious of what is around you by using your eyes: 

to watch a film, television programme*, etc.: 

to be the time or place when something happens: 

see verb (UNDERSTAND) to understand, know, or realize: 

see verb (MEET) 
to meet or visit someone, or to visit a place: 

to have a romantic relationship with someone: 

see verb (CONSIDER) 

to consider or think about, especially to think about someone 

or something in a particular way, or to imagine someone doing 

a particular activity: 

see verb (GO WITH) to take someone somewhere by going there with them: 

see verb (TRY TO DISCOVER) to try to discover: 

see verb (MAKE CERTAIN) to make certain that something happens: 

*イギリス英語にて使用される、programの別スペリング。 
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で特定の語に対する知識量を推定するものであるため, 
類義語弁別に利用する単語と異なる単語の知識の有無を

調査しても, 結果との関連づけは難しいと考えられるか

らである. そのため, 本研究では語彙サイズテストを用い

て, 類義語弁別能力と推定される語彙サイズとの関係性

を調査する.  
語彙サイズテストは, 過去に Nation（1990）の Vocabulary 

Levels Test や, 望月（1998）の日本人学習者のための語彙

サイズテストなど, 様々なものが作成, 使用されている.
これらのテストは British National Corpus (BNC)や, Corpus
of Contemporary American English (COCA)と呼ばれている

コーパスを用いて, 単語の分析と抽出がなされている. な
お, 語彙サイズテストを用いても, 厳密に語彙サイズを測

ること不可能であるとの指摘もなされており（水本, 2006）,
これらを踏まえた上で, 語彙サイズの種類によって測定

結果に差異が生じる可能性に留意する.
英語学習レベルの 1 つの指標として, 新 JACET8000（大

学英語教育学会基本語改訂特別委員会, 2016)という英単

語リストが存在する. この単語リストには 8000 語の英単

語が記載されており, 1000 語ずつ, 8 段階のレベルに分け

られている . これらの単語は , 日本の教科書 , 英検 , 
TOEIC, センター試験などのデータを利用し, また前述し

た大規模コーパス類も考慮し, 抽出されている. 英国, 米
国, そして日本のデータを照らし合わせることで, 日本人

の英語学習に合わせたリスト化がなされている. 8 段階の

レベル分けにおいて, 「大学受験レベル」という段階があ

り, 本研究ではこのレベル, あるいはそれ以下のレベルに

含まれる語彙の中から, 比較的早い段階で学習が予想さ

れる英単語類を選定した. 新 JACET8000 を利用した研究

には, 中住（2016）や佐藤（2019）があるが, これらは旧

版の JACET8000（相澤一美, 他, 2005）を使用しており, 新
版を使用した研究はその数に限りがある. 本研究では類

義語弁別能力とこの単語リストを関連づけ, 類義語研究

への応用が可能であるか検証を行う.  

３．研究方法

３．１ 被験者

中部地方の理工系私立大学に所属する, 英語を専門と

しない日本人大学生 77 名に対して、類義語テスト, 及び

語彙サイズテストを実施し, 回答を得た. 2021 年 7 月から

8 月にかけて, 協力者に対し, 調査フォームへのリンクを

配布し, 調査を行った. 被験者の年齢は, 平均 19.18歳, 最
高 22 歳, 最低 18 歳であった. 性別の内訳は, 男性 69 名, 
女性 8名であった. 学年は, 4 年生 3名, 3 年生 1名, 2 年生

45名, 1 年生 28名であった. なお, 今回の調査では, 大学

院生及び留学生は調査から除外している.  
所属の詳細は以下の通りである. 「情報学部」というカ

テゴリーは, 学科未分類の情報学部 1 年生を示している.  

Fig. 1 被験者の所属学部・学科 

３．２ 調査手法

調査では, Microsoft forms を被験者の回答方法として使

用した. Microsoft form 上で回答時間を計測しながら, 3 つ

のフォームを調査に利用し, 内容を以下の 3 つに分類し

た. 
① 被験者の基本的属性に関する質問

② 類義語弁別問題

③ 語彙サイズテスト

３．２．１ 被験者の属性に関する質問

上記①のフォームで, 基本的な属性についての質問に

対して回答を求めた. 性別, 年齢, 学年といった情報に加

え, TOEIC の受験経験, 英語を主言語とする地域への滞在

経験, 日常生活において英語に触れる頻度の有無につい

ての質問項目を設けた.  

３．２．２ 類義語弁別テスト

類義語のテストに使用する英単語は, 対象となる被験

者が大学生であることから, 新 JACET8000（日本人大学生

向けの英単語集）を元にその Level 4（大学受験レベル）

までの 4000 単語の中から選択した. 利用した英単語は, 
Level 4 までの 4000 単語内に, 類義語として比較対象とな

る英単語が同じく存在しているものの中から選定した. 
また, 本研究では比較的早い段階で学習が予想されるも

のを中心に選定した. なお, 抽出を行った英単語の類義語

グループは, 選択式の問題形式に選択肢として利用した. 
また, 英単語を選択式で選ぶ場合, look at など文法上の理

由から解答が予測できてしまうものが存在する. これら

のケースでは, 英単語のみ解答を求める場合では例で挙

げた「at」などから解答が予測でき, 「at」も含め「look at」
として選択肢に配置すると, 英語における慣用的な言葉

の組み合わせとしての立ち位置（「イディオム, idiom」や

「コロケーション, collocation」などと呼ばれる）になる. 
本調査では, 「look at」などをまるごと選択肢に配置する

ことで, 意味を穴あき部分以外の単語から予測すること

が出来ないよう作成した.  
テスト内では英文を 10 パターン用意し, 選択式で回答

静岡理工科大学紀要 67



を求めた. 英文の上には日本語訳を表記し, 日本語文上で, 
英文上の穴となっている部分を「[]」で強調をおこなった. 
以下に, 設問の一例を示す.  

私の眼鏡を[見かけ]ましたか？ 
Have you [ ] my glasses? 

選択肢：seen, watched, looked at, viewed 
正答：seen 

英文は, 辞書と新 JACET8000 を参照し作成を行った. 
また, 作成した後に英語母語話者のチェックを受けてい

る. 英文を構成する単語は, 主に新 JACET8000 における

レベル 1（1～1000順位）とレベル 2（1001～2000順位）

の中から利用した. これは, 新 JACET8000 において順位

が高い程, 英文を作成する際に慣用的に含まれる単語（I, 
you などの代名詞や, a, the などの冠詞類）が多いことが理

由である. また, レベル 3（2001～3000順位）とレベル 4
（3001～4000順位）, またはそれ以上のレベルの単語は, 
外来語として慣用的に用いられているものを除き, 英文

作成の際には利用しなかった. これは, 類義語弁別問題に

おいては産出語彙の観点から語彙能力を調査するため, 
類義語以外で英文内において利用するそれぞれの単語の

認知度については重点を置かず, 被験者が類義語グルー

プの選択肢の中から単語を選ぶ際に, 文脈が理解しやす

い文章を作成することに重点を置いたためである. 以上

のことを踏まえ, 新 JACET8000 における, 比較的早い段

階で学習が予想される単語と一部の外来語の中から作成

した英文を, 単語レベルの内訳と共に, Table 3 に示す. 英
文において太字で記されている部分が, 類義語の弁別を

求める部分である. ここでは, 選択肢の中から正答を表示

している. 各単語の順位は, 左から 1 単語ずつコンマで分

けその単語の順位を表示したものである. また, それぞれ

の問題文における選択肢についても Table 4 に示す. 問題
文における各選択肢の単語の順位をコンマで分け表示し

ている. 

Table 3 英文と単語レベル 

Table 4 選択肢と単語レベル 

 

英⽂ 各単語の順位(1~8000） Lv.1(1~1000) Lv.2(1001~2000) 他のレベル 総単語数
Have you seen my glasses? 17, 10, 74, 45, 1102 4 1 0 5
I watched the baseball game yesterday. 8, 533, 1, 865, 274, 307 6 0 0 6
He smiled at my story. 13, 662, 16, 45, 291 5 0 0 5
My father is laughing out loud. 45, 231, 9, 803, 51 6 0 0 6
Please tell me your phone number. 451, 166, 49, 58, 439, 163 6 0 0 6
He teaches math in the high school. 13, 834, 1010, 5, 1, 169, 138 6 1 0 7
We need to push the closet into the corner. 21, 160, 6, 1231, 1, 4773, 55, 1, 598 7 1 1 9
I pressed my ear to the door. 8, 1506, 45, 873, 6, 1, 244 6 1 0 7
Can you hear the sound of a river? 39, 10, 334, 1, 474, 2, 4, 509 8 0 0 8
I listened to the conversation behind me. 8, 615, 6, 1, 1157, 275, 49 6 1 0 7

問題⽂ 選択肢 各選択肢の順位 正答
Have you seen my glasses? seen, watched, looked at, viewed 74, 533, 137, 331 seen
I watched the baseball game yesterday. saw, watched, looked at, viewed 同上 watched
He smiled at my story. laughed, smiled, beamed 803, 662, 3568 smiled
My father is laughing out loud. laughing, smiling, beaming 同上 laughing
Please tell me your phone number. teach, tell, train, instruct 834, 166, 748, 3209 tell
He teaches math in the high school. teaches, tells, trains, instructs 同上 teaches
We need to push the closet into the corner. push, press, thrust 1231, 1506, 5036 push
I pressed my ear to the door. pushed, pressed, thrusted 同上 pressed
Can you hear the sound of a river? hear, listen to 334, 615 hear
I listened to the conversation behind me. heard, listened to 同上 listened to
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弁別問題における選択肢の単語は, レベル 4（3001～
4000順位）に含まれているものまで利用した. また, thrust
という単語はレベル 6（5001～6000順位）に含まれるもの

であり, このレベルは英語を専門としない大学生が習得

する目安のもので, 大学受験レベルであるレベル 4よりも

高いレベルに位置するものであるが, ここではレベルが

より上位の単語を選択肢に含むことが, 解答に及ぼす影

響を調査するために, 例外として設置している.  
日本語訳の文は, 正答を判別する文脈を示すために記

述した. 英語類義語においては, 弁別を行う際に入れ替え

ても意味が通じる類義語グループが存在する. 例えば, ”I 
see the ball.”と”I watch the ball”の英文を比較すると, see と
watch が異なる点であり, 類義語である. これらはそのど

ちらかが適切でない使用法となるわけではなく, 異なる

ニュアンスを伝えるものであり, 入れ替え可能である. 序
論において紹介したように, see は目で認識したという意

味を伝え, watch は目で意識して見たという意味を伝える.
つまり, 上記のような場合 see を使った英文は「私はボー

ルを見る（見えた, 自然と目に入った）」という意味とな

り, watch を使った英文は「私はボールを見る（目で追い

かける, 故意的に見張る）」という意味になる. 以上のこと

から, 本研究では類義語の弁別について, その正答を判定

するため, 日本語訳が示す文脈から, 類義語グループの中

で適切な単語を 1 つ抽出できるように英文を作成してい

る.

３．２．３ 語彙サイズテスト

語彙サイズテストは, Vocabulary Size Test（Nation & 
Beglar, 2007）を調整したものを用いた. VST にはいくつか

の種類があるが, 本研究で利用したものは, 14000 語の英

単語からなるものである. これは 1000 語 1レベルで 14 段

階に分けられているものであり, それぞれのレベルの

1000 語の中から 10 語が問題として抽出されている. なお, 
本研究は被験者が大学生であるため, 大学受験までの英

語学習レベルを考慮し, 実際の調査で利用するものを

4000 語レベル内までに限定した. これは, Nation（2006）
によって, 14000 語の内 4000 語レベルまでが, 一般的な英

語小説のおよそ 95%の語彙を占めると示されているため

である. よって, 1000 語ずつ 10問で, 合計で 40問を出題

した. 14000 語バージョンの VST では, 設問として英単語

とその単語を使用した英文が表示されており, 英単語が

示す意味を 4 つの選択肢から選択する（例 1）. 選択肢は

英文または英単語で示されており, 選択肢それぞれが示

唆する意味と設問の英単語を照らし合わせて正答を選択

する. 語彙サイズの推定には, 望月（1998）で示されてい

る「正答数 × 語彙数 / 問題数」という計算式を用いた. 例
えば, 30問正解した被験者の推定語彙サイズは, 30×4000 / 
40 = 3000 となる.  

例 1 
SEE：They saw it 

選択肢：cut, waited for, looked at, started 
正答：looked at 

３．３ 分析方法

以下の方法で結果の分析を行った. 
１． 弁別問題と語彙サイズテストの結果における基

礎統計量

２． 推定語彙サイズの群分けによる弁別問題のスコ

ア

３． 弁別問題の項目分析

なお, TOEIC の受験経験, 及び英語を主言語とする国や

地域への滞在経験に関するデータについては, 有効なサ

ンプル数が得られなかったため, 本研究では扱わなかっ

た.

４．結果

４．１ 各テストの基礎統計量

被験者 77 人の類義語弁別問題は, 平均正答数 8.71, 最
大値10, 最小値5, 中央値9, 標準偏差1.47であった. Fig. 2
に正答数の分布を示す. 縦軸が人数, 横軸が正答数を示す. 
全問を正解した被験者が, 正答数別ではもっとも人数が

多いという結果となった.  
推定語彙サイズは, 平均 2240.26 語, 最大値 3300 語, 最
小値400語, 中央値2300語, 標準偏差576.12であった. Fig. 
3 に 500 語区切りでの推定語彙サイズの分布を示す. 0～
4000 の間では, 1000～3000 の層に人数が集中する結果と

なった.  

Fig. 2 類義語弁別テスト正答数分布 

Fig. 3 推定語彙サイズ分布 
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４．２ 推定語彙サイズの群分けによる弁別問題のスコア

語彙サイズテストの結果から, 被験者を上位 27%, 中位
46%, 下位27%（総数77人のうち, それぞれ21人, 35人, 21
人）に分けた. これは, 大友（1996）を参考とした. 弁別

問題の結果に有意な差があるかどうかと, 弁別問題のそ

れぞれの正答率を調査した. 推定語彙サイズの上位中位

下位の 3群間において, 弁別問題のスコアに有意差が存在

するかついて , まず 3 群間でクラスカル・ウォリス

（Kruskal Wallis）検定を行った. 3群間に対応がなく, サン

プル数が大きくなく, また Table 2 の弁別問題における正

答数のデータから, 正規性が仮定されなかったため, この

検定を利用した. 結果として, p = .192として p値が示され

たため, 有意水準 5%において p > .05となり, 3群間に有意

な差があるとはいえない結果となった.  
また, 各群の設問の正答率についても分析を行った. 

Table 5 にその結果を示す. 「１」はその群において全員の

解答が正答であったことを示す. なお, 設問の太字部分は, 
各問題の解答を示している.  

Table 5 群別弁別問題正答率 

結果として, He smiled ~ の設問以外は, 推定語彙サイ

ズスコアの上位群が下位群を正答率で上回っていたもの

の, マン・ホイットニーの U 検定 (Mann-Whitney U test)
を行いこの 2群間の差について分析したところ, 有意水準

5%においてp = 1.936となり, 2群間に有意な差があるとは

いえない結果となった. なお, 上記の検定は, 2 群に対応

がなく, 正規性が仮定できない上に, サンプル数が少ない

データであったため, これを用いた. 中位群については, 
正答率が上位群より高い項目がいくつか存在するが, 群
分けの際の人数の違いがあることから, 上位と下位の群

よりも人数の合計が大きくなっている中での割合である

ため, あくまで 35 人中の割合を示すものである. 

４．３ 類義語弁別テストの項目分析

Table 6に, 類義語弁別問題の各項目における, 選択肢別

の割合を示す. 表左側の各設問に対応する, 各選択肢の選

択割合を示し, 正答選択肢の割合を右側に示す. なお, 設
問部分の太字が正答の選択肢である.  
表から, 最も低い正答率は I pressed〜 の 0.75 であり, 

最も高い正答率は I watched〜, Please tell〜, He teaches〜 
の 0.99 であった.  

Table 6 類義語弁別テストの選択肢別割合 

ある項目の正答, 誤答によって, どれだけ被験者の合計

点の高低を分ける力があるかを表す, 項目弁別力指数を

Table 7に示す. 項目弁別力指数は, 点双列相関係数によっ

て－1から+1の範囲で示され, これは項目それぞれの正答

誤答を 2値（0,1）で表したものと, 生徒の合計正答数とで

相関係数の計算を行い求めている. これが 1 に近づく程, 
その項目で正答した被験者の合計点は高く, 誤答した被

験者の合計点は低いことを示す.  

Table 7 各設問の項目弁別力指数 

項目弁別力指数は 0.3以上の値が望ましいものとされて

おり, 特に Table 6 において正答率が 99%であった問題が, 
0.3 以下の値を示している.  
選択肢が実際にどれだけ機能していたかを示す, 実質

選択肢数1を Table 8 に示す. 実質選択肢数の列の値は, 例
えば設問 Have you seen~では, 0～4 の数値で, 選択肢が実

際に機能していた数を表している. ここでの最大値 4 は, 

1 平均情報エントロピーであるH=－∑pjlog2pj を計算した

のち, 2^H という式を計算することで求められる. 

設問 上位21⼈ 中位35⼈ 下位21⼈
Have you seen my glasses? 0.81 0.80 0.76

I watched the baseball game yesterday. 1.00 1.00 0.95
He smiled at my story. 0.76 0.77 0.76

My father is laughing out loud. 0.86 0.89 0.67
Please tell me your phone number. 1.00 1.00 0.95
He teaches math in the high school. 1.00 1.00 0.95

We need to push the closet into the corner. 1.00 0.97 0.90
I pressed my ear to the door. 0.86 0.71 0.71

Can you hear the sound of a river? 0.90 0.91 0.67
I listened to the conversation behind me. 0.76 0.89 0.67

設問 正答率
seen watched looked at viewed
0.79 0.18 0.01 0.01

saw watched looked at viewed

0 0.99 0.01 0

smiled laughed beamed

0.77 0.18 0.05

smiling laughing beaming

0.13 0.82 0.05

teach tell train instruct

0.01 0.99 0 0

teaches tells trains instructs

0.99 0 0 0.01

push press thrust

0.96 0.04 0

pushed pressed thrusted

0.04 0.75 0.21

hear listen to

0.84 0.16

heard listened to

0.21 0.79

We need to push the closet into the corner.

I pressed my ear to the door.

Can you hear the sound of a river?

I listened to the conversation behind me.

Have you seen my glasses?

I watched the baseball game yesterday.

He smiled at my story.

My father is laughing out loud.

Please tell me your phone number.

He teaches math in the high school.

0.79

選択肢

0.79

0.99

0.77

0.82

0.99

0.99

0.96

0.75

0.84

設問 項⽬弁別⼒指数
Have you seen my glasses? 0.73

I watched the baseball game yesterday. 0.06

He smiled at my story. 0.75

My father is laughing out loud. 0.69

Please tell me your phone number. 0.06

He teaches math in the high school. 0.06

We need to push the closet into the corner. 0.37

I pressed my ear to the door. 0.78

Can you hear the sound of a river? 0.70

I listened to the conversation behind me. 0.73
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各設問の選択肢数である. 各設問に設けた選択肢の数を

右に示している,  
Table 6 において正答率が 99%であった watched, tell, 

teachesの3問は, 実質的に選択肢が1に近いものとなった. 
また, 選択肢が4つまたは3つ設けられた設問においても, 
2 に近い値までしか示されない結果となった. なお, これ

らの結果の分析の際には, 表計算ツールを用いた.  

Table 8 各設問の実質選択肢数 

５．考察

類義語テストの結果と正答率から, 類義語弁別問題は

その難易度が全体的に容易であったため, 正答率が高い

ものになったと推察できる. 本研究で作成した類義語弁

別問題の英文は, 類義語の使い分けを調査することが主

目的であったため, 類義語以外の英文を構成する英単語

は新 JACET8000 の中でも, 比較的早い段階で学習される

語を選定した. 調査対象となった類義語自体の中にはレ

ベル 4 や一部それ以上に属する単語も含まれているが, 
Table 6 の通り今回の調査では全ての問題の正答率が 75％
以上という結果になった.  
弁別問題において, 特に正答率が 99%に近くなった問

題は, 英文をチャンク（chunk）と呼ばれる複数単語をひ

とつのかたまりとして覚えている学習の結果が現れてい

るのではないかと推察した. チャンクの先行研究として, 

鳥羽（2016）では, 国立大学の日本人大学生 51 名を対象

として, 英語学習者がどのような語彙のネットワーク網

を活性化させ, 語彙を想起させているかについての調査

が行われ, そこで語彙のチャンクがもつ役割について検

討がなされた. 調査では, 英単語 1 語に対して可能な限り

の連想語を記述する課題と, 「季節の好みとそれを支持す

る理由」というトピックについてのフリーライティング課

題が行われた . 結果として , シンタグマティック

（syntagmatic）と呼ばれる概念において, 語彙のネットワ

ークを活性化させている傾向がみられた. シンタグマテ

ィックとは, 文章構成の仕組みを表すものであり, 英文で

は「名詞＋動詞」や「動詞＋名詞」, 「名詞＋前置詞」と

いった関係にあたる. そのため, 例えば apple という英単

語であれば, eat や red のような単語が共起することが連想

される傾向となった. これにより, チャンクが言語運用の

処理を促進することが示唆された.  
本研究ではチャンクの影響についての調査として, ア
メリカ英語を主として扱う COCA（Corpus of Contemporary 
American English）とイギリス英語を主として扱う BNC
（British National Corpus）, また日本人英語学習者である

中高生約 1 万人の英作文をデータとして扱う JEFLL 
(Japanese EFL Learner) Corpus の 3 つのコーパスを利用し,
設問で使用した英文、英単語の数を調査した. 調査した問

題文は, Table 6 において正答が watched, tell, teaches の 3 文

である. これらの問題文は, 正答率が 99%に近似していた. 
Table 9 に, 調査の結果を示す. 表の数字は, コーパス内に

存在したそれぞれの英語を含む文の数を示している. ま
た, watchedや teachesなどは語の変形が含まれているため, 
watch と teach の場合でも調査を行った（Table 10）. 加え

て, 英文の構造や使用される文脈がほぼ同一のものにつ

いても調査した（Table 11）

Table 9 コーパスによる英文検索結果 

設問 各設問の選択肢数 実質選択肢数
Have you seen my glasses? 4 1.80

I watched the baseball game yesterday. 4 1.06

He smiled at my story. 3 1.93

My father is laughing out loud. 3 1.78

Please tell me your phone number. 4 1.06

He teaches math in the high school. 4 1.06

We need to push the closet into the corner. 3 1.18

I pressed my ear to the door. 3 1.96

Can you hear the sound of a river? 2 1.55

I listened to the conversation behind me. 2 1.67

WATCHED watched I watched I watched the watched the baseball I watched the baseball

COCA 65748 11707 2239 4 0

BNC 6075 564 126 0 0

JEFLL 154 97 8 0 0

TELL tell Please tell Please tell me tell me your Please tell me your

COCA 530128 4444 3054 1113 44

BNC 28662 147 80 52 0
JEFLL 163 8 8 1 1

TEACHES teaches He teaches He teaches math teaches math in He teaches math in

COCA 13926 1150 7 4 0
BNC 440 51 0 0 0

JEFLL 6 0 0 0 0
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Table 10 語形変化前の場合における検索結果 

Table 11 類似した構造と意味をもつ英文の検索結果 

COCA の watched を含む文の内, 18%が I watched を含む

文であり, また JEFLL において, watched を含む文の内

63%が I watched を含む文であった. これらは, watched が

英文において使用される場合に, 本研究で使用した I 
watched の構造となる頻度が高いことが, 慣用的な表現と

しても, 中高生の日本人学習者の表現としても高いこと

を示唆している. また, Please tell を含む文の内, Please tell 
me を含む文が COCA は 70%, BNC は 54%, JEFLL は 8 文

の内全ての 100%となっていることも, 同様の傾向をもつ

と考えられる.  
語形変化における差について注目すると, I watched と I 

watch では, 英文の量に Fig. 4 のような違いがあった.  
COCA では, I watched を含む文が I watch を含む文と比較

して 2.3倍近く表示される結果となった. また, BNC にお

いては 2.9倍, JEFLL においては 2.7倍ほど, I watch と比較

して I watchedが表示された. これらは, I watchと I watched
では, 語形変化後の I watched の方が, 慣用的にも, 中高生

の日本人学習者の表現としても, 多く出現する英文であ

ることを示唆している.  

Fig. 4 I watched と I watch の各コーパス内の英文量 

また, I が共起する割合をwatchedとwatchで比較すると, 
Fig. 5, Fig. 6 に示す通り, watched は COCA が 18%, BNC が

9%, JEFLL が 63%であるのに対し, watch は COCA が 3%, 
BNC が 2％, JEFLL が 14%であった. グラフの系列のうち, 
薄い灰色の割合の部分は, watched, watch それぞれにおい

て, これらが含まれる I watched, I watch となる場合以外文

の数を表している.  

Fig. 5 コーパス内の watched, I watched を含む英⽂量 

Fig. 6 コーパス内の watch, I watch を含む英⽂量 

調査で利用したコーパス内に存在した英文の中では, I 
watchedが I watchよりも, 共起する英文の構造として多く

の割合を占めていた. これらは, 語形変化前の watch より

も, 語形変化後の watched の方が, I が前にある場合が慣用

的に多いことを示唆している.  
Teaches については, これが含まれる文のうち, He が英

文構造として 1 つ前に現れる場合が COCA では 8％, BNC
では 11％ほどであるという結果が Table 9 に示されたが, 
teaches, teachを含んだその付近の単語 3語以上をまとめて

コーパスで検索した際には, 本研究で使用したものと同

WATCH watch I watch I watch the watch the baseball I watch the baseball
COCA 166926 5138 868 14 0
BNC 9003 194 38 0 0

JEFLL 265 36 5 0 0

TEACH teach I teach I teach math teach math in I teach math in

COCA 57901 2473 9 4 0
BNC 2721 53 0 0 0

JEFLL 24 1 0 0 0

watch baseball watch game watch sports please tell me your address please tell me your phone
COCA 70 72 129 1 0
BNC 0 0 2 0 0

JEFLL 1 0 0 0 0
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じ構造を含む文が 1文もないという結果となった. ここで, 
he 以外のチャンクの影響をより詳細に調査するため, 
teaches と teach の, 前後 1 語の範囲で共起するすべての語

のうち , 割合の多いものを BNC で調査を行い , また

JEFLL では, 検索されたすべての例を示す調査を行った. 
以下に, BNC の結果として英文数の上位 10 語を示す. な
お, ピリオドやカンマ等の記号と, JEFLL における [jp] 
表記（JEFLL のデータベースの元である中高生の英作文に

おいて, 英単語を中高生が記述できない際の代用として, 
日本語もしくはローマ字綴りの日本語を記述したもの）と

固有名詞（○○さんや○○先生など）は, 前後 1 語としては

除外している. また, JEFLL の一部の共起語には, スペル

の間違いがあるものが存在した（誤：tought 正：taught
など）.  

Table 12 teaches, teach の共起語検索結果 

表から, まずBNCにおいて teaches は前 1語にHE, SHE, 
WHO という人称詞が多く共起していることが分かる. ま
た, 後 1 語では US, YOU, THEM など同じく人の表現に使

用される単語が上位にある. BNCの teachにおいても, 前 1
語には THEY, I, YOU などが上位にあり, 後 1 語において

も, teaches のように THEM, ME, HIM などが上位にある. 
これらは, 本研究で使用したような He teaches の構造のよ

うに, 人称詞が直前の語で共起することが, teaches を用い

る際に比較的多くなることを示している. そして, 本研究

で利用した teaches math のような形式よりも, teach + 代
名詞の構造で共起する場合が多く, これが teaches や teach
を含む文のうち, 本研究で使用した設問文の中から 3語以

上をまとめて含む文が存在しなかった要因であると考え

られる. 
弁別問題のうちもっとも正答率が低かった pressed の項

目について, 誤答も含めた各選択肢を当てはめた場合の

コーパス検索結果を調査した. なお, 語形変化前の場合も

検索を行った. 左列の [ ] の部分に, 各選択肢が入る形で

示している. また, 検索結果が 0 であった場合はその英文

構造を含む文がなく, それ以上単語を増やしても結果は 0
となるため, 表の BNC, JEFLL 部分はその時点までの結果

を示している.  

Table 13 pressed項目の選択肢別検索結果 

注目される点は, thrusted の検索結果が, 本研究で利用

したような I thrusted の構造では全てのコーパスで 1 文も

みられなかった点である. これは、類義語弁別問題の項目

の選択肢において, 単語のレベルが被験者の目安のレベ

ルより高く, その単語を含む構造が慣用的に用いられる

ものでなくとも, その選択肢が実質的に機能する場合が

あることを示唆する結果であると考える. pressed 項目の

それぞれの選択肢の割合は, pushed が 0,04, pressed が 0.71,
thrusted が 0.21 であり（Table 6）, 実質選択肢数は 1.96 で

あった（Table 8）. つまり, 被験者にとっては pressed と

thrusted の 2 つが実質的な選択肢として機能していたと考

えられる. 加えて, thrusted は, 本研究で弁別問題作成の際

に利用した単語リスト新 JACET8000 において, 大学受験

レベルであるレベル 4（3001～4000順位）を超え, レベル

6（5001～6000 順位）に位置するが, これは, 英語を専門

としない大学生が習得する目安のものである. また, 本研

究の調査では被験者 77名の内 1 年生が 28名, 2 年生が 45
名であり, 全員が英語を専門としない大学生である. これ

らのことから, 被験者の単語習熟レベルの目安を超える

範囲に含まれる語であっても, 類義語弁別問題において

は実質的な選択肢になりうることが示唆される.

６．まとめ

本研究では, 英語を専門としない日本人大学生の英語

類義語弁別能力について明らかにするため, 大学受験ま

での語彙レベルから, 比較的早い段階で学習が予想され

る単語について弁別テストを作成し, 語彙サイズテスト

と共に実施した. 結果として, 本研究で作成し, 実施した

類義語弁別問題は難易度が低く, 全体として高得点に偏

った点数分布となった. 語彙サイズテストの結果は, ヒス

トグラムから正規分布が仮定できるものとなり, 推定語

前1語 英⽂数 後1語 英⽂数 前1語 英⽂数 後1語 英⽂数
  HE 51   US 42   TO 1400   THE 249

  SHE 31   YOU 40   AND 105   YOU 189
  WHO 31   THAT 29   CAN 98   THEM 174

  IT 30   THE 28   THEY 81   ME 110
  AND 19   AT 22   COULD 75   A 102

  WHICH 18   IN 13   WILL 70   HIM 98

  NOW 13   THEM 13   N'T 57   US 98

  ALSO 12   HIM 11   I 53   IN 95

  THAT 11   ME 10   YOU 53   AND 83

  BIBLE 7   A 10   WE 51   HER 60

BNC-teaches BNC-teach

前1語 英⽂数 後1語 英⽂数 前1語 英⽂数 後1語 英⽂数
she 2 me 2 to 5 me 3

dancing 1 english 1 mother 4 books 2
father 1 everyone 1 and 2 how 2
teacher 1 tennis 1 book 1 about 1

he 1 after 1
i 1 by 1

is 1 him 1
n't 1 others 1

never 1 pictuer 1
tought 1 student 1
want 1 you 1
we 1 youabout 1

without 1

JEFLL-teaches JEFLL-teach

COCA pushed pressed thrusted push press thrust
I [  ] 2387 983 0 991 499 110

I [  ] my 201 239 0 85 88 32
I [  ] my ear 1 11 0 0 4 0

I [  ] my ear to 0 7 0 0 3 0
I [  ] my ear to the 0 7 0 0 3 0

I [  ] my ear to the door 0 2 0 0 2 0
BNC

I [  ] 124 77 0 45 36 7

I [  ] my 16 8 0 4 2 1

I [  ] my ear 0 0 0 0 0 0
JEFLL

I [  ] 7 0 0 4 0 0

I [  ] my 0 0 0 1 0 0
I [  ] my ear 0 0 0 0 0 0
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彙サイズは平均値, 中央値ともに 4000 語のうち 2000 語ほ

どの結果となった.   
推定語彙サイズの結果から, 上位中位下位の 3群に群分

けを行ったが, 3 群間では類義語弁別問題のスコアに対し

て有意な差はみられず, 弁別問題の各設問の正答率を比

較すると, 多くの設問において上位群が下位群よりも正

答率が高かったものの, 有意な差はみられなかった.  
項目分析の結果, 本研究で利用した弁別問題のいくつ

かの設問の選択肢の中では, それらが選択肢として実質

的に機能している数が, 用意した選択肢の数より少ない

ことが示された. また, 大学受験までの学習レベルよりも

高い単語を選択肢として選定した場合にも, 実質的な選

択肢としてそれが含まれる場合があった.  
類義語弁別問題の中で正答率が高くなった watched, tell, 

teaches を正答とする問題は, コーパスによる調査からチ

ャンクの利用が, 類義語の用法を学習する際に有用であ

ることが示唆された. 今後, コーパスそのものの特徴やジ

ャンルによる使用例の差について留意し, さらに分析を

進めたい.  
語彙サイズテストは複数提案されており, 使用したテ

ストによって結果に違いが生じるため, 異なる語彙サイ

ズテストを実施することで, 被験者の語彙サイズが, より

正確に推定できると考えられる. また, 事前に被験者の英

語習熟度に関する調査を行うことで, 結果との関連がよ

り詳細に見られた可能性がある. 類義語テストの設問を

作成する際に, 単語リストとして新 JACET8000 を利用し,
学習時期が早いと思われるものを多く選定したが, 語彙

の難易度を上げることで, 語彙サイズとの関係がより明

確となることが考えられる. 加えて, 設問文に, 本研究の

ような日本語の訳文が含まれる場合の影響も, 今後考え

る必要がある. また, 中学・高校において使用された教科

書で扱われた語彙・表現の定着度を見ることによって, 教
育効果を測る試みについても, 今後検討していきたい.
英語学習者の類義語弁別能力を精査することにより, 

学習者が類義語を適切に使い分けられるようになるには, 
どのような支援が必要なのか, 今後も検討を継続してい

きたい.  

謝辞：閲読者から有益なご助言をいただきました. この場

を借りて厚く御礼申し上げます. 
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高占積率を実現するモータコイルの提案 

Proposal of motor coil realizing high space factor 

飯田 基博＊，服部 知美＊＊ 

Motohiro IIDA and Satomi HATTORI 

This paper describes a motor coil with a high space factor, which is an improved edgewise coil. The shape of 

the coil is made trapezoidal by increasing the line width of the edgewise coil in the outer diameter direction. 

Thereby, the gap between the coils is reduced, and the space factor can be improved. If the space factor is 

improved, the efficiency of the motor can be increased and the size of the motor can be reduced. 

1. はじめに

現在，地球温暖化が社会問題化しており，温室効果ガ

スの削減や省エネルギー化が推進されている．その上，

日本におけるモータの消費電力は，総消費電力の約

60%を占めているため，更なるモータの高効率化が求め

られている．また，自動車においては，車載スペースの

制約から小型化が求められている(1)． 

モータは，スロットに占めるコイルの断面積（以降，

占積率）を増加させることで，効率の向上や小型化が可

能となる．占積率を向上させる取り組みとして，コイル

を分割した鉄心に巻線し組み立てるもの(2)，コイルを従

来の丸線から角線に変更するもの(3)，平角線を使用する

もの(4)などが挙げられる． 

角線を使用する方法では，巻線間の隙間が減り，占積

率が向上するが，巻き方は従来の丸線と同じである．こ

れにより，巻線間の隙間や径方向の放熱がエナメル線

や線間の隙間を通して行われることなどに問題が残さ

れている． 

また，集中巻モータは，分布巻モータと比べて，コイ

ルエンドが短く，その分，小型化や銅損の低減が可能と

なる．さらに，集中巻モータは，巻線を 1 つのティース

に集中して巻くため，占積率を高くすることができる． 

これらのことから，モータの小型・高効率化は，高占

積率な集中巻コイルを採用することで実現できると考

えられる． 

平角線を使用した集中巻コイルに，エッジワイズコ

イルがある．エッジワイズコイルは，平角線の短辺を内

径側にして曲がりにくい方向に巻くコイルである．平

角線を使用することで，巻線間の隙間が小さくなり，占

積率が向上する．また，コイルの径方向の放熱は，絶縁

被膜や線間の隙間がなく，銅の熱伝導のみであるため

放熱性がよい(4)． 

しかし，一定の幅の巻線を使用しており，コイルの断

面が矩形になることで，モータの外径方向に行くほど，

コイル間の隙間が大きくなり，占積率が低下する．

本研究では，集中巻コイルの高占積率化を目的とし

て，平角線を使用した，形状を台形にしたコイルを提案

する．その有効性を確認するためにモータを試作し，実

機実験によりその特性を測定する． 

2. 台形状にしたエッジワイズコイル

2.1 エッジワイズコイル 

 前述したように，エッジワイズコイルは，平角線の

短辺を内径側にして曲がりにくい方向に巻くコイルで

あり，占積率の向上や放熱性がよいという特徴を持っ

ている．エッジワイズコイルの構造を Fig. 1 に示す．し

かし，モータの外径方向に行くほど，コイル間の隙間が

大きくなり，占積率の低下を招くというデメリットも

ある．また，平角線を巻きづらい方向に曲げるため，コ

イルの巻き太りや曲げた部分の絶縁が剥がれやすくな

る．エッジワイズコイルを電機子鉄心に組み込んだも

のを Fig. 2 に示す．ここで，エッジワイズコイルを組み

込んだモータを比較機とする．また，モータは，トヨタ

車体製小型電気自動車 COMS（インホイールモータタ

イプ）の永久磁石型同期モータを使用した．

2.2 試作コイル 

エッジワイズコイルの欠点である，外径方向に行くに

つれてコイル間の隙間が増加することは，電機子巻線の
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幅を外径方向に行くにつれて段階的に広げていき，コイ

ル形状を台形状にすることで改善できる．台形状にした

エッジワイズコイルの構造を Fig. 3 に，それを電機子鉄

心に組み込んだものを Fig. 4に示す． 

このように，コイル形状を台形状にすることで，占積率

を向上させることができる．巻線の断面積を増加させ占

積率を向上させた場合，巻線抵抗が小さくなり，銅損が減

少し，モータ効率が向上することが予想される．さらに，

銅損の低減により，コイルの温度上昇を抑えることが可

能となる．コイルの温度上昇の低減は，機器の冷却機構の

簡素化や容量の増加，絶縁物の耐熱クラスを下げること

などにつながる．また，巻線断面積を統一して占積率を向

上させた場合，スロットが小さくなるため，モータの小型

化が実現できると考えられる．加えてコイル形状を台形

状にしたコイルは，巻線を巻くのではなく，コの字型の銅

板を圧着してコイルを成形している．そのため，エッジワ

イズコイルにあった巻き太りや絶縁が剥がれやすくなる

という欠点も改善される． 

本研究では，巻線の断面積を増加させ占積率を向上さ

せることを目的として，コイル形状を台形状にしたエッ

ジワイズコイルを試作した（以降，試作コイル）．ここで，

試作コイルを組み込んだモータを試作機とする． 

2.3 占積率の計算 

 理想的なエッジワイズコイルおよび試作コイルの占積

率を求める．電機子鉄心は，実機実験で使用する COMS

のモータとし，スロットの断面積は，実測値を使用する．

COMS のモータのスロットを Fig. 5 に示す．ここで，赤

線の部分は直線近似して計算する．モータのスロットに，

理想的なエッジワイズコイルと試作コイルを組み込んだ

図を Fig. 6に示す．ボビンはなく，試作機においては，コ

イル間の隙間はないものとして計算する．また，エッジワ

イズコイルの巻き太りについても考慮していない．占積

率の計算結果を Table 1に示す． 

Fig. 5 Slot of COMS’s motor 

Fig. 6 Cross section of coil and Slot 

Edgewise coil Test coil 

Stator

Fig. 1 Edgewise coil

Fig. 2 Motor stator with edgewise coil

Fig. 3 Trapezoid coil

Fig. 4 Motor stator with trapezoid coil

Table 1 Slot fill factor

Slot Test coil Edgewise coil 

Cross section 

[mm2] 
303.1 270.9 244.5 

Slot fill 

factor [%] 
－ 89.38 80.67 

76 Vol.30,２０２２



Table 1より，試作コイルの占積率は，エッジワイズコ

イルに対して約 9%向上することがわかる．ここからさら

に，実際のエッジワイズコイルには巻き太りがあるため，

実機では占積率の差がより大きくなると考えられる． 

3. 実機による検証

3.1 試作機の諸元 

 Table 2に試作機と比較機の諸元を示す．また，それぞ

れの固定子の外観を Fig. 7に示す．使用した COMSのモ

ータには遊星歯車が付いている．しかし，測定装置の測定

可能なトルクを大幅に超えること，ギヤの効率が機械損

として現れるためモータの効率が正確に測定できないこ

とから遊星歯車を外し，その代わりとなる治具を取り付

けた． 

3.2 性能評価試験装置の構成 

 試作機の性能評価装置として，テクニカルサポート社

製のモータベンチシステムを使用した．また，モータベン

チシステムの構成内容を Table 3に，内部構成を Fig. 8に

示す．Fig. 9にモータベンチシステムのベンチ部を示す．

供試モータ，負荷モータ共にベクトル制御を行っており，

供試モータは電流制御，負荷モータは回転数制御を行っ

ている．また，負荷モータは誘導機である． 

今回使用したモータは，磁極位置センサにホールセン

サを使用しているため，回転角度はホールセンサの信号

から推定した値を使用している． 

3.3 損失 

(1) 巻線抵抗の算出方法

モータ駆動中，損失によりモータが発熱する．その温度

に対して巻線抵抗値が変化するため巻線抵抗値を補正す

る必要がある．巻線抵抗値の補正係数は，モータをある温

度になるまで駆動させた後，モータを自然冷却させなが

ら巻線抵抗とコイルの温度の関係を数点測定し，算出す

る．コイルの温度は，熱電対をコイルの絶縁皮膜上から貼

り測定する．この温度をコイル表面温度とする．ここで，

コイル内部の温度やコイル本来の発熱を調べたい場合，

コイルの絶縁皮膜上に熱電対を貼っただけでは測定する

ことができない．その理由として以下の 2 つのことが挙

げられる． 

(a) 熱電対をコイルの絶縁皮膜上から貼っているため，

コイル本来の温度を直接測定できていないこと．

(b) 熱電対をコイルの絶縁皮膜上から貼っているため，

鉄損による発熱の影響を免れないこと． 

これらの解決策として，外部温度一定時におけるコイ

ル内部の温度は，コイル表面温度とほぼ同じことから，コ

イル表面温度をコイル内部の温度に補正する式を導出す

る．コイル表面温度と巻線抵抗，コイル内部温度と巻線抵

抗の関係の式を(1)式，(2)式に示す． 

Rs= A ts+B[Ω] (1) 

Ri= C ti+D[Ω] (2) 

 ここで，ts   コイル表面温度[℃]，ti   コイル内部温度

[℃]，Rs  コイル表面温度に対する抵抗値，Ri  コイル内部

温度に対する抵抗値，A, B, C, D  それぞれの式の係数で

ある． 

 抵抗値は直接測定しているため，Rs = Riの関係が成り

立つ．この式を整理すると，コイル内部温度は， 

ti= 
1

C
(Ats+B−D) [℃] (3) 

となる． 

Table 3 Motor bench system configuration 

Torque 

meter 

Max torque  ±20 Nm 

Max speed  10000 min-1

Load (IM) 

Capacity  11 kW  

Max speed  10000 min-1 

Rated torque  10 Nm 

Inverter 

Power-supply voltage  DC40~400 V 

Rated capacity  22 kW  

PWM frequency  20 kHz 

Dead time  min3 μs 

Power 

supply 

Power-supply voltage  3φAC200 V 

I / O capacity  20 kW 

Output voltage  0~400 V 

Output current  ±100 A 

Table 2 Constants of the motor 

Test motor Conventional motor 

Pole pairs 6 6 

Slot number 18 18 

Winding turns 38 38 

Ra [mΩ] 6.66 9.42 

KE [Vs/rad] 0.0152 0.0154 

(b) Conventional motor(a) Test motor

Fig. 7 Photograph of the stator
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(2) 機械損

永久磁石型同期モータの鉄損と機械損は分離して測定

できないため，機械損Pmは(5)式の経験式(5)に基づいて算

出する． 

Pm=8D(l+150)va
2×10-6 [W] (4) 

 ここで，D：回転子の外径[mm]，l：積層鉄心の見かけ

の長さ[mm]，va：回転子表面の周辺速度[m/s]である．

 実験機の D と l は，それぞれ 148mm，43.7mm であ

る．また，実験機は自己通風ファンを持たないため，機

械損は(4)式の1 2⁄ とする． 

4. 実験結果

4.1 占積率 

2.3 節で述べたスロット断面積を使用して求めた試作

コイル，エッジワイズコイルの占積率の実測値を Table 4

に示す．Table 4より，試作コイルの占積率は，理論値と

比べて約 7%程度減少していることが分かる．これは，実

機製作に伴う，鉄心のティースとコイルおよびコイル間

に隙間ができたことによるものであると考えられる．一

方，エッジワイズコイルは，理論値と比べて約 28%と大

きく減少していることが分かる．これは，実機製作に伴

う，コイル間の隙間ができたことと，コイルの巻き太りに

より，鉄心のティースとコイルの間にも隙間ができたこ

とによるものであると考えられる． 

 試作コイルは理論値と実機の占積率に大きな差はない

が，エッジワイズコイルは理論値と実機に大きな差があ

る．このことから，試作コイルはエッジワイズコイルに比

べて，設計通りに製作しやすいコイルであることが分か

る． 

4.2 巻線抵抗 

3.3節で述べた方法により，試作コイル，エッジワイズ

コイルの巻線の温度に対する抵抗値はそれぞれ(5)式，(6)

式のようになる． 

Rs_test= 0.0313ts_test+9.1705[mΩ] (5) 

Rs_edge= 0.0473ts_edge+11.646[mΩ] (6) 

ここで，ts_test  試作コイル表面温度[℃]，ts_edge  エッジ

ワイズコイル表面温度[℃]，Rs_test  コイル表面温度に対す

る試作コイルの抵抗値，Rs_edge  コイル表面温度に対する

エッジワイズコイルの抵抗値である．

また，コイル内部の温度と抵抗値の関係は，それぞれ

(7)式，(8)式のようになる． 

Ri_test= 0.0378ti_test+8.8824[mΩ] (7) 

Ri_edge= 0.0531ti_edge+11.668[mΩ] (8) 

ここで，ti_test  試作コイル内部温度[℃]，ti_edge  エッジ

ワイズコイル内部温度[℃]，Ri_test  コイル内部温度に対す

る試作コイルの抵抗値，Ri_edge  コイル内部温度に対する

エッジワイズコイルの抵抗値である．

さらに，それぞれのコイルの絶縁被膜の温度とコイル

内部の温度の関係は(3)式より， 

 ti_test= (0.828ts_test+7.622)[℃] (9) 

 ti_edge= (0.891ts_edge− 0.4143)[℃] (10) 

となる． 

Fig. 8 Motor bench system 
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Table 4 Slot fill factor (Measured)

Slot Test coil Edgewise coil 

Cross section 

[mm2] 
303.1 249.6 160.7 

Slot fill 

factor [%] 
－ 82.35 53.02 
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4.3 モータ効率 

 試作機および比較機のモータ効率マップを測定した．

動作領域は，弱め界磁制御をしない領域とし，最大 q 軸

電流は 80Aとした．また，回転数は 100min-1刻みで変え

ていき，それぞれの回転数において，電流を 10Aから 80A

まで 1A刻みで増加させ，そのときのモータ効率や損失な

どを測定した．なお，モータ効率には機械損が含まれてい

る． 

 Fig. 10，Fig. 11 に試作機と比較機のモータ効率マップ

をそれぞれ示す．Fig. 10，Fig. 11より，試作機の方が，低

速度領域の効率が高くなっていることがわかる．低速度

領域は銅損が支配的であり，試作コイルの占積率の向上

により銅損が小さくなったため，モータ効率が高くなっ

たと考えられる．Fig. 12に全動作領域に占める 5%ごとの

モータ効率の割合を示す．試作機の方が，モータ効率 90%

を超える動作点が多いことがわかる． 

 さらに，モータ効率マップにおける各モータの損失の

比較を行った．Fig. 13 にモータ効率測定時における損失

を示す．Fig. 13より，試作機の銅損が比較機の 75%程度

となっていることがわかる．また，試作機のモータ効率

は，比較機と比べ，500min-1のときは 3%程度，3000min-1

のときは 1%程度高いことがわかる．低速時の方がモータ

効率の差が大きい理由として，前述のとおり，低速時は銅

損が支配的であり，試作コイルの占積率の向上により銅

損が小さくなったためであると考えられる． 

4.4 温度特性 

モータを 3000min-1，8Nmで約 2時間駆動し，1分毎に

コイル表面温度と損失を測定した．Fig. 14 にコイル表面

温度の変化を示す．さらに，Fig. 15に (9)式，(10)式を用

いて換算（温度補正）したコイル内部温度，Fig. 16 に損

失のグラフを示す． 

  Fig. 14より，2時間駆動した時の試作機の温度が，比

較機と比べ 10℃程度低いことがわかる．これは，試作コ

イルの占積率の向上により銅損が小さくなったためであ

ると考えられる．また，Fig. 15 より，温度補正をした場

合，温度が減少していることがわかる．これは，鉄損によ

る熱やモータ内に籠った熱の影響が取り除かれたためで

あると考えられる．  

Fig. 10 Efficiency map of test motor 
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Fig. 11 Efficiency map of conventional motor 
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Fig. 12 Ratio of efficiency in operating area
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 Fig. 16 より，比較機に対する試作機の銅損は，測定開

始時は 75.4%，測定終了時は 72.3%となった．このことか

ら，巻線抵抗を小さくすることで，温度上昇を抑えること

ができ，それによって温度飽和時の銅損をより小さくす

ることが可能となることがわかった． 

5. まとめ

エッジワイズコイルを台形状にした高占積率なコイル

を提案し，実機実験によりモータ効率の向上，温度上昇の

低減を確認した． 

モータ効率の測定では，銅損の低減による，効率の向上

を確認した．また，高速度領域より銅損が支配的である低

速度領域の方が効率が向上することを確認した．温度特

性の測定では，銅損の低減により，温度上昇が抑えられる

ことを確認した．また，温度上昇が抑制されることで巻線

抵抗値の上昇も抑えられるため，温度飽和時の銅損をよ

り小さくすることができることを確認した． 

本論文では，既存のモータの固定子コイルを提案した

コイルに変更して実機実験を行ったため，モータの小型

化という観点では検討していない．しかし，コイルの占積

率が向上しているため，損失をそろえた場合，小型化が可

能であることが予想される． 

 今後，既存のモータではなく，試作コイルに合わせて設

計し，モータの小型化に関する検証をしていきたい． 
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医療・介護・保健の連携データを活用した地域医療課題解決への取り組み

Efforts to Solve Regional Medical Issues by Utilizing Data on Coordination of Medical, Nursing, and Health Care 

大場 春佳＊, 水野 信也＊＊

Haruka OHBA and Shinya MIZUNO 

Abstract 
In a super-aging society, we have concerns such as lifestyle-related diseases and increasing medical costs for the 
elderly for local governments. The Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) and the Ministry of Health, 
Labor and Welfare (MHLW) have promoted the utilization of health and medical data owned by local 
governments. However, the utilization of health data has not progressed. One of the reasons is that National 
Health database (KDB) data have various formats in each health system, and the lack of human resources capable 
of data cleansing and analysis. In this study, we show the verification of the data format using provided Omaezaki 
City data and confirm the differences by region by data analysis. There are three types of data used: receipts 
(health insurance claims), nursing cares, and medical checkups information.  In addition, a data utilization 
survey was conducted with municipalities in Shizuoka Prefecture to gain an understanding of the current state of 
data utilization. 

１．はじめに

 日本をはじめドイツ，イタリアなど世界各国において人

口高齢化が大きな課題となっている．日本では，65 歳以

上の人口が 3,589 万人となり，総人口に占める割合（高齢

化率）も 28.4％と，超高齢社会に直面している 1)．そこで，

日本では健康データの整備と利活用を進めている 2)．しか

しながら実際にデータを取り扱うには，データ連携や分析

など自治体の負担が大きい．そこで本研究では，医療・介

護・保健の連携データを活用した地域医療課題解決への取

り組みとして，地域医療課題解決型プラットフォーム構築

と分析に向けた取り組みを行う．本研究は公益社団法人ふ

じのくに地域・大学コンソーシアム令和３年度共同研究助

成に採択されており，今年度は御前崎市を対象とし，浜松

医科大学と共同研究を実施した．

２．医療・介護・保健関連データの現状

 現在，世界において，データヘルス事業，特に診療情報

整備，利活用に関して多くの国々が国家レベルで取り組ん

でいる．しかしながら課題を抱えている国が多い．例えば，

英国においては国営医療（National Health Service）の医

療情報化を 2002 年より開始した．システムを稼働し自治

体等にて利用されていたが，一部サービスの遅延発生や，

当初予定していたシステムを完成するためには予算をオ

ーバーしてしまうと算出されるなど，投資した費用に見合

う金銭価値はないと評価され，2011 年にプロジェクトが

解体された 3)．オーストラリアにおいても国民からの信頼

の失墜により，一度はプロジェクトが中止された 4)．これ

らの原因として，個人情報保護とデータ集約基盤に関する

法案整備や現場での抵抗が要因として考えられている 3,5)． 
日本の医療情報化は，2001 年の世界最先端の IT 国家に

5 年以内になることを目指した『e-Japan 戦略』から本格

的に進められるようになった 6)．医療サービスのＩＴ化

（電子カルテ，電子レセプト）が推進され，基盤整備支援

も実施された．個人情報に関連しては，2017 年に医療分

野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する

法律(平成 29 年法律第 28 号)7)が制定され，2018 年に施行

された．研究目的のために医療データを利活用するための

法律であり，医療データ利活用に関する政策につながるも

のである．

現在，日本においては自治体が所有する健康・医療デー

タの活用が望まれている．経済産業省では，経済産業省に

おけるヘルスケア産業政策の概要についてまとめ，HP に

公開している 8)．その中で地域におけるヘルスケア産業の

創出として，地域において，①健康への気づき，②法定健

診への誘導，③結果に関する医師による相談・助言，④リ

スクの大小に応じた対応（予防から医療行為まで）を切れ

目なく提供できる連携体制を整備し，一次・二次・三次予

防の網を張り巡らせていくことが必要であることが示さ

れている．地域関係者（自治体，医療・介護機関，民間事

業者等）の連携を促進し，地域ニーズを踏まえたヘルスケ
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ア産業の創出を後押しするため，「地域版次世代ヘルスケ

ア産業協議会」設置促進をしているが，平成 30 年３月末

時点において全国５ブロック，１８府県，１５市の合計３

８か所にとどまっている．うち地域の医師会が関与する協

議会は，全国２ブロック，７府県，５市のみであり，医師

の知見を反映させた連携体制を作ることは難しいことが

伺える．

また厚生労働省を中心とした「日本再興戦略」（平成 25
年６月 14 日閣議決定）において，「全ての健康保険組合に

対し，レセプト等のデータの分析，それに基づく加入者の

健康保持増進のための事業計画として「データヘルス計画」

の作成・公表，事業実施，評価等の取組を求める」ことを

掲げている 2)．各市町村の HP にて公開されているが，作

成にあたり課題もある．例えば飯山市においては，データ

の収集から分析等県関係者から支援を受けて作成を行な

ったが，業務の実施体制に関する検討には至らなかった 9)．

データヘルス計画書作成にはデータ分析ができる人材確

保と時間が必要である．今後データヘルス計画策定の効果

測定をしていかなければならないと考えられる．

自治体が所有する医療・介護・保健関連データとしては，

主に国保データベース(以下，KDB) 10)と自治体が所有す

る健診時のアンケート結果などである．KDB システムの

全体像を図 1 に示す．KDB システムは，国民健康保険団

体連合会が保険者の委託を受けて行う各種業務を通じて

保有する特定健診・特定保健指導， 医療保険，介護保険

等の情報を集約している．自治体は集約された情報を，保

険者ネットワークを通じて利活用することができる．

図 1 KDB システムの全体像 10)より 

KDB システムで取り扱う情報を図 2 に示す．大きく分

けて，健診，医療，介護の 3 種類のデータがある．データ

の詳細は図 3 に示す． 

図 2 KDB システムで取り扱う情報 10)より 

図 3 KDB システムの主な対象データ 10)より 

KDB の活用事例として，健常から要介護へ移行する中

間の段階であるフレイルに関する事例が多くある 11-13)．

また石川県小松市のKDBデータを用いて健康増進に向け

た健診の効果分析を行った研究では，健診の医療費抑制効

果は，有意な差があったことが明らかになった 14)．年齢階

層別では 65-74 歳，疾患別では，高血圧症，糖尿病，脂質

異常症と生活習慣病に対して有効である．

健康分野以外での活用事例として，KDB から取得でき

る介護度に関するデータを利用し，災害時の避難経路モデ

ルの構築を行なった研究がある 15)．KDB データは個人情

報を含むためオープンデータ化することは難しいが，幅広

い分野での活用が考えられる．

このようにKDBは平成 30年度から提供されているが，

健康分野においては統計情報での活用は行われているも

のの，現場が抱える課題解決に活用するまで至っていない．

国保データヘルス計画支援ツールに対する開発は研究が

進められているが，幅広い自治体が利用できるまでには至

っていない 16)．

 そこで本研究においては，医療・介護・保健関連データ

を連携し分析するプラットフォームを構築し，医師の知見

を反映させながら分析結果を自治体へフィードバックす

ることを目的として実施した．
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３．研究概要とプロジェクト体制

本研究の概要図を図 4 に示す．図に示す医療専門家を浜

松医科大学，本研究における対象とする自治体を御前崎市，

分析を実施する研究者を静岡理工科大学で実施した．研究

打ち合わせは 2,3 ヶ月に 1 回程度の頻度でオンラインと

市役所のハイブリッド形式で実施し，その他データ連携に

関して打ち合わせや作業を御前崎市役所にて実施した．

2021 年度の研究日程を表 1 に示す． 

図 4 研究概要 

表 1 研究日程 
日時 内容

5/11 火 13:00 研究打ち合わせ

5/28 金 9:00 KDB データ連携 
7 /6 火 13:00 研究打ち合わせ

7/28 水 9:00 KDB データ連携 
8/19 木 14:00 研究打ち合わせ

9/30 木 17:00 最新データ受け取り

10/21 木 14:00 研究打ち合わせ

11/26 金 第 26 回 静岡健康・長寿学術フォ

ーラムポスター発表

12/16 木 14:00 研究打ち合わせ

1/24 月〜1/31 月 自治体対象 KDB 活用アンケート 

４．KDB データ連携 
KDB データには大きく分けて 3 種類のデータがある．

これらのデータを全て連携しようとしたところ，1 つの課

題が浮かび上がってきた．それは，75 歳未満と 75 歳以上

でデータが突合できなくなることである．理由として，国

民健康保険制度から後期高齢者医療制度への切り替えに

より，KDB 内で個人を一意に表す KDB 個人番号(国保個

人番号_員番号)が変化してしまうからである．この事象は

対象とした御前崎市だけでなく全てのKDBデータにおい

て発生し，縦断研究を行う場合は注意しなければならない

17)．

 本研究では御前崎市が独自に持つデータを利用して突

合できることを確認した．概要を図 5 に示す．ここでレセ

プトとは，KDB で示す医療に相当する（図 1-3）． 

図 5 KDB データ突合概要 

KDB 内で個人を一意に表す 40~74 歳の KDB 個人番号

は，御前崎市が持つ後期高齢者システムの住民コード，宛

名コードと一致する．このコードは自治体内にて付与され，

複数種類の行政システムで利用される一意の値である．対

象自治体内にて転入転出を繰り返した場合や，後期高齢者

に移行した場合も変化しない．そこで後期高齢者医療制度

被保険者番号を利用し KDB データに住民コード，宛名コ

ードを追加することで，個人を特定することができた．こ

の方式を利用することで 75 歳の境目であっても個人を特

定できるほか，住民が対象自治体内にて転入転出を繰り返

し，KDB 個人番号が複数回変化した場合においても，対

応することが可能である．また KDB データを利用するに

あたり，介護度の変化のほか介護サービスの利用内容につ

いても分析することとなった．そこで，自治体独自の介護

システムより介護レセプト情報を追加した．

これらのデータと手法を利用した結果，対象期間は 5 年

において 17226 人を把握することができた．データ概要

を表 2 に示し，また突合率を図 6 に示す．レセプトと介護

ともにデータがあったのは 2.5%，レセプトと健診は

51.4%であった．国民健康保険中央会のデータによると，

健診と医療（レセプト）は 97.95%，医療（レセプト）と

介護は 99.06%と示されている 10)．本研究データでの突合

率の低さの理由は，全てのデータを対象として実施してい

るため，対象としたデータに存在していない人も含んだ形

式での突合率を算出しているためである．

 医療データを保存する場合はマサチューセッツ州の医

療データ公開問題のような事例もあることから，慎重に実

施する必要がある 18,19)．本研究プラットフォームにデー

タを格納する際は，個人を特定した ID のハッシュ値を格

納し，個人情報はプラットフォームに含んでいない．

医療専⾨家 研究者自治体職員

現状把握、ディスカッション・施策検討材料に

XXXの患者が多いです。
注意したほうが良いでしょう

健康診断で、YYYの
調査をしたほうが良いかと

ZZZのイベントを
開くのはどうでしょうか︖

市役所便りに掲載しましょう︕他の市町村と連携したい

X年後のXXX患者は
Y%の予測です。

地域医療課題解決型プラットフォーム

DB 分析機能
・機械学習
・確率統計
・予測、シミュレーション

KDBデータ 自治体取得データ
・特定健診データ
・医療レセプトデータ
・介護データ など

・健診アンケート
・人口動態 など← -------- →

紐付けが難しい

連携
------------

自治体の課題

自治体職員

・特定保健指導の重点先が定まっていない
・要介護認定者の申請前の健康状態を
正しく認識したい

・⾼⾎圧者が多そうだけど、本当︖︖

レセプト

健康診断

介護情報

Key︓KBD個⼈番号 Key︓後期⾼齢者保険者番号

医療情報

介護情報

自治体システム

KDB︓75歳以上KDB︓75歳未満

レセプト

健康診断

介護情報

Keyの統⼀化に利⽤

データ名
対象者
・個人属性要素

レセプト
40~74歳の医療情報
・KDB個人番号(国保個人番号̲員番号)

健康診断
40~74歳の検診情報
・KDB個人番号(国保個人番号̲員番号)

要介護情報
40~74歳の介護度情報
・KDB個人番号(国保個人番号̲員番号)

レセプト
75歳以上の医療情報
・被保険者番号（後期⾼齢者医療）
・住⺠コード
・KDB個人番号(国保個人番号̲員番号)

健康診断
75歳以上の検診情報
・被保険者番号（後期⾼齢者医療）
・住⺠コード
・KDB個人番号(国保個人番号̲員番号)

要介護情報
75歳以上の介護度情報
・介護保険番号
・宛名コード
・KDB個人番号(国保個人番号̲員番号)

後期⾼齢者システム
自治体独自のシステム、75歳以上の医療情報
・被保険者番号（後期⾼齢者医療）
・住⺠コード

介護システム
自治体独自のシステム、介護利⽤サービス情報
・介護保険番号
・宛名コード

一致

一致

一致

＊ 以下は要素名は違うが、同一情報
KDB個人番号(40~74歳) = 住⺠コード = 宛名コード

介護レセプト
介護サービス利⽤情報
・宛名コード
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表 2 データ概要 
データ 年齢 対象者数 データ件数

KDB データ 
レセプト 40〜74 歳 10782 291860 
レセプト 75 歳〜 5844 294526 
特定健診 40〜74 歳 7670 29060 
健康診査 75 歳〜 2264 6110 
介護情報 40〜74 歳 248 5000 
介護情報 75 歳〜 188 5000 
自治体独自のデータ

基本チェックリスト 8802 10432 
特定保健指導アンケート 341 1146 
介護レセプト 2552 681355 

図 6 KDB データ突合率 

５．KDB データを利用した地域特性分析 
KDB と自治体独自システムを利用して突合したデータ

を用いて，地域特性分析を実施した．対象者は 2,256 人で

あり，使用データ項目を表 3 に示す． 
表 3 地域特性分析利用データ概要 
項目名 内容

[介護項目] 
mean_care_cost 介護レセプト平均(点数) 
init_level 最初の介護認定レベル

level_coef 介護認定度の変化率

(最終–最初)/日数(年) 
init_age 最初の介護認定年齢

[医療項目] 
hospital_rate 医療レセプトの入院割合

mean_recept_cost 医療レセプトの平均金額

high_pressure_rate 高血圧割合

diabetes_rate 糖尿病割合

lipid_rate 脂質異常症割合

hyperuricemia_rate 高尿酸血症割合

ischemic_rate 虚血性心疾患割合

cerebrovascular_rate 脳血管疾患割合

表 4 クラスタ概要（太字：差が大きい部分） 

全てのデータを用いて主成分分析した結果を図 7 に示

す．図より，生活習慣病と医療費・入院率，介護はぞれぞ

れ軸が離れている．このことから，生活習慣病と医療費高・

入院率高，介護費用高の関係性は低いと言える．しかしな

がら生活習慣病は医療費の３割を占めており 20)，生活習

慣病予防が盛んに行われている．そこで主成分分析の射影

行列を用いて，地域の実情と合うグルーピングとなるよう，

対象者を 6 グループに分類し，特徴把握を試みた．各クラ

スタの特徴を表 4 に示す．

図 7 主成分分析（データ項目） 

クラスタ分析の結果より，各クラスタの特徴は表 5 であ

る．また本論文では詳細を示すことができないが，各クラ

スタは地域と関係性があることが確認できる．一つの考察

として高齢者介護施設や高齢者用アパートなどが存在し

ている地域には，高介護度の高齢者が多く住んでいること

が挙げられる．今後より詳細な分析を進め，地域との関係

性に及ぼす影響を把握する．

表 5 地域特性分析利用データ概要 
番号 特徴 内容

0 (軽度) 
生活習慣病->介護 

生活習慣病を持ちながら，中程

度の介護を受けている

1 健康->高齢介護 医療レセプトでは大きな病気は

見られないが，高齢で高介護度

での介護となり，介護費用がか

かる

2 (軽中度) 
生活習慣病->介護 

生活習慣病と付き合い，介護に

入っている．介護費は低く変化

率も中程度

3 入退院->若年介護 入院が多く医療費はかかってお

り，中程度の介護度，介護費と

なっている

4 (中度) 
生活習慣病->介護 

生活習慣病で他の病気も関係し

てリスクが高いが介護では費用

が低く，変化率も中程度

5 健康->中齢介護 健康で過ごしていたが，介護に

入り，高齢化とともに介護度の

変化率も大きい

レセプト 健康診断介護情報

75歳
未満

75歳
以上

75歳
未満

75歳
以上

75歳
未満

75歳
以上

両方にデータある6.4% 両方にデータある2.5%両方にデータある0%

介護 ＆ レセプト 2.5%

レセプト ＆ 健康診断 51.4%

介護 ＆ レセプト & 健康診断 1.6%

介護レセプト

75歳
未満

75歳
以上

基本チェックリスト

75歳
未満

75歳
以上

特定保健指導アンケート

75歳
未満

75歳
以上

介護 ＆ 介護レセプト 2.2%

介護 ＆ レセプト & 健康診断 & 基本チェックリスト 0.3%

介護 ＆ レセプト & 健康診断 & 基本チェックリスト 0.005%

介護レセプトにデータがある⼈のうち…
介護 ＆ 介護レセプト 15.0%

介護レセプト & レセプト ＆ 健康診断 28.4%

医療費
入院率

生活習慣病

介護

生活習慣病は医療費高・入院率高
とならない生活習慣病は

介護費用高に
繋がらない

番

号

人数 介護

費用

初期

介護度

介護度

変化率

初期認

定年齢

入院

割合

平均

コスト

高血圧 糖尿病 脂質

異常

高尿酸 虚血性 脳血管

0 224 中 低 中 高 低 低 中 中 高 低 高 高

1 385 大 高 低 高 低 低 中 低 低 低 低 中

2 427 小 低 中 低 低 低 高 高 高 低 低 高

3 187 中 中 低 低 高 高 低 中 低 低 低 高

4 199 小 低 中 中 低 低 高 高 中 高 中 中

5 839 小 低 高 中 低 低 低 低 低 低 低 低
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６．KDB データ利活用に関するアンケート 
KDB データ分析と合わせて，静岡県内の自治体に対し

て KDB 活用状況に関するアンケートを実施した． 

[概要] 
対象：静岡県内全 35 自治体と静岡県 
手法：Microsoft Forms を利用したアンケート 

KDB を活用していると考えられる部門にメールも

しくは問い合わせフォームより，アンケート依頼． 
期間：2022/1/24 (月) 〜1/31 (月) 

[アンケート内容]
1. 自治体名をお書きください 例：御前崎市

2. アンケートに回答してくださった課をご記入く

ださい  例：国保年金課

3. KDB（国保データベース）を管理している課はど

ちらでしょうか  例：国保年金課

4. KDB（国保データベース）を使用している課はど

ちらでしょうか 例：国保年金課と健康づくり課

5. KDB（国保データベース）以外にも，自治体独自

で介護・健康に関連するデータを取得しています

か．取得している場合は，どのような情報か教え

てください．

例：介護保険データ（介護度に関して管理），健

康アンケート(特定健診時に市民にアンケート依

頼，エクセル管理)
6. 自治体として，KDB データ利活用に関する課題

を感じていますか（選択）

・課題を感じており，取り組みもしている

・課題を感じているが，取り組んではいない

・課題を感じていない

・その他

7. KDB を利活用した取り組みはありますか．取り

組んでいない場合は，KDB 活用についてどのよ

うに考えているかお書きください．

アンケートの回答数は 22 で，回答率は 61.1%であった．

また，アンケートに回答してくださった課（質問 2）とし

ては，国保年金課，健康づくり課，住民生活課が多かった．

また KDB を管理している課（質問 3），使用している課

（質問 4）は複数部署の記載が多く，多くの課が KDB 情

報を業務に利用していることがうかがえた．

しかし，質問 6（KDB データ利活用に関する課題を感

じていますか）に関しては 12 の自治体が，課題を感じて

いるが，取り組んでいないと回答している（図 8）．KDB
を利活用した取り組み（質問 7）についても，基本分析や

統計分析に留まっており，活用が進められていないことが

確認できた（表 6）．このようなことからも，データを分析

しやすいプラットフォーム構築が望まれていることがわ

かる．今年度はアンケートに回答してくださった自治体の

うち，富士市，長泉町，小山町にインタビューを行なった．

来年度も引き続き実施し，静岡県内の KDB 活用状況の詳

細な把握を行なっていく．

図 8 自治体として，KDB データ利活用に関する課題を感

じていますか（質問 6） 

表 6  KDB を利活用した取り組みはありますか．取り組

んでいない場合は，KDB 活用についてどのように考えて

いるかお書きください．（質問 7 一部抜粋） 
回答

重複多受診の管理に利用している

国保や後期保健事業対象者の抽出，進捗管理，評価等を行うた

めに使用．また，国保ヘルスアップ事業や後期一体的実施事業

を行うにあたり，健診結果や医療費分析等から健康課題の抽

出～事業評価まで，KDB を活用して実施している． 
医療分析等できるところまで至っていないのが現状です．来

年度から高齢者の保健事業と介護予防の一体化事業を実施予

定でいます．地域の課題分析，KDB の活用等を担う専門的な

分析できる保健師を配置して，活用していきたい．

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関して，地域の

全体像の把握や健康スコアリングから地域の健康課題等を分

析している．

保健事業計画，一体的実施に係る医療費分析及び健康課題の

抽出や，家庭訪問や各事業の対象者抽出等に活用しています． 
「高齢者の保険事業と介護予防の一体的な実施」において，Ｋ

ＤＢを用いて健康状態不明者の把握を行っており，その者た

ちに対し，訪問を行っている．

７．さいごに

本研究では，医療・介護・保健関連データを連携するプ

ラットフォームを構築し，医師の知見を反映させながら分

析結果を自治体へフィードバックするとともに，KDB デ

ータ活用状況に関する把握を行なった．

日本において，医療・介護・保健関連データ，その中で

もKDBデータに関しては自治体が利用できるような基盤

が構築されているが，利活用が難しいことが先行研究と本

研究で実施した静岡県内の自治体を対象としたアンケー

トより明らかになった．また御前崎市を対象として KDB
データの利用を検証したところ，75 歳を境に個人番号が

変わっており，長期間でのデータ分析の難しさが明らかと

なった．

本取り組みは来年度も引き続き実施し，KDB データや

その他健康関連データの活用に関しての課題の把握と，デ

ータ利活用の効果について検証していきたい．
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『駿遠へ移住した徳川家臣団』における岡田清直・岡田錠次郎の謎（その５） 

The Re-examination on the brief history of OKADA Kiyonao/OKADA Jyojiro in MAEDA’s book,vol.5 

小栗 勝也＊ 

Katsuya OGURI 

（承前、「３．資料ごとの調査結果」の続き。注の番号も継承） 

№117の『明治という国家』（平成 3年、司馬遼太郎著）

は筆者個人の蔵書で確認した。いま筆者の手元にあるもの

は初版本ではなく、それを紛失したために後に買い直した

もので、その書誌情報を記すと、司馬遼太郎『「明治」と

いう国家（新装版）』（2018 年 1 月 25 日、NHK 出版）とな

る。但し、この本の初版は平成元年（1989 年）である。

その後、平成 6 年（1994 年）には上下 2 巻の形で刊行さ

れ、後に再び 1冊にまとめられた後に、更にその 1冊本を

新装版にして刊行されたものが筆者の手元にある平成 30

年（2018 年）のものである。前田氏は平成 3 年のものを

用いているから、初版以後の何回目かの増刷版を読んだこ

とになろう。なお、前田氏はそのように記していないが、

書名中の「明治」の部分に鍵括弧が付くのが正しい書名で

ある。ここには岡田清直･錠次郎の情報は何もなかった。 

№118の『幕府軍艦咸臨丸』（昭和 54年、文倉平次郎著）

も著者個人の蔵書で確認した。正しい書誌情報は、文倉平

次郎『幕末軍艦咸臨丸』（昭和 44 年 1 月 15 日、名著刊行

会）となる。しかし冒頭の説明文によると、これは復刻版

で底本は昭和 13 年刊の同名書である。底本は国立国会図

書館のデジタルコレクションに蔵書があり、WEBでも公開

されている。その奥付を見ると、著者・書名とも同じで、

発行が昭和 13年 5月 20日、発売所が厳松堂書店となって

いる。前田氏が記す書誌情報は書名中の「幕末」を「幕府」

と誤記しているほか、発行年の昭和 54年も昭和 44年を誤

記した可能性があるかもしれない。但し、静岡県立中央図

書館には前田氏が記すのと同じ 1979年（昭和 54年）刊行

の同書が登録・所蔵されているから、筆者所蔵の復刻版か

ら 10 年後に再版されたものが存在するかもしれないので、

前田氏の間違いであるとは速断できない。もし昭和 54 年

のものを前田氏が見たとしたなら、復刻版の初版第 1 刷

(昭和 44年）ではなく、何回目かの復刻・増刷版を見たこ

とになろう。しかし、そうであるならば、そう記すべきで

あるが、前田氏は、そのような丁寧な記録の仕方をしてい

ない。 

本書の 41 頁に伝習生として長崎へ来た者として浦賀奉

行組与力増太郎弟の岡田井蔵が、また 69 頁にも長崎から

第一回鹿児島訪問時の乗組員の 1 人として浦賀与力の岡

田井蔵が、114頁には遣米使節に同行する日本船に乗る者

の 1人として教授方手伝の岡田井蔵が記されている。また

132頁、223頁、224頁、229頁の「岡田」も彼のことを指

すと考えられる。更に 253頁には岡田井蔵と福沢諭吉が使

いに出されたこと、272頁には帰国後恩賞を得た者として

の岡田井蔵が、322頁には小笠原行きを命じられた重陽丸

の乗組員の 1人として「機関」の岡田井蔵が、418頁には

咸臨丸戦死者記念碑の建立祭典に参加した 1 人に岡田井

蔵が、437～438 頁には咸臨丸乗組員の写真の中にいる岡

田井蔵が、532 頁にも教授方手伝の岡田井蔵が、533 頁に

は岡田が、585 頁には岡田井蔵、590 頁、604 頁、612 頁、

614 頁にも岡田の名がある。500 頁以降にある、姓のみの

｢岡田」も全て井蔵を指すと考えられる。なお、714 頁に

は岡田井蔵の短い略伝があり、その中に、咸臨丸の岡田井

蔵は、海援隊の剣客である岡田井蔵とは別人であるとの注

意書きがある。この本に登場する岡田は以上であり、岡田

清直・錠次郎の名はなかった。 

№119の『渋沢栄一伝記』（昭和 30年、渋沢栄一伝記資

料刊行会）は、前田氏が記すような題名の書籍はこの世に

存在しない。『渋沢栄一伝』なら幸田露伴が書いたものが

ある（国会図書館デジタルコレクションでも公開）が、そ

れは昭和 14 年に渋沢青淵翁記念会から刊行されたもので、

前田氏が記す昭和 30 年・渋沢栄一伝記資料刊行会という

書誌情報と合致しないから、全くの別物と言える。 

他に前田氏が記す書誌情報と似たもので、有名なものと

しては『渋沢栄一伝記資料』がある。恐らくは前田氏は、

この文献名の末尾 2 文字を誤って削除したまま記録した 
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のではないかと想像される。他に似たものはないので、そ

れ以外には考えられない。『渋沢栄一伝記資料』は、本編

の全 58 巻に加え、別巻が 10 巻あり、全体で 68 巻になる

膨大な資料集である。このうち、前田氏が発行年として記

す昭和 30年のものは本編の第 1～5巻が該当する。 

筆者はこれら 5 冊について浜松市立城北図書館の蔵書

を調査した。これらはいずれも渋沢青淵記念財団竜門社の

編纂によるもので、発行は渋沢栄一伝記資料刊行会である。

発行時期は、年は全て昭和 30 年であるが、月日だけが異

なり、第 1巻が 4月 30日、第 2巻が 6月 30日、第 3巻が

8 月 30 日、第 4 巻が 10 月 30 日、第 5 巻が 12 月 30 日で

ある。次の第 6 巻から昭和 31 年の発行となり、以後のも

ので昭和 30年のものは 1つもない。 

この 5 巻の中に、岡田鉱三郎（第 1 巻 421 頁）、岡田平

蔵（第 3 巻 363 頁以下、第 4 巻 5 頁他・以下は略す）。岡

田金右衛門（第 4 巻 8 頁）、岡田平馬（第 4 巻 64 頁、130

頁）、岡田平太郎（第 4巻 151頁、170頁他・以下は略す）

の名はあったが、岡田清直・錠次郎の情報は何もなかった。 

なお、この文献については、今日、公益財団法人渋沢栄

一記念財団のホームページ内にデジタル版『渋沢栄一伝記

資料』が置かれており、本編第 1～57巻までの全内容を検

索できるようになっている。岡田の情報があるか否かを知

るだけなら、検索機能を利用するのが最も都合がよい。実

物の資料で本編第 1～5 巻までを調べた後に筆者はデジタ

ル版の存在を知ったが、念のためその検索機能を利用して

調べてみた。すると、「岡田清直」と「岡田錠次郎」では

該当するものはなかったが、「清直」だけの文字なら 7件、

｢錠次郎」なら 1件が該当した。しかし、いずれも別人で、

岡田清直、岡田錠次郎のことではなかった。 

 デジタル検索ができない残りの『渋沢栄一伝記資料』は

11 巻分あるが、そのうち本編第 58 巻は昭和 40 年の刊行

であり、別巻第 1・第 2は昭和 41年、別巻第 3・第 4は昭

和 42 年、別卷第 5・第 6 は昭和 43 年、別卷第 7・第 8 は

昭和 44 年、別卷第 9 は昭和 45 年、別卷第 10 は昭和 46

年に刊行されたものであるから、いずれも前田氏が記す昭

和 30 年のものではない。そのため、これらは元々前田氏

が利用したものではないと分かっているので、デジタル検

索ができなくても問題はない。 

№120の『宣教再会百年誌』（昭和 59年、カトリック教

会）は、浜松市立浜北図書館の蔵書を見た。但し、前田氏

が記す書名中の「再会」は間違いで、「再開」が正しい。

それを含めて、実物の奥付から正しい書誌情報を記すと、

宣教再開百年誌編集委員会編『宣教再開百年誌 カトリッ

ク静岡教会』（1984 年 11 月 3 日、発行・カトリック静岡

教会）となる。発行元について前田氏はカトリック教会と

記しているが、それも誤記で、カトリック静岡教会が正し

い。この本にも岡田清直･錠次郎の情報は何もなかった。 

№121の『静岡県英学史』（昭和 42年、飯田宏著）は筆

者個人の蔵書で確認した。書誌情報を詳しく記すと、飯田

宏『静岡県英学史』（昭和 42年 10月 20日、講談社）とな

る。既刊の拙稿(10)で言及した通り、この書には用行義塾

が紹介されているけれども、小学校としての用行義塾と英

語塾としてのそれがあることに飯田氏は気付かず、2つを

区別することなく記述しているために、どの情報が、どち

らの学校のことを指すのか特定できないという致命的な

問題がある。用行義塾の箇所に岡田の記述は何もないが、

59 頁に、高木壬太郎が「掛川の蘭学者岡田清直の家塾に

入った」ことが記されていて、清直の情報は存在する。し

かし、この部分は、前田氏の本では採用されていない。な

お、岡田錠次郎の情報は本書には何もなかった。他の岡田

姓の人物としては、95 頁に沼津の集成舎の教師・岡田正

(旧名は鉦八郎）が、98頁に集成舎時代から教師であった

岡田正が沼津中学の英語教員になっていることが、また

142頁に岡田良一郎、岡田良平が登場するのみである。 

№122 の『静岡の史話と伝説』（飯塚傳太郎著）も、前

田氏が記す書名の本は、この世に存在していない。国立国

会図書館の蔵書検索でも、静岡県立中央図書館が提供する

県内公共図書館の横断検索（おうだんくんサーチ）でも、

この書名では検索結果がないと表示されるだけである（最

終確認 2021 年 2 月 18 日）。その代わり、前田氏が記す著

者＝飯塚伝太郎で検索すると、前田氏が記す書名と似てい

るものの一部の表記が異なる書が幾つも出てくる。つまり、

前田氏は書名を書き間違えているのである。 

但し、似た書名の本といっても 2 種類の本が実在する。

①『静岡県史話と伝説』と②『静岡市の史話と伝説』であ

る。前田氏が記す書名は、②の書名を誤って「市」の文字

だけを脱落させたために生じたか、または①の書名中の

｢県」の文字を「の」に書き間違えたために生じたか、の

いずれかであると考えられる。「の」の 1 字が残っている

点で、②の方を見た可能性が高いとも思われるが、しかし、

①を排除できる明確な理由もない。前田氏が間違っている

ことは確実であるにしても、どちらの本と間違えたのかを

特定できないので、2種類とも調べることにした。これも、

小さなミスのために後進を苦しめる典型的な事例である。 

①については、浜松市立中央図書館に、（ⅰ）『静岡県史

話と伝説 中部篇 富士川から大井川まで』（執筆者代

表：飯塚伝太郎・法月吐志橉、昭和 31年 5月 25日、松尾

書店）が所蔵されている。ところが、静岡県立中央図書館

には、これ以外に、（ⅱ）『静岡県史話と伝説 清水篇』(法

月俊郎、昭和 39年 2月 25日、松尾書店）と、（ⅲ）『静岡

県史話と伝説 岩淵・蒲原･由比・興津篇』（執筆者代表：

手島日真、昭和 31 年 5 月 25 日、松尾書店）、（ⅳ）『静岡

県史話と伝説 静岡篇』（飯塚伝太郎、松尾書店）【昭和

31 年 5 月 25 日発行のもの（これを「A」とする）と、昭

和 38年 9月 10日発行のもの（「B」とする）の２つが所蔵

88 Vol.30,２０２２



されている】、（ⅴ）『静岡県史話と伝説 焼津篇』(編集：

松尾書店、昭和 31年 5月 25日、松尾書店）の 4種 5点が

所蔵されていた。さらに静岡市立南部図書館には、(ⅵ）

『静岡県史話と伝説 岡部・藤枝・島田篇』（著者：紅林

時次郎、出版年：〔195-〕、松尾書店）も所蔵されている。

すなわち、①の書名だけでも、内容を異にする 6つのバー

ジョンがあることになる。但し、前田氏が記す著者名であ

る飯塚傳太郎が、上記の書誌情報中あるものは（ⅰ）と（ⅳ）

に限定できるので、この 2つのみを調査すればよいことに

なるが、行きがかり上、上記の全てを筆者は調べた。 

まず（ⅰ）とそれ以外のものとの関係について説明をす

ると、（ⅰ）は（ⅱ）～（ⅵ）の内容を合体し、更に附録

を付けた構成になっている。内容はほぼ同じなので、合体

して１冊にしたものと、（ⅱ）～（ⅵ）をそれぞれ単体で

１冊ずつ発行されたものが存在するということになる。し

かも、合体本も単体本も発行時期はほぼ同じである。但し、

(ⅱ）～(ⅵ）のうち、（ⅵ）のみは静岡市立南部図書館の

蔵書に奥付が欠落しており、正確な発行年月日を特定でき

なかった。また、（ⅱ）は昭和 39年発行で、他より遅いも

のになっている。しかし、（ⅵ）と（ⅱ）を除くと、他は

すべて昭和 31 年 5 月 25 日であり（（ⅳ）の B については

後述する）、合本である（ⅰ）と日にちまで同じである。

つまり、この本は、地域ごとの個別版と、すべてを合わせ

た合本が同時に発行されるという形態の出版物であった

ことになる。(ⅱ）だけが大きく年代が遅い理由は不明で

あるが、もしかすると静岡県立中央図書館では後年版の

(ⅱ）しか入手できなかったのかもしれない。つまり実態

としては昭和 31 年の（ⅱ）も存在するのかもしれない。

この本の地域版が、後に増刷出版されているケースは後述

する（ⅳ）の Bの事例からも分かるので、所蔵されている

(ⅱ）もそれと同じ後年の増刷版である可能性もある。 

なお、（ⅳ）の Bは昭和 38年の出版であるが、Aと比較

すると一見しただけでは同一に見えるものの、総頁数が A

は 118頁であるのに対して、B は 154頁であり、内容が大

きく異なっている。目次を見ても、Aは 6章立ての構成に

対して、B は 9 章もある。よく見ると A の第 6 章目「六．

伝説･物語」の小見出しが、B の内容と同一ではない。つ

まり、Aの 6章以下が改訂増補されたものが Bであると言

える。しかし、そのことを Bは本の中で一切の説明をして

いないという不思議な作り方になっている。 

いま１つ補足しておくことがある。静岡市立南部図書館

に所蔵されている（ⅵ）について、図書館の OPAC では、

執筆者として紅林時次郎の名を登録しているが、これは正

しくない。南部図書館の蔵書の実物に奥付がないために、

このような誤解が生じたのであろうが、なぜ奥付を外した

のかが不思議でならない。南部図書館には（ⅲ）も（ⅴ）

も参考資料室の静岡資料コーナーに並んで配架されてい

たが、いずれも奥付部分がなかった。しかし、県立中央図

書館の（ⅲ）と（ⅴ）の蔵書には奥付がある。従って、南

部図書館の蔵書では意図的に奥付を外したか、奥付のない

バージョンで出版されたかのどちらかであると考えられ

るが、どちらが正しいのかは分からない。いずれにしても、

奥付がないために何が起きているかというと、本書の執筆

者名を市立南部図書館は誤って登録している可能性があ

る、ということである。なぜなら、(ⅵ）の裏表紙を開け

ると奥付に相当する部分は白紙のままで、その右側頁＝最

後の頁は、「島田篇」の最後の部分にあたるのだが、その

末尾に執筆者として紅林の名が記されているだけなので

ある。図書館職員が奥付を見ようとした時に、奥付が無い

ために、その右側（奥付ではない頁）に書かれている執筆

者の名を、本書全体の執筆者として誤解して登録したもの

と推測される。紅林は島田篇のみの執筆者であり、同書の

｢岡部篇」の執筆者は松尾四郎であり（なぜか同図書館の

蔵書ではこの名が消され、手書きの朱色で「松尾書店編集」

と書き込まれている）、「藤枝篇」の執筆者は阿井界一であ

ると、それぞれの篇の末尾に記されている。従って、正し

く執筆者名を記すなら、この 3名全員を連記するか、代表

者の名を記さなければいけないはずである。紅林が代表執

筆者であれば問題はない。しかし本当にそうであるかが分

からないのである。分かっていることは、紅林以外に複数

の執筆者がいるにもかかわらず、なぜか紅林の名のみが執

筆者として登録されているということである。同書は県立

中央図書館にもなく、その他のどこにも所蔵を確認できな

いので、奥付を見れば済む問題であるにも拘らず、解決で

きないままになっている。 

さて、本研究の目的である岡田清直・錠次郎の情報であ

るが、本書のどのバージョンにおいても記載はなかった。 

次に②について説明する。浜松市立中央図書館に『静岡

市の史話と伝説』（飯塚伝太郎著、昭和 42年 7月《日は記

されていない》発行、松尾書店）が所蔵されている（これ

を「ａ」とする）。また静岡県立中央図書館には、出版年

月日が昭和 56 年 7 月（ここも日は記されていない）のも

の（これを「ｂ」とする）が所蔵されていた。両方とも筆

者は現物を確認してきた。2つの違いは、ｂの目次 8頁中

に「改訂増補」の小さな見出し文字と、それ以下に該当頁

を付した 10 箇所の修正内容の箇条書きが記されているの

を見て、初めて分かった。奥付にも、その他のどこにも、

｢改訂増補」のことは単語としても記されておらず、この

目次部分の文字を見落とした人には、改訂増補版であるこ

とは理解されないであろう。上記の（ⅳ）の Bが増補版な

のに一切の説明がないことと比べたら、まだｂの方が良心

的とは言えるが、改訂増補の場合、奥付や、はしがき等に

そのことを明記するのが普通であることを考えると、やは

りｂの書き方も普通ではない。飯塚と松尾書店による「史

話と伝説」の一連の出版物は、一貫して不思議な本の作り

方をしていると言える。 

さて、②における岡田清直･錠次郎に関する情報につい

てであるが、こちらにも何も記載はなかった。 
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№123の『久能山叢書』（昭和 56年、同東照宮社務所）

は、浜松市立中央図書館の蔵書を確認した。但し、この叢

書は 5編から成るもので、そのうち前田氏が記す発行年の

昭和 56 年のものは第 5 編のみである。明治以降の資料集

がこれであるから、前田氏もこれのみを見たのであろう。

筆者は全 5冊とも見た。それぞれの正確な書誌情報を記す

と、『久能山叢書 第一編 久能経営記』（昭和 45 年 10

月 1日、編集兼発行者・久能山東照宮社務所、非売品。編

集者以下は全て同じなので、異なる発行日のみを記す）、

『久能山叢書 第二編 資料編 上』(昭和 47 年 8 月 1

日）、『久能山叢書 第三編 資料編 中』(昭和 48 年 2

月 1 日）、『久能山叢書 第四編 資料編 下』(昭和 51

年 7月 1日）、『久能山叢書 第五編 明治以降資料集』(昭

和 56 年 3 月 1 日）である。このうち第 5 編に、岡田源三

郎（274 頁）、岡田繁太郎（401 頁）、岡田斧吉（449 頁）

の名はあったが、他に岡田姓はなく、岡田清直･錠次郎の

情報はなかった。 

№124の『静岡県の医史と医家傳』（昭和 48年、土屋重

朗著）は、筆者個人の蔵書で確認した。前田氏が記す書誌

情報に誤りはないが、より正確に記すと、土屋重朗『静岡

県の医史と医家伝』（昭和 48 年 5 月 30 日、戸田書店）と

なる。ここには、用行義塾の設立運営に関係した久津部の

足立家の一族である足立寛（軍医総監）のことが 1節を割

いて記されている（第 6 章第 8 節「足立寛小伝」、293 頁

以下）。しかし、岡田清直・錠次郎の名はどこにも書かれ

ていなかった。 

№125の『遣米使節史料集成』（昭和 36年、風間書房）

は、国立国会図書館デジタルコレクションの蔵書を同館内

で確認した。但し、正しい書名は『万延元年遣米使節史料

集成』であり、全 7巻で構成されている。このうち、前田

氏が記す発行年のものは、第 2巻を除く 6冊となるが、筆

者は全 7巻を全て調査した。正確な書誌情報を記すと以下

のようになる。『万延元年遣米使節史料集成 第一巻』(昭

和 36年 6月 30日、編者・日米修好通商百年記念行事運営

会、発行・風間書房。以下の巻では編者以下の情報は同じ

なので略す）、『万延元年遣米使節史料集成 第二巻』(昭

和 36 年 9 月 15 日）、『万延元年遣米使節史料集成 第三

巻』(昭和 35年 12月 20日)、『万延元年遣米使節史料集成 

第四巻』(昭和 36年 4月 1日)、『万延元年遣米使節史料集

成 第五巻』（昭和 36 年 8 月 25 日）、『万延元年遣米使節

史料集成 第六巻』（昭和 36 年 9 月 20 日）、『万延元年遣

米使節史料集成 第七巻』（昭和 36年 7月 310日）。 

このうち、第 3巻の 163頁に咸臨丸の乗組員で教授方手

伝の岡田井蔵が、第 4 巻にも岡田井蔵（240 頁、246 頁、

362頁、390頁）が、第 7巻にも岡田井蔵（71頁）が登場

するが、他に岡田姓の人物は記載がなく、岡田清直・錠次

郎の情報はなかった。 

№126 の『駿藩名譜』（学問所御用製本所駿府江川町本

屋市蔵、宮内省書陵部）は、静岡県立中央図書館に原物の

コピーをハードカバー製本した冊子が、また、大学共同利

用機関法人人間文化研究機構・国文学研究資料館のサイト

内にある電子資料館内の日本古典籍総合目録データベー

スに WEB で公開されている画像のものがある。筆者は 2

つとも確認した。原史料は横長の冊子体で、その表紙左肩

に貼られた書名のラベルには確かに「駿藩名譜」とある。

しかし本体 1 枚目冒頭は府中奉行の中台信太郎から始ま

り、その書体や版木上のレイアウトを見ると、№1で紹介

した『駿藩各所分配姓名録』と全く同じなのである。従っ

て、これを見た瞬間は中身も同じであろうから調査の必要

はないと考えたが、前田氏の第 3編中の記述を見ると、駿

藩名譜は駿藩各所分配姓名録よりも合計数で 7 名多い人

物が記載されており、同一の資料ではないことが分かる

(62 頁の表を参照）。従って、これも別個に調査する必要

があると考え、確認をした。 

まず書誌情報であるが、前田氏はこれの発行元として

｢学問所御用製本所駿府江川町本屋市蔵」と記したが、原

物の末尾には「学問所製本所／駿府江川町／本屋市蔵」

(「／」は改行を意味し、小栗が付したもの）とあり、前

田氏が記す「御用」の 2文字は存在しない。また、前田氏

は「宮内省書陵部」と記し、あたかもそこの蔵書を前田氏

が見たかのように記しているが、そのような場所に保存さ

れている超 1級の 1次資料を前田氏が簡単に閲覧できると

は思えない。もしそうであれば、本の中で特筆大書された

はずだが、そこで見たという記述は一切ない。それなのに

なぜ前田氏が「宮内省」の文字を書いたのかが不思議であ

った。ところが、国文学研究資料館の画像を見ると、本体

の表紙よりも前に、鑑文のような別紙が 1枚挿入されてお

り（画像の 1 コマ目）、そこに書誌情報と撮影年月日等が

記されている。その中に、この資料の「所蔵者」として｢宮

内庁書陵部」、撮影は「昭和 56 年 1 月 29 日」と書かれて

いた。前田氏は「宮内省」と記しているが、「宮内庁」が

正しい。ちなみに、静岡県立中央図書館の蔵書では、この

鑑文のようなものはなく、本体の表紙から始まっている。 

また、本体の表紙右下には、何も記入のない白紙のまま

の「図書寮」の紙片が貼付されている。これは県立中央図

書館の蔵書でも同一である。図書寮は明治以降の宮内省に

置かれ、戦後に宮内庁書陵部にまとめられた部署の１つで

ある。従って、「図書寮」の紙片が貼られているというこ

とは、戦前に収蔵された資料ということになる。その意味

で、戦前の呼び名である「宮内省」を用いたのであるなら

ば、前田氏の記載文字も間違いとは言えないが、そのよう

な断りを前田氏は記していない。単に現在の宮内庁を、戦

前の宮内省と書き間違えただけではないかと想像する。 

以上に示した通り、国文研の WEB画像の冒頭にある鑑文
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に「所蔵者」「宮内庁書陵部」の文字があること、及び本

体の表紙右下の紙片にある「図書寮」の文字から、この『駿

藩名譜』が書陵部に所蔵されている文書であることは間違

いない。更に言えば、本体の表紙部分について、国文研の

画像と静岡県立中央図書館の資料を見比べてみると、白紙

状態の｢図書寮」の紙片が貼られた下に書かれた墨書の大

きな文字（「駿藩」と書かれている）と、その文字が紙片

によって覆い隠されている状況も全く同じであることか

ら、県立図書館のコピー資料は、宮内庁書陵部の資料をコ

ピーしたものであると断定できる。つまり、両者は鑑文を

除いて、本体は同一であると言える。前田氏がどこでこれ

を見たのかについては何も記録していないが、静岡県立中

央図書館のものを見たとすれば、そこに鑑文はないので、

前田氏は表紙右下の「図書寮」の文字から類推して｢宮内

省書陵部」の文字を記したのではないかと想像される。但

し、単なる想像でしかない。 

次に、この史料の中身についての調査結果であるが、こ

の『駿藩名譜』が『駿藩各所分配姓名録』と体裁が殆ど同

じであることから、分配姓名録と同じ箇所に岡田錠次郎の

名があるはずだと推測がつく。そこで、分配姓名録で岡田

錠次郎の名があった「ハ 四」の箇所を探した所、同じ箇

所に同じ字体で岡田の名が記されていた。国文研のデジタ

ル画像で言うと 13 コマ目の画像の右側（下段左から 8 人

目が岡田）にあたる部分である。本稿（その１）に写真１

で示したものと全く同じである。また、この丁について言

えば、すべてが分配姓名録と同じであるから、版木そのも

のも同一のものを使用していると思われる。以上、ここか

らは№１で得られたものと全く同一の岡田錠次郎の情報

が得られた。そのことの意味は№1 の所で述べているので、

ここでは説明を割愛する。岡田清直の情報はなかった。 

№127 の「明治期の各種官員録（明治 5 年から明治 19

年まで、写、静岡県立中央図書館）」であるが、前田氏が

記す「明治期の各種官員録」の文字では、どの官員録のこ

とかを特定することができない。手掛かりとして重要なの

は、県立中央図書館に所蔵されているものに限られる点に

あるので、同図書館に所蔵されている「官員録」を全て調

べることにした。「官員録」のキーワードで同館の蔵書を

検索すると表 4 に示す 24 件がヒットする。ここには、前

田氏が記す明治５～19 年の範囲を超えるものも含まれて

いるが、筆者は全てを調べることにした。中には特別に閲

覧許可が必要な貴重書扱いのものもあり、それらについて

は事前に照会をして、申請書を書いた上で閲覧をした。以

下、その結果を、表 4に示した便宜上の番号順に記す。 

1 の『改正官員録 下』は当時の官員録の現物で、県立

中央図書館に登録されている書誌データでは出版者不明、

出版年月「1886／00」となっている。しかし、現物の奥

付に相当する末尾部分には明治 19年 3月2日出版とあり、

編輯・出版の名義人として彦根正三、謄写・委員として青 

表 4 静岡県立中央図書館にある 24件の「官員録」 

（空白は情報がないことを示す。最終再確認日 2021年 11月 14日） 

便宜

番号 

書誌

種別 
書名 著者 出版者 出版年月 

1 

Ｋ分

類図

書 

改正官員録 下
〔出版者

不明〕 
1886/00 

2 和書 改正官員録
彦根 正三

／編 
博公書院 1882/00 

3 和書 官員録
西村 隼太

郎／編輯 

西村組出

版局 
1876/00 

4 和書 官員録
西村組商

会 
1874/00 

5 
地域

資料 

官許浜松県官員録 明治

６年５月改 付・各区長副

姓名誌

山本誠二

郎 
1873/00 

6 
地域

資料 
静岡県官員録

〔出版者

不明〕 
1873/11 

7 
地域

資料 
静岡県官員録

〔出版者

不明〕 
1875/00 

8 和書 
袖珍官員録 明治５年３

月２０改 司法省

須原屋茂

兵衛 
1872/00 

9 
地域

資料 

駿府藩官員録 明治２巳

年正月新刻

静岡県立

葵文庫写 

10 和書 
全国官員録 明治９年２

月

静岡県議会

事務局調査

課／〔編〕 

静岡県議

会事務局

調査課 

1967/00 

11 和書 弾正台官員録

12 和書 

都市江戸への歴史視座  

大江戸八百八町展・武家拝

領地・江戸首都論

竹内 誠／監

修 
名著出版 Dec-04 

13 和書 府県改正官員録
彦根 正三

／編 
彦根正三 1886/00 

14 

Ｋ分

類図

書 

明治官員録
大崎 清重

／編 

山口安兵

衛 
1879/00 

15 和書 明治官員録
大崎 清重

／編 
1878/00 

16 和書 

明治初期官員録・職員録集

成 １ 自慶応４年

５月至明治元年１２月 

朝倉 治彦

／編 
柏書房 1981/00 

17 和書 

明治初期官員録・職員録集

成 ２ 自明治２年

１月至明治２年１２月 

朝倉 治彦

／編 
柏書房 1981/00 

18 和書 

明治初期の官員録・職員録 

第１巻  明治初期歴史

文献資料集 第１集 慶応

４年―明治４年 

寺岡 寿一

／編 
寺岡書洞 1979/00 

19 和書 

明治初期の官員録・職員録 

第２巻  明治初期歴史

文献資料集 第１集 明治

５―８年 

寺岡 寿一

／編 
寺岡書洞 1980/00 

20 和書 

明治初期の官員録・職員録 

第３巻  明治初期歴史

文献資料集 第１集 明治

９年―１２年 

寺岡 寿一

／編 
寺岡書洞 1979/00 

21 和書 

明治初期の官員録・職員録 

第４巻  明治初期歴史

文献資料集 第１集 明治

１３年―１５年 

寺岡 寿一

／編 
寺岡書洞 1979/00 

22 和書 

明治初期の官員録・職員録 

第５巻  明治初期歴史

文献資料集 第１集 明治

１６―１７年 

寺岡 寿一

／編 
寺岡書洞 1980/00 

23 和書 

明治初期の官員録・職員録 

第６巻  明治初期の歴

史文献資料集 第１集 明

治１８―１９年 

寺岡 寿一

／編 
寺岡書洞 1981/00 

24 
地域

資料 

明治二巳年正月新刻駿府

藩官員録

静岡県立

葵文庫写 
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山長挌の名が記されている。明治 19年は 1886年なので、

上記の「1886／00」のうち「1886」は明治 19 年のこと

を指していると分かる。「00」は月が分からなかったこと

を意味するのであろう。しかし同館は 1886 年という情報

をどのようにして特定したのであろうか。筆者が見たよう

に末尾の記録から情報を得たのであれば、月日も記入でき

るし、編輯者の彦根の名も記せるはずである。記せるはず

のものが記されておらず、1886 年だけを特定できる理由

が筆者には分からない。この史料の表紙左には「改正官員

録 下」、本体 1 枚目冒頭には「改正官員録府県目録」と

記されており、内容も府県の役人だけがまとめられている。

もしかすると「上」に当たる別の部分があって、そこには

府県以外の中央政府の役人リストがあったのかもしれな

い。しかし「上」の存在は同館では確認できない。この『改

正官員録 下』では 35 丁から 37 丁にかけて静岡県のリ

ストが収録されているが、岡田清直・錠次郎の名はなかっ

た。 

2 の『改正官員録』も当時の典型的な官員録の現物で、

厚さが４cm 程もある大部のものである。表紙左に貼られ

た紙片には「改正官員録 全」とある。奥付に相当する末

尾には明治 15 年 5 月 2 日出版とあり、出版所として博公

書院、編輯・出版として彦根正三の名が記されている。内

容は太政官から始まり、各府県の役人までを記したリスト

で、最後は根室県である。このうち 256 丁から静岡県の

リストが掲載されている。ここにも岡田清直・錠次郎の名

はなかった。 

 3 の『官員録』も当時の現物で、３cm 程の厚さがある。

表紙には毛筆で「明治九年八月」「官員録」と記されてい

る。本体冒頭 1 枚目右端に「西村隼太郎編輯」とあり、奥

付に相当する末尾には「明治九年八月改正」、｢発兌所 西

村組出版局」とある。県立中央図書館に登録の書誌情報に

は出版年月として「明治 9（1876）」とだけ書かれ、月は

記されていないが、「改正」された 8 月は出版された月と

同一とは言えないとする判断があったためだと理解すれ

ば納得はできる。内容は「正院」から始まり、各府県の役

人までのリストで最後は「鹿児島県」である。このうち

121 丁から浜松県、122 丁から静岡県のリストが収録され

ている。ここにも岡田清直・錠次郎の名はなかった。 

 4 の『官員録』も当時の現物であるが、虫食い等のため、

やや傷みがある。そのためであろうか、表紙のみは明らか

に後代の厚紙が用いられており、そこに毛筆で「明治七年」

｢官員録」と記されている。これも 3cm 程の厚さがある。

奥付に相当する末尾部分には「官許」「明治七年」「本月改

正」「東京尾張町」「発兌 西村組商会」とある。内容は「正

院」から始まり、各府県の役人までのリストで、このうち

137丁から浜松県が、138丁から静岡県が収録されている。

ここにも岡田清直・錠次郎の名はなかった。 

 5の『官許浜松県官員録 附各区長副姓名誌』は、奥付

に相当する末尾ラベルを見ると、明治 6年に山本誠二郎に

よって発行されたものを原本とし、それをコピーして製本

したものであることが分かる。昭和 60 年 10 月 31 日に複

製され、同年 11月 15日に同館に登録されている。原本所

有者は大東町の鷲山淑夫氏で、これを県立中央図書館に寄

贈したのは岡本貞雄氏である。小さな横長の冊子で、当時

の単体としての官員録そのままである。この中の「八」丁

目の左側に「第三大区長 士 岡田清直」と記されていた。

岡田錠次郎の情報はなかった。 

 6 の『静岡県官員録』は木版による１枚刷りの現物で、

折り畳まれたものが外袋に入れられて保管されていた。折

り畳まれた状態の一番上に当たる部分（刷り物の裏側）に

紙片が貼られており、そこに「静岡県官員録 M6」とあ

る。「M6」の部分だけが手書きで、追記されたものとみら

れる。また外袋にも「静岡県官員録 明治 6 年」と記され

ている。更に、県立中央図書館に登録されている書誌情報

では出版年月について「1873／11」とある。1873 年は明

治 6 年である。すべて明治 6 年となっているが、刷られ

た部分には年月に関するものは何もない。正確に言うと、

上部欄外に毛筆による追記があり、そこに「明治十二年三

月廿五日開」とあり、その文字の下にある枠内の余白に「郡

書記」の名が、同じ毛筆で十数人分が記されている。明ら

かに刷られた時の木版の字体とは異なるので、郡書記を追

記したのが明治 12 年なのだろうと想像される。原史料か

ら年代が特定できるのはこれだけで、明治 6 年と判断でき

る情報はどこにもない。なぜ、図書館側は明治 6 年 11 月

と特定できたのであろうか。記されている人物から時期を

特定できないかと考え、筆頭に置かれている「参事 従六

位 南部廣矛」を調べた所、同じ県立中央図書館に芳賀矢

一による『南部廣矛翁 伝記及紀行』があることが分かっ

た。それによると、彼が静岡県の「参事」に任命されたの

が明治 5 年 9 月 18 日であることと、従六位になったのが

同年 11 月 10 日であることが分かった。また彼は明治 7

年 1 月 28 日には「検査助」に任命されたことも分かった

(年譜の 8 頁）。従って南部が従六位で静岡県の参事を務め

た時期は明治 5 年 11 月 10 日から明治 7 年 1 月 27 日まで

であると特定できる。そのため、この刷り物も、これと同

じ期間のどこかで作られたことは確実である。しかし南部

の履歴情報だけでは、図書館が言うような明治 6 年 11 月

という時期に絞り込むことはできない。筆者には、これ以

上の調査はできなかったので、時期については図書館側を

信じるしかないというのが現在の筆者の判断である。なお、

この史料の調査結果であるが、岡田清直・錠次郎の情報は

何も存在しなかった。 

 7 の『静岡県官員録』も、木版による一枚物の刷り物で

あるが、同館で閲覧に供されている史料は当時の現物では

なく、それの写真を紙焼きかコピーしたものを貼り合わせ

て１枚にしたものであった。使われている紙が厚く丈夫で

あり、その質から明らかに後代の複製物であると分かる。

四つ折り状態で外袋に入れて保管されている。現物にも外
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袋にも出版時期に関する情報は何も記されていないが、同

館の登録データでは出版年が「1875」とある。1875 年は

明治 8 年である。記されている人物の筆頭は「権令 大迫

貞清」であり、その次に「参事 南部廣矛」が続いている。

既述の通り、南部が参事であったのは明治 5 年 9 月 18 日

から明治 7 年 1 月 27 日までである。また大迫が静岡県の

権令になるのも明治 7 年 1 月 13 日（『静岡県政史話』〈昭

和 4 年・県作成本が底本、昭和 51 年 10 月 15 日復刻発行、

静岡県図書館協会〉53 頁）であるから、大迫と南部が重

なる時期は明治 7 年 1 月 13～27 日までの 2 週間のみしか

ない。その時期の静岡県の中枢役人を列記した刷り物が、

なぜ 1 年後の明治 8 年に作られるのであろうか。図書館

側の登録情報が間違っているのではないかと筆者は想像

するのだが、いかがであろうか。そうでないならば、時期

の根拠を知りたいものである。この史料にも岡田清直・錠

次郎の名はなかった。 

 8 の『袖珍官員録 明治 5 年 3 月 20 改 司法省』も当

時の現物である。全部で 8 丁分しかない薄手の冊子である。

厚紙の表紙に手書き文字で「司法省」「明治五年三月」｢袖

珍官員録」とあり、次に続く木版による表紙には「袖珍官

員録 司法省」とあった。また、本体の 1 枚目に「壬申三

月廿日改」とある。末尾には「御用御書物所」として｢須

原屋茂兵衛」とある。これで、県立中央図書館に登録され

ている情報の全てが、原物の記載事項から抽出されたこと

を証明できる。但し末尾には須原屋と並んで「和泉屋市兵

衛」の名も併記されているが、なぜか同図書館は出版者と

して須原屋しか採用しなかったことになる。その理由は分

からない。ここにも岡田清直・錠次郎の名はなかった。 

 9は、前出№７の中で③として紹介した史料のことなの

で、ここでは説明を割愛する。先に記した通り、ここにも

岡田清直･錠次郎の名はなかった。 

 10 の『全国官員録 明治 9 年 2 月』は B5 版大、全 148

頁の冊子で、静岡県議会事務局調査課の松村常一が明治 9

年 2 月の官員録を整理し、現在の活字により「復刻」（昭

和 42 年 8 月 25 日）したものである。内容は正院から始

まり各府県の役人までのリストで、最後は鹿児島県となっ

ている。浜松県と静岡県のリストも含まれている。岡田清

直・錠次郎の名はなかった。 

 11 の『弾正台官員録』は、和紙を袋綴じにした私製の

冊子であり出版物ではない。B5 版ほどの大きさがある。

厚紙の表紙には「弾正台官員録」「権少疏大井安親蔵」と

毛筆で記されている。中身も全て毛筆で書かれており、朱

も用いられている。県立中央図書館の書誌情報では出版地

の所に「写」とある。何かを基に作製した写本という意味

であろう。大井安親が所蔵していた文書であることは明白

だが、彼が作成したものかどうかは分からない。ちなみに

同館のデータには大井の名はどこにも記録されていない。

また、時期に関する情報は現物のどこにも記されていない

ので、同館の書誌情報でも「［明治前期(18‐‐）］」と記さ

れているのみである。但し、その中には「元静岡藩」の文

字が記されており、静岡藩それ自体が明治維新後に作られ

た新しい藩であるから、ここに記されている情報もすべて

明治時代の弾正台のことであると推断できる。ここにも岡

田清直・錠次郎の名はなかった。 

 12 の『都市江戸への歴史視座 ―大江戸八百八町展・

武家拝領地・江戸首都論―』（竹内誠・監修、大石学・編、

2004 年 12 月 12 日、名著出版）は官員録ではなく、官員

録と同等の資料が収録されている訳でもない。それなのに

｢官員録」のキーワードで検索にヒットしたのは、収録論

文の中に三野行徳氏による「東京における首都官僚組織の

再生過程―官員録・官員全書の分析から―」があり、サブ

タイトルに含まれる「官員録」が検知されたためであると

分かった。官員録ではないから、前田氏はこれを見ること

はなかったことになるが、念のため内容を全て確認した。

岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

 13 の『府県改正官員録』も当時の典型的な官員録の現

物である。表紙の左に毛筆で「明治十九年」「府県改正官

員録」とあり、中身の 1 枚目冒頭にも「府県改正官員録目

録」とある。奥付に相当する末尾の「末丁九十」の部分に

は、明治 19 年 12 月 2 日発行、編輯出版・彦根正三とあ

る。内容は、東京府から始まり沖縄県で終わる府県のみの

役人リストである。このうち 37 丁から静岡県が収録され

ているが、岡田清直・錠次郎の名はなかった。 

 14 の『明治官員録』も当時の官員録の現物であるが、

全部が木版で刷られている点で、活字版の他の官員録とは

異なっている。幕末や明治初めの官員録の作り方である。

奥付に相当する末尾は「二百二十一」丁であり、相当に部

厚い冊子である。表紙の紙片には「明治官員録 全」とあ

る。県立中央図書館の書誌情報では出版年月について

｢1879／00」と登録されているが、現物の末尾部分には明

治 12年 4月 3日出版と明記されている。明治 12年は 1879

年であるから、「1879／00」は月が特定できなかったが故

の表記であると考えられるが、月日まで記されている末尾

を見ていないはずがない。なぜなら、そこに記されている

編集人・大崎清重、出版兼発兌人・山口安兵衛の名が、図

書館の書誌データに正しく書き込まれているからである。

なぜ出版年だけを記して他は「00」のままにしたのかは

謎である。この史料の内容は、太政官から始まり各府県の

役人までを記したリストで、最後は鹿児島県となっている。

このうち 187 丁から静岡県のリストが収録されているが、

岡田清直・錠次郎の名はなかった。 

 15 の『明治官員録』は一見した時には、上の 14 の史料

と同一のものだと思われるほど酷似した見た目であった。

しかし、よく見ると中身は異なっていた。奥付に相当する

末尾の部分は、14 の史料では 221 丁目であったが、こち

らは「二百十」で、全体の枚数が僅かに少ないのである。

また、そこに記されている出版時期の文字も「明治十一年

十月廿三日御届」「同年十二月十五日出版」とあり、14 の
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ものより出版時期が 4 か月弱ほど早い。大崎や山口の名

前・肩書は同じである。つまり、同一グループがごく近い

時期に 2 つの全国版官員録を全て木版で作ったことにな

る。短期間に膨大なエネルギーが注がれたに違いない。な

ぜ、そのようになったのかを想像してみると、上の 14 と

比べて、こちらの方が時期が早く、枚数も少ないことから

考えて、追加すべき情報があることに気付いて新しく作り

直したものが 14 なのではないかと想像される。具体的に、

どこが追加されたのかについてまでは筆者は調査しなか

った。調査しなかった理由は、それを行うのは簡単ではな

いことと、筆者の本来の目的から外れることが即座に分か

ったからである。この史料では、180 丁の所に静岡県があ

り、上の 14 の史料では 187 丁の所にあった。字体が明ら

かに異なっているし、版木の中で静岡県が始まる場所も違

うので、全部の版木を作り直したことが分かる。しかしな

がら静岡県については、2 つの史料を見比べて、記されて

いる内容は全く同一であることを確認した。従って、ここ

にも岡田清直・錠次郎の名はない。 

 16の『明治初期官員録・職員録集成１』（朝倉治彦編、

昭和56年9月7日、柏書房）は慶応4年5月から明治元年12

月までの各種の官員録を復刻版としてまとめた本である。

ここには岡田清直・錠次郎の情報は何もなかった。 

 17 の『明治初期官員録・職員録集成2』（朝倉治彦編、

昭和56年9月7日、柏書房）は明治2年1月から明治2年12月

までの各種の官員録を復刻版としてまとめた本である。こ

こにも岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

 18 の『明治初期の官員録・職員録 第一巻』（昭和 51

年 5 月 20 日第一刷、昭和 54 年 3 月 1 日改定第二刷、編

集発行人・寺岡寿一、発行所・寺岡書洞【以下 6 巻まで寺

岡と寺岡書洞は共通なので略す】）は慶應 4 年から明治 4

年までに発行された幾つもの官員録を印影で復刻集成し

た本である。岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

 19 の『明治初期の官員録・職員録 第二巻』（昭和 52

年 6 月 1 日第一刷、昭和 55 年 3 月 1 日改定第二刷）は明

治 5～8 年の 4 つの官員録を印影で復刻集成した本で、こ

こにも岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

 20 の『明治初期の官員録・職員録 第三巻』（昭和 52

年 11 月 1 日）は明治 9～12 年の 4 つの官員録を印影で復

刻集成した本で、岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

 21 の『明治初期の官員録・職員録 第四巻』（昭和 54

年 3 月 1 日）は明治 13～15 年の 3 つの官員録を印影で復

刻集成した本で、岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

 22 の『明治初期の官員録・職員録 第五巻』（昭和 55

年 3 月 1 日）は明治 16～17 年の 2 つの官員録を印影で復

刻集成した本で、岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

 23 の『明治初期の官員録・職員録 第六巻』（昭和 56

年 2 月 1 日）は明治 18～19 年の 2 つの官員録を印影で復

刻集成した本で、このシリーズはこの巻で最後となってい

る(序 8 頁）。ここにも岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

24 は、前出の便宜番号 9 と同じものであり、こちらが

原本で、これをコピーして複製したものが 9である。これ

は先に№７の中で③として紹介した史料であること、及び

岡田清直･錠次郎の情報がないことは、9 の所で述べた通

りである。 

以上、静岡県立中央図書館にある 24 件の「官員録」を

全て調べたが、便宜番号 5の史料に第三大区長としての岡

田清直の名が記されていただけで、他には岡田清直･錠次

郎の情報は存在しなかった。 

№128 の『東京府史料 転免履歴』（東京都公文書舘）

について筆者が調査した結果を以下に記す。前田氏が文書

を見たという東京都公文書舘（「館」が正しい）では所蔵

資料を検索できる「情報検索システム」がホームページ内

に置かれており、同館を訪れてもこれで蔵書を探すことに

なっている。「東京府史料」「転免履歴」の 2つのキーワー

ドでフリーワード検索を行ったところ、該当するものはな

かった。次に「東京府史料」のみで検索すると、「【文書・

資料群 ID】東京府【簿冊名】東京府史料・１・府治 自

明治元年至明治 2 年（以下略･･･小栗記す）」から始まる

20件の資料がヒットする。しかし、そこには「転免履歴」

や「履歴」を示す文字はない。従って東京都公文書館では、

この史料の存在を確認できなかったことになる。 

そこで、東京都公文書館ではなく、国立公文書館のホー

ムページから収蔵資料を検索できる「デジタルアーカイ

ブ」から「キーワード検索」で「東京府史料」を検索した

ところ 51 件がヒットした。多数なので更に重複検索によ

り、「東京府史料」と「転免履歴」の 2 つのキーワードで

検索を行ったところ該当するものはなかった。「東京府史

料」と「転免」の 2 つでもヒットしなかったが、「東京府

史料」と「履歴」の検索なら 4 件がヒットした。しかも、

すべて WEB 上で内容が公開されているものばかりである。

登録資料名で示すと、『東京府史料 附録之部 履歴１

(明治元年‐8年）』～『東京府史料 附録之部 履歴 4（明

治元年‐8年）』で、｢履歴１」～「履歴４」の部分のみが

異なる 4つの冊子である。公開されている画像で実物を見

ると、最初の資料の表紙には「東京府史料 三十六」との

み記されており、それを開いた扉の部分に｢東京府史料  

履歴一」とある。2 点目以下の資料では、数字の部分が 1

つずつ増える形で同じように記されている。資料の中には

｢内閣文庫」の朱印が押されている。 

前田氏が記す東京都公文書館の「東京府史料」「転免履

歴」ではないが、｢東京府史料」と「履歴」のキーワード

に該当するものは、これしか見出せなかったので、筆者は

この 4つの WEB公開画像を全コマ見ることにした。その結

果、そこには岡田清直・錠次郎の情報はなかった。但し、

これは国立公文書館の「東京府史料」であり、しかも「転

免履歴」ではない。 

そこで再び、前田氏が見たという東京都公文書館の検索
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に戻り、「転免履歴」の言葉のみで検索をかけた。すると、

2670件という膨大な量の史料がヒットした。その中には、

例えば検索結果の冒頭に出てくる「【文書・資料群 ID】東

京府【簿冊名】第 1種 秘書＊転免履歴・冊ノ２ 明治 5

年～7 年（以下略･･･小栗記す）」のように、「東京府」の

文書・資料群に含まれるものもあり、このような資料を「東

京府」「転免履歴」のように列記すれば、前田氏が記す名

に近い表記は可能となる。従って、前田氏が、東京都公文

書館で、そのような史料を実際に見て、参考にしたという

のは事実なのであろう。誰の転免履歴を参考にしたのかは、

前田氏が記す参考文献一覧では全く分からないけれども、

誰かのものを参考にしたのであろう。本研究にとって問題

となる点は、そこに「岡田」姓の人物があるか否かという

ことである。 

そこで、「転免履歴」でヒットした 2670件に対して、｢岡

田」を追加して絞込み検索を行ったところ、10 件に絞ら

れた。ヒットした順に便宜的に１～10 の番号を付して記

すと、以下の通りである（最終確認 2020年 2月）。 

1「【公開件名】転免履歴 岡田陳光 通称亀吉（これ以降

の文字は小栗が略した。以下では「（略）」とのみ記す･･･

小栗注）」 

2「【公開件名】転免履歴 岡田貞一 通称栄八（略）」 

3「【公開件名】転免履歴 岡田彰信 通称源三郎（略）」 

4「【公開件名】転免履歴 岡田陳朋 通称鐺次郎（略）」 

5「【公開件名】転免履歴官吏之部 岡田理平（略）」 

6「【公開件名】転免履歴 岡田盛寛（略）」 

7「【公開件名】転免履歴 明治 26年 岡田畝作（略）」 

8「【公開件名】転免履歴 傭之部 岡田昌治（略）」 

9「【公開件名】転免履歴 高等官 岡田竹五郎（略）」 

10「【公開件名】転免履歴 属 岡田平次良（略）」 

以上の 10 件の中に岡田清直・錠次郎の名はない。従っ

て、前田氏は、この記録類から、岡田清直・錠次郎のこと

を参考にいていないことだけは確かである。東京都公文書

館の転免履歴に関しては、筆者は実物を何も見ることはな

かったが、それでも、上の理由から岡田清直･錠次郎の情

報はないと断定できる。 

№129の『神奈川県史料』ほか各県史料（国立公文書舘）

は、前出№106 の所でまとめて記しているので、そちらを

参照のこと。 

№130 の『開拓使履歴』（北海道立文書舘）は、まずは

北海道立文書館の検索を利用して史料の所蔵を確認した。

北海道立文書館は北海道のホームページ内に専用のペー

ジ（https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/mnj/）を有しており、

その中に資料検索機能が設定されている。そこには公文書

検索と私文書検索の 2つの文書検索がある。しかし、いず

れの検索でも、前田氏が記す「開拓使履歴」の名では該当

する史料は何もヒットしない。つまり、前田氏が記す史料

名は正しい名ではないことになる。 

そこで次に「開拓使」と「履歴」の 2つにキーワードを

分けてアンド検索を行ったところ、公文書検索で 80 件が、

私文書検索で 4件がヒットする（以下を含め本項目での検

索結果の最終確認日は全て 2022年 1月 1日）。 

この検索結果のうち、まず私文書検索の 4 件を 1～4 の

便宜的な番号と共に示すと以下の通りとなる。 

1「資料名：移民履歴調 十四年十月廿ニ日竣功、私文書

群名：北海道開進会社関連資料／作成者名：（作成者不

明）／年次：1881（明治 14）／請求記号：B3-2/4」 

2「資料名：黒田清隆論文集 I 安田学園研究紀要抜刷、

私文書群名：伊地知明資料／作成者名：伊地知明／請求

記号：B25/3」 

3「資料名：人物誌、私文書群名：阿部正己北海道史関係

資料／作成者名：［阿部正己］／年次：（年不明）／請求

記号：F-1/1286」 

4「資料名：人物誌、私文書群名：阿部正己北海道史関係

資料／作成者名：［阿部正己］／年次：（年不明）／請求

記号：F-1/1285」 

このうち 1は「移民」の記録であり開拓使に出仕した人

物の記録ではないから、前田氏のいう「開拓使履歴」には

合致しない。また 2～4 も研究論文または書き物であり履

歴そのものではないから、全て無視してよいことになる。 

次に公文書検索結果の 80 件は、この中に前田氏が見た

史料が含まれている可能性は高いけれども、1つに特定す

ることができない。それならば全部を見ればよいことにな

るが、北海道に行って全てを調査することは容易なことで

はない。そこで取り急ぎ、オンラインで公開されているも

のがないかを確認することにした。すると、検索結果の最

初に出てくる、「資料名：開拓使公文録原本 一・二 儀

式之部 祝賀・献上 職制之部 職制・履歴（以下の資料

名は略す…小栗注）、明治二年【マイクロ資料】、主務者名：

開拓使東京出張所／年次：1869～70（明治 2～3）／第一

分類：A 4／請求記号：F-1/345」の史料（簿書／05702）

だけは、同文書館の「開拓使公文録 デジタルアーカイブ

ズ」で公開されていることが分かった。但し、この史料に

はどこからどこまでが「履歴」に当たるかを示す見出し等

は一切ないので、関係ない部分があることを承知の上で、

表紙から全てを確認した。その結果、岡田清直・錠次郎の

名はどこにもなかった。 

残りの 79 件については調査ができていない。調査でき

ていない上に量が膨大なので、ここに示すことは省くこと

にする。未調査分が残っている点で、№130 の史料につい

ては調査不十分のままで終わっていることを正直に記録

しておきたい。 

なお、開拓使の官員録に関しては、№127 の「明治期の

各種官員録」の所で調査対象の 1つにした便宜番号 18『明

治初期の官員録・職員録 第一巻』の中に、「開拓使」の

官員録が収録されており、それの調査は終わっているが、
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そこに岡田清直･錠次郎はなかった。だが、これは単なる

名簿であり、「履歴」が記録されていたわけではないので、

前田氏が見たものとは別物と考えるべきであろう。 

しかしながら岡田は明治以降の開拓使には関係してい

ないので、開拓使関連の史料で名前が出てくる可能性はゼ

ロに近いという想像はできる。

№131の『当区内士族姓名簿 第三大区第四小区 明治

九年十月改正 長坂家文書』と№132の『当区内士族原籍

取調 同 同 同』は関連しているので、まとめて調査結

果を記す。 

はじめに筆者は、これらの資料が収録されているはずの

｢長坂家文書」を探した。すると、①長野県下高井郡木島

平村のホームページ内に「長坂家所蔵文書」を紹介するペ

ージ（www.vill.kijimadaira.lg.jp/docs/201303040003 

8/）があること、国会図書館の蔵書では②『近世入来文書』

と③『湖西市史 資料編７』に、それぞれ「長坂家文書」

が収録されていること、静岡県立中央図書館が提供する横

断検索システム「おうだんくんサーチ」では静岡市立清水

中央図書館に④『古文書講座学習史料 辻町 長阪家文

書』が上下 2 冊で所蔵されていることが分かった。「おう

だんくんサーチ」では、「長坂家」の文字で検索をかける

と、「長坂」ではなく「長阪」の文字で示される④のみが

ヒットする(最終確認 2021年 2月 18日)。これ以外には「長

坂家文書」に関連する文書を探すことはできなかった。 

①は、江戸時代に上木島村と夜間瀬村の間で争われた入

会権水利権を巡る問題に関する訴訟関係の古文書に対し

て木島平村が文化財として指定したものの名称である（同

上 URL 内記事より）。『信濃国村名尽 下』（国立国会図書

館デジタルライブラリー、上野尚志著、明治 8年 2月）で

は明治初めの大区小区制時代における当該地域の区分け

が村名に付されているが（WEB「NPO 長野県図書館等協同

機構／信州地域史料アーカイブ」の「信濃国村名尽〔解説〕」

のページより）、それによると「上木島村」は第 21大区の

5 小区、「夜間瀬村」は同大区の 2小区と記されており（国

会図書館デジタルライブラリーの同書の画像 20 コマ目）、

前田氏が記す第 3大区第 4小区とは明らかに異なっている。

また、現在の長野県に関する江戸期の文書なので、地理的

及び時代的に岡田らとの関係があるとは考えられず、①は

無関係の文書であると断定し、調査対象から外した。 

②は国会図書館内限定公開のデジタル資料であったの

で、同館内で閲覧して確認した。同書の奥付から書誌情報

を示すと、阿部善雄・古川常深・本田親虎編『近世入来文

書』（1981年 4月 20日、東京大学出版会）となる。263～

327頁までに「長坂家文書」が収録されていたが、中身は

鹿児島県薩摩郡入来町の長坂家に残された文書(「解題」3

～4頁）で、江戸時代のものばかりであった。こちらも地

理的、時代的に前田氏が記す資料とは異なっており、実際

に中身を見ても、前田氏が記すような文書はここには存在

しなかった。無論、岡田清直・錠次郎に関するものもない。

これも無関係の文書であると言える。 

③は袋井市立袋井図書館の蔵書で確認した。書誌情報を

示すと、湖西市史編さん委員会編『湖西市史 資料編七』

(昭和 62 年 3 月 25 日、静岡県湖西市発行）となる。同書

の 399～542 頁まで相当の頁数を費やして「長坂家文書」

が収録されている。これは湖西市白須賀の長坂正人氏の家

に所蔵されている文書を指す。中身は江戸期のものばかり

で、前田氏が記すような明治 9年の士族に関するものは含

まれておらず、これも無関係であると言える。岡田清直・

錠次郎の情報もなかった。 

④は、静岡市立清水図書館に所蔵されている 2冊の資料

を確認した。前田氏は「長坂」と記しているが、「長阪」

を誤記した可能性も考えられるので、この「長阪家文書」

も調査することにした。貴重書扱いの資料のため、書庫か

ら搬出してもらい、特別の閲覧室内で見せてもらった。こ

れは古文書をコピー（B４版）したものを簡易製本した冊

子で、上下 2冊で構成されていた。冊子現物には奥付等は

なく、ただ表紙に「古文書講座学習史料 辻町 長阪家文

書（上）」、「古文書講座学習史料 辻町 長阪家文書(下）」

の文字と、「南部公民館古文書クラブ」の文字が記されて

いるのみであった。上が全 61頁、下が全 66頁で比較的薄

い冊子である。説明が何もないので、収録されている資料

の概要も、同図書館に所蔵されるまでの経緯も、また長阪

家それ自体についても、この資料からは何も分からない。

恐らくは、表紙に書かれていた「南部公民館古文書クラブ」

が作成した冊子なのであろう。中身は、長阪家個人の文書

というよりは、「辻村」の百姓代が「御役人御中」宛に提

出した文書の類で構成されているように見える。毛筆によ

る崩し字は、筆者は不得手であるが、筆者にも読める範囲

で確認した限りでは、記された年号で一番新しいものは幕

末の嘉永年間であった。これも時期的に前田氏が用いた明

治のものはない。岡田清直･錠次郎の情報も確認できなか

った。なお、この資料を見た時（2018 年 11月）は、辻村

がどこの村であるかさえ筆者は知らないでいた。 

次に筆者が考えたことは、前田氏が記す「第三大区第四

小区」の文字から資料を探せないか、ということであるが、

この文字では、どのように検索を行っても該当するものを

見出すことはできなかった。但し、当時の大区小区制にお

いて、静岡県における第三大区第四小区がどこであるかは

分かる。すなわち、『静岡県史 資料編 16 近現代一』(平

成元年 3 月 20 日、編集発行・静岡県）の「付録」の中に、

｢明治 7 年 静岡県／浜松県／足柄県（伊豆国） 大区小

区一覧」（静岡県～足柄県の部分は 3 行に分かち書き。

｢／」は現物にはなく小栗が記したものだが、そこで分か

ち書きにされていることを示す）があり、ここから当時の

大区小区の範囲を知ることができる。この 2 頁に記載され

ている情報から、静岡県の「第 3 大区」は庵原郡が該当す

ること、その内の第 4 小区は庵原郡のうち江尻宿を含む 1
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宿 15 村で構成されていること、この 15 村の中に「辻村」

があることが判明する。江尻宿は旧・清水市（現･静岡市

の一部）の中心部にあった宿場であるから、辻村もその近

くに違いないと思い、現在の地図で確認すると、JR 清水

駅の北側に静岡市清水区辻の地名が今も残っている。清水

辻小学校もある。明治時代は辻村立尋常小学校である（同

校のホームページより）から、まさにその辺りがかつての

辻村ということになる。 

このことを知ったことから、清水図書館に所蔵されてい

た冊子の表紙に「辻町」の文字が記されていること、冊子

の中の文書に「辻村」が頻繁に出てくること、それがいま

清水図書館に所蔵されていることの意味が、すべて繋がっ

て見えるようになった。 

以上のことから、前田氏が用いた「第三大区第四小区」

に関する「長坂家文書」は、現在の清水・辻地区にいた長

阪家の文書ということで間違いないというのが筆者の判

断である。このことからも鹿児島県や長野県、湖西市の資

料は全く無視してよいことになり、ターゲットは清水の辻

村の長阪家のみに限定することができる。もし、長阪家の

文書が清水図書館に所蔵されているもの以外にも存在し、

その中に第四小区の士族に関するものが見つかれば、前田

氏が見た資料そのものを探し当てたことになる。目指すは

そこであるが、しかし、ここからが難航した。 

次に筆者が考えたことは、「清水」または「辻村」と「長

阪」または「長坂」のキーワードを手掛かりとして、長坂

家文書（または長阪家文書）の存在を探すことであった。 

調べを続けると、辻村の長阪という人物について、幾つ

か情報を得ることができた。『清水市史 第 2 巻』（昭和

56 年 3 月 10日、著作権者・清水市、編集者・清水市史編

さん委員会、発行所・吉川弘文館）の 45頁に、地主であ 

り「地方の指導者」の中に「辻村の長阪彦左衛門、長坂
ママ

彦 

次郎」（｢坂」は誤植か）があったという記載があり、また

静岡市のホームページで「辻地区」を紹介するページに、

辻村長に仕えた忠僕の「長坂三右衛門」の名が記されてい

る。『清水銀行六十年史』（昭和 63 年 7 月 1 日、清水銀行

60 年史編纂委員会編、清水銀行発行）22 頁には、第 2 代

頭取として長阪彦治郎があったことが記されており、更に

『清水銀行三十五年史』（昭和 38 年 6 月 30 日、清水銀行

三十五年史編纂委員会編、清水銀行発行）106頁以下には

｢二代頭取長阪彦治郎のこと」の見出しで数頁の人物紹介

が記されている。 

後者の記事によると、彦次郎は長阪家の当主が代々名乗

る名前で、第 2 代頭取になった長阪彦治郎は第 16 代当主

のことである。江戸期の長阪家は辻村の名主であり、明治

からは戸長（後の村長に同じ）となった。第 16 代彦治郎

は親戚の鈴木与平と共同で帆船により米塩を商ったほか、

次郎長とも親交があり、彦次郎が常勤していた清水銀行本

店には毎日のように次郎長が遊びに来ていたという（106

～115頁）。 

以上のように幕末明治初期の清水における有力な家柄

であったのが長阪家であるから、前田氏が記すような「長

阪家文書」が存在していても不思議ではない。 

長阪家文書が出てくる文献を他に探すと、『静岡県の地

名（日本歴史地名大系第 23巻）』（2000 年 10月 25日、編

集・㈲平凡社地域資料センター、発行・平凡社）にある「辻

村」の項目（503頁）の中に、江戸期の辻村の歴史を紹介

する典拠資料として、「長阪家文書」が 3 箇所で使用され

ていることを知った（袋井図書館の蔵書で確認）。また、

『編年 百姓一揆史料集成 第十六巻』（1991 年 10 月 15

日、青木虹･編、三一書房・発行）の 553 頁と巻末の「百

姓一揆総合年表十六（天保十二年～弘化三年）」の 18頁に

も「長阪家文書」が登場している。しかも、553頁の本文

の所には、「清水市史資料近世三の三六〇頁所引」の文字

がある（浜松市立城北図書館の蔵書で確認）。 

そこで、浜松市立中央図書館に所蔵されている『清水市

史資料編 近世三』（昭和 42年 11月 23日、著作権者・清

水市、編集・清水市史編さん委員会、発行・吉川弘文館）

を見てみると、301～374頁に 40点に及ぶ文書が並ぶ「長

阪氏所蔵史料」が掲載されていた。前田氏が記す「長坂家

文書」とは若干、名称が異なるけれども、紛れも無く清水･

辻の｢長阪」家の文書である。前出の「南部公民館古文書

クラブ」による「長阪家文書」と並び、2つ目の長阪家関

連の文書を見つけたことになる。 

ところが中身を見てみると、この「長阪氏所蔵史料」も

全て江戸期の文書のみで構成されており、前田氏が見たと

いう明治 9年の士族に関する文書は含まれていない。書名

に含まれる「近世」の文字からも、そのことは想像できた。

ならば「近代」を見ればよいことになる。 

『清水市史資料 近代』（昭和 48年 3月 31日、〔他の書

誌情報は同一なので略す〕）を見ると、この資料は明治元

年から年代順に資料を並べた編年体形式になっており、

｢○○家文書」のようなカテゴリー分けはされていない。

その代わり、1つ 1つの資料の末尾に典拠の文献が略記さ

れている。冒頭の「例言」2頁には、ここで使用した資料

の「所蔵者」として、「近世三」の「長阪氏所蔵史料」の

所蔵者である「長阪峰雄」（清水市辻町）と同じ名が記さ

れているので、明治以降の資料を扱った本書でも、長阪家

に所蔵されている文書が使用されていることになる。 

しかしながら、長阪家にある文書が本書のどの資料の典

拠として用いられているのかが分からない。前田氏が見た

ものは明治 9年の文書のはずなので、本書中の明治元年か

ら明治 10 年までの分は丁寧に見たが、そこには、前田氏

が記す士族に関する文書はなく、また長阪の名もなかった。 

以上、清水市の長阪家に残されている文書が存在する事

実と、まとまった文書としては 2つの形（南部公民館古書

クラブと清水市史資料）で公開されていることまでは突き

止めたが、前田氏が見たという肝心の文書そのものを探し

当てることができず、暗礁に乗り上げている状態である。
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もしかすると、前田氏は長く静岡銀行に務めていた人なの

で、清水銀行とも縁のある長阪家と個人的に親交があって、

長阪家にある私的文書を見せてもらった可能性も考えら

れる。あるいは単に筆者が未だ見つけられていないだけで、

どこかに前田氏が見た文書が存在しているのかもしれな

い。残念ながら今回の調査では、№131 と№132 の 2 つの

文書は所在不明というのが最終的な結論である。但し、仮

に 2つの文書が見つかったとしても、岡田清直がいた掛川

と清水では地域が離れすぎているので、岡田清直・錠次郎

の情報が得られる可能性は極めて低いと想像される。 

（10）小栗勝也「2 つの用行義塾と創設者たち」（『静岡理工

科大学紀要』第 25巻、2018年 1月 31日、所収）45頁以下

を参照。 

（2022年 3 月 23 日提出。閲読者の指摘を受け微修正した最終稿

を 5月 16日に再提出。本誌本巻同時掲載の（その 6）に続く） 
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2022 年 5 月 16 日受理 
＊ 情報学部情報デザイン学科 

『駿遠へ移住した徳川家臣団』における岡田清直・岡田錠次郎の謎（その６） 

The Re-examination on the brief history of OKADA Kiyonao/OKADA Jyojiro in MAEDA’s book,vol.6 

小栗 勝也＊ 

Katsuya OGURI 

(承前、｢3．資料ごとの調査結果」の続き。写真･注の番号も継承) 

№133の『士族分限』（第四大区第五小区、寄留者名簿、

静岡県立中央図書館）は、静岡県立中央図書館の蔵書を確

認した。同館の検索機能で「士族分限」の文字で検索する

と、『静岡市史編さん資料 117 士族分限』がヒットし、

しかも同一名で 2 種類の資料が示される。1 つは原物で、

いま 1つは複製版である。筆者が同館で見たものは後者で、

それは原史料をコピーして製本した冊子であった。 

その資料には奥付の代わりにシールが貼られており、そ

こには、静岡市史編さん資料、平成 17 年 3 月 1 日（電子

複写）、発行・静岡県立中央図書館、製本・㈱静岡コピー

センター、と書かれていた。この発行日はコピー製本版の

発行のことで、原史料の発行時期とは関係ない。原史料の

発行年については、同館の登録情報で「〔192-〕」となって

いるが、その理由は不明である。筆者が見た複製版には、

どこにも発行時期に関する情報は記されていなかった。ま

た、これ以下にも登場してくる「静岡市史編さん資料」の

全てにおいて、原史料の出版年が全て「〔192-〕」で表記さ

れているのも変である。1920 年代は大正後半から昭和初

期に該当するので、例えば上の士族に関する明治初期の史

料とも時期が離れすぎている。従って、この西暦の意味は、

史料個々の発行時期を推測で示したものではなく、別に何

らかの意味と根拠があるように思われる。しかし、それが

何であるかについては筆者には分からなかった。 

筆者が見た複製版の話に戻る。扉部分に、原史料の表紙

があるが、その中央には「士族分限」と大きな文字で、ま

た、左下には「第四大区五小区」と墨書されている。前田

氏は、｢第四大区第五小区」と記したが、実物では、小区

の箇所に「第」の文字はない。更に、前田氏は「寄留者名

簿」という文字を記しているが、原史料の表紙には、この

ような文字はどこにもない。あるのは、本体 3枚目に「他

府県ヨリ当地江寄留」という文字だけである。これを以て

前田氏は寄留者名簿と記したのであろうか。 

この史料の中身は、個人の経歴を記した毛筆の明細短冊

のようなものが纏められたものである。全て調べたが、岡

田清直･錠次郎の情報はなかった。 

№134 の『第四九区現米東京取調』（明治 5 年 2 月、同

【＝「静岡県立中央図書館」のこと】）も静岡県立中央図

書館所蔵の『静岡市史編さん資料 114 現米東京取願』

として存在していることが分かったので、それを見た。こ

れも特別扱いの原史料と、それをコピー製本したものの 2

種類があり、筆者が見たのは後者の方である。扉にあたる

部分に、原史料の表紙があり、その右肩に「静岡県立葵文

庫蔵書之印」がある。捺印の下から資料名に相当する表記

が 4 行に亘って毛筆で記されており、それを記すと、｢明

治五壬申年従二月／（士族扶持東京ニテ請取方出願帳）／

現米東京取願／第四拾九区」となる。「／」は改行を示す

意味で小栗が記したものであるが、（ ）の部分は、括弧を

含め、この文書それ自体にその通りに表記されていた。表

紙の中央に大きく書かれているのは「現米東京取願」であ

るから、これが本来の史料名となるべきなのであろう。 

これらの情報から前田氏は、冒頭に記した資料名のよう

に書き取ったのかもしれないが、前田氏が記した最後の

｢東京取調」の部分にある「調」は「願」が正しい。但し、

面倒なことには、扉部分の表紙には、もともと「調」の文

字で記されていた部分を手書きで「願」の文字に訂正して

いるのである。もし訂正前の表紙を前田氏が見て書き写し

たのなら、「調」の文字でも間違いではないことになるの

で、前田氏の誤記と断定するのは避けたいと思う。 

コピー版の奥付シールから書誌情報を記しておくと、静

岡市史編さん資料、平成 17年 3月 1日（電子複写）、発行・

静岡県立中央図書館、製本・㈱静岡コピーセンター、とあ

り、№133 のシールと全く同一である。これにも岡田清

直・錠次郎の情報はなかった。 

№135 の『士族扶持東京にて受取出願帳』（同【＝「明
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治五年二月」のこと】、同【＝「静岡県立中央図書館」の

こと】）は、この史料名では県立中央図書館の蔵書検索で

何をどうやっても見つけることができなかった。他の図書

館、公文書館の検索でも同じであった。前田氏が見たのは

静岡県立中央図書館の所蔵文書であるというのであるか

ら、そこになければ他を探しても無駄であろう。これにつ

いては所在不明というのが今回の結論である。 

但し、上記№134 の所で記したように、№134 には前田

氏が記す文書名の他に、「士族扶持東京ニテ請取方出願

帳」の文字が記されていた。この部分は県立中央図書館の

登録情報には記されていないので、検索ではヒットするこ

とはない。それでも事実として、この文字が表紙に記され

た文書が存在していることに変わりはない。しかもこの部

分は、前田氏がここで記す文書名と酷似している。 

もしかすると前田氏は、№134 の史料について「第四九

区現米東京取調」と「士族扶持東京にて受取出願帳」とい

う 2つの情報をメモ（それぞれに誤記のあるメモ）してい

たものを、後になって異なる別々の史料と誤認して、2つ

の参考文献として自身の著書に記してしまったのではな

かろうか。そうであるならば笑い話の類として、所在不明

の問題は解決できるのだが、そうでない可能性もある。そ

れゆえ今回の調査結果報告では、№135 の文書は見つけら

れなかったけれども、前田氏が誤解して№134 を 2つの文

書として誤記した可能性も考えられることを併記してお

きたい。 

№136 の『家禄証書案』（明治 6 年、同【＝「静岡県立

中央図書館」のこと】）は、№133、134と同様に、静岡県

立中央図書館で「静岡市史編さん資料」として所蔵されて

おり、それを確認した。これも原史料とコピー版の 2種類

があり、そのうちの筆者は後者を見た。なお、この史料は

上下 2 つで構成されており、同館での登録情報で示すと

『静岡市史編さん資料 115 家禄証書案（上）』と『静岡

市史編さん資料 115 家禄証書案(下）』の 2 つになる。

｢115」の数字は両方とも同じである。奥付にあるシールは

日付を含め№133、134 と同一であったので、ここでは略

す。 

これも扉部分に原史料の表紙がコピーで置かれている。

そこには、「静岡県立葵文庫蔵書之印」が右肩にあり、そ

の下から史料名に相当する表記が毛筆で記されている。そ

れを記すと、（上）は「明治六癸酉年一月／家禄証書案（上）

／家禄係」（「／」は改行を意味し小栗が付したもの）と 3

行で記され、（下）は「家禄証書案（下）」と 1行のみで記

されている。但し、（下）は扉の裏側にペン書きで、「明治

六年一月／家禄証書案／家禄係」と記されている。この史

料においては、（上）の中に「岡田義徴」が、（下）には「岡

田兵□郎」(□は判読難の文字）と「岡田 信」があった

が、岡田清直･錠次郎の情報は何もなかった。 

№137の『家禄奉還進給類関係書類』（明治 31年、同【＝

｢静岡県立中央図書館」のこと】）も静岡市史編さん資料の

１つとして静岡県立中央図書館に所蔵されており、筆者は

そこで確認した。但し、前田氏が記す文書名のうち｢進給」

の文字は「追給」の誤記であり、「類」は「願」の誤記で

ある。また、文書名の最後に「綴込」の文字が記されてい

る。さらに前田氏は何も記していないが、この史料は（一）

から(四）までの全 4 冊で 1 つのセットになっている。同

図書館の検索結果では、『静岡市史編さん資料 116 家

禄奉還追給願関係書類綴込』として〔１〕～〔４〕がヒッ

トする。しかも、ここでも 1つずつについて特別扱いの原

史料とコピー製本版の 2種類が存在しており、筆者が見た

ものは後者の方である。 

これらに貼られた奥付シールは№133 のものと一部が

異なり、「静岡県史編纂資料」、「発行：平成 17 年 2 月 28

日(電子式複写）」と記されていた。他の発行所と製本先の

情報は上記シールと同じであった。図書館の登録では明ら

かに「静岡市史編さん資料」であるが、なぜかシールには

｢静岡県史」の文字がある。貼るべきシールを間違えたの

ではないかと思われる。 

次に、コピー版の扉部分に置かれた原史料の表紙を、初

めの 1 冊目について記すと、右肩に｢静岡県立葵文庫蔵書

之印」が押され、その印影の下から年代の表記と文書名等

が記されていた。その表記内容は｢明治三十年十一月起／

家禄奉還追給願関係書類綴込（一）／静岡市役所／庶務係」

(｢家禄奉還」の文字は分かち書き。｢／」は小栗が付した

もので改行を意味する）である。2 冊目以下は、（一）の

部分が(二）以下に変わっているだけで、他の表記は全く

同じである。 

これらの全てを見たが、岡田清直・錠次郎の情報は何も

なかった。 

№138 の『貫属替取調帳』（明治 6 年－明治 9 年、大須

賀町教育委員会）については、前田氏が記す文書名のもの

はどこにも所蔵を確認できなかった。しかし、掛川市立大

須賀図書館の蔵書の中に似た名前の史料が存在すること

は確認できた。同館で「貫属」の文字で蔵書を検索した時

に唯一、該当する文書のことで、同館に登録されているタ

イトルで示すと『明治六年 當地に未着貫属替之者（コピ

ー）』がそれである。同館で確認した。 

それは白色の A4 大のレバーファイルにコピーが挟まれ

ているだけの資料であるが、中身の表紙部分には「明治六

年」「當地に未着貫属替之者」「静岡県小笠郡横須賀町役

場」と記されている。小笠郡横須賀町（のち大須賀町、現

在は掛川市の一部）は大正 3 年から昭和 31 年まで存在し

た町なので、明治 6年の古い文書を横須賀町役場が整理し

たものと推測できるが、いつの仕事かは判明しない。 

この文書で、最初に出てくる「當地に未着貫属替之者」

の部分は数枚で終わっており、次に綴じられているものは、
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表紙に「イロハニホトヌヲ」「貫属之者旧禄家禄并家族人

員其外取調帳」「明治六年七月」「静岡県小笠郡横須賀町

役場」と記された別の文書になっている。さらにその後に

は、同じ名前の取調帳でありながら最初のイロハの区分の

みが異なる資料が 3 種続く。「取調帳」として合計４つが

ここに収められていることになる。同館の登録タイトルで

は、これら複数の取調帳が含まれていることは分からない。

すべて数枚しかない薄い文書である。筆者はこれらの全て

を確認したが、岡田清直・錠次郎の情報は何もなかった。 

もし、これらの文書を目の前にして、最初の文書名から

｢貫属替」の文字だけを取り出し、次の文書名から「取調

帳」の文字を取り出して合体させれば、前田氏が記す文書

名と同じになる。前田氏がメモをした時に誤って複数の文

書が１つになってしまったと考えると辻褄が合うが、氏が

そのように誤ったという証拠はない。 

また、前田氏は明治 6年から 9年までと複数年の文書が

あったことを記しているが、このファイルの文書はすべて

明治 6年のものである。さらに、前田氏は大須賀町教育委

員会の名のみを記し、図書館名は記していない。それゆえ、

教育委員会が図書館とは別に所蔵するものの中に、前田氏

が記す史料名そのままの文書が、コピーではなく原史料の

形で存在するのかもしれない。 

そこで、前田氏が記す大須賀町教育委員会に尋ねること

にした。大須賀町は市町村合併により現在は掛川市になっ

ているので、2022 年の年始に掛川市教育委員会に手紙を

送った。返事があったのは 2022年 1月 13日で、大学の筆

者宛に掛川市立大東図書館の木佐森氏から電話があった。

市から調査の指示があり調べたけれども、前田氏が記す

｢貫属替取調帳」の名の文書はなかったこと、また、その

種の文書が存在するとすれば大須賀図書館にあるはずで、

そこには「貫属之者旧禄家禄并家族人員其外取調帳」があ

るので、その中に該当の文書があるかもしれないので一度

ご覧になって下さい、ということであった。「貫属之者旧

禄家禄并家族人員其外取調帳」は既に筆者が調べて、目的

の文書は見つからなかったことを伝えると、そうすると、

もう見つからないと思います、と返答があった。 

但し、木佐森氏からは未知の貴重な情報を伺うこともで

きた。木佐森氏は、かつて前田氏が当地を訪れて調査をし

た時に案内をした方で、前田氏のこともよくご存知であっ

た。そして、前田氏はかつて横須賀地域（大須賀町は横須

賀町と大渕町が合併して誕生した町）の古文書を見せて貰

ったことがあるが、その文書類が不要と判断された時に当

時の所有者から個人的に譲り受けた人がいて、後にその人

が引越しの際に、もはや不要と判断して燃やしてしまった

という話を聞いて前田氏ががっかりしていた、というので

ある。もし、その時に見た古文書の中に、今回の文書が含

まれていたのであれば今では存在しないことになるので、

もしかすると、その可能性もあるかもしれませんね、と木

佐森氏は話して下さった。確かに、その可能性もあり得る。

だが、もしそうだとすれば、もはや誰も再調査することは

出来ないことを意味する。 

以上の結果、この№138 に関しては、前田氏が記す名の

通りの史料は存在を確認できなかったこと、また、文書名

を取り混ぜて強引に記せば似た文書は大須賀図書館にあ

るけれども、それを前田氏が見たかどうかは分からないこ

と、更には、焼失した横須賀地域の古文書類の中にそれが

入っていた可能性もあること、の 3 つの事柄が判明した。

もっとも、岡田清直・錠次郎は明治以降他県に移ったこと

はないはずなので、従って「貫属」を替えることはない。

仮に該当文書を確認できたとしても、そこに岡田の記録が

ある可能性はゼロに近いと想像される。 

№139の『家禄渡帳』（同【「明治 6年－明治 9年」と同

じ】、同【「大須賀町教育委員会」と同じ】）については、

その名のままで掛川市立大須賀図書館に所蔵されていた。

そのことを知っていたので、上の№138 も同館にあるかも

しれないと期待したが、上述の通り、残念な結果となった。 

『家禄渡帳』は、同館内に特別に設置されたキャビネッ

トに保管された郷土資料の中に含まれていた。このキャビ

ネットには、市販のコクヨのクリヤーブック（バインダー

式、A４大、30穴、黒色）のファイルが 100冊以上収納さ

れており、多くは当地の庄屋が残した記録であるが、それ

とは別に、同型ファイルの 2分冊の形で、この文書が保管

されていた。 

１冊目のファイルには背表紙部分に手書きのラベルで

｢家禄渡帳（一）明治八年」とあり、中身（すべて B5大の

コピー）の表紙部分には毛筆で「明治八年」「家禄渡帳」｢五

石四斗ヨリ」「壱石八斗□」（□は判読できなかった文字。

意味的には「まで」が入るはず…小栗注）と書かれていた。

この表紙の次の文書からは、左肩に手書きで頁数が追記さ

れており、それは「１」から「137」まであった。 

2 冊目のファイルには背表紙ラベルに「家禄渡帳（二）

明治八年」と「士族諸願諸届書 明治十年一月」の 2つの

名が記されていた。中身を見ると、一番初めは、ファイル

の 1 冊目の続きにあたる「138」頁目の資料から始まって

いるので、確実に 1冊目の続きであると言える。手書きの

頁は「210」で終わっている。ここまでが「家禄渡帳」で

あるが、その次には、表紙部分に「明治十年一月」｢士族

諸願諸届書」｢第十大区八小区」「横須賀町」と書かれた資

料が続いている。これにも左肩に頁が付されており、１～

54まである。以上が 2冊目のファイルの内容である。 

これらの全てを筆者は見たが、そこには岡田清直・錠次

郎の情報は何もなかった。但し前田氏は、この史料につい

ても、明治６～9年という情報と、大須賀町教育委員会の

名を記している。筆者が見たものは大須賀図書館の蔵書で

あり、しかもこの「家禄渡帳」は明治 8 年のものである。

もし明治 6～9 年までとする前田氏の記録が間違いでない

としたら（間違いの可能性も否定はできない）、当該文書
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についても、まだ筆者の調査が知らない所で別の形で眠っ

ている可能性があるのかもしれない。しかし、調査できた

限りでは大東図書館所蔵のものしか見つかっておらず、そ

れに対する調査結果は上記の通りである。 

№140 の『相良勤番組士族名簿』（明治 4 年、相良町資

料館）は、相良町史料館の後身である牧之原市史料館が所

蔵する史料を確認した。前田氏は相良町資料館と記してい

るが、昔も今も「史料館」が正しい。 

同館に事前に電話で存在するか否かの照会と閲覧の許

可を求めていたこともあり、2020 年 10 月 24 日に筆者が

ここを訪れた際は、受付兼事務所の脇にある会議室の大き

な机の上に関連文書を並べて準備して下さっていた。また、

同館の学芸員でもある牧之原市教育委員会・長谷川倫和氏

から色々な説明を聞くこともできた。御礼申上げたい。 

同館に所蔵されている史料は、原物とコピー版の 2種類

があり、更にコピー版は、3つのクリヤーファイルにコピ

ーを入れて大切に保管された 3分冊のものと、コピーその

ものを全て 1つにして綴り紐で綴じただけの 1冊分のもの

の 2種類があった。コピー版はどちらも中身は同じもので

ある。このうち筆者が丁寧に見たのはコピー版 1冊分の方

で、原物は傷をつけてはいけないと考え、一番上から数枚

を開いて見るだけに留めた。 

原物の史料は A4 より一回り大きいサイズの冊子体であ

る。和紙に履歴明細の短冊を貼り付けたものを袋綴じにし

た物が何分冊にもなっており、それらを全て重ねると

10cm 以上の高さになろうかと思われる程の分量がある。

明細短冊の 1つひとつは、国立公文書館で筆者が見た江戸

城多聞櫓のものと同じような形式で情報が記されており、

細い毛筆で、割と綺麗な字体で書かれていた。大きさは多

聞櫓の短冊の面積の半分にも満たない小さなものである

が、むしろ多聞櫓のものが特別に大きいと言うべきかもし

れない。 

コピー版は、原史料を見開きにした状態で、A3 版の大

きさで横長の形でコピーしたものである。原物の上下には

余白がかなりあるので、この大きさのコピーでも原寸大で

全内容を複写できている。コピー版には、コピー１枚分の

それぞれの下部にノンブルが付されており、数字の最後は

246 であった。コピー1 枚分は、原史料では見開き 2 頁分

に相当するので、厳密な意味では頁数とは言えないが、こ

の数字をコピー版についての頁数と解釈しておきたい。但

し、途中の 203～221 の 9 枚は「白紙」であると、コピー

版 3分冊ファイルの途中にメモで記されていた。1冊分の

コピー版では、頁数だけが連打されていた白紙の箇所があ

ったので、最初は意味が分からなかったが、3分冊にある

メモを見て事情が判明した。

なお、原物の冊子の表紙は白紙のままで、何も文字はな

いが、コピー版には 3分冊の各ファイルの表、及び 1冊分

の綴じ込み用の厚紙表紙に、同館が付したタイトルが貼付

けられていた。そこに、タイトルとして記されている文字

は「相良勤番職員録」であった。また、表紙にはタイトル

の他に、収録されているコピーの頁が「№」として記され

ている。１冊分のコピー版には「早見表（№１～№246）」

とあり、3分冊ファイルには「早見表」の文字はなく、そ

れぞれに収録されているコピーの頁番号のみが記されて

いた。また、「相良史料館所蔵」の文字がすべての表紙の

下部に記されている。コピー版の表紙部分に記された情報

は以上である。 

 表紙の情報を細かく記したのは、注意すべき重要な点が

あるからである。すなわち、前田氏は『相良勤番組士族名

簿』という文献名を記していたが、この名称は、原史料に

も、コピー版にも、どこにも存在しないのである。元々、

表紙部分が白紙でしかない原史料に、そのような名称が無

いのは当然であるが、コピー版を整備した時に同館が付し

たタイトルは「相良勤番職員録」であって、「相良勤番組

士族名簿」ではない。 

つまり、前田氏が記した「相良勤番組士族名簿」という

名の名簿は、この世に存在しないのである。この点は同館

の職員・学芸員にも確認をしたが、同館にある相良勤番組

関係者の名簿に相当する史料は、今回、筆者に閲覧を許可

したものが唯一のもので、他には類似のものはないそうで

ある。それなのになぜ前田氏は「相良勤番組士族名簿」の

名を用いたのであろうか。 

実は、同じ名称を用いている人が、前田氏の他にも複数

存在することを筆者は事前に知っていた。例えば、沼津兵

学校の研究で知られる樋口雄彦氏の論文では、「旧幕府陸

軍の解体と静岡藩沼津兵学校の成立」（『国立歴史民俗博

物館研究報告』第 121集、2005年 3月）の中で「「遠州国

相良勤番組士族名簿」（相良町郷土資料館所蔵）」（218

頁）の名が記されている。また樋口雄彦「学制期諸県に及

んだ静岡藩小学校の影響」(『国立歴史民俗博物館研究報

告』第 167 集、2012 年 1 月）でも「遠州国相良勤番組士

族名簿」（165 頁）と書かれている。筆者が見ただけでも

少なくとも樋口氏は 2回、この史料名を用いている。また、

小川恭一編著『寛政譜以降 旗本家百科事典』（全 6 巻、

東洋書林）でも、典拠史料の 1つとして『遠州国相良勤番

組士族名簿』を用いたことが記されている（11）。 

筆者は、樋口氏や小川氏の文献で「相良勤番組士族名簿」

の名が記された部分のコピーを持参していたので、学芸員

の長谷川氏にお見せして、意見を伺ったところ、その人た

ちが勝手に付けただけではないか、との返答を頂いた。な

お、樋口氏が「相良町郷土資料館」と記している点につい

て職員の方に伺ったところ、「郷土」の名前が付いたこと

は相良町の時代にもなく、また「資料館」ではなく「史料

館」が正しいとの指摘も頂いた。このことは冒頭にも記し

たが、前田氏も「資料館」と誤記している。 

なにしろ牧之原市史料館に所蔵されている史料の原物

には何もタイトルがなく、同館がコピー版を整備した時に
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付したタイトルも、前田氏以下の人が用いた名称とは異な

っているのである。存在しない史料名が、なぜか一人歩き

していることになるのだが、なぜそうなるのか、実に不思

議である。 

これに対して、史料館が付した正しい名称で紹介してい

る人もいる。例えば、田久明「京極稲荷のこと」(『榛原(郷

土の覚書）』第 8 号、榛原町史編纂委員会編、榛原町教育

委員会発行、平成 6 年）では、「〝相良勤番職員録〟（明

治四年）」を相良町史料館で見たことが記されている（59

頁）。また、秋野勇「一枚の図面」（『相良史蹟調査会会報』

第 10 号、平成 2 年）でも「相良勤番職員録」を調査した

ことの記載（6頁）がある。これらは、コピー版に付され

た名称を正しく引用している。 

このように既存の先行研究では、存在しない名称と、実

在する名称の 2つが用いられているが、なぜ樋口氏や小川

氏、前田氏らは存在しない名称を用いるのであろうか。こ

れについて筆者は、次の 2つのケースが推測できると考え

ている。 

第１は、おそらくは相良町史料館が整備したコピー版が

出来る前に、原物の史料だけを見て考察をした際に、元の

史料に名称がないために、便宜上、内容に相応しい名称を

自分で勝手に付したのではないか、という想像である。 

第 2は、既にコピー版が整備された後に当該史料を見た

けれども、コピー版にある「相良勤番職員録」は、内容か

ら考えて名称として相応しくないと判断し、より内容に近

い史料名をあえて自分で付け直したのではないか、という

想像である。 

確かに「勤番」は「勤番組」が正しいし、また、そこに

属した静岡藩士（旧徳川家臣）のことを「職員」と呼ぶよ

りは、「士族」とする方が適切である。「職員」は明らかに

後代の名称だからである。学芸員の長谷川氏も、もし自分

が付けるなら「職員録」という名は付けない、と言われた

が、筆者も同意見である。 

しかし、上の 2つの想像のいずれであったとしても、独

自に史料名を付したのであるなら、そのことを明記して断

っておくべきである。それなのに樋口氏や小川氏、前田氏

は、そのような配慮をしていない。その点が筆者には理解

できないのである。実在しない名称を断りもなしに用いる

ことは、後代の読者に誤解を与え、研究そのものを混乱さ

せる恐れがあるからである。そういう不都合な事態が生じ

ることを、なぜ想像できないのであろうか。 

不思議なことといえば、更になお 2つのことを追加して

記しておかねばならない。 

①樋口氏と小川氏は史料名に「遠州国」の文字を冠して

いるが、前田氏は、この文字を用いていない。この点で若

干の差異はあるが、それ以外はすべての人が同一の名称を

用いている点である。この史料名称は、3者がそれぞれに

勝手に付けたものであるとしたら、偶然に、同じ名称で統

一されることは、とても考えられない。実際とは異なる同

一の名称が統一して使用されているのであろうか。その理

由が分からないので、不思議に感じている。筆者の想像で

は、元々誰かが最初に便宜的に付した独自の史料名を、後

の人が単に模倣したために、そのようになっているのでは

ないかと思うのだが、それらの正確な経緯は分からない。

その経緯を解明したいという意欲は今の筆者にはない。 

②前田氏と田久氏の 2 名は、この史料の時期について、

共に「明治四年」と記しているが、なぜ、この年を明記で

きたのかについても不明である。史料館所蔵の原物には、

履歴明細短冊の集成版が作成された年代を特定できる情

報はどこにも記されていなかった。この点についても学芸

員の長谷川氏に質問したが、確かに史料そのものからは何

も分からないので、可能性があるとすれば、何か別の文献

を参考にしたのではないかということだけであるが、その

文献が何であるかは自分にも分からない、とのことであっ

た。長谷川氏はその場で同館にある文献を幾つか見て、小

栗の疑問に対する答えを探して下さったが、結局、明治 4

年の根拠は分からないままであった。 

 長谷川氏によると、元々、この史料は骨董店に出ていた

ものであったそうで、いまは同館が収蔵しているけれども、

いつ、誰が、短冊を冊子体の形にまとめたのかについては

分からないのだそうである。 

 以上が同史料に関する解説となるが、筆者の作業からす

れば、ここまでは全て前置きの内容であり、肝心なことは

岡田清直・錠次郎の情報の有無である。６百数十人分の履

歴が収録されている同史料の中身をすべて見たが、岡田姓

で登場するのは、岡田源三郎（13 頁／以下の頁数はコピ

ー版資料の便宜上の頁数）、岡田甚平（61 頁）、岡田清一

郎（63頁）、岡田鉄吉（65頁）の 4名のみであった。それ

ぞれに父や祖父等の親族の名が記されている部分がある

が、そこを含め岡田清直・錠次郎の名はどこにもなかった。

横須賀勤番組に所属していたのが錠次郎であるから、相良

勤番組の明細短冊にその名が登場するはずはないと予想

はしていたが、予想の通りの結果となった。 

№141 の『新居割付小札帳』（明治 4 年、新居町教育委

員会）は、『新居町史 史料編』（「一」～「十」）及び『新

居町史』（第五巻《近世資料一》～第十巻《近代･現代資料

二》）に収録されておらず、また単独の資料としてこれを

所蔵している図書館も見つけることができなかった。それ

は、次の№142『新居分限帳』も同様である。そのためこ

の 2つの史料について、湖西市教育委員会（新居町は合併

により現在は湖西市になっている）に手紙を送り、教育委

員会に保管されていないかを問い合せた。その結果、『新

居分限帳』と共に現在は新居関所の関所史料館にあり、特

別閲覧の手続きをすれば見ることが可能であるとの連絡

を頂いた。指示された通りに事前の閲覧申請手続きを済ま

せ、先方のアポイントを取った上で、2021年 2月 20日に

史料館へ伺い、事務所内で 2つの史料を閲覧させて頂いた。
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そこで筆者に対応して下さったのは湖西市教育委員会ス

ポーツ･文化課の切池融氏である。切池氏は、元は新居町

教育委員会で町史の編纂に携わった方で、かつて前田氏が

№141 と№142 の史料を見るために新居の役場に来た際に、

前田氏のお世話をしたことも覚えていらっしゃった。 

さて、まずは『新居割付小札帳』についての調査結果を

記す。史料名の「割付」の文字は正しくは「割附」である。

史料の実物にも、それを収納している整理袋にも、そのよ

うに記されている。但し、前田氏が用いた「付」の文字が

使われることも普通のことなので、ここでは氏が誤記して

いると指摘することは控えることにしたい。 

なお、整理袋は新居町教育委員会によるもので、「新居

町史編集資料」と記されている。また、その袋にある年代

の欄には「（明治初）」と記されていた。前田氏はこの史料

について「明治四年」と明記しているが、その根拠につい

ては何も記していない。袋にも「明治初」以外の情報はな

い。実物の史料にも、いつ、これがまとめられたのかに関

する情報は記されていない。 

ただ、史料を見ていて、手掛かりになる情報が史料の中

に隠れていることにすぐに気付いた。中身の「小札」の全

てについて、左下に年齢と思われる記載があり、そこには

例えば「未二十七」のように記されている。しかも数の上

にある「未」の文字は全てに共通して記されている。全て

に「未」がある点が重要で、それは未（ひつじ）年におけ

る当人の年齢を示していることを意味する。このことから、

この小札が書かれたのが未の年であると推断できる。明治

初期の未年は明治 4年しかないので、これらは全て明治 4

年に記録されたとものと言える。この点については、その

場で切池氏も同意して下さった。 

但し、地の文字とは別に朱書きで追記がなされており、

そこには明治六年から九年までの記録が散見される。従っ

て、小札がまとめられたのは明治 4 年であるが、その後、

適宜追記される形で運用された文書であることが分かる。 

この史料は、横長の台紙 1枚に小札を最大で 6枚貼り付

けた上で、それらを紐で綴じた形になっている。そのため

新居関連の多くの人物に関する情報が得られる貴重な史

料で、復刻されてもおかしくないレベルのものだと思う。

しかしながら、そこに岡田清直･錠次郎に関するものは含

まれていなかった。新居は、場所的に岡田は関係しないの

で、これも予想した通りの結果であった。 

№142 の『新居分限帳』（明治 2 年 12 月、同【「新居町

教育委員会」と同じ】）は、上記№141 で記した経緯で辿

り着き、関所史料館で原物を確認した。但し、この史料に

関しては重要な注意事項を記しておく必要がある。以下の

通りである。 

前田氏はこの史料について明治 2 年 12 月のものと記し

ており、前田氏の本の該当頁を小栗がコピーして、それを

届けた上で湖西市教育委員会に照会を行っていたが、教育

委員会から連絡を頂いた時点で既に、「分限帳」（ぶげんち

ょう）は明治 4年のものしかなく、それ以外の分限帳とし

ては『湖西市史 資料編』に抜粋が掲載されたものがある

のみである、という返事を頂いていた。 

『湖西市史』は既に調査済みであったので知っていたが、

そこに収録されている分限帳の抜粋は前田氏が見たとい

う明治 2 年のものとは異なるものであると筆者は判断し

ていた。そのため湖西市教育委員会に対して、前田氏が見

た史料の存在が確認できないので委員会に所蔵されてい

ないかを照会したのであった。なぜ前田氏が見たものとは

異なる史料であると筆者が判断したのかを含め、まずは

『湖西市史』収録の史料について記しておきたい。 

『湖西市史 資料編四』（昭和 58 年 3 月 25 日、湖西市

史編さん委員会編、静岡県湖西市発行）の 235頁以下に「庚

午新居分限帳」が収録されている。但し、この資料は「世

帯主氏名一覧と一部世帯の内容」（235頁の「解説」より）

であり、分限帳の全部が掲載されている訳ではない。殆ど

は名前の羅列である。同書冒頭の目次には、「庚午新居分

限帳」について「（抜）」と記されている。要するに実在す

る史料から氏名などを抜粋して示したものが『湖西市史』

に収録された分限帳なのである。その中に岡田清直･錠次

郎がないことも確認済みである。また、ここには「庚午」

の文字が冠されているが、これは干支（六十干支）の 1

つで「かのえうま」又は「こうご」と読む。明治期では明

治 3年がこの干支にあたる。従って、前田氏が記した明治

2 年 12 月の時期とは異なっている。そのため筆者は前田

氏が見たものとは別の分限帳であると判断した。 

しかしながら湖西市教育委員会から頂いた返答では、関

所史料館にある明治 4年のものと『湖西市史』に収録され

ている抜粋のものしか新居分限帳はない、というのである。

すると考えられることは、明治 2 年 12 月の情報を翌明治

3 年にまとめたものが「庚午新居分限帳」である可能性で

ある。そうであるならば、前田氏が言う明治 2年という情

報とも矛盾しなくなる。しかし、残念ながら『湖西市史』

には、この分限帳が明治 2年末の情報を基にしているとい

う情報は全く記されていない。「庚午」だけが、時期に関

する唯一の情報である。 

それならば、公刊された抜粋ではなく、実物の「庚午新

居分限帳」を見れば別の何かが分かるかもしれないと考え、

実物を拝見でき

ないかを、関所

史料館の切池氏

に尋ねたところ、

極めて残念なこ

とながら『湖西

市史』を刊行し

た後、この実物

が行方不明にな

っている、とい 写真２『新居分限帳』（小栗撮影） 
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う返事であった。それを聞いて愕然とした。 

以上のことから、今日、見ることができる「新居分限帳」

は、実物としては関所史料館にある明治 4年のもの１点だ

けであり、他は『湖西市史』収録の明治 3年の抜粋版があ

るのみということになる。『市史』収録史料の調査結果は

前述した通りであるので、次に関所史料館で確認した「新

居分限帳」の調査結果を以下に記す。 

この史料には、表紙(写真 2 参照)の中央に｢分限帳」と

書かれており、その頭部の部分に「新居」の 2文字（ここ

のみ朱書き）が左右に分けて置かれている。また、「辛未」

(かのとひつじ。しんび）、「二月」と書かれている。この

干支は明治 4年のことなので、その年の 2月にまとめられ

たことが分かる。それ以外に、この史料の年代を特定する

情報は見あたらなかった。それゆえ、明治 4年のものであ

ると教育委員会から言われたのは、この表紙の文字が根拠

であるのだろう。このことは切池氏にもその場で確認した

が、それ以外には考えられないという返事を頂いている。

また、これが収められていた「新居町史編集資料」の記名

入り袋にも、資料年代として「明治 4年」と記されている。 

中身は、イロハ順に個人の明細短冊が 1 枚の台紙に 4

枚ずつ貼られていて、それをまとめて右側を紐で綴じてあ

る。その冊子が 2冊あり、その 2冊が紐で 1つにまとめら

れているので、一見しただけでは 1冊に見える。これを全

て見たが、岡田姓の人物は 1人のみ確認できるものの、岡

田清直･錠次郎とは別人であった。 

以上、現存する唯一の「新居分限帳」（明治 4年）、およ

び『湖西市史 資料編四』収録の抜粋「庚午新居分限帳」

(明治 3 年）の 2 件が、現在確認できる「新居分限帳」で

あるが、いずれにおいても岡田清直･錠次郎の情報は何も

なかった。 

但し、前田氏が見たという明治 2 年 12 月の「新居分限

帳」については、存在するのか否かも含めて一切が不明の

ままである。筆者の想像では、単に前田氏が年代の記載を

ミスしたためであるか、『湖西市史』の抜粋史料が実は明

治 2 年 12 月の情報を集めたものであるかの 2 つの選択肢

しかないと考えている。しかし、いずれが正しいのかを確

認する術が現在では皆無であるため、これ以上は調べよう

がない。今日において可能な限りの調査を尽した結果とし

ては、岡田の情報はなかったことになるが、将来において

行方不明の分限帳が発見された場合には違った答えがで

るかもしれない。 

№143 の『浜松県より貫属替屋敷取調帳』（明治 5 年、

静岡県立中央図書館）は、静岡県立中央図書館に静岡市史

編さん資料として所蔵されており、そこで確認した。但し、

同館に登録されている史料名は、『静岡市史編さん資料  

118 浜松県より貫属替の者屋敷地取調帳』であり、前田

氏が記すものと若干異なっている。この違いについては後

述する。この史料についても、特別資料扱いの原物とコピ

ー製本版の 2 種類があり、筆者が見たものは後者である。

これにも奥付にシールが貼ってあり、日付を含め№133、

134、136 と中身は全く同一なので、ここでは説明を略す。 

扉部分には原史料の表紙が置かれているが、そこには 3

行に亘り毛筆で、「浜松県より貫属替の者／屋敷地取調帳 

／明治五年？
ママ

」と記されている。このうち「より」の部分 

は実際には合字の「ゟ」が使用されているが、ここでは「よ

り」を用いて示した。旧字は新字体に直してある。また、

｢／」は改行を意味し小栗が付したものである。「？」は原

史料に元々そのように記されているものであり、「ママ」

と記したのはそのママという意味で、小栗が付したもので

ある。「？」が使われている点で、明らかに表紙は後世に

付けられたものであることが分かる。 

この扉部分の次に、更に表紙と思われるものが 1枚置か

れており、これこそが明治 5年時点のオリジナル史料の表

紙だと思われる。そこには中央に縦書き１行で｢浜松県ヨリ

貫属替之者屋敷取調書抜帳」とある。片仮名の｢ヨリ」は

実際に書かれている通りであり、縦書き 1行中の右寄りに

小文字で置かれている。また、この上に置かれている表紙

にあった文字のうち、「貫属の」の「の」が、ここでは「之」

になっている。さらに｢屋敷地」の「地」が抜けている。

実物の資料に若干異なる 2 種類の表紙があることになり、

いずれを採用してもよいことになるから、｢地」を付けな

かった前田氏の表記も間違いとはいえない。しかし、「の」

または「之」は両方ともに入っているので、これが脱落し

ている点において前田氏の文書名表記は間違っていると

言える。 

この史料にも岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

№144の『牧之原秩録公債払下願書名簿写』（明治 18年、

牧之原小学校）は、静岡県立図書館他、どの公共図書館で

も所蔵を確認できなかったので、牧之原小学校に保管され

ていると推測し、同校に照会の手紙を送った。すると直ち

に小柳津敏法校長より電話を頂き、古い文書等があるのは

校長室内の戸棚のみであるが、そこを調べたものの、それ

らしきものは見当たらなかった、と伝えられた。それでも、

小栗に実際に見てもらい確認して頂くことは構わない、と

いうご返事であったので、お伺いすることにした。訪問し

たのは 2021年 1月 27日である。見せて頂いた結果、やは

り当該史料は存在しないことが分かった。そのことを小柳

津校長に伝え、他の場所で保管されている可能性について

尋ねたところ、この辺りの古い文書は牧之原市史料館にし

かないと思います、という返事であった。筆者も同感であ

ったので、直ちに同史料館に照会状を送った。 

この史料館は先に№140 の史料でお世話になっていた

所でもあり、すぐに返事を頂けた。2 月 3日、同館担当の

牧之原市教育委員会・長谷川倫和氏からメールで返事があ

り、同名の史料または該当しそうな文書は見つからなかっ

たが、未整理のままの文書があるので、そこにないかを確
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認します、ということであった。4月 8日に未整理分の調

査結果がメールで届けられたが、「残念ながら標記の史料

及び類似の史料は見つかりませんでした。今後、当館で出

てくる可能性はかなり低いと思われます。」ということで

あった。 

以上の結果、前田氏が見たという「牧之原秩録公債払下

願書名簿写」は、残念ながら今日ではその存在を確認する

ことさえできない状態となっている。この史料に関しては

所在不明のため未確認のままという結果で、今回の調査を

終えることにする。 

なお補足をしておくと、牧之原小学校は明治 40年に「牧

之原組合立尋常小学校」として設置され、昭和になって牧

之原国民学校、牧之原小学校と改名されるが（『創立 77

年周年記念誌』昭和 61 年 3 月 5 日、牧之原小学校発行）、

いずれも校名に「牧之原」があるので、明治期でも牧之原

小学校と略称することはできる。しかし前田氏が記す明治

18 年には、牧之原小学校はまだ開校していないから、明

治 18 年に牧之原小学校の関係者がこの史料の写をまとめ

ることも、その年にこの史料が小学校に保管されたことも

共に絶対にあり得ない。従って、この史料と学校との関係

について考えられることは、①明治 18 年の史料をずっと

後になって牧之原小学校の関係者がまとめたか、②明治

18 年に誰かがまとめた史料が後に牧之原小学校に保存さ

れたかの、どちらかでしかない。前田氏の記録が間違って

いれば話は別だが、記録が正しいとするならば、①か②の

どちらかでしかない。しかし、いずれであるかを確かめる

には現物を見るしかない。そして現物は、今日では所在を

確認することができない状態である。そのため全ては謎の

ままである。 

№145の『貫属替願書』（明治 6年、金谷町教育委員会）

も、前田氏が記す名称では静岡県立図書館他、どの公共図

書館でも所蔵を確認できなかった。しかし、金谷町の古文

書に関しては『金谷町史 資料編』と『静岡県榛原郡 金

谷町所在文書目録』があるので、まずはそこに記載がない

かを調べた。『金谷町史 資料編』で明治期の文書が収録

されているのは『金谷町史 資料編三 近代』（平成 7 年

3 月 31 日、編集・金谷町史編さん委員会、発行・金谷町

役場）のみである。袋井市立浅羽図書館の蔵書でこれを調

べたところ、該当名の史料は収録されていないことを確認

した。また、これとは別に、岡田清直・錠次郎の名が記さ

れた文書がそこにないことも確認した。 

次に『静岡県榛原郡 金谷町所在文書目録』（編集・金

谷町史編さん委員会、発行・金谷町役場、【全て共通なの

で以下は略す･･･小栗注】）についても浅羽図書館の蔵書で

調べた。これは第 1集（平成 2年 3月 31日）から第 6集(平

成 7 年 3 月 31日）まで発行されている。ここにも、岡田

清直・錠次郎の名がある文書も、文書名が「貫属替願書」

であるものも存在していなかった。そのため結論としては、

前田氏の記載ミスでない限り、前田氏が記す「貫属替願書」

の文書は存在を確認できなかった、と記すのが正しい調査

結果ということになる。 

しかし、それでも、上の『目録』では「貫属替」の 3

文字が含まれる文書を 2つ発見することができた。すなわ

ち、第 2集（平成 3年 3月 31日）の 203頁に、番号＝95、

年代＝明治 8.2.8、表題＝貫属替願（下書）、差出人＝第

九大区一小区上総国武射郡八重田住士族加藤保一、宛先＝

千葉県令芝原、という文書（これを①とする）があること、

また第 5集（平成 6年 3月 31日）の 242頁に、番号＝７、

年代＝明治 5 年 10 月、表題（内容）＝府県江貫属替留並

送籍共、差出人＝第三区、宛先＝【空白のまま･･･小栗注】、

という文書（これを②とする）があることが分かった。 

このうち特に①は表題が「貫属替願」であり、前田氏が

記す「貫属替願書」と酷似している。但し、年代は明治 8

年であり、前田氏が記す明治 6年とは異なる。②は表題が、

前田氏が記すものとは大きくことなるが、年代については

①よりは前田氏が記す明治 6 年に近いという特徴がある。

この 2 点は、前田氏が記す文書とは同一ではないものの、

現在、発見できている文書としては最も近いものという意

味で、一応、内容を確認しておきたいと考え、『目録』の

発行元に問合せをすることにした。金谷町は現在では市町

合併により島田市になっているので、島田市教育委員会に

照会の手紙を送ったところ、島田市博物館文化財係の職員

で、かつて市史編さんを担当したという関根氏より 2021

年 12月中に数度、メールを頂き、以下の情報を得た。 

①は鷲山家文書の中にあり、現在は鷲山秀次郎氏が管理

されているが、市から鷲山氏に尋ねたところ閲覧可能との

ことで、直接、小栗から連絡を取って頂きたいということ

であった。市が鷲山秀次郎氏の許可を得た上で、氏の電話

番号も小栗に伝えて下さった。②は島田市の保有文書であ

り、閲覧申請をした上で島田市博物館に来て頂ければ閲覧

可能なので閲覧希望日を複数示してほしい、但し原本の傷

みが激しい場合には閲覧の許可が出ないので、まずは状態

を確認したい、ということであった。そこで筆者は 2021

年 12 月中の複数の日を閲覧希望日として伝え、返事を待

つことにした。これらはすべてメールでやり取りした。 

なお、①②以外には「貫属替」が表題に含まれる文書は

存在せず、また、前田氏が記す「貫属替願書」という名称

の文書は存在しない、という情報も関根氏から頂いている。 

その後、①については、すぐに筆者から鷲山秀次郎氏に

連絡を取った。すると、氏は現在、千葉県在住で、古文書

は金谷の実家（現・島田市番生寺）の蔵に保管されている

が、古文書の件は兄（鷲山秀彦氏）が行っていた事で、私

にはどこにどの文書があるのかも分からないので、小栗先

生に見て頂くしかないけれども、膨大な量があるので探す

だけでも大変ですよ、というご返事であった。また、鷲山

氏が金谷に行く日に合わせないと蔵を開けられないとい

うことなので、双方の都合がつく 2022年 1月 10日にお伺
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いすることした。当日、鷲山氏ご夫妻は筆者を快く招き入

れて下さり、離れの蔵に案内して下さった。磐田市の見付

小学校の裏にある見付文庫と同じような小さめの文書蔵

のように見えた。鷲山家は江戸時代に番生寺村（旧・金谷

町番生寺、現・島田市番生寺）の庄屋を務めていた旧家な

ので、このようなものが残されていても不思議はない。蔵

の中は大きな傷みもなく綺麗な状態であった。 

蔵の 1 階に段ボール箱が幾つも積み重ねされていたが、

箱の側面に文書の区分記号が略記されていたので、目的の

文書を探すのは容易であった。①に付けられた番号は上記

の通り「95」であるが、これは鷲山家文書のうち「近・現

代」の「E 戸口」の中の「95」番を意味する。段ボール

箱の側面に「近代」「E」と書かれたものがすぐに見つかっ

たので、中を開けると「金谷町教育委員会」の名が入った

整理用の封筒が番号順に束ねられた状態で入っていた。封

筒の中に文書があることは一目瞭然であったので、鷲山氏

立会いの下、箱ごと蔵から運び出し、再び母屋の応接間に

戻り、「95」の封筒の中を確かめた。それは半紙 3 枚半が

紙紐 1 本で袋綴じにされただけの文書であった。内容は

『目録』に記されていた通りのもので、加藤保一が浜松県

内の番生寺村に移籍することを千葉県令に届け出たもの

である。下書き又は控えとして残された文書であろう。当

然のことながら、ここには岡田清直・錠一郎に関する情報

は何もなかった。 

一方、②については、島田市が原本を確認しようとした

所、所在不明であることが判明し、所在を知る可能性のあ

る関係者に問い合わせ中なので、しばらく時間を頂きたい、

という返事が年末に届いた。また 1 月 25 日付けの文化財

係関根氏からのメールでは、②が含まれる「金谷町役場文

書」の中の「戸籍」の文書だけが行方不明の状態で、それ

以外の文書はあるけれども、②は「戸籍」の中に含まれる

ので、その所在を探しているところであるという旨の情報

も頂戴した。 

しかし、所在調査は難航していると見えて、何度か問い

合せのメールをこちらから送ったが、調査中という返事が

続いた。最終的には 2022 年 3 月 1 日付けの島田市博物館

課文化財係・塩本氏からのメールで、「発見することはで

きませんでした。市町合併以降、当該資料を使用した経過

は確認できなかったため、合併以前に旧金谷町教育委員会

において紛失したものと思われます。」と記された又平

剛・博物館課課長の名による文書が添付で届いた。残念な

結果に終わったことになる。 

以上の通り、①は確認できたが、②は行方不明で確認で

きずに終わったというのが今回の結果である。 

但し、そもそも前田氏が見たものが①②であったか否か

も不明である。仮に、文書名が似ている①が前田氏の見た

ものであったとしても、そこに記されている加藤保一のこ

とは前田氏の本の中では全く扱われていないので、前田氏

がこれを何に使ったのかが全く理解できない。すると、①

とは別の「貫属替願書」がどこかに存在して、それを前田

氏が見たということなのであろうか。しかしながら、旧金

谷町の文書で「貫属替」の文字が含まれる文書として確認

できるものは①②のみであり、②が行方不明である以上、

これ以上の再調査は今後も誰にも不可能ということにな

る。ただ、②が見つかったとしても、金谷町（番生寺村）

と縁があったとは思えない岡田清直・錠次郎の情報がそこ

から見つかる可能性は限りなく低いであろう。 

№146、№147、№148 は、所蔵場所が同じ沼津市明治史

料館であり、下調べの方法も同一であったので、まとめて

記すことにする。沼津市明治史料館は所蔵している文書を

整理し、『沼津市明治史料館史料目録』(以下『目録』と略

し、号数を付して区別する）の形で公表している。筆者は、

最新号の『目録 43』（2011 年 3 月 31 日発行）までの全て

を浜松市立中央図書館（1～42号）および国立歴史民俗博

物館（43 号、静岡理工科大学図書館を通じて相互貸借で

利用）の蔵書で調べ、前田氏が記す文書があるかどうかを

確認した。 

その結果、№146『家禄奉還願書』（第一大区第八小区、

明治七年、沼津市明治史料館）については、前田氏が記す

情報と完全に一致するものは見出せなかったものの、同じ

｢家禄奉還願書」の名を持つ明治 7 年の文書が 3 点存在す

ることが分かった。1つ目は『目録 4』16頁掲載の「家禄

奉還願書 明治 7-8（1874-75）八小区扱所」【以下、本項

目の中で①とする】で、これは「八小区」の文字まで含ま

れていて前田氏が記すものと最も近い。また、『目録 18』

には 103 頁に「家禄奉還願書 明治 7･3･10（1874）中島

静㊞ 静岡県権令大迫貞清殿」【同、以下②】が、更に『目

録 40』110頁には「家禄奉還願書 明治 7･3･5（1874）大

川通久㊞ 静岡県令大迫貞清殿」【同、以下③】が掲載さ

れていた。この 3点以外には明治 7年の「家禄奉還願書」

は『目録』の中に存在しなかった。前田氏が史料を記録す

る際に、沼津市明治史料館による登録名を用いなかったが

ために、『目録』記載の文書名と合致しない結果になって

いるものと推測される。恐らくは、最も情報が一致する①

が、前田氏が見たものではないかと思われるが、それに加

えて②、③も調べれば遺漏はないと考え、3つとも見るこ

とにした。 

次に、№147『西熊堂諸届諸願書類』（履歴明細書、同【「沼

津市明治史料館」と同じ】）については、前田氏が記す「西

熊堂諸届諸願書類」と「履歴明細書」の 2つの言葉を同時

に含む文書は『目録』には存在しなかった。その代わり、

前田氏が記す文書名中の西熊堂、諸届、諸願、履歴明細の

単語のいずれかを含む文書が、『目録 5』の中だけに 4 点

存在することが分かった。それを列記すると、19 頁掲載

の「6 諸願、諸届類（綴） 明治 10.1～6（1877） 六

小区扱所」【同、以下④】、43 頁掲載の「7 （人別送り、

送籍証等関係文書） 明治 5.2～明治 15.9（西熊堂村）戸
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長役場」【同、以下⑤】、同頁掲載の「10 諸願・諸届戸籍

書類 明治 9-14（1876-81）（各種届人）戸長役場」【同、

以下⑥】、同頁掲載の「11 履歴明細書 明治 10.2（1877）

小野恒闇」【同、以下⑦】、となる。 

いずれも「西熊堂区有文書」の中にあるものとして『目

録 5』で整理されている文書である。西熊堂（にしくまん

どう）は、現在の沼津市明治史料館がある一帯に存在して

いた西熊堂村の地名であり、同史料館は江原素六の住宅跡

地に建てられている（同館の女性職員・鈴木氏より伺った

話）から、西熊堂関連の文書や江原関連の文書が同館には

多く収蔵されている訳である。その「西熊堂」の「諸届諸

願書類」にある｢履歴明細書」を前田氏は見たということ

であるが、それに該当する可能性があるのは上の 4点であ

るから、これらを全て見れば、前田氏の調査と同等の仕事

をしたことになる。 

最後に、№148の『第一大区八小区居住士族家族書』（明

治 7年、同【「沼津市明治史料館」と同じ】）についてであ

るが、前田氏が記す「第一大区八小区居住士族家族書」と

極めて近い名の文書が『目録 4』4 頁に 2 件掲載されてい

た。それは「（第一大区八小区内居住士族家族書）明治 8」

のことであり、これと同じ名称、同じ年で、2つの別の文

書が連続して『目録 4』に記載されている【初めに記載さ

れているものを⑧とし、その次に記載されているものを⑨

とする】。文書名中の「小区」の後に「内」の 1 字が記さ

れているものが、同史料館所蔵の文書名として正しいもの

で、前田氏はこの「内」の文字を記し忘れている。また、

前田氏は明治 7 年と記しているが、『目録 4』ではいずれ

も明治 8年になっており、年代も誤記していることになる。

この他には、似た名の史料は『目録』にはなかったので、

この 2件を調べればよいことになる。 

以上①～⑨までの 9 点が、『目録』から探し出せた関連

史料である。これら全てを閲覧するために沼津市明治史料

館にメールと郵便で照会したところ、すぐに閲覧の許可を

頂けた。筆者が訪れた時（2020 年 11 月 14 日）には、上

記の同館・鈴木氏が予め 9つの文書を用意して下さってお

り、それらをまとめて入れた大きなダンボール箱を事務室

から閲覧机まで運んで下さった。それらの文書は、１つず

つが大きな封筒のような紙袋に入れられて保管されてい

た。外袋には予め印刷された枠があり、そこに必要事項が

手書きで記入されていた。『目録』に記されている情報は、

この外袋に記載された内容と合致することが分かった。中

身はすべて当時の実物であり、複写物は 1 つもなかった。

いずれも罫紙または和紙に、墨書された文書である。 

まず、№146 に関連した①～③の調査結果を記す。 

①は、文書の綴り 1冊の史料で、表紙の厚紙の中央に「家

禄奉還願書」とあり、その右には「但公債証書御売上願」

(ここのみ朱書き･･･小栗注）と、左には「八小区扱所」と

書かれていた。目録に記された情報の通りである。「八小

区」の部分には、前田氏が記す「第一大区」の文字はセッ

トで記されてはいない。しかし№148 の文書名にある通り、

沼津市明治史料館の史料における「八小区」は「第一大区

八小区」のことなので、前田氏が他の文書から判断して「第

一大区」を加えたのであろう。そうであったとしても、意

味としては間違ってはいない。この文書は、罫紙に書かれ

た願書類を綴じたもので、全てに目を通したが、そこに岡

田清直・錠次郎の情報はなかった。 

②は、罫紙 2枚の文書を紙紐で綴じた薄いもので、中島

静の家禄奉還願書 1通のみの史料である。外袋の「文書名」

の欄には「中島静関係文書」とあり、「表題」の欄には「家

禄奉還願書」と書かれていた。中島静の文書であるから当

然ではあるが、岡田清直・錠次郎の情報は何もなかった。 

③は、大川通久の家禄奉還願書であるが、この願書は、

｢8 明治初期ヨリ大正期マデ大川家戸籍届他願書」（109

頁）の一部を構成する文書である。『目録 40』においても、

｢8」の番号に附属する「-10」の番号が付されており、「8-10」

が大川の願書を示す記号となる。そのため、同館から閲覧

用に用意された文書も「明治初期ヨリ大正期マデ大川家戸

籍届他願書」の綴り 1冊分となっていた。但し、この綴り

は、綴り用の紐が切れたままになっており、全ての文書に

は紐が通っていた穴の跡が残っているものの、殆どがバラ

バラのまま挟んであるだけの状態で、形だけ綴じられた史

料のようになっていた。その状態の、比較的上の方に、罫

紙の 1行目に「家禄奉還願書」と書かれた 1枚物の文書が

あった。「大川通久」の署名捺印と、「明治七年三月五日」

の日付、「静岡県権令大迫貞清殿」の文字が記されている

ので、③の文書はこれで間違いない。ここにもまた、岡田

清直・錠次郎の情報は何もなかった。 

次に№147 に関連した④～⑦の調査結果を記す。 

④は原物の厚紙表紙には「諸願」と「諸届」の文字が分

かち書きのように記され、その下に「類」の一字が置かれ

ていた。外袋の「表題」欄にも同様に、横書きではあるが

｢諸願」と「諸届」の文字は分かち書きで記されていた。

『目録』では「諸願・諸届類」と記されていて、原物と表

記の仕方が若干異なっているが、『目録』は全ての史料を

1 行で記す書き方を採用しているために、そのようになっ

ている。この種の異同は仕方がないことなので問題視する

には及ばない。④は、原物の表紙にも外袋にも『目録』に

も、明治 10 年の文書であると記されているが、中を見る

と明治 8～12 年のものが混在していた。『目録』の年代表

記は、原物表紙の記載に従ったまでであると言えるけれど

も、内容的には正確な情報ではない。この綴りの中には、

明治 10年 7月 19日付け平民の渡邊治平による「開墾願」

の届けがあり、渡邊の名の左に「副戸長」の「岡田善六」

の名が副署され朱印もある。この 1件だけに「岡田」姓の

記載が認められたが、岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

⑤は、外袋の「表題」欄に「（人別送り～送籍證）関係

文書／明治 5年～15年迄」（「／」は改行を意味し、小栗

が付したもの）と記され、また「形態」欄には「一括／35
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件」とある。中を見ると、バラバラの文書がまさに一括に

して袋に入れられており、1枚物の文書や、数枚が綴じら

れただけの文書など雑多なものの集まりであった。ここに

も岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

⑥は、今回見た文書の中では、最も分厚い綴り史料で、

その厚さは 5cm 程もあった。また、『目録』では「諸願・

諸届戸籍書類」と記されていたが、原物の厚紙表紙にも外

袋「表題」欄にも、「諸願」「諸届」の文字は分かち書きで

記され、その下に「戸籍書類」と書かれていた。また、原

物の厚紙表紙及び外袋「宛先」欄には「戸長役場」とある

が、どこの戸長役場であるとは明記されていない。だが、

中身を見ると「西熊堂村」の戸長に宛てた文書が多いので、

西熊堂村の役場か、同村を含む複数村を管轄する役場のこ

とと考えてよいであろう。ここにも岡田清直・錠次郎の情

報は何もなかった。 

⑦は、外袋の「文書名」欄に「西熊 区有」と記されて

いたが、これは西熊堂村の区有文書であることを意味する。

中身は、小野恒闇の履歴明細が罫紙 1枚に記された文書の

みが入っているだけであった。ここには当然のことながら

岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

最後に№148 に関連した⑧～⑨の調査結果を記す。 

⑧は、外袋の「文書名」欄に「東椎路」の文字があり、

その意味が分からなかったので、明治史料館の鈴木氏に尋

ねたところ、この近くにある地名「ヒガシシイジ」のこと

であり、その地区に残る文書のことであるから、そのよう

に記されているという説明を受けた。中に入っていた史料

は、罫紙や和紙に記された家族構成記録を１つに綴じたも

のであった。但し表紙に相当するものは何もなく、ただ文

書が綴じられただけの史料であった。従って、『目録』や

外袋「表題」欄に（ ）付きで記されている「第一大区八

小区内居住士族家族書」の文字は、原物にはないタイトル

であり、内容から考えて史料館が付したものなのであろう。

( ）付きである意味も、そこにあるのであろう。また、

一番上に綴じられていた「河内宅貞」の文書には「明治十

年一月」の記載があるので、『目録』や外袋「年月日」欄

に記された「明治 8年」の文字は正確ではないことが分か

る。雑多な年の文書が混在していることになる。この中に

も岡田清直・錠次郎の情報は何もなかった。 

⑨も、上の⑧と同様の形式と内容の文書綴りであり、文

書の中には「東椎路村」や「西椎路村」の文字が散見され

た。ここにも岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

№149の『華士族禄高牒』（明治 6年、東京都公文書舘）

は、東京都公文書館の情報検索システムによる検索から、

前田氏が記す史料名（時期も含む）で同館に所蔵されてい

る文書があることは承知していた。しかし同館が移転のた

めにしばらく閲覧ができなかったことに加え、移転後に再

開（2020 年 4 月 1 日に移転オープン）した頃にコロナ禍

のために直ぐに休館となってしまった。同時に、筆者が属

する大学でもコロナ対策の一環として教職員の出張に規

制がかかり、東京への出張が出来なくなったため、長く閲

覧の機会を逸したままとなっていた。ようやく筆者が現地

を訪れて調査できたのは 2021年 12月 8日であった。デジ

タル化されたものもあると職員の方から言われたが、筆者

はあえて原本を出してもらい、それで確認した。 

この史料は、同館の登録情報では簿冊名として「華士族

禄高牒・全・第 3套・第 15編〈戸籍課〉」と記されている

が、原本の表紙厚紙には「第三套第拾五編／華士族禄高牒

／全」（「／」は小栗が付したもので改行を意味する）と

だけ墨書されていた。中身は、各府県の専用の罫紙に個人

ごとの家禄石高と氏名が手書きで記されたものが糸で袋

綴じにされたもので、10 ㎝程の厚さがある。冒頭に置か

れた目次を見ると、京都府から始まり開拓使までの各府県

単位の構成になっているが、実際には開拓使のあとに「雑

留部」が数十枚加えられている。この中に浜松県、静岡県

に関する文書も含まれており、特にこの 2県は他府県より

も文書の枚数が多かった。筆者はこの 2県だけでなく、初

めから最後まで全てを見たが、岡田清直・錠次郎の情報は

何もなかった。 

№150の『送籍状家禄書相添申渡』（同【「明治 6年」と

同じ】、同【「東京都公文書舘」と同じ】）は、前田氏が記

す史料名の史料は東京都公文書館では所蔵が確認できな

かった。同館の情報検索システムで検索しても、上の史料

名では該当するものがなく、前田氏が記す史料名のうち

｢送籍状」の文字だけで検索すると 89件がヒットする（以

下いずれについても最終確認日は 2021 年 12 月 9 日）。こ

の 24 件の概要情報を全て見たが、前田氏が記すような文

書は 1つも見当たらないし、時期も明治 6年以外が多数含

まれている。そこで 24 件のうち明治 6 年のものだけに絞

ると 8 件になるが、静岡･浜松に関係がありそうなものは

公開件名が「静岡県貫属士族石井朔太郎の義東京府貫属石

井宗朝方へ入籍に付送籍状差進取計」となっているものの

みである。これは前田氏が記す史料名ではないし、岡田の

ものでもない。また検索キーワードを変えて「送籍」「家

禄」の２つで検索すると 24 件がヒットするが、その全て

の概要情報を見ても、静岡・浜松に関係する文書は 1つも

ない。以上の所蔵文書の検索結果だけで、前田氏が記すよ

うな文書は見当たらないことが分かったので、その段階で

調査を断念することにした。 

前田氏が記す「送籍状家禄書相添申渡」の文字は、文書

冒頭の書き出し部分であると思われ、おそらくそれは単独

の文書ではなく、何かの冊子体の中に含まれる１文書を指

すのかもしれない。その場合、収録されている史料そのも

のの名称を正しく記録しておいてもらわなければ、後の者

には再調査のしようがない。前田氏の記録が十分でないた

めに、このようなことが生じていることになる。仮に同じ

所蔵場所にある 1つ前の№149 の史料の中に、この文書が
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綴り込まれていて、それを前田氏が並べて記録したのであ

れば、そこには岡田清直・錠次郎の名がないことは確認済

なので、筆者の調査目的は達成されている。前田氏は「同」

の文字を使って並べて書いているので、その可能性もあり

得る。しかし、そうであるか否かは確認の方法がない。 

（11）小川恭一編著『寛政譜以降 旗本家百科事典・第 1巻』（1997年

11月 7日、東洋書林）巻頭の「参考史料一覧」（xvi頁）には、「『遠

州国相良勤番組士族名簿』1 冊 写架蔵(平成 3 年)  略称〔相〕」と

1行で記されており、その前の「史料の解説」の所では「〔相〕は〔幕

人〕(｢明細短冊」）の同種」（xiv頁）とある。筆者は全 6巻から成る

同事典の全てを静岡県立中央図書館で確認したが、相良勤番組に関

する記述は第 1巻のそれが一番詳しく、上記した情報が全てである。

なお、小川氏が記す「幕人」とは本研究でも度々登場する、『江戸幕

臣人名事典』（本研究で記した№25 の箇所を参照のこと）のことで、

これは江戸城多聞櫓に残された幕臣の明細短冊（国立公文書館所蔵）

を主な典拠史料として編纂されたものである。筆者も公文書館蔵の

明細短冊の原物を見たことがあるが、牧之原市史料館の「相良勤番

職員録」は原史料もコピー版も、短冊１つの大きさは違うものの形

式は似ていることを確認している。小川氏は相良勤番組の名簿と多

聞櫓の明細は「同種」と表現しているから、小川氏が用いた『遠州

国相良勤番組士族名簿』は、牧之原市史料館所蔵のそれと断定して

よいであろう。ところが、小川氏は「写架蔵（平成 3年）」と書いて

いる。｢写架蔵」の文字が何を意味するのかについては説明がないの

で想像するしかないが、原史料の写しを棚に配架した状態で所蔵し

ている、としか筆者には理解できない。配架できる状態ということ

は、写しのコピーはバラバラではなく、冊子のようにまとめられて

いることが想像される。しかしながら、それを誰が所蔵しているの

かによって、次の 2 通りの解釈が可能となる。①第１は、相良町史

料館(現・牧之原市史料館）がコピー版を冊子体に整備して所蔵した

のが平成 3 年で、そのコピー版を同館が所蔵していることを「写架

蔵」と小川氏が表現し、そこへ行って小川氏らが調査をした、とい

う解釈である。いま 1つは、②小川氏あるいは別人または別団体が、

その史料の写を手に入れて配架できる冊子体の形に、平成 3 年に整

理して、小川氏あるいは別人または別団体がそれを所蔵している、

という解釈である。しかし、どちらが正しいのかは判然としない。

判然としないすべての理由は、｢写架蔵」史料が、誰が写したもので、

どこにあるものなのかが明示されていないことによる。小川氏によ

るこの本も、前田氏の本と同様に、後に第 3 者が再検証を行う際に

困難を与えるような不親切な記録の仕方をしていると言える。

（2022年 3 月 23日提出。閲読者の指摘を受け微修正した最終稿

を 5月 16日に再提出。来年度発行の本誌に掲載予定の（その 7）

に続く） 
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2022 年 5 月 26 日受理 
＊ 情報学部 コンピュータシステム学科
＊＊ 株式会社 TOKAI コミュニケーションズ 

静岡理工科大学情報基盤の方向性 

Direction of Information Infrastructure at SIST 

水野 信也＊，鈴木 祐介＊＊

Shinya MIZUNO and Yusuke SUZUKI 

Abstract 
This study reviews the development of the school's information infrastructure over the seven years from 2015 to 
2021 and examines the current issues. Furthermore, information technology is advancing rapidly, and it will be 
necessary to consider an information infrastructure that incorporates new technologies. As the importance of 
information infrastructure in education and research grows, this study examines what kind of information 
infrastructure will be needed in the future. It presents a three-year plan starting in 2022, categorizing information 
infrastructure, authentication infrastructure, education infrastructure, academic DX infrastructure, and 
communication infrastructure. There is an urgent need to ensure that the basic information infrastructure is in 
place, to support online classes and the IoT environment, to advance integrated authentication to enable data 
collaboration, and to build a system to systematically operate the academic DX infrastructure. The nature of 
universities will change in the future, and it will be necessary to respond to both sides of the issue by providing 
advanced educational programs using cyberspace and individually optimized educational programs, while 
placing more emphasis than ever on community-based education, human resource development, and an 
educational environment that is close to each individual student. We hope that this research will provide a 
guideline for the development of the next information infrastructure, including technical elements. 

１．はじめに 

 教育現場では，GIGA スクール構想 1)行われており，小学

校・中学校での ICT 環境の整備が進んでいる．今後 ICT を

利用した世代が高等教育機関に進んでくることから，大学

においても教育における ICT 環境の整備は必須となり，大

学における情報基盤の重要性はますます増すと考えられ

る．また情報技術の進化により，AI・データサイエンスに

関係した研究や教育へのニーズ 2)，AR・VR・MR・メタバー

スを利用した取り組み 3)，オンライン授業の広がり 4)など，

新しい技術・環境への対応が大学に求められている．静岡

理工科大学では，2015 年から情報基盤整備に着手して，大

学内のサーバ・ネットワーク環境を整備してきた．静岡理

工科大学は学生数が 2000 人以下の中小規模の大学である

が，学校法人内の専門学校，中学・高校をあわせると学生

数 8000 人規模の学園となる．情報基盤整備においては，

大学を中心に考えつつも，大学だけで完結するのではなく，

学園全体での導入効果を得られる方針で実施してきた． 

 本研究は，2015 年から 2021 年の 7年間にかけて実施し

てきた静岡理工科大学学校法人全体での情報基盤整備を

振り返り，現状での課題を検討したものである．2021 年度

までで，学園全体における情報基盤の基本形は完成したが，

いくつかの課題も残っている．さらに情報技術の進歩は著

しく，新しい技術を取り込んだ情報基盤の検討が必要にな

る．教育・研究における情報基盤の重要性が高まる中，今

後どのような情報基盤が必要になるかを本研究であげて

いる．情報基盤，認証基盤，教育基盤，学術 DX 基盤，コ

ミュニケーション基盤と分類して 2022 年から 3 年間の計

画を示している．基本的な情報基盤を確実に整え，オンラ

イン授業や IoT 環境に対応し，統合認証を進めてデータ連

携が可能となる．そして学術 DX 基盤を組織的に運用する

体制構築が急務である．今後の大学の在り方も変化し，今

まで以上に地域密着，人間力向上，学生一人ひとりに寄り

添った教育環境が重視されると同時に，サイバー空間を利

用した先進的な教育プログラムの提供，個別最適化された

教育プログラムの提供など両面での対応が必要になる．本

研究において，技術的要素を含め次の情報基盤整備の指針

になることを期待する． 

２．2015 年から 2021 年までの情報基盤整備 

 2015 年から 2021 年の 7 年間は大きく分類すると次の 3

期間に分けられる．(1) 2015 年〜2017 年：調査・導入期，

(2) 2018 年〜2019 年：導入拡大期，(3) 2020 年〜2021

年：コロナ対応期．ここでは期間に分けて説明していく． 

2.1 2015 年〜2017 年：調査・導入期 
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 2015 年にまず実施したのは，教職員向けのアンケート

であった．表 1 は実施したアンケートの概要である．また

図 1 はアンケートでの Q6で無線 LAN環境について聞いた

ものである．やはり無線 LANへの要望は多く，無線 LAN環

境を増やすだけでなく，統合認証が求められていた．また

無線 LANの利用拡大と利用しやすさが求められていた．ア

ンケート結果から，本学の情報基盤は学術的にも技術的に

も脆弱であるという評価と言えた．今後，アンケートの要

望に応えつつ，将来性のある情報基盤構築が急務であると

認識した． 

 

表 1 情報機器環境に関するアンケート実施内容(2015

実施)(上：教職員，下：学生) 

実施期間 平成27年4月29日〜5月20日 

対象 全学教職員（事務職員を除く） 

教員68名，技術職員8名，計76名 

回答数 52名（回答率：68.4%） 

質問項目 10項目 

 

実施期間 平成27年7月9日〜8月4日 

対象 全学生（1391名） 

回答数 252名（回答率：18.12％） 

質問項目 10項目 

 

 
図 1  教職員 Q６：全体調査(無線 LAN環境具体例) 

 

 このアンケート結果を受けて，図 2 および表 2 を提案し

た．これらの提案は，2018 年度の大学情報基盤整備と 2022

年度以降の提案の土台となっている． 

 

2.2 2018 年〜2019年：導入拡大期 

 2018 年度には，認証を明確化し，教職員と学生のネット

ワークを物理的に分離することを目的として「静岡理工科

大学情報基盤基本軸の完成」として情報基盤整備を実行し

た．この計画で実施する内容は以下であった． 

 
図 2 情報基盤構想の概要 (2015提案) 
 

表 2 情報基盤整備における 5 か年計画(2015提案) 

 

 

• ICT 環境の進歩と共存できる情報基盤の提供 

• 法人ネットワーク全体の情報基盤に連結 

• 閉域網を利用したセキュアネットワークとセキ

ュリティポリシーの適用と BCP対策 

• 学内ネットワークの可用性とセキュリティの同

時向上  

• ネットワーク可視化の実現，管理者に負担の少な

い情報基盤運用 

• プライベートアドレス化の実現 

またこの計画を実施することで得られる効果は次のもの

があった． 

・盤石かつ特徴的な教育・研究環境 

• 法人全ての利用者に影響 

• 先進的な ICT 環境，見本となる ICT 環境 

・閉域網で繋がる法人内の協働教育 

• 教育コンテンツの幅広い共有 

• 場所を選ばない「中高専大」横断教育 

・整合性の取れたビッグデータ 

• IR の機能推進と教育利用 

• IR から生まれる「教育と AI の連携」 

・情報基盤とデータサイエンスが連携し，教育 PDCA が活

7

26

23

21

20

15

14 3

現状のままで良い

無線LANを学内全体に
設置する

無線LANの利⽤領域を
増やす

タブレットを利⽤し
たい
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発化 

・「情報戦略推進：IR の全面適用」 

• IR による進化する教育システム 

• 注目される教育機関に 

そして，学園内でデータ利活用が進むように，情報戦略推

進本部を図 3 のように提案した． 

 

 
図 3 情報戦略推進本部でのデータ利活用(2017 年提案) 
 

この情報基盤整備を経て，学内向けにアンケートを実施し

た．表 3 はそのアンケートの概要である． 

 

表 3 2018 年度情報基盤整備に対するアンケート 
実施期間 2019年1月8 〜 2019年1月25日 

対象 教員，技術職員（事務職員は除く） 

回答数 59件 

質問項目 6項目 

 

総合評価としては，満足度：71%，どちらとも言えない：

24%，不満足度 : 5%となり高い満足度を得られた．図 4は

アンケート項目間の相関係数行列である．総合評価には，

ネットワーク速度(0.63)，無線 LAN環境(0.67)の相関が高

くなっている． 

 
図 4 アンケート項目間の相関係数 

2.3 2020 年〜2021 年：コロナ対応期 

 2020 年に入り，新型コロナウイルスの感染拡大が進み，

教育機関も大きな環境の変化を強いられることとなった．

特に対面授業が実施できず，オンライン授業の環境整備が

急務となった．図 5 は Office3655)を利用したオンデマン

ド形式の遠隔授業方式である．情報教育研究センターでは，

この仕組みを学内に周知して，各授業を実施できる環境を

整えた． 

 

 
図 5  Office365 を利用したオンデマンド環境 

 

オンデマンド型での著作権に関しては，複製部数や公衆

送信の受信者数の数として，「授業を担当する教員等及び

該当授業の履修者の数を超えないこと」と定められている．

よってセンターでは，オンデマンドでの講義内で著作物の

利用がある場合，閲覧者を制限するために，該当講義の

Office365 グループの作成を行った．閲覧制限として

Office365 グループのみ可能に設定することにより，授業

履修外の学生・担当外教職員が閲覧できないようにしてい

る．グループの作成は power shell を用いて行っており，学

務課と連携しながら履修者情報の共有と履修取り消し後

の更新を行っている． 
新型コロナウイルスの対策として，情報基盤データを

用いた密集度の検出を行った．物理的な密集防止対策に加

え，Wi-Fi ログでの密集度把握を自動的に行う「密集度検

出システム」を開発し， 2020 年 6 月から運用している 6)．

概要を図 6 に示す． 
 

 
図 6 密集度検出システムの概要 

 
本学では，Cisco Meraki のネットワークスイッチとアク

セスポイントを導入して，統合認証基盤を介した利用者認
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証を行っている．密集度はリアルタイムに必要になる場合

が多く，今回は Cisco Meraki ダッシュボード API7) を介し

て動的にログを取得し，集計結果をシステムで掲示してい

る． 
密集度検出システムの機能は次のようになっている． 

• 教室別に現在の密集度を表示(15 分更新) 
• 教室別の密集度の時系列変化を表示 
• 密集度が基準値より高い場所を担当者にメールで通知 
また実際のシステム表示画面の一部を図 7 に示す． 
 

 

 
図 7 密集度検出システムのダッシュボード 
 

2.4 2021 年度までの情報基盤整備についての課題 

 2021 年度までの情報基盤整備で学園全体での情報基盤

の基本形は作り上げられたと考えている．しかし，以下の

点で課題が残っている． 

(1) 認証システムの統合が不十分 

システムにおいては，認証の統合ができていないものもあ

り，次のシステム更新の時には，十分に認証連携を検討す

る必要がある．認証連携ができていないシステムでは，利

用者に負担がかかると同時に，データ利活用時にデータ連

携が直接できないことが懸念される．法人基幹システムな

ど主なシステムから統合を図る必要がある． 

(2) 入退出システムの導入と教職員 ICカードの統一 

本学園として入退出システムが規格化されていない．また

教職員 ICカードなど認証要素も統一がされていない． 

(3) 情報技術の進歩に対する人材確保 

情報の技術の進歩は著しいものがあり，大学としても技術

進歩においていかれるわけにはいかない．しかしながら，

このようなスキルを持った人材を継続的に育成する環境

がそろっていない．大学の情報基盤の指針は国立情報学研

究所に沿った形で良いが，その技術を本学園にどのような

形で適用するかといった包括的な視点で捉えることがで

きる人材育成が必要である． 

(4) GIGA スクール世代への ICT 環境対応 

現在の小中学校の児童・生徒は，GIGA スクールが導入さ

れ，ICT 環境に慣れた世代となる．入学先の学校の情報基

盤や ICT 環境が貧弱だと，教育に影響が発生する可能性も

あり，選ばれる教育機関としてあり続けるためには，標準

的な情報基盤基準を常に注視し，より良い情報基盤環境の

提供が必須である． 

(5) データ利活用が不十分 

本学園では学校毎においてもデータ利活用が不十分と考

えられる．その原因として，データを包括的に利用する仕

組みがなく，データを活用する場面でもデータの入手が困

難であったり，システム的に利用できないなど理由がある．

これらの課題を解決すべく，学園でのデータ集約を可能と

する組織を作り，データ分析から実行までの PDCA を組織

として実施する仕組みが必要である． 

 

3． 今後の静岡理工科大学情報基盤の方向性 

2021 年度までの情報基盤整備については，大学で検証

及び導入したものを学園全体に広げ，効果的な環境を作り

上げることができたと考えている．しかしながら，情報技

術の進歩と小中学校での GIGA スクール実施を考えると，

大学の ICT 環境をさらに強固にしていく必要がある．検討

が必要な項目を挙げると次のようなものが考えられる． 

(1) 強固な情報インフラ(SINET6，5G，スパコン) [情報

基盤]  

(2) 安全と利便性を保つ認証基盤(多要素認証，SAML，

学認，ゼロトラスト， ブロックチェーン) [情報基盤]  

(3) データ取得のための IoT 環境 (アクティビティ取

得，ウエアラブル，環境センサー) [教育基盤]  

(4) 豊富な教育コンテンツ(ベンダープログラム，学園

内共有資料，オンライン授業アーカイブ) [教育基盤]  

(5) 学術 DXプラットフォーム(大学 IR，学認 RDM，MDX，

AI個別チュータ) [学術 DX 基盤]  

(6) コミュニケーション基盤 (Teams，Webex，日常的な

コミュニケーション，スマートスピーカー) [データ利活

用]  

(7) 新しい技術の導入(VR，MR，メタバース)   

前章であげた課題をこれらの要素を導入することで解決

できるように計画に練り込んでいく．  

 

3.1 強固な情報インフラ(SINET6，5G，スパコン) 

 2022 年 4 月から SINET68)が開始され，大学間が約

400Gbpsで結ばれることになる．オンライン授業や大容量

データの送受信には，強固なネットワーク基盤が必要であ

る．また SINET接続拠点として浜松ノードが追加され，本

学からも近い距離での接続が可能となった．本学でも
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2022 年度以降できるだけ早い時期での接続を予定してい

る．図 8 は本学から SINET6への接続計画である．学生回

線は浜松ノードへの接続，教職員回線はデータセンターを

経由して静岡ノードから SINET への接続を予定している． 

 

 
図 8 本学から SINET6 への接続計画 

 

またデータ量は増大を続け，スーパーコンピュータ 9)の

ような大規模演算装置がなければ不可能な処理も多い．

SINET に接続することで，スパコン環境のセットアップや

データのアップロードの負担を減らし，大規模演算を行う

ことが可能である． 

 

3.2 安全と利便性を保つ認証基盤 

 2018 年に構築した統合認証システム 10)を活用して，

様々なシステムとの認証連携が可能となっている．今後は

システムの認証連携を進め，認証での管理を円滑にしてい

く必要がある．リモートワーク環境では外部システムに学

外からもログインする必要がある．これには SAML 認証の

活用を広め，統合認証基盤の活用を広げていく．一方，認

証を統合することでセキュリティの懸念もあることから，

多要素認証の普及や包括的なセキュリティ環境が必要と

なる．また本学では入退出がシステム化されていない．施

設管理上でも重要なことであり，早期の導入が必要である． 

 

3.3 データ取得のための IoT 環境 

新型コロナウイルスの影響もあり，大学内においても

人が密集していないか，換気がされているかなど管理責任

がある．これらの自動化は技術的に可能であり，計画的に

センサーを学内に配置していく必要がある．また学生の日

常的なアクティビティの教育的利用も検討が必要である．

ポータルサイトへの書き込み状況やウエアラブル端末等

からデータを取得して教育活動に活かす取り組みも可能

である．これには学生の同意やデータの匿名化，学生自身

へのデータの見える化など検討すべきこともあるが，学生

と大学両者がメリットのある形で行うことができれば，可

能であると考えている．図 9は IoT 環境と教育環境がデー

タ連携する中で，人材育成や個別プログラムの提供を行う

までのフローを示したものである．個々の情報端末を連携

することによって，新たなコンテンツを引き出すことが可

能となる． 

 

 
図  9  Cisco での総合的な教育基盤から人材育成へ

(2022/2 Cisco Devnet提出資料より) 
 

3.4 豊富な教育コンテンツ 

オンライン授業が実施され，各授業の資料等も残る形

となってきた．しかし継続して利用できるようにするため

には，良い形で授業がアーカイブされなければならない．

図 10 は自動授業アーカイブシステムであり，教員は授業

を通常通り行うと，カメラや音声が自動的に処理され，適

切な形で学生に提供することができる．ベンダープログラ

ムを積極的に受け入れることで，基礎的な知識の習得に繋

がり，教員個別が持つ特徴ある教育コンテンツをより良い

形で提供ができるようになると考えている．またデータサ

イエンス教育の広がりに対して，大学で 2022 年度から実

施する内容を学園内で共有することも検討の価値がある．

データサイエンス分野では，全国の大学が実施し始めてい

ることから，いかに地域密着して「静岡のデータサイエン

ス」を広めるかが重要な点である． 

 

 
図 10 自動授業アーカイブ化システムの概要 

 

 
図 11 データサイエンスを軸とした県内外企業・大学と

の連携の取り組み 

 

静岡理工科大学紀要 115



 

3.5 学術 DXプラットフォーム 

先述した図 3情報戦略推進本部でのデータ利活用(2017

年提案)が基本的な形となる．これは現段階での計画では，

教育推進室が適切であろう．SINET加入のためにも各学校

に配置が必要となることから，2022 年度に実施すること

は可能であると考えられる．この教育推進室を中心に各学

校のデータを集約し，データ分析を進め，教育現場へフィ

ードバックする仕組みが出来上がることを期待する．これ

により，将来的には個別 AI チュータの提供など，学生個

人に則した個別最適教育プログラムの提供も可能となる． 

 

 
図 12 学術 DX 基盤を活用した個別学習 AI チュータ及

び個別最適化を目指す AI での教育リコメンド 
 

4. 今後の計画について 

大学における学術DXプラットフォームを行うためには，

2022 年に接続予定の SINET をトリガーとすると良いと考

えている．SINET に接続するためには，研究機関でなけれ

ばならず，そのために専門学校や中学・高校に「教育推進

室」など教育・研究に関わる組織を配置する必要がある．

「教育推進室」が設置できれば，学園でのデータ利活用が

できる組織が設置され，データ利活用が正式に行えること

になる．表 4は今後の情報基盤整備計画の案である．SINET

などの安定したネットワーク環境と認証基盤をベースに

構築した情報基盤を基軸にして，教育に関わる IoT 環境，

オンライン授業環境，新たな技術である VR・MR を利用し

た授業環境，そしてコンテンツ利活用を行う教育基盤を連

携する．また今後の主軸でなる学術 DX 基盤を早期に稼働

できるようにすることで，情報基盤，教育基盤で得られた

活動に対して，データ連携を行い，フィードバック可能な

PDCA サイクルを行うことができる．これにコミュニケー

ション基盤を加えることで，全体の活性化を図る．この学

術 DX 基盤が，今後の学園戦略において，大きな効果を発

揮できると期待する． 

図 13はこれらの計画で構築できる情報基盤，認証基盤，

教育基盤，学術 DX 基盤，コミュニケーション基盤の連携

した概要図である．どの要素も不可欠であり，この計画を

包括的に進めていくことで，持続可能な情報基盤を運用す

ることができると考える．現在 2022 年 3 月時点ではわか

らない技術もあり，今後の技術革新によって改めて検討す

べき事柄も多いと考えるが，この計画をベースに進めてい

くことで学園として確実な情報基盤運用が可能と考える． 

 

表 4 今後の情報基盤整備計画案 
年度 情報基

盤 

認証基

盤 

教育基

盤 

学 術

DX 基

盤 

コミュ

基盤 

2022 SINET6

接続 

多要素

認証普

及，入

退出検

討 

教育環

境 調

査，コ

ンテン

ツ調査 

教育推

進室設

置 

コミュ

ツール

の調査 

2023 学認サ

ービス

活用 

認証連

携の普

及，入

退出導

入 

教育環

境管理

自 動

化，コ

ンテン

ツ共有 

データ

利活用

(学 校

別) 

コミュ

ツール

の活用

(学 校

別) 

2024 大学間

連携サ

ービス

の活用 

統合認

証の普

及，入

退出普

及 

 教 育

基盤の

学校連

携 

データ

利活用

(学 校

連携) 

コミュ

ツール

の活用

(学 校

連携) 

 

 

 
図 13 情報基盤，認証基盤，教育基盤，学術 DX 基盤，

コミュニケーション基盤の連携した概要図 
 
5. さいごに 
 本研究では，2021 年までの情報基盤整備の振り返りと

課題の確認を行い，2022 年から 3 年間での計画を提案し

た．SINET や認証連携などどの項目も重要であるが，項

目ごとに実現できた場合，次に到達できるのが学術 DX 基

盤の活用である．学術 DX 基盤の活用には，組織体制から

整備する必要があり，データ利活用は組織で対応すること

で，意思決定にまで関与することが可能となる．今後の大

学運営に学術 DX 基盤が寄与できるためには，これらの組

織体制と継続的な人材育成が必要となる．本研究で主に述

べた技術的な要素と，組織体制・人材育成など技術的でな

い要素の両面での計画遂行が求められている． 
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2022 年 4 月 27 日受理 
＊ 理工学部 建築学科 

建築設計教育の重層化 - 2021年度活動報告 

Multi-Layered Education for Architectural Design – Annual Report 2021 

佐藤健司*、脇坂圭一*、長尾亜子*、田井幹夫* 

Kenji SATO, Keiichi WAKISAKA, Ako NAGAO, Mikio TAI 

In the department of Architecture, design education for the first through the fourth-grade students constitutes a core 

component in the entire curriculum.  To reinforce the daily-based studio works, additional programs need to be 

provided. They include: 

(1) Vertical Review

(2) Graduation Thesis Design Review

(3) Educational Staff Meeting at the End of School Year

(4) Participation to the House Design Competition

(5) Field Trip to Architectural Masterpieces

Those activities create a multi-layer of teaching and give an integrity to the entire educational program for architectural 

designs. 

１．はじめに 

建築の設計教育では、住宅から始めて美術館、図書館、

小学校などの公共建築、都市的なスケールをもつ複合建築

まで、多様な敷地設定・建設プログラムにもとづく設計課

題が課される。その集大成が卒業設計である。学生は自己

のアイデアを図面や模型という形に具現化し、それを皆の

前で発表し、批評を受ける。 

設計課題は、各学年の前期・後期に、2課題づつ与えら

れる。学生は、敷地周辺の調査や類似建物の事例調査、検

討図や検討模型の作成、設計コンセプトの深化、プレゼン

テーション用の図面や模型の作成を、概ね 7～8 週間の期

間で完成させる。その間、週一度、担当教員による 1対 1

の指導を受ける。これをエスキスと呼んでいる。 

エスキスでは、学生は自己の考えを教員に図や模型を使

って説明する。教員は、それを批評し、アドバイスを与え

る。学生は翌週のエスキスまでに、自己の設計を深化させ、

スケッチや図面、検討模型、などを準備する。このエスキ

スを数週間繰り返すことで、作品として設計が完成する。

同一敷地、同一プログラムであっても多様な解が存在し、

従って作品への批評軸もまた多様である。学生は、講評会

では複数の教員による多様な批評を受け止め、理解し、回

答しなければならない。 

この設計教育を補完する目的で建築学科の意匠・計画系

では以下のプログラムを建築学科設立以来、毎年、継続的

に企画し実行してきた。 

(1) バーティカル・レビュー

(2) 卒業設計講評会

(3) 設計系授業担当者会議

(4) 住宅課題賞参加

(5) 建築見学会

これらは、教育を重層化するためのプログラムである。

ここ数年はコロナ禍の影響で、中止せざるを得ない企画や

オンラインでの実施となった企画もある。しかし、設計教

育の重層化をめざして今後も継続して取り組んでゆきた

い。 

ここ数年の学生の設計課題への取り組みを概観すると、

必ずしも GPA が高い学生が設計で高評価を得ているわけ

ではないことがわかる。逆に、GPAの低い学生でも設計で

高い評価を得ている例もある。課題にたいする解は、技術

の集積であることを超え、造形的な思考や社会に対する提

案が含まれていなければならない。そのことが設計教育で

の評価が、かならずしも GPAに連動しない理由ではないか

と考えられる。通常の座学からは得ることができない知識

や技術、ものの見方を多面的に吸収することができるよう

な補完的な教育プログラムが設計教育には欠かせない。 

２-１．バーティカル・レビュー

バーティカル・レビューとは 1年次から 3年次までの設

計課題における優秀作品を 3 名の外部講師を招いて批評

を受ける講評会である。招聘される講師は社会で活躍する

建築家や大学教員である。 

対象となる作品は 1年前期(図学)・後期(建築設計基礎)

から計 2課題、2年前期(建築設計 A1)・後期(建築設計 A2)

計 4課題、3年前期(建築設計 B1)・後期(建築設計 B2)計 4
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課題、総計 10 課題である。それぞれ優秀作品 2 点のプレ

ゼンテーションが行われ、講評を受ける。例年、前期終了

後の夏季休業期間中に実施される。 

通常の設計授業では講評会は課題ごと、つまり学年別に、

課題担当者である常勤および非常勤の教員によって批評

を受ける。バーティカル・レビューでは、1年生から 3年

生までの作品を一堂に集め、外部の講師による異なる視点

でそれぞれの作品が評価を受ける。コロナ禍の影響もあり、

密を避けるため、参加学生は発表時を除き、別室（デザイ

ンスタジオ）のスクリーンを通じて聴講する。

2021 年度は 8 月 5 日（木）に外部講師として赤松佳珠

子氏、針谷將史氏、勝亦優祐氏の 3名を招いて講評会を行

った。 

赤松氏はシーラカンス・アソシエーツを主宰し、法政大学

教授を務めている。針谷氏は針谷將史建築設計事務所を主

宰し、横浜国立大学で非常勤講師を務めている。2022 年

度から本学の建築設計 B2 の授業に非常勤講師として参加

する。勝亦氏は勝亦丸山建築計画を共同主宰し、富士市を

拠点として活躍している。 

プレゼンテーションおよび審査の結果、6名の学生の作

品が高評価を得て、受賞した。 

赤松賞 1915049平間聖規、2015057 森下空々 

針谷賞 1815042田中葵、2015049 藤田亮太郎 

勝亦賞 1815058望月駿太、1915014 大平成耶 

Fig.1 300 教室での審査風景 

２-２．卒業設計講評会

意匠・計画系の学生は最終年次に卒業論文・卒業設計に

取り組む。卒業設計では敷地の選定や建設プログラムの設

定は任意であり、それを考えること自体が学生に課せられ

た大きな課題である。実務としての設計では敷地やプログ

ラムは与条件として与えられることが一般的である。建築

家はその与条件の下に、「どのように」作るか、解を提示

する。しかし、卒業設計では「何を」「どこに」作るのか

が大きな課題設定となる。そのうえで「どのように」作る

かを競う。前期の卒業論文（研究）は、卒業設計のための

基礎調査であると位置付けられる。ある特定の地域にひそ

む問題を抽出し、その分析と考察を行う。その論考の上に

立って、特定の敷地を選択し、問題解決のビジョンを設計

図と模型という形で提言する。これが卒業論文・卒業設計

において学生に課されるタスクである。卒業設計は卒業研

究の延長線上に展開されることが好ましい。しかし、論文

とは別のテーマを設定して、設計を完成させることも可能

としている。 

概ね 10 月から 1 月末までの 4 ヵ月の期間で、学生は卒

業設計を完成させる。完成した図面と模型は建築棟 1階デ

ザインスタジオ全体を使って展示される。設計の審査は 2

段階に分けて行われる。まず、学科内の構造・環境・材料

分野の教員も交えて、学科内の全教員による審査が行われ

る。それは通常の卒業研究発表会と同じ形式である。そこ

では意匠・計画系の教員だけからは得られないエンジニア

リング的な視点からの批評も加えられる。同時期に構造・

環境・材料分野の学生の卒研発表会も行われる。そこには

意匠・計画系の教員も参加する。 

その後、外部講師を招き、そこに意匠・計画系の常勤教

員も加わって卒業設計を審査する講評会が企画される。そ

こでの目的は最優秀賞 1点、優秀賞数点、奨励賞数点を決

定することである。外部講師として設計教育に非常勤講師

として参加している建築家約 10名を招聘する。 

1次審査はポスターセッション形式で行われる。学生は

自己のパネルと模型を前にして各審査員からの質疑に応

答する。約半数の作品が 1次審査で選定され、選ばれた作

品にたいして審査員全員の前でプレゼンテーションと質

疑が行われる。各審査員の採点を集計して、最優秀賞、優

秀賞、奨励賞が決定される。 

今年度は、学科内の卒業研究（卒業設計）発表会は 2

月 3日(木)に、外部講師を招いた卒業設計講評会は 2月 9

日(水)に行われた。受賞者と設計タイトルは下記の通りで

ある。 

えんつりー賞(最優秀賞、1名) 

1815044有田晃己 呼吸する建築 

優秀賞(3名) 

1815027疋田大智 気根的路線集落 

1815030鈴木颯太 花ハ紅、柳ハ緑 

1815047田中葵 日常の波紋 -まちを辿る親水空間- 

入賞(6名) 

1815031鈴木結梨 天竜の木とまちの共存 

1815032鈴木葉大 Flow City  

〜変化し続ける都市を目指して〜 
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1815048 原田留主 天竜フ・ドーサン 

1815021 鬼頭拓巳 our [   ] epilogue 

1815050廣岡歩 異くうカン 

～ support by the power of nature ～ 

1815041 田嶋亮 バウンダリーカッチング 

Fig.2 講評会での審査風景、建築棟 1 階講評室 

Fig.3 えんつりー賞(最優秀賞) 有田晃己 呼吸する建築 

ここでの受賞作品は、以下の全国的規模の展示会に出展さ

れ、出版物に記載される。 

最優秀賞 「日本建築学会 支部共通事業 全国大学・高専

卒業設計展示会」（日本建築学会主催、全国巡回）に出展 

優秀賞 「卒業制作 2022」（近代建築社）に掲載 

優秀賞 「第 45 回 学生設計優秀作品展 — 建築・都市・

環境 — 」（レモン画翠主催）に出展 

２-３．設計系授業担当者会議

設計系授業担当者会議は例年 3 月に開催される。図学、

建築設計基礎（以上 1 年次）、建築設計 A1・A2（2 年次）、

建築設計 B1・B2(3年次)、建築 CAD1(2年後期)、建築 CAD2(3

年前期)を担当する常勤・非常勤の教員が一堂に会し、設

計系の授業の内容を振り返り、次年度の授業に向けて改善

点などを議論する。例年、対面での会議が行われてきたが、

2021年度は 3月 17日(木)に、コロナ禍のためオンライン

の ZOOM会議として開催した。 

2022年度は 21年カリキュラムによる学生が 3年生に進

級する。3 年前期の建築設計 B1 は従前、必修科目であっ

たが、21 カリ生からは選択科目に変更される。それに対

応すべく、建築設計 B1 で履修していた集合住宅の課題を

2年後期の建築設計 A2に、建築設計 A1で履修していた住

宅設計の課題を 1 年後期の建築設計基礎に移動する方針

が提示された。 

建築学科に入学した新入生は 1 年次において製図や模

型作成などの基礎を習得し、具体的で本格的な設計課題は

2年前期の住宅設計から、というのが従前の教育プログラ

ムであった。カリキュラム変更に伴い、設計課題の前倒し

が必要になった。それに伴う常勤・非常勤教員の再編成に

ついて議論がなされた。 

２-４．住宅課題賞参加

Fig.4 森下空々「変わりゆく」妹島和世賞受賞 

住宅課題賞は東京建築士会が主催する展示会である。関

東圏の建築系学科をもつ大学が参加する。それぞれの大学
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での住宅課題の優秀作が出展され、公開審査により「優秀

賞」が選出される。今年度は 54 の建築系学科をもつ大学

が参加した。出展できるのは各大学 1作品に限られ、今年

度は、理工科大学から 2年生の森下空々さんの「変わりゆ

く」と題された住宅作品が出展された。森下さんの作品は、

全 54 作品の中から「妹島和世賞」を受賞した。審査員の

一人を務められた建築家の妹島和世氏の名を冠した賞で

ある。作品は竹中工務店東京本店 1階のギャラリーにて展

示され、審査会は 10月 30日に行われた。 

２-５．建築見学会

意匠・計画系では例年、主として 1年生を対象に、名作

建築の見学会を企画してきた。過去には、東京都小金井市

の東京たてもの園に移設された前川國男自邸、谷口吉生の

設計による松韻亭茶室（浜松市）などの見学会が実施され

た。1年生の建築設計基礎では、前川國男自邸の平面詳細

図・断面詳細図をトレースする課題がある。図面のトレー

スにあわせて、実空間を体験する試みとして見学会が企画

された。松韻亭では日本建築の歴史が生み出した茶室とい

う極小空間の美を体験した。建築設計基礎における小空間

の設計課題へ連続してゆくことが意図された。建築を志す

新入生には、できるだけ多くの、豊かな空間、良質な空間

を体験して欲しいと考えている。 

このような目的で始めた見学会であるが、コロナ禍の影響

により、ここ数年、見学会が実現していない。2022 年度

以降、コロナ禍が収束するのを前提として、まず静岡県内

の比較的近距離にある名作建築の見学会から再開させた

いと考えている。例えば、松韻亭茶室（浜松市）、磐田能

舞台（磐田市）、資生堂アートハウス（掛川市）、秋野不矩

美術館（天竜）、グランシップ（静岡市）、富士山世界遺産

センター（富士宮市）などが候補に挙がる。

Fig.5 松韻亭茶室（浜松市） 

３．設計教育の重層化に向けて 

設計の授業は、建築教育のなかにあって中心的な存在で

ある。エンジニアリング（技術）系の科目は、より細分化

し専門化するベクトルを持つ。それに対し設計の授業では、

使用可能な技術を寄せ集め（ブリコラージュ）、1 つの統

合（インテグレート）された実体を生み出す能力を培うこ

とに主眼が置かれる。その目的を補完するために、いまま

で例示してきたような多様な企画が付加されて、1年次か

ら 4年次までの授業計画が組み立てられる。 

設計を教えるとは、設計の仕方を教えることであり、建

物の作り方を教えることであり、歴史や環境を教えること

でもある。設計教育のさらなる重層化をめざすために、今

後、検討すべき項目として、以下の 2点が考えられる： 

(1) DX（デジタル・トランスフォーメーション）

(2) 国際化

いま、情報社会(Society 4.0)から創造社会(Society

5.0)への変革期にあたるとされている。そのために、世の

中の各分野で DX 推進が叫ばれている。そこはモノではな

くデータが価値を生む社会であるとされる。建築の設計教

育をどのようにデジタル・トランスフォームするのか、今

後の大きな課題であろう。そこでの新たな技術は AIや IoT、

人間の五感を拡張する VR、AR、MRなどがあげられる。 

もう一つは、設計教育の国際化である。新しいものを作

り出すためには異文化の理解が欠かせない。理工科大学が

国際交流の一環として企画している国際 PBL活動に、建築

学科からも毎年数名の学生が参加している。参加した学生

から、外の世界への漠然としたあこがれや、英語でのコミ

ュニケーションへの興味が伝わってくる。設計教育も一歩

進めて、海外の提携校との間でのワークショップ開催がで

きないかとも考える。あわせて、建築学科には現在、学部

の留学生が存在しないが、数名の留学生を受け入れ、学科

の国際化を図るべき時期に来ていると感じている。 

謝辞 

ここに挙げた教育事例は 2021 年度「課題解決型教育プ

ロジェクト」として実施されたものである。実施に際して、

招聘講師への謝礼・交通費など、静岡理工科大学より助成

を受けた。この場を借りて、お礼を申し上げる。 

また、日頃から建築設計の授業に参加頂いている非常勤

講師の方々、バーティカル・レビューで評者を務めて頂い

た講師の方々に感謝を申し上げる。 
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Flaskを用いた PythonベースのWebプログラミング教材開発
Development of Teaching Materials for Python-based Web Programming using Flask

幸谷智紀∗
Tomonori KOUYA

Abstract: In 2021, we have started Python-based programming education in our class of ”Computer Practical Exercise I”
for senior undergraduate students of department of computer system. Our prepared Note PCs, not student’s personal Note
PC, and our original educational text on Web are used in order to learn how to build web sites with Flask framework. In
this paper, we report the meaning of our education and the educational materials. Next, authentication system using facial
recognition library is described and we conclude our future plan with it.

1. 初めに
1989年のWorld Wide Web(以下「Web」と略記)の発明以

来，TCP/IP通信網を基盤とする The Internet(以下「ネット」
と略記)は，Webを利用したいユーザ数の増加と共に世界中
に張り巡らされてきた．現在ではスマートフォンからの利
用も増え，回線容量のアップを求める声は引きも切らない．
TCP上の主要プロトコルはWebが用いる HTTP/HTTPS以
外にも種々のものがあるが，最低限，Web クライアントで
あるブラウザさえ動作するデバイスがあれば手軽にわかり
やすいインターフェースを提供するWebの利用は増えるこ
とすらあれ，今後も減ることは想定し難い．少なくとも，シ
ビアなリアルタイム応答性が求められないリモート処理の
ニーズはWebが担っていくことに疑いはない．また，現状
でも YouTube, Netflix，Amazon Prime，ニコニコ動画・生放
送等の動画配信コンテンツさえWebで問題なく使用できて
いることを考えると，回線の物理層の容量増加と Contents
Delivery Network(以下「CDN」と略記)との併用で，リアル
タイム応答を求める用途すら，多くをWebが担っていく未
来が見えていると言える．従って，情報基盤技術の教育を
柱とする大学教育に置いて，Web関連のプログラミング技
法の教育は必要不可欠である．
とはいえ，現在のWeb技術は層が深く，全ての要素技術

を網羅的に学ぶことは現実的ではない．HTML/CSSに限っ
ても，タグや書式指定の意味付けを知るだけなら難しいもの
ではないが，デザイン技法に通じていない限り，Bootstrap8)

等，人間工学的に優れ，利用実績のあるフレームワーク以上
のものを構築することは難しい．また，JavaScriptは ECMA
Scriptという国際規格として確立した Schemaベースのプロ
グラミング言語であり，静的なWebページに埋め込まれた
用途だけでなく，Node.jsのようにデバイスを操作するスタ
ンドアローンの開発環境としての利活用も活発化している．
我々は⻑年 TCP/IP ネットワークに関する教育を，主と
して実験や卒研で行っており，2018 年からは独自の PHP，
MySQL をベースとしたサーバサイドの Web プログラミ
ング教材を作成し，使用している 3)．また，2019年度には

2022年 5月 27日受理
∗ 情報学部コンピュータシステム学科

Node.js上に構築された Apache Cordovaで JavaScriptベー
スの Single Page Application(SPA) の開発を実験テーマと
して実施しており，Webコンテンツからスマートフォンの
ネイティブアプリケーションまで包含したクロスプラット
フォーム開発が可能であることを学部教育を通じて学生に
伝えている 4)．
このように，我々が本学で取り組んできたWebプログラ
ミング教育は決して最先端を狙ったものではなく，Web開
発のメインストリームに添うものであり，その流れに沿っ
て，我々は数年単位で実験・卒研テーマを変更している．
2021年度から「Pythonプログラミング」をテーマに，コン
ピュータシステム学科 3 年生向けの「コンピュータシステ
ム実践演習 1」において実習を行うようにしたのもその一環
である．
本論文では，まず，その意義と内容を説明する．次に今回

開発した顔認証ライブラリを用いたログインシステムにつ
いて解説し，次年度以降の教材として活用する意義につい
て議論する．

2. Pythonと Flask
Pythonはソースプログラム (スクリプト)をインタプリタ
が解釈して実行するタイプのコンピュータ言語体系の一つ
である．Version 2 は 2000 年にリリースされたものの，利
用者の増加と共に言語としての不十分さが指摘され，2006
年には後方互換性のない Version 3がリリースされた．現在
ではこの Version 3系統の Pythonを使用することを前提と
しており，2021年 1月現在最新版は Version 3.10.2である．
2006年以来，MITでは Pythonによるプログラミング教育
が開始され，Pythonの開発と普及に務める PSF(The Python
Software Foundation)9) の強力なライブラリ開発サポート体
制のおかげか，科学技術計算，テキスト処理，機械学習，深層
学習等々，様々なパッケージが無料で提供されており，複雑
な処理もパッケージの組み合わせで解決できることが多い
ことから，現在では世界中で活用されるようになっている．
このように，Pythonは単なる言語というより，Pythonから
使用できる様々なモジュールの集まり，すなわち「Python
環境体系 (ecosystem)」を形成しているといえる．これらの
モジュールは，pipなどのツールを使って簡単に導入するこ
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とができるようになる．
Flask10) は，Pythonで記述できるWeb開発ツールの一つ
である．コントローラーとなる最小限の Pythonコードを記
述すれば良いので，比較的小さい単機能のWebサービスを
作るには Flask が向いている．参考までに Flask のトップ
ページを Fig.1に上げておく．

Fig.1 Flaskのトップページ 10)

現在の多くのWeb開発用フレームワークは，GUIの構成
要素である HTML + CSS をフロントエンドとし，ユーザ
の入力に応じた動作をコントローラーに担わせることで動
作するようになっている．Flaskでは前者を Jinja(ジンジャ)
という HTMLテンプレートエンジンで，後者をWSGI(Web
Service Gateway Interface) をサポートする Werkzeug(ワー
クツェウグ (ドイツ語), Work+Stuff=Tool の意味) が担って
いる．Flask は両者の機能を融合し，統一的な Web サービ
スを作ることができるようになる．また，追加のパッケー
ジを使うことで，より高度な機能を記述することができる．

Flaskも Pythonパッケージの一種なので，pipコマンドで
簡単にインストールすることができる．導入後，作成する
Webサイトごとにフォルダを掘り，その中でコントローラ
と HTML テンプレートを作成し，目指す Web サービスを
作り上げていく．

3. PythonベースのWebプログラミング教材
最初に述べたように，Web開発技法は日々変化しており，
特に基盤技術を使いやすくまとめ上げてより複雑なサービ
スの開発を可能とするフレームワークの主導権争いは耐え
ることがない．

Webクライアントサイドでは，CSSレベルでも Bootstrap
以外に大小様々なデザインテンプレートが提供されている．
JavaScriptではVue.js，React，AngularといったWeb/Node.js
上の開発フレームワークが定番となっており，複数のHTML
ファイルの遷移を前提としたインターフェースから，1ペー
ジ内で JavaScriptによる SPAとして動的にインターフェー
スを変更するものが増えている．

Webサーバサイドでも，PHP, Java, C#，Python, Ruby等
の言語の上に構築されたフレームワークを使うことが標準
となって久しい．PHP では CakePHP や Lalavel，Java で

は Spring，Pythonでは前述の Flaskや Django，Rubyでは
Ruby on Rails といったものを利用しての Web サーバサイ
ドのサービス構築が定番である．我々が使用している PHP
ベースの教材はフレームワークを使用しない，完全にスク
ラッチからのサービス構築を行うものになっているが，こ
れは要素技術を学ぶには適しているものの，ある程度大規
模なシステムを構築するための「大局観」を培うには向いて
いない．現在ではむしろ，複雑なシステムを，これだけ普
及し開発・使用実績のあるフレームワークの力を借りるこ
とで簡単に実現できるという体験をさせることが望ましい．
このような判断により，現状最も活発にコミュニティが

形成されている Pythonエコシステム上で動作し，手軽に利
用が可能な Flaskを用いた，サーバサイドのWebプログラ
ミング教育が適当であるという結論に至り，2020年度の卒
研 7) の指導を行いつつ Flask の利用技法を習得し，教材を
作成することができた (Fig.2)．
教材作成にあたっては，本教材作成と並行して執筆した
数値計算プログラミングテキスト 5) のソースプログラム 6)

も利用している．以下，2021年度「コンピュータシステム
実践演習１」の実習環境と，使用した教材の詳細について述
べる．

3.1 実習環境について
実習環境としてはWindows 10 の Note PC を受講生一人

1 台配布できるよう準備を行った．一教員の予算の範囲内
で買い揃えてきた Celeron マシン 7 台に加え，教員個人が
使用してきた新旧の Note PC3 台を揃えたものの，Celeron
マシンのうち 3 台が故障のため電源すら入らない状態にな
り，急遽，B5 サイズの安い Note PC を 3 台新規購入して
2021年度前期の「コンピュータシステム実践演習１」を乗
り切ることができた．なお，2021年度の教育プロジェクト
として獲得した予算は，故障したものと同じタイプの Note
PCの代替機購入に利用した．

Windows 10 であれば，学生個人の Note PC を利用する
手もあるが，Python 環境だけでなく，後述する SQLite コ
マンドの利用が必要であり，テキストエディタについても
Visual Code Editorで統一することで環境を統一することで
サポートを用意にする目的もあり，教員側で実験用 Note PC
を準備することにし，インストール作業に伴う混乱と時間
の浪費を防ぐことが可能となった．また，学生個々の Note
PCは作成したスクリプトや動作時のスナップショットファ
イルのバックアップとして活用することとし，作業で使用
したファイルが紛失することを防ぐことができた．
なお，実習用 Note PCには後片付け用のバッチファイル

を用意し，実験終了後は C ドライブ下の Flask ファイルを
自動的に消去できるようにした．

3.2 最初の Flaskアプリケーション
「最初の Flask アプリケーション」の解説ページを Fig.3
に示す．
受講生のWebプログラミングスキルは相当のばらつきが

あるものの，概して HTML/CSSについては大体理解してい
ると思われた．実際，最初の Flask アプリケーションであ
る「hellow」については概ね戸惑うことなく実行できていた
(Fig.4上)．
次に，Flaskでフォーム入力値を利用する方法を習得する
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フォルダ名

ファイル名１
ファイル名２

・
・
・

flask

hellow_flask

input

address

graph

sir

ode

pde

templates

hellow.py

template.html
index.html

Fig.2 Flaskプログラミング実習のためのフォルダ構成 (左)とトップ画面 (右)

Fig.3 「最初の Flaskアプリケーション」解説ページ

ため，一部を白抜きにしてスクリプトの意味付けを理解す
るように仕向けたが，口頭でヒントを出すことで，概ねこれ
もクリアできていた．

3.3 SQLiteを用いた住所録
次に Web プログラミングでは定番の，SQL データベー
スを利用した住所録の作成を行わせた．その解説ページを
Fig.5に示す．
今回作成した教材の中では，受講生が一番時間を要した
ものである．DBMSには何を使うか考えたが，XAMPP for
Windows の MySQL+phpMyAdmin の利用よりは，ファイ
ル一つがデータベースとなる SQLiteの利用が簡易で良いと
判断し，Windows用のコマンドラインツールをインストー
ルしてデータベースファイルとテーブルの作成を CUIで行
うことにした．
当初作成したWebインターフェースは Fig.6の左図に示
すように箇条書きのメニュー形式で，複数の HTMLテンプ
レートを使い分ける必要があったものの，どの機能も実装は
容易いようにしてある．しかし，ユーザ側としてはデータ
の状態が分かりづらいという点で使い勝手に難があり，TA
よりから改良版の具体的な提案があり，簡素でわかりやす
いテーブル型の HTMLテンプレート (Fig.6右図)であった
ことから，2グループ目以降にはこれを採用し，データベー

Fig.4 「hellow」実行画面 (上)とフォーム入力値の利用画面 (下)

ス住所録作成のための実習時間を短縮することができた．
後述するように，次年度以降にはこのアプリケーション

に対して認証機能を持たせていく予定である．

3.4 関数グラフ
Pythonで利用できる，初等関数と四則演算の組み合わせ
で表現できる実 1変数関数のグラフを描画するWebアプリ
ケーションを作成するのが Fig.7のページで解説する「関数
グラフ」である．
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Fig.5 「SQLiteを用いた住所録」解説ページ

Fig.6 「SQLite を用いた住所録」実行画面：当初作成版
(左)，改良版 (右)

ここでは Matplotlib モジュールを用いて描画した関数グ
ラフを PNGファイルとして出力し，その結果をHTMLファ
イルに埋め込んで出力している．以下，常微分方程式や偏
微分方程式の解の描画でもこの方法を踏襲している．

3.5 常微分方程式の解
2021年はコロナ禍ということもあり，感染症数理モデル
の基本である SIRモデルを用いた常微分方程式の解を求め
てグラフに描画するアプリケーションを Fig.8に示す．
テキストには結果を載せていないが，解説の際に実行し
ながら，パラメータの違いによって感染者数の推移が変化
することを説明している．

3.6 偏微分方程式の解法
差分法で 1次元熱方程式を解き，その解を描画するWeb

アプリケーションを Fig.9で解説した．
偏微分方程式そのもに馴染みがなく，差分化した結果が
疎行列になり，SciPy の sparse ライブラリを使用している
ことから，内容に関しては理解が及ばなかったと吐露する
レポートが多かった．

4. 顔認証ログイン機能の開発
2021年度は初回ということもあり，教材を適宜改変しな
がらも，当初の予定通り実施できたが，関数グラフ以降の数

Fig.7 x ∈ [0, 10]で sin xを描画した「関数グラフ」の実行例

Fig.8 「常微分方程式の解」解説ページ

値計算を題材としたWebプログラミングを行うのは少し無
理があると感じた．3年生向けの専門科目である「数値解析
１」は受講者が 10数人程度と少なく，コンピュータシステ
ム学科全体の 1/5以下であることを考えると，数理的な内容
よりは実用的なアプリケーションを題材としたものが良い．
そこで，次年度以降は二番目に実行した SQLデータベー

スアプリケーションに機能を追加していく方向で教材を改
変することを考えている．Pythonエコシステム環境である
ことの利点を最大限生かすべく，深層学習・機械学習の機
能を取り込むことも面白いと思い，TensorFlowで学習した
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Fig.9 「偏微分方程式の解法」解説ページ

結果を用いた顔認証ライブラリ Face Recognition11) を用い
た顔認証ログインシステムを作成し，あわよくば教材とし
て使えないか検討を行った．実際に作成した顔認証ログイ
ンシステムのブロック図と実行例を Fig.10に示す．

/ or /index
index.html

/text_index
text_index.html

/welcome_new_user
welcome_new_user.html

/facial_login_check

ログイン失敗

index_login.htmlログイン成功

/facial_index

顔認証

ログイン成功

顔認証

ログイン失敗

ログアウト

/new_user

ユーザ登録失敗
/facial_login

facial_index.html

/detect_face

detect_face.html

/regist_face

顔登録

顔登録成功

ユーザ登録

成功

ユーザ登録のみ

顔認証・顔登録処理

顔認証

ユーザID・
パスワード

認証

ユーザ

登録

テキスト認証・ID登録処理

顔認証処理の例

顔認証ログイン

ログアウト

Fig.10 顔認証ログイン機能のフロー (上)と実行例 (下)

ブロック図に示す通り，この顔認証ログインシステム
は，通常のテキストベースの ID・パスワード認証の上に

構築されている．新規ユーザは最初にテキストベースの
ID・パスワードを登録し，成功した暁には自分の顔を Face
Recognition の機能を用いて登録できるようになっている．
従って，顔認証に失敗した場合でも，テキストベースのログ
インが可能である．顔認証できた場合は，自動的に IDの特
定が可能である．
本機能を実装するにあたり，さまざまな情報を検索して

みたが，顔認証の機能を用いた例はたくさん見つかるもの，
Webサイトのログイン機能として活用したものは見当たら
なかったことから，スクラッチから作成することになった．
顔認証部分は，まず，Media Capture API12) の機能を用い

て JavaScriptベースのリアルタイム動画を取り込み，静止画
をサーバに送信し，一時保存する．それを Face Recognition
が取り込んで顔を判断し，既存のユーザの顔と比較照合し
てユーザ IDを特定する．大体うまくいっているようだが，
コロナ禍前の開発であったためか，マスクをしたまでは認
証精度が著しく落ちることが判明している．
また，教材としては複雑でコード量が多いことから，まず

はテキストベースの認証部分を作成し，顔認証部分は別の
アプリケーションとして取り上げた方が良いと考えている．

5. まとめと今後の展開
本教材を作成することで，2021年度の「コンピュータシ
ステム実践演習１」では Flaskによる Pythonベースのプロ
グラミング演習が可能であることを確認できた．2022年現
在の実践演習１は，3週 6コマで一つの実験テーマを体験す
ることになっている．2 週 6 コマで実施していたかつての
学生実験時よりも，同じコマ数ではあるが比較的時間に余
裕をもって取り組む体制ができてはいるが，いかんせん体
験以上の，身になる学習ができているかということについ
ては疑問である．それでも Pythonに触れたことのある受講
生が少数派である現状で，データベースや科学技術シミュ
レーションを題材としたWebプログラミングを体験する意
味はあると言える．
今のところ卒業研究として Flask をテーマとしたものは

本研究室では 2 件しかないが，最初の卒研ではかなり調べ
ながら少しずつ完成していったものが，この教材を履修し
た後に実施中の 2 件目の卒研では，データベースの構築ま
で 2 週間程度でこぎ着けている．その意味では，卒研につ
ながる Flask のお手本として本教材があることの意義は大
きいと思われる．
今後は，引き続き教材の改良に努めるとともに，卒研に

つながる「コンピュータシステム実践演習２」用の教材とし
ても使用できるよう，さらなる教材の拡大を考えている．

謝辞
本教材作成は静岡理工科大学教育プロジェクトの助成を

受けて実施されたものである．関係各位に感謝する．教材
作成にあたっては，卒研テーマ選定以来の指導教員の無茶振
りに耐えて完成させた山口朋也君に感謝する．また，2021
年度実験では SA として井上迪也君が，至らぬ指導教員の
フォローを行う追加文書まで作成し，懇切丁寧な指導を行っ
てくれた．この献身にも感謝したい．また，丁寧な査読を
行って頂いた未知の査読者にも感謝する．
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2022 年 6 月 6 日受理 
＊ 情報学部 コンピュータシステム学科

SIST オンラインジャッジシステムの授業における運用報告 
Operation report of SIST online judgement system for introductory education of programming

山下 颯也＊、高田 洸＊、國持 良行＊

Soya YAMASHITA, Hiro TAKADA and Yoshiyuki KUNIMOCHI 

We hosted a physical sever, named "SOJ", outside the university and put it into operation, in order to 
utilize it for introductory education of programming. Then, it was tested and operated in the compulsory 
subject "Programming Exercise" in the second semester of 2021. As a result, it contributed to the home 
study time.  Two ability tests were conducted to measure the effect of SOJ. But the learning effect of SOJ 
could not be sufficiently verified due to lack of data. 

1. はじめに

競技プログラミング等でよく使われるオンラインジャ

ッジシステム(Online Judgement System，以下 OJS)を
プログラミングの導入教育に活用するために，学外に専用

サーバをホスティングし，そこへ OJS システムを構築し

た(以下，SOJ とよぶ)．そして，2021 年度 1 年後期必修

科目「プログラミング演習」において試験運用した．SOJ
の効果を測るために 2 回の実力テストを実施して，SOJ
の使用状況や学習効果を検証した．

我々は，昨年度家庭学習で SOJ を活用してプログラミ

ング能力を向上させることを目的として，学内ネットワー

ク上に構築したSOJを，学外へ移行する計画を立てた 1)．

本年度はその計画を遂行し，サーバの移行と試験運用をす

ることができた．当初の計画よりも遅延が発生して，試験

運用には十分な期間が得られず，当初予定していた学習効

果を十分に検証することはできなかった．

会津大学の AOJ2），北京大学の POJ，AtCoder などが

よく知られており，ランキング，コンテストやリクルート

などで活用されている．Moodle のプラグインとしての

OJS なども提案されいる 4）が，サーバに負荷をかけ過ぎ

る不安がある．

また，OJS をプログラミング教育に活用する報告もみ

られる 3）5）6）．不正コピー防止 7）8）や作問の効率向上[9]
についての提案もみられる．

本論文において，試作した SOJ の使い方(外部仕様)を 2
章で，専用サーバ上での構築(内部仕様)を 3 章で，「プロ

グラミング演習」で運用した結果を 4 章でそれぞれ紹介す

る．

2. OJS の概要と SOJ の外部設計

この節では，一般的な OJS の概要を紹介し，それに沿っ

て SOJ の外部仕様を紹介する． 

2.1 OJS とは 

OJS は，一般に Web 上のサーバが学習者から提出され

たプログラムを自動採点し，その結果を DB へ記録，学習

者へフィードバックするシステムである．

① ユーザ登録

② ログイン

③ 問題選択・解答

④ 解答提出・採点

⑤ 結果表示 成績登録

図 2.1 OJS での学習方式 

学習者は，初回のみ① ユーザ登録をする．まず，② シ
ステムにログインする．③ 用意された問題の中から１つ

の問題を選択して，プログラムを作成する． 学習者は，

プログラムを作成し終えたら，④ そのソースコードを提

出欄に記述して提出(submit)する．提出後，システムは自

動採点を行い，⑤ 学習者へ結果を返して，データベース

に問題番号，正解不正解の状態，実行時間，最終日時など

を登録する．

上記の学習過程 ③～⑤を繰り返し，成績は DB へ蓄積

される．成績記録から，学習者のプログラミング能力，モ

チベーション，全体成績，問題難易度などを可視化し，学

習者の学習意欲を引き出す．

問題

正答

成績

ユーザ情報

学習者
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2.2 システムの外部設計 

本システムに携わる人(利用者)を，学習者，教師，管理

者の 3 つに分類する．システムには最初ただ一人の管理者 
root/admin が存在し，ユーザ登録・削除などの特権が与

えられる．教師と学習者をそれぞれ 1 名以上登録している

と仮定する．そして，以下では利用者が学習する際の画面

を紹介しながら，外部仕様について述べる．

2.2.1 学習ルーチン(学習者モード) 

(アカウントをもつ)学習者は SOJ にログインし，問題

解答，問題作成，結果閲覧などを行うことができる．

学習者のログイン 

SOJ の URL は，以下の通りである．ただし，現在 Basic
認証(ID と PW)を設定している． 

https://sist-onlinejudge.com 
なお，このサイトは，さくらインターネットからホスティ

ング専用サーバ上に構築されており，IPv4 アドレスも 1 つ

付与されている．ログイン認証後，SOJ のトップ画面が表

示される(図 2.2)．
以下では，①初回のみ必要なユーザ登録，②ログイン，

③問題選択・解答，④解答提出，⑤ 採点・成績表示の手

続きを紹介する．

図 2.2 SOJ のトップ画面 

① ユーザ登録

最初に SOJ を利用する際には，ユーザ登録をしなくて

はならない．右上付近のメニュー(図 2.２の矢印部分)から

「ユーザ登録」を選択する．ここでは，ユーザ登録画面(図
2.3①)にて ID とパスワードを決定する． 

② ログイン

右上付近のメニューから「ログイン」を選択する．ログ

イン画面(図 2.3 ②)にて①で設定した ID とパスワードを

入力する．

① ユーザ登録画面 ② ログイン画面

図 2.3 ユーザ登録画面(左)とログイン画面(右) 

③ 問題選択・解答

右上付近のメニューから「問題一覧」を選択する．問題

一覧ページ(図 2.4)へ移動したら，問題を選択して，問題

の解答に入る．問題番号と問題文，サンプルの入力とそれ

に対する出力の例がいくつか記述されている(図 2.5)．学

習者はエディタやコンパイラを使ってプログラムを作成

する．

図 2.4 ③問題一覧画面 

【現状の課題】プログラミングコンテストでは制限時間が

設けられていることが多いが，本システムでは学習を対象

としているので，プログラムの作成に制限時間を設けてい

ない．また，個人成績一覧から正解していない問題を選ぶ

のが一般的である．学習者のレベルに応じた問題や苦手分

野の問題などをシステムが AI や DS を利用して自動出題

を可能としたい．現在 C/C++言語のプログラムのみを採

点できるが，将来的には他言語への拡張(Python や Java
など)を図りたい． 

メニュー
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図 2.5 SOJ の問題出題画面 

④ 解答(プログラム)提出・採点

問題 ID と問題名を選択し，作成したプログラムをコピ

ーして，貼り付ける(図 2.6)．そして，「Submit」ボタンを

押す．

図 2.6 SOJ の解答提出画面 

【現状の課題】1 つの解答の採点には 1 分程度かかる．

この時間は，1 つの問題に 10 個のテスト入力が用意され

ていて，1 個のテスト入力に対する判定に余裕をもって約

5 秒かけていることによる．採点の結果は 1 分程度後に次

の⑤結果表示のページに移動したときに初めて知ること

ができる．採点中の採点状況を表示し，採点終了後には採

点結果を表示する機能が欲しいところである．

また，自動採点には他人のプログラムのコピー＆ペース

トが問題となる．コピペ対策を論じている先行研究もある．

我々は，字句解析ツール(flex など)を使ってキーワードの

出現分布をコピペ発見に活用することを考えている．

⑤ 結果表示(結果一覧)

SOJ は解答(プログラム)を採点して，以下の結果を判定

する．

・正解(Accepted，AC または Correct Answer，CA)
・不正解(Wrong Answer，WA)
・コンパイルエラー(Compile Error, CE)

・実行時エラー(Runtime Error, RE)
・制限時間超過(Time Limit Exceed，TLE)
・記憶制限超過(Memory Limit Exceed, MLE)

図 2.7 ⑤結果表示画面 

【現状の課題】TLE や MLE は試作版では実装してい

ないが，time,ps コマンドなどを使って今後実装を図りた

い．

2.2.2 問題作成(学習者モード) 

右上のメニューから「問題作成」を選択すると，問題作

成画面(図 2.8)が表示される．問題制作者は，問題の名前

を与え，その後 html ファイル，10 個の入力データファイ

ルと 10 個の正答データファイルを選択し，提出ボタンを

押す．

図 2.8 問題作成画面 

OJS の採点は，提出されたプログラムに対して，テスト

入力を読み込ませ，プログラムからの出力を記憶する．そ

の出力を，あらかじめ用意されたサンプル出力と比較する．

すべてのテスト入力に対する出力がサンプル出力と一致

し，かつ実行時間が制限時間内である場合に，正答 AC を

与えるものとする．すなわち一種のブラックボックステス

トである．したがって，厳密な意味で正しいプログラムを

証明するものではない．しかし，実用上の問題はない．
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 作成する問題の要件としては，入力を読み込んで，結果

を出力する仕様にする必要がある．テスト入力に関しては，

典型的な入力，境界値近辺のデータ，サイズが上限近辺の

データなどを作る必要がある．

 そのためにはあらかじめ模範解答のプログラムを作成

しなくてはならない．入力ファイルをいくつか用意する．

ファイルはこれらから導出できる機能を用意しておくと

作業効率が上がる．

【現状の課題】 「プログラミング演習」を対象にした良

問を作成する．数学の中学入試には参考になる良問が多い．

また，作問の作業は，3 年前期「コンピュータシステム実

践演習 1」において，受講生に問題とテスト入力と正解出

力を作成してもらう予定である．昨年の反省点としては，

問題を互いに異なる内容にすることである．あらかじめ学

生にこういうテーマの問題を作成するように指示する必

要がある．また，来年度には SOJ が稼働しているので，

制作した問題の確認も行うことができる．

2.3 システムの外部設計のその他の課題 

 外部仕様においてまだ実現されていない課題について

言及する。

2.3.1 CSS や Java スクリプトによる Web デザイン 

本年度稼働した SOJ は，試験運用のため動作確認が主

目標であった．従って，Web ページは最低限必要なデザイ

ンや機能しか付加していない．まず，Web ページのデザイ

ンを，CSS や Java スクリプトを使って見やすいものに作

り込むことがあげられる．次に，学習者にアンケートした

結果からは以下のような使い勝手に関する意見があった． 
・問題一覧で 1 ページ当たりの問題数の上限を付ける．

・問題選択画面にて問題難易度の情報がほしい．

・問題を分野別に出題する．

・問題を問題名で検索する．

・問題文と提出欄を同じページに配置する．

・提出欄はもっと広い方がよい．

・システムが採点中に詳細な経過が分かるようにする．

・採点が終了したときに採点結果を学習者に提示する．

・自分の成績表を一覧でき，自分の実力を視覚化する．

・利用者全体のランキング(上位数名)を表示する．

などである．

2.3.2 教師モードと管理者モードの追加 

文献[1]では，学習者の集団を担任する教師，システムの

運用を行う管理者の利用を想定している．そのためのアカ

ウントと機能を付加する予定であったが，今回はその機能

は実現されていない．

SOJでの学習状況を教師が把握し，数値化するために，

以下のことを実現する．クラス編成(担任学生の設定)，ク

ラスの成績サマリ表示(およびダウンロード)

3．システム概要 

 ここでは SOJ のシステムの概要を述べる． 
3.1 システム概要 

本 SOJ は，本システムは，主に ① インターフェース

を担当する PHP コンテナ，② ユーザ情報，管理情報，問

題情報を管理する DB コンテナ，③ DB とのインターフェ

ースを担う phpMyAdmin コンテナ，④ プログラムを起

動し，正誤を判定する実行コンテナからなる(図 3.1)．  

① PHP ③phpMyAdmin g++， 
Apache(Web) ③ DB(my

sql) Apache(Web) ④ 実行

コンテナ コンテナ コンテナ コンテナ

Docker 
リアル OS

(a) システム動作環境

(b) システムの処理の流れ

図 3.1 システム概要図

①～④は Docker の仮想環境で動作するコンテナとして

実現されている．コンテナは，仮想のマシン/OS 環境であ

り，特定の環境下でソフトウェアを動作させることを可能

にする．したがって，1 台のリアルマシンによって，複数

台のマシン上で動くソフトウェアが協調するシステムを

構成することができる．

① PHP コンテナは，Web サーバ上で動作し，利用者の

対応(front end)を担当する．ユーザからは，プロファイル

設定(登録・削除・変更・プロファイル確認)や操作要求(ロ
グイン・ログアウト・問題選択・採点・成績表示・履歴お

いて表示)などの要求を処理する． 
② DB コンテナは，ユーザ情報，管理情報，問題情報な

どを管理する．ユーザ情報はプロファイル，提出履歴，成

績などが含まれる．管理情報には，クラス編成，コンテス

トの情報などがある．問題情報には，問題集とその各問題

に対するテストデータが含まれる．問題には学習分野と難

易度を付けたい．問題は，学習者(ユーザ)に理解できる言

語(日本語や英語)で書かれ，解答されるプログラム言語に

依存しないことが望ましい．

③ 実行コンテナは，学習者(ユーザ)が解答(プログラム)
提出時に選択した言語処理系へ渡して，実行結果と正答デ

① PHP

② DB ④ 実行

③phpMyAdmin
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ータと比較して，正誤を判定する．現在選択できる言語処

理系は C/C++コンパイラのみであるが，順次言語処理系

を増やしていく予定である．

正答データは，テスト入力(ファイル)とそれに対する正

しい出力が格納されたファイルの複数の集まりである．す

べてのテスト入力に対して，提出プログラムが正しい結果

を出力した場合に，正解と判定する．テスト入力に対して

制限時間内に実行が終わらなければ，その実行を Docker
コンテナ(内の OS)が強制的に打ち切り，「制限時間オーバ

ー」(TLE)を判定する．また，実行中にエラー(例外など)が
発生したときにも，強制的にプロセスを停止し，「実行時

エラー」(RE)と判定する．これらの結果は DB の提出履歴

と成績に反映される．

 悪意のあるプログラムが入力される恐れがあるので実

行コンテナの実行権限，ファイルアクセス権限は最低に設

定する．

3.2 システムの実行環境 

SOJ のシステム構成は，2022/2/10 現在以下の通りであ

る．

【ハードウェア・OS】 
OS: Ubuntu 20．04 
【ソフトウェア】

Docker(プロセス管理): 20.10.8 
Apache( Web サーバ): 7.2 
PHP(インターフェース): 7.2.34 
MySQL(データベース)：8.0.26 - MySQL Community 
Server - GPL 
GCC(コンパイラ): 8.3.0 

3.2 Docker による実装 

  Docker による実装方法を述べる． 
3.2.1 Docker とは 

Docker とは，コンテナ仮想化によってアプリケーションを開

発・実行するためのオープンソースソフトウェアである．この機

能を用いることによって，簡単かつ高速にコンテナを立ち上げ

ることができ，コンテナを分散することによって，意図せぬ動作

による不具合の影響も軽微に抑えることが可能になる．  

Docker-compose とは，1 つのアプリケーションを複数のコン

テナとして組み合わせて定義するファイルである．これを用い

て，PHPコンテナ，DBコンテナ，実行コンテナを合わせて 1つ

の SOJ アプリケーションとして構築されている． 

3.2.2 提出プログラムの採点待ちと割り付け 

 PHP コンテナに提出されたプログラムは，まず実行コンテナ

に送られる．実行コンテナに送られた後は，拡張コマンド task-

spooler などを用いてキューに登録し，実行用のプロセスが空

き次第実行に移す．採点の実行後は、採点の結果をデータベ

ースに格納しプロセスを終了する． 

現在は実行用のコンテナが 1 つであり直列での処理になっ

ているが，ゆくゆくは 3～5 個程度の実行コンテナを用いて並

列処理を行う予定である．コンテナの状況を見て割り振りを行

う必要があり，課題である． 

3.3 データベースの構成 

データベースのテーブルのうち主なものは，ユーザ管理用

テーブル(表 3.1)，問題管理用テーブル(表 3.2)，提出結果管

理用テーブル(表 3.3)の 3 つである． 提出結果においては，

大量の提出によるデータベースの容量不足が危惧される

ため，user と problem の組合わせに対して，正答かつ最

新の提出プログラムだけを保持するものとしておく．

表 3.1 ユーザ管理用テーブル 

列名 データ型 説明 
id int [主キー]ユーザの id
name varchar(64) ユーザ名
auth int ユーザの持つ権限
pass varchar(256) パスワード(ハッシュ化)

[Auth について] DB のアクセス権限は以下の順である． 

0 -> 管理者， 1 -> 教師， 2 -> 学習者(学生) 

表 3.2 問題管理用テーブル 

列名 データ型 説明 
id int [主キー]問題の id
user int 問題作成ユーザの id
title varchar(64) 問題名 
time int 実行時間制限(秒)
memory int 実行メモリ制限(MB)

表 3.3 提出結果管理用テーブル 

列名 データ型 説明 
id Int [主キー]提出結果の id
user Int 提出ユーザの id
problem Int 提出問題の id
lang Int 言語 
status varchar(16) 実行結果 
time Int 実行時間 
memory Int 使用メモリ 
timestamp Date 提出日時 
path varchar(256) 正答の格納パス 

4. 試験運用とその結果

現在，SOJ を試作し，基本的な動作を確認している．今

後の運用に向けての計画を述べる．また，運用中の課題を

システムへフィードバックする

4.1 外部サーバへの移植過程

2021 年 7 月ごろまでには，SOJ は学内のローカルサーバ上

でほぼ現状と同じ程度に開発されており，後期からの運用に

向けて外部のサイトへ移植することが課題となっていた．移植

の過程を以下に述べる． 

前期のコンピュータシステム実践演習 1 にて 100 題弱から

なる問題集を作成した．夏期休業中には，移植手続きの立案

と来年度以降の開発・管理・運用者の育成のための打ち合わ
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せを 10 数回開いた． 

8/25 に，さくらインターネットの専用サーバ PHY を 1 台レン

タルする契約を結んだ．ハードウェア仕様は，

モデル名：RX1330 M3 4 コア 1CPU

CPU： E3-1220 v6 3GHz (4Core) 

メモリ： 8GB

ストレージ 1 : SSD 480GB x2

である．まず，さくらインターネットの「コントールパネル」ページ

から専用サーバへ，以下のようにOSのインストールし，rootや

ネットワークの設定をした．

OS：ubuntu20.04

IPv4 アドレス：153.126.242.45

そして，専用サーバでの設定・開発・運用を安全かつ高速

に行うために，SSH 通信経由でコマンド実行している．そのた

めの SSH のユーザ設定などを行った． 

次に，Docker をインストールして，仮想サーバに切り分けた．

その後仮想サーバへApache，PHP，MySQL，GCCなどのソフ

トウェアをインストールした．Docker を用いた利点は，将来シス

テムを拡張する際に，処理を並列化して大量のトランザクショ

ンに対応可能となることである．

9～10 月には DNS 名の取得，サーバ証明書の取得，SSL

通信を実施した． 

サーバ URL： https://sist-onlinejudge.com

なお，セキュリティのため，Basic 認証がかけられている． 

運用にあわせてシステムを微修正して，簡単なマニュアル

を用意した．そして，11/23 のプログラミング演習の第 10 回目

の授業にて，1 年生へ SOJ の紹介を行った．課題は，本学の

内部と外部の間にあるファイアウォールによって、ポートが閉

鎖されていて，学内ネットワークからへ SOJ サーバへアクセス

ができない点である(現在対策中)． 

  4.2 試験運用 

  情報学部 1 年生後期必修「プログラミング演習(國持クラス)」

(火曜日 2 時限目，対面実施，履修者数 23 名)において，SOJ

を 試 験 的 に 運 用 し た ． 10 回 目 の 授 業 に 当 た る

2021/11/23(火) 2 時限目に SOJ の目的・操作手順・成績閲覧

の方法を紹介し，問題一覧から問題を選択して，家庭学習に

て解答するように指示をした．第 13 回目 12/14 には，再度

SOJ を利用するためのリマインドを実施した．そして，第 14 回

目 12/21 に第 1 回実力テストを，第 15 回目 1/11 に第 2 回

実力テストをそれぞれ実施した． 

4.3 SOJ の利用状況 

11/21(火)の第 10 回目の「プログラミング演習」で SOJ
のアカウント作成，操作法の紹介をした．1 年生はこの日

に使用が始まっている．そして，定期試験前日の 1/24 ま

で 63 日間の利用状況について考察する．まず，総提出件

数は 536 件であった．その内訳は， 
正解(AC)の数：240 (44.8％) 

不正解(WA)の数：237 (44.2%) 
コンパイルエラー(CE)の数：54 (10.1%)
実行時エラー(RTE)の数：0
制限時間エラー(TLE)の数：5 (0.9%)

であった．あらかじめ自分の PC で実行できることを確か

めてから，コピー＆ペーストで提出するので，CE は 1 割

程度にとどまった．それを除くと，正答と誤答はほぼ同数

ということになる．TLE のほとんどは無限ループに陥る

ものと推測される．ゼロ除算のような RTE が検出されな

かったのは意外であったが，エラー通知を取り逃して検出

ができてない可能性もある．

次に SOJ による家庭学習の時間が増えているかどうか

を調べる．そのため，日別時間帯別，曜日別に集計してみ

た．SOJ の家庭学習の時間を増やす目的については，効果

があった．

図 4.1 は，1 年生がプログラムを提出した回数を日別に

集計したものである．11/21(火)からの 3 週間は低調な滑

り出しであった．学内と学外のネットワーク間にはファイ

アウォールが存在するため，学内からアクセスができない

ことも低調な要因の 1 つである．

12/14(火)の授業中に利用を促す周知をしたので，以降，

提出件数が増えている．また，冬休みの期間中も提出件数

が順調に伸びている．1/11(火)が最後の授業日で，それか

ら定期試験日 1/25(火)までは利用されない日が目立つ． 
 

図 4.1  日ごとの提出件数 
 

図 4.2 時間帯別の提出件数 
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次に，図 4.2 は，1 時間単位の時間帯別の提出回数を集

計したものである．朝から午前中にかけての利用は少ない．

夕方と深夜の時間帯に利用が多い．今回，深夜の時間帯に

学習をしている人が予想外に多かった．19 時台と 20 時台

の利用率が低いのは，バイトなどで忙しいためではないだ

ろうか．SOJは家庭学習を促進する一定の効果があった． 

図 4.3 は，曜日ごとの提出件数である．月～水曜日の

利用が多い．プログラミング演習が火曜日開講であること

と関係があるかもしれない．金曜日の利用が極端に少なく，

土日の利用も少なかった．

今後は，週末に解答制限時間を設けたプログラミングコ

ンテストを実施して，優秀者を称えることを企画したい． 

図 4.3  曜日ごとの提出件数 

4.2 SOJ と実力試験の関係 

 プログラミング演習(國持クラス)では，第 1 回(受験者 20 名)と

第 2 回(受験者 20 名)の実力試験を，第 14 回と第 15 回目の

授業中にそれぞれ実施した．それぞれ 100 点満点で，プログ

ラムの知識(満点 36)，読解(満点 20)，記述(満点 44)の 3 要素

の能力を測定する．両テストの難易度は概ね等しくなるように

作成したつもりである．2 つの実力テストの解答者数と平均点

は以下の通りである．2回のテストの間には，授業はなかったこ

とから，読解と記述の能力の向上については，出題方式への

慣れ，(SOJ を含む)家庭学習による実力の向上などが要因と

考えられる． 

表 4.1 実力テストの平均点の比較 

1 回目 (12/21) 2 回目 (1/11) 

読解(満点 36) 5.0 点 13.0 点 

知識(満点 20) 8.5 点 8.5 点 

記述(満点 44) 16.1 点 26.8 点 

全体(満点 100) 29.6 点 48.3 点 

2 回実力テストの(能力測定尺度としての)妥当性を確か

めるために，ここでは定期試験(1 年生全体で同一問題で

実施)の得点との相関係数を算出してみた．第 1 回実力試

験について相関係数は 0.71 であり，第 2 回実力試験につ

いて相関係数は 0.65 であった．やや強い相関が見られ，

2 回の実力試験は，能力測定の尺度として有効であると思

われる． 

次に，図 4.4 は 2 回の実力テストの得点と SOJ の AC
数の分布である．丸いマーカ(●)は 1 回目の，四角いマー

カ(■)は 2回目の実力テストのそれぞれ得点を表している．

ACの数と各実力テストの得点には強い相関はないように

見える．それは，SOJ をほとんど利用しなかった人(図中

の領域 A)，および利用はしたが得点に結びつかなかった

人(領域 B)がいることが大きな要因である．とにかく，今

回母集団が少なかったことから，特異なデータや外部要因

によって相関係数が大きく変動したと考えられる．

 

図 4.4 実力テストの得点と SOJ の AC 数の分布 

その 1 つ目は，両実力テストの最高点の学生が，SOJ を

ほとんど利用していなかった．仮にその学生を除くと相関

係数は+0.2 ほど増える．このように，優秀な学生が SOJ
に興味を示さない，逆に SOJ を頻繁に利用した学生の成

績が悪いというケースは十分にあり得る．また，コピペに

よる AC を不正に稼ぐ場合も対策が必要である． 
2 つ目は，第 2 回の読解の問題のうち 1 つが，バブルソ

ートのトレースを問うものであったが，他の授業で学んだ

類題の答えをそのまま書き込んでしまっていた．したがっ

て，第 2 回の読解は正しく能力を測ることができなかっ

た．

表 4.2 実力テストの得点と AC の数の相関係数 

＃1(12/21) #2(1/11) 

読解 0.52 0.13 

知識 0.11 0.11 

記述 0.37 0.31 

全体 0.42 0.23 

SOJの結果と実力との相関は，以下の項目に考慮して，

2022 年度に再度測定し直す予定がある． 

 不正行為への対策が必要である．他人の正解をコピ

ー＆ペーストして，提出する．

 問題の質を上げ，学習範囲を網羅するのに十分な問
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題量を用意する．

 実力テストの測定精度を上げる．

 5．あとがき 

 プログラミングの導入教育に活用するために，学外に

専用サーをホスティングし，そこへ SOJ を移植し，稼働

させた．そして，2021 年度 1 年後期必修科目「プログラ

ミング演習」において試験運用した．SOJ の効果を測るた

めに 2 回の実力テストを実施した．家庭学習時間において

は寄与したが，SOJ の学習効果についてはデータが少な

いため十分な検証ができなかった．授業評価アンケートの

意見の中には「SOJ のおかげで力がついた」との意見が 1
件あった．

今後の取り組みについては，(1) CSS や Java Script を
用いてフロントエンドの機能や可視化を充実させる．

(2) 対応するプログラミング言語の種類を増やすこと，

不正コピー＆ペーストの検出と防止，採点過程の表示，計

算時間や記憶容量の測定，などバックエンド側の機能を実

現させる．

(3) プログラミング能力の実力診断，問題の自動選択な

ど AI を用いた機能を付加する． 
(4) 「コンピュータシステム実践演習１」にて SOJ の

コンテンツ作り，とくに問題作成を促進する．良問をたく

さん作成することが SOJ の学習効果を上げる一番の課題

である．

(5) 情報学部内部でプログラミングコンテストを実施

して DP 到達度試験の１つの指標として，また副専攻の受

講生に対する C 言語の副教材として，活用されるように

今後企画していく．学習者向けの学習支援については，動

画教材をパワーポイントで作成し，予復習に活用する．

SOJ に掲載された問題を PDF として配布したい． 

謝辞 本研究は「2021 年度 提案型教育研究 教育推進プ

ロジェクト」の支援を受けた．関係各位に感謝の意を表し
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2022 年５月 23 日受理 
＊ 教育開発センター 

無理関数の積分 

The Integral of Irrational Functions 

大石 昌利＊

Masatoshi OISHI 

Abstract : Triggered by the question of the student,  I considered the integral of irrational functions,  and found the 

indefinite integrals of irrational functions 
1

√𝑓(𝑥)
and √𝑓(𝑥)  when  𝑓(𝑥) is a quadratic function. I also mentioned 

how mathematics education should be for high school students and first-year students at the Faculty of Science and 

Technology in the university.  

１．はじめに 

私は毎年，「微分積分／演習」の授業を担当してい

る。「微分積分」は，理系の大学生が１年生で履修する

基礎科目である。本学ではテキストに，石原繁 浅野重

初共著「理工系入門 微分積分」（裳華房）を使用してい

る。私はこのテキストを使って４年目であるが，今年あ

る学生から質問を受けた。その質問が，私にとっては完

全な死角に入っていたというか，盲点のような事がらに

ついての質問であった。言われてみれば当然のことであ

るが，今まで思い付かなかったというよりは，考えてみ

ようともしなかった事がらについての質問であった。ま

た，いくつかのテキストを調べてみたが，そのことに触

れているテキストはひとつもなかった。 

テキストに載っている毎年授業で扱う問題でも，多く

の人間が考えると，これまで当たり前と思って見過ごし

てきたことに気付く者がいる。この問題はこう解くんだ

と頭から決め込んでいると，全く気付かないことに気付

く者がいる。 

今回は，そうした学生の質問がきっかけとなって，無

理関数の積分についてまとめて考えてみた。 

２．不定積分の計算 

 私は，「微分積分／演習」の授業の中で，毎年学生に話

をしていることがある。 

 まず，不定積分が計算できる関数，つまり，不定積分

が求まる関数は，例外的な関数だということである。 

ほとんど関数は，不定積分が求まらない。不定積分が

求まる関数は，関数の中でも例外的な，特殊な関数であ

る。私たちは，その例外的な関数を授業で扱ったり，テ

ストに出題したりしているのである。

また，不定積分の計算は，「窮屈な」計算だということ

である。不定積分が複数の方法で求まることは少なく，

この方法でやるしかないという計算がほとんどである。 

例えば，tan 𝑥 の積分は，tan 𝑥 =
sin 𝑥

cos 𝑥
=

−(cos 𝑥)′

cos 𝑥
 と考

えて求めるしかない。それ以外の方法はないであろう。

つまり，不定積分の計算は，ただ一本しかない道を，間

違えずに進んでいくような計算である。いくつものルー

トがあるような計算は，そんなに多くはないような気が

する。 

さらには，不定積分の計算は，大きなくくりでは考え

にくい計算だということである。言い換えると，不定積

分を求めるには，個別対応が必要だということである。

例えば，前述の tan 𝑥 の積分と，tan 𝑥 を２乗したtan2 𝑥 

の積分は，全く異なる計算をしなければならない。また，

sin 𝑥 の積分と，sin 𝑥 の逆数の関数である 
1

sin 𝑥
 の積分

も，全く異なる計算になる。つまり，不定積分の計算は，

関数の形がちょっと変わっただけで，全く異なる処理が

必要になることが多い。多くの関数に当てはまる「この

ようにやれば求まる」という法則が作りにくい計算であ

る。 

３．無理関数の積分 

3.1 テキストでの扱い 
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微分積分のテキストには，有理関数の積分という項目

は必ずあるが，すべてのテキストが無理関数の積分とい

う項目を設けているわけではない。というのは，無理関

数の積分は，基本的にはすべて置換積分の計算だからで

ある。置換積分の項目でいくつかの無理関数の積分を扱

えば，あえて単独の項目は設けなくてもよいことになる。 

逆に，無理関数の積分という項目があると，無理関数

の積分が，いろいろなところにバラバラ出てくるという

印象が出てしまう。それは，有理関数の積分についても

同じことであるが。つまり，積分の計算は，きっちりと

分類して，このような場合にはこのようにやればよいと

いう仕分けがしにくい計算だということである。 

学生の質問も，そのような事情から出てきたものであ

る。 

3.2 例題についての質問 

本学で使用しているテキストには，無理関数の積分の

例として，∫
𝑑𝑥

√−𝑥2+3𝑥−2
 が載せられている。解答は，

√
𝑥−1

2−𝑥
 ＝𝑡 とおく方法が紹介されている。他のテキスト

を見ても，この方法を定石としていることが多い。 

この問題に対して，ある学生から「ルートの中を平方

完成してできませんか」という質問を受けた。私にとっ

ては，思いもよらない質問であった。 

授業では既に，逆三角関数の積分や置換積分法で 

∫
𝑑𝑥

√1−𝑥2
= sin−1 𝑥 + Ｃ 

∫
𝑑𝑥

√𝑎2−𝑥2
= sin−1 𝑥

𝑎
+Ｃ

を学び，∫
𝑑𝑥

√4𝑥−𝑥2
 などを練習問題としてやっていたの

である。 

私としては，ある意味無反省に，∫
𝑑𝑥

√4𝑥−𝑥2
 は逆三角関

数の積分，∫
𝑑𝑥

√−𝑥2+3𝑥−2
 は無理関数の積分と思い込んで

いた。そのため，２つが全く同種の計算であると考えて

みることは一度もなかった。だから，学生の質問には，

意想外という感じがしたし，考えてみればその通りだ，

とも思った。 

まず，∫
𝑑𝑥

√−𝑥2+3𝑥−2
 について考えてみる。 

 関数の定義域は，−𝑥2 + 3𝑥 − 2 > 0 より 

   1 < 𝑥 < 2 

また  √−𝑥2 + 3𝑥 − 2 = √ (𝑥 − 1)(2 − 𝑥) 

= √
(𝑥−1)(2−𝑥)2

2−𝑥
= (2 − 𝑥)√

𝑥−1

2−𝑥

√
𝑥−1

2−𝑥
 ＝𝑡 とおくと 

𝑥−1

2−𝑥
= 𝑡2  𝑥 − 1 = 2𝑡2 − 𝑡2𝑥 

 (𝑡2 + 1)𝑥 = 2𝑡2 + 1 𝑥 =
2𝑡2+1

𝑡2+1

𝑑𝑥 =
4𝑡(𝑡2+1)−(2𝑡2+1)2𝑡

(𝑡2+1)2 𝑑𝑡 =
2𝑡

(𝑡2+1)2  𝑑𝑡 

また √−𝑥2 + 3𝑥 − 2 = (2 − 𝑥)√
𝑥−1

2−𝑥
 

= (2 −
2𝑡2+1

𝑡2+1
) 𝑡 =

𝑡

𝑡2+1

よって  ∫
𝑑𝑥

√−𝑥2+3𝑥−2
= ∫

𝑡2+1

𝑡
∙

2𝑡

(𝑡+1)2
 𝑑𝑡 

 = 2 ∫
1

𝑡2+1
 𝑑𝑡 = 2 tan−1 𝑡 +Ｃ

= 2 tan−1 √
𝑥−1

2−𝑥
+ Ｃ ⋯ ３－(1)

一方 −𝑥2 + 3𝑥 − 2 = −(𝑥2 − 3𝑥) − 2 

= − (𝑥 −
3

2
)

2

+
1

4

と変形できるから 

∫
𝑑𝑥

√−𝑥2+3𝑥−2
= ∫

𝑑𝑥

√(
1

2
)

2
−(𝑥−

3

2
)

2

= sin−1
𝑥−

3

2
1

2

+Ｃ

= sin−1(2𝑥 − 3) + Ｃ ⋯  ３－(2) 
 計算としては，こちらの方がかなり簡単な計算にな

る。もちろん，どちらも正しい計算である。ということ

は，３－(1)と３－(2)は定数の違いだけということにな

る。それを確認する計算は，６．Ｂ１グループの不定

積分 に一般の場合で示してある。  

また，テキストには，かなり作為的な変形をする√
𝑥−1

2−𝑥

＝𝑡 とおく方法だけが示されている。そこには，どのよ

うな意図が（もしあるとしたら）あるのだろうか。 

注）√−𝑥2 + 3𝑥 − 2 = √ (𝑥 − 1)(2 − 𝑥) 

= √
(𝑥−1)2(2−𝑥)

𝑥−1
= (𝑥 − 1)√

2−𝑥

𝑥−1
 だから 

√
2−𝑥

𝑥−1
 ＝𝑡 とおくと 

∫
𝑑𝑥

√−𝑥2+3𝑥−2
= − 2 tan−1 √

2−𝑥

𝑥−1
+ Ｃ ⋯ ３－(3)

３－(1)と３－(3)が定数の違いだけであることは，教

育開発センター報告「三角関数と逆三角関数」で示し

た。 
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４．無理関数の分類 

4.1 取扱い可能な無理関数 

 ほとんどの無理関数も，不定積分を求めることはでき

ない。不定積分が求まる無理関数は，無理関数の中でも

ごく一部の，例外的な関数である。√𝑓(𝑥) ，
1

√𝑓(𝑥)
 という

形の無理関数に限定したとしても，𝑓(𝑥) が三角関数や指

数・対数関数のときは，不定積分はまず求まらないであ

ろう。𝑓(𝑥) が整関数のときでも，𝑓(𝑥) が３次関数以上

だと，処理の施しようがない計算になり，まともな考察

の対象にはならないであろう。逆に，𝑓(𝑥) が １次関数

のときは，不定積分はすぐに計算できてしまう。そうな

ると，考察の対象にできるのは，𝑓(𝑥) が２次関数のとき

だけということになるであろう。 

また，𝑓(𝑥) が２次関数のとき，実際に計算をやってみ

ると，
1

√𝑓(𝑥)
 の方が √𝑓(𝑥) より不定積分がずっと求めや

すいことがわかる。一般に，
1

𝑓(𝑥)
 の不定積分が求まった

としても，同じ方法で逆数の関数 𝑓(𝑥) の不定積分が求

まることはほとんどないし，不定積分そのものが求まら

ないことさえもある。 

𝑓(𝑥) が２次関数のときは，関数は √𝑝𝑥2 + 𝑞𝑥 + 𝑟 ， 

1

√𝑝𝑥2+𝑞𝑥+𝑟
 ということになる。さらに， 

𝑝 > 0 ならば

√𝑝𝑥2 + 𝑞𝑥 + 𝑟 = √𝑝 ∙ √𝑥2 +
𝑞

𝑝
𝑥 +

𝑟

𝑝

𝑝 < 0 ならば 

√𝑝𝑥2 + 𝑞𝑥 + 𝑟 = √−𝑝 ∙ √−𝑥2 −
𝑞

𝑝
𝑥 −

𝑟

𝑝

となるから，不定積分としては結局 

√𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏  と √−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 の不定積分と，

1

√𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
 と 

1

√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏 
 の不定積分に帰着できる。以

下，積分としては後者の方が求めやすいため，
1

√𝑥2+𝑎𝑥+𝑏

と 
1

√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏 
 をＡ１グループ，√𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏  と 

√−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 をＡ２グループと呼んでいく。 

4.2 置換積分における無理関数 

 置換積分においても，無理関数ということは強調しな

いで扱われる無理関数の積分がある。√𝑥2 + 𝑎2 ，

√𝑥2 − 𝑎2 ，√𝑎2 − 𝑥2  や
1

√𝑥2+𝑎2
 ，

1

√𝑥2−𝑎2
 ，

1

√𝑎2−𝑥2

などの積分がそれである。（以下，これら６つの関数に

ついては，常に 𝑎 > 0 とする） 

これらについても，
1

√𝑥2+𝑎2
 ，

1

√𝑥2−𝑎2
 ，

1

√𝑎2−𝑥2
 を

Ｂ１グループ，√𝑥2 + 𝑎2 ，√𝑥2 − 𝑎2 ，√𝑎2 − 𝑥2 をＢ２

グループと呼んでいく。 

今回，Ａ１からＢ２までのすべての関数の不定積分を

求めていく。 

4.3 グループの相互関係 

 Ａ１グループ  Ａ２グループ 

1

√𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
√𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏

1

√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏 
√−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 

Ｂ１グループ  Ｂ２グループ 

1

√𝑥2+𝑎2
√𝑥2 + 𝑎2

1

√𝑥2−𝑎2
√𝑥2 − 𝑎2

1

√𝑎2−𝑥2
√𝑎2 − 𝑥2

 すべての関数の不定積分を求めていくには，不定積分

におけるグループ相互の関係を考えておくとよい。 

まず，言うまでもないことだが，Ｂ１，Ｂ２はそれぞ

れＡ１，Ａ２の特別な場合である。 

したがって，Ａ１，Ａ２の不定積分が求まってしまえ

ば，Ｂ１，Ｂ２の不定積分も求まったことになる。反対

に，Ｂ１，Ｂ２の不定積分が求まってしまえば，Ａ１，

Ａ２の不定積分は，それぞれＢ１，Ｂ２の不定積分に帰

着させて求めることができる。 

4.4 求め方の方針 

私が取った方針は 

(1) Ａ１グループの不定積分を求める。Ａ１グループの

不定積分は比較的求めやすい。

(2) Ａ１グループの不定積分が求まれば，Ｂ１グループ

の不定積分は求まったことになる。

(3) Ａ２グループの √−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 の不定積分は求め

ことができる。

(4) √−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 の不定積分が求まれば，Ｂ２グルー

プの √𝑎2 − 𝑥2 の不定積分は求まったことになる。

(5) Ａ２グループの √𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 の不定積分を求める

ことは簡単ではない。そこで，Ｂ２グループの

√𝑥2 + 𝑎2 ，√𝑥2 − 𝑎2 の不定積分を求める。

(6) Ｂ２グループの √𝑥2 + 𝑎2 ，√𝑥2 − 𝑎2 の不定積分に

帰着させて，√𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 の不定積分を求める。

√𝑥2 + 𝑎2 ，√𝑥2 − 𝑎2 の不定積分に帰着させる計算

は，２次関数の一番基本的な変形である平方完成で

ある。
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 また，Ｂ１とＢ２の不定積分は，一方が求まれば，他

方も求まるようになっている。Ｂ１とＢ２の不定積分を

結び付けているのは，部分積分である。 

その他，計算を進めていくうちに気付いたいくつかの

事がらについても，併せて書いていきたい。 

５．Ａ１グループの不定積分 

まず，求めやすいＡ１グループの２つの関数の不定積

分を求める。 

5.1 関数 
1

√𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
 の不定積分 

関数 
1

√𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
 は，𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 > 0 となる 𝑥 の値の範

囲が必ず存在するから，その範囲で定義される。 

テキストでは，
1

√𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
 の不定積分は 

√𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑡 − 𝑥

とおいて置換積分する方法が示されている。 

√𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑡 − 𝑥 とおくと

𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑡2 − 2𝑡𝑥 + 𝑥2

 (2𝑡 + 𝑎)𝑥 = 𝑡2 − 𝑏  𝑥 =
𝑡2−𝑏

2𝑡+𝑎

𝑑𝑥 =
2𝑡(2𝑡+𝑎)−(𝑡2−𝑏)2

(2𝑡+𝑎)2 𝑑𝑡 =
2(𝑡2+𝑎𝑡+𝑏)

(2𝑡+𝑎)2 𝑑𝑡 

また √𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑡 − 𝑥 

= 𝑡 −
𝑡2−𝑏

2𝑡+𝑎
=

𝑡2+𝑎𝑡+𝑏

2𝑡+𝑎

よって ∫
𝑑𝑥

√𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
= ∫

2𝑡+𝑎

𝑡2+𝑎𝑡+𝑏
∙

2(𝑡2+𝑎𝑡+𝑏)

(2𝑡+𝑎)2
𝑑𝑡 

 = 2 ∫
1

2𝑡+𝑎
𝑑𝑡 = 2 ∙

1

2
log|2𝑡 + 𝑎| +Ｃ 

 = log|2(𝑥 + √𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏) + 𝑎| + Ｃ ⋯ ５－(1) 

これ以外の方法で不定積分を求めることもできないわ

けではないが，それに踏み込むことは，あまり意味ある

ことではないように思われる。 

5.2 関数 
1

√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏 
 の不定積分 

関数 
1

√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏 
 で，−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 > 0 となる 𝑥 の

値が存在するのは，𝑎2 + 4𝑏 > 0 のときである。そのと

き，方程式 −𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = 0 は異なる２つの実数解

 𝛼 ，𝛽 (𝛼 < 𝛽) をもち 

−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = −(𝑥 − 𝛼)(𝑥 − 𝛽)

と因数分解できる。
1

√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏 
 の定義域は 𝑎 < 𝑥 < 𝛽 

になる。 

このとき √−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = √ (𝑥 − 𝛼)(𝛽 − 𝑥) 

= √
(𝑥−𝛼)(𝛽−𝑥)2

𝛽−𝑥
= (𝛽 − 𝑥)√

𝑥−𝛼

𝛽−𝑥

テキストでは，
1

√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏 
 の不定積分は，√

𝑥−𝛼

𝛽−𝑥
 ＝𝑡 

とおいて置換積分する方法が示されている。 

√
𝑥−𝛼

𝛽−𝑥
 ＝𝑡 とおくと 

𝑥−𝛼

𝛽−𝑥
= 𝑡2  𝑥 − 𝛼 = 𝛽𝑡2 − 𝑡2𝑥 

(𝑡2 + 1)𝑥 = 𝛽𝑡2 + 𝛼    𝑥 =
𝛽𝑡2+𝛼

𝑡2+1

𝑑𝑥 =
2𝛽𝑡(𝑡2+1)−(𝛽𝑡2+𝛼)2𝑡

(𝑡2+1)2 𝑑𝑡 =
2(𝛽−𝛼)𝑡

(𝑡2+1)2  𝑑𝑡 

また √−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = (𝛽 − 𝑥)√
𝑥−𝛼

𝛽−𝑥

= (𝛽 −
𝛽𝑡2+𝛼

𝑡2+1
) 𝑡 =

(𝛽−𝛼)𝑡

𝑡2+1

よって  ∫
𝑑𝑥

√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
= ∫

𝑡2+1

(𝛽−𝛼)𝑡
∙

2(𝛽−𝛼)𝑡

(𝑡2+1)2
 𝑑𝑡 

 = 2 ∫
1

𝑡2+1
 𝑑𝑡 = 2 tan−1 𝑡 +Ｃ 

= 2 tan−1 √
𝑥−𝛼

𝛽−𝑥
+ Ｃ

さらに 𝛼 =
𝑎−√𝑎2+4𝑏

2
，𝛽 =

𝑎+√𝑎2+4𝑏

2
 だから 

 √
𝑥−𝛼

𝛽−𝑥
= √

𝑥−
𝑎−√𝑎2+4𝑏

2

𝑎+√𝑎2+4𝑏

2
−𝑥

= √
√𝑎2+4𝑏+2𝑥−𝑎

√𝑎2+4𝑏−(2𝑥−𝑎)

= √(√𝑎2+4𝑏+2𝑥−𝑎)
2

𝑎2+4𝑏−(2𝑥−𝑎)2
= √(√𝑎2+4𝑏+2𝑥−𝑎)

2

4( −𝑥2+𝑎𝑥+𝑏)

=
2𝑥−𝑎+√𝑎2+4𝑏

2√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏

よって 

 ∫
𝑑𝑥

√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
= 2 tan−1 2𝑥−𝑎+√𝑎2+4𝑏

2√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
+ Ｃ   ⋯ ５－(2)

６．Ｂ１グループの不定積分１ 

6.1 不定積分の結果 

Ｂ１グループの関数 
1

√𝑥2+𝑎2
 ，

1

√𝑥2−𝑎2
 や 

1

√𝑎2−𝑥2

は，それぞれ 
1

√𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
 と 

1

√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏 
 の特別な場合で

ある。 

1

√𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
 と 

1

√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏 
 の不定積分が求まったの

で，
1

√𝑥2+𝑎2
，

1

√𝑥2−𝑎2
 ，

1

√𝑎2−𝑥2
 の不定積分は，基本
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的には解決済みである。 

結果をまとめておくと 

∫
𝑑𝑥

√𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
= = log|2(𝑥 + √𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏) + 𝑎| +Ｃ 

⋯ ５－(1) 

で，𝑎 = 0 ，𝑏 = 𝑎2 とおけば

∫
𝑑𝑥

√𝑥2+𝑎2
= log|2(𝑥 + √𝑥2 + 𝑎2)| +Ｃ 

ただし 

log|2(𝑥 + √𝑥2 + 𝑎2)| = log|𝑥 + √𝑥2 + 𝑎2| + log 2 

定数をまとめ，常に 𝑥 + √𝑥2 + 𝑎2 > 0 だから 

∫
𝑑𝑥

√𝑥2+𝑎2
= log(𝑥 + √𝑥2 + 𝑎2) +Ｃ ⋯ ６－(1) 

同様に，𝑎 = 0 ，𝑏 = −𝑎2 とおけば，常に

𝑥 + √𝑥2 − 𝑎2 > 0 とは限らないので 

∫
𝑑𝑥

√𝑥2−𝑎2
= log|𝑥 + √𝑥2 − 𝑎2| +Ｃ ⋯ ６－(2) 

もちろん６－(2)は，６－(1)で 𝑎2 を −𝑎2 におき換

えたものである。 

また ∫
𝑑𝑥

√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
= 2 tan−1 2𝑥−𝑎+√𝑎2+4𝑏

2√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
+ Ｃ⋯ ５－(2)

で，𝑎 = 0 ，𝑏 = 𝑎2 とおけば

∫
𝑑𝑥

√𝑎2−𝑥2
= 2 tan−1 𝑥+𝑎

√𝑎2−𝑥2
+ Ｃ ⋯  ６－(3)

Ｂ１グループの不定積分も，別の置換積分で直接計算

してみると，いくつかの興味ある性質を見付けることが

できる。それらについては，12．Ｂ１グループの不定積

分２ に書いてある。 

6.2 不定積分の相等 

1

√𝑎2−𝑥2
 の不定積分は，テキストでは公式 

∫
𝑑𝑥

√𝑎2−𝑥2
= sin−1 𝑥

𝑎
+Ｃ ⋯  ６－(4)

としても扱われている。だから，学生の質問にあった 

ように，６－(4)を利用して，
1

√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏 
 の不定積分を

求めることもできる。 

−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = −(𝑥2 − 𝑎𝑥) + 𝑏

= − {(𝑥 −
𝑎

2
)

2

−
𝑎2

4
} + 𝑏 

= − (𝑥 −
𝑎

2
)

2

+
𝑎2+4𝑏

4

と変形できるから

∫
𝑑𝑥

√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
= ∫

𝑑𝑥

√(
√𝑎2+4𝑏

2
)

2

−(𝑥−
𝑎

2
)

2

= sin−1 𝑥−
𝑎

2

√𝑎2+4𝑏

2

+Ｃ

= sin−1 2𝑥−𝑎

√𝑎2+4𝑏
+Ｃ  ⋯ ６－(5)

 ５－(2)と６－(5)はちょっと見はかなり違うが，実

質は定数の違いだけであり，積分の答えとしては同じで 

ある。 

それを示すために，まず，６－(3)と６－(4)が定数

の違いだけであることを示す。 

逆三角関数の公式  sin−1 𝑥 = 2 tan−1 𝑥

1+√1−𝑥2
 より 

sin−1 𝑥

𝑎
= 2 tan−1

𝑥

𝑎

1+√1−(
𝑥

𝑎
)

2
= 2 tan−1 𝑥

𝑎+√𝑎2−𝑥2

= 2 tan−1 𝑥(𝑎−√𝑎2−𝑥2)

𝑎2−(𝑎2−𝑥2)
= 2 tan−1 𝑎−√𝑎2−𝑥2

𝑥

よって 2 tan−1 𝑥+𝑎

√𝑎2−𝑥2
2 − sin−1 𝑥

𝑎

= 2 tan−1 𝑥+𝑎

√𝑎2−𝑥2
− 2 tan−1 𝑎−√𝑎2−𝑥2

𝑥

＝2 (tan−1 𝑥+𝑎

√𝑎2−𝑥2
− tan−1 𝑎−√𝑎2−𝑥2

𝑥
) 

 ここで，逆三角関数の加法定理 

tan−1 𝑢 − tan−1 𝑣 = tan−1 𝑢−𝑣

1+𝑢𝑣
より 

 ＝2 tan−1

𝑥+𝑎

√𝑎2−𝑥2
−

𝑎−√𝑎2−𝑥2

𝑥

1+
𝑥+𝑎

√𝑎2−𝑥2
∙
𝑎−√𝑎2−𝑥2

𝑥

= 2 tan−1 𝑥(𝑥+𝑎)−√𝑎2−𝑥2(𝑎−√𝑎2−𝑥2)

𝑥√𝑎2−𝑥2+(𝑥+𝑎)(𝑎−√𝑎2−𝑥2)

 = 2tan−1 𝑥2+𝑎𝑥−𝑎√𝑎2−𝑥2+𝑎2−𝑥2

𝑥√𝑎2−𝑥2+𝑎𝑥−𝑥√𝑎2−𝑥2+𝑎2−𝑎√𝑎2−𝑥2

= 2 tan−1 𝑎(𝑥+𝑎−√𝑎2−𝑥2)

𝑎(𝑥+𝑎−√𝑎2−𝑥2)

= 2tan−1 1 = 2 ∙
𝜋

4
=

𝜋

2
 ⋯ ６－(6)  

以上より，６－(3)と６－(4)は定数の違いだけである

ことがわかる。 

６－(3)と６－(4)は，どちらも正しい結果であるか

ら，定数の違いだけというのは当然のことである。そし

て，それを確認する計算が，ジグソーパズルの最後のピ

ースがきちんと収まるような，スカッとした感じの計算

になる。少し大げさかもしれないが，ドラマチックな感

じさえする計算である。 

５－(2)と６－(5)が定数の違いだけというのは 
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−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = − (𝑥 −
𝑎

2
)

2
+

𝑎2+4𝑏

4
 だから 

2 tan−1 2𝑥−𝑎+√𝑎2+4𝑏

2√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
− sin−1 2𝑥−𝑎

√𝑎2+4𝑏

= 2 tan−1
𝑥−

𝑎

2
+

√𝑎2+4𝑏

2

√(
√𝑎2+4𝑏

2
)

2

−(𝑥−
𝑎

2
)

2

− sin−1
𝑥−

𝑎

2

√𝑎2+4𝑏

2

この計算は，
√𝑎2+4𝑏

2
，𝑥 −

𝑎

2
 をそれぞれ 𝑎 ，𝑥 とお

けば６－(6)の計算であり，５－(2)と６－(5)も定数の

違いだけであることがわかる。 

７．Ａ２グループの不定積分１ 

7.1 関数 √𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏  の不定積分 

関数 
1

√𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
 の場合と同様に，√𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑡 − 𝑥 

とおいて置換積分をしてみる。 

𝑑𝑥 =
2(𝑡2+𝑎𝑡+𝑏)

(2𝑡+𝑎)2 𝑑𝑡 ，√𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 =
𝑡2+𝑎𝑡+𝑏

2𝑡+𝑎

だから ∫  √𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 𝑑𝑥 = ∫
𝑡2+𝑎𝑡+𝑏

2𝑡+𝑎
∙

2(𝑡2+𝑎𝑡+𝑏)

(2𝑡+𝑎)2 𝑑𝑡 

= ∫
2(𝑡2+𝑎𝑡+𝑏)

2

(2𝑡+𝑎)3  𝑑𝑡 ⋯  ７－(1) 

 この積分を求めるには，割り算をしてから部分分数分

解を考えていくしかないであろうが，決して容易な計算

ではない。 

7.2 関数 √−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏  の不定積分 

𝑎2 + 4𝑏 > 0 のとき，方程式 −𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = 0 の

異なる２つの実数解を 𝛼 ，𝛽 (𝛼 < 𝛽) とすると， 

−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = −(𝑥 − 𝛼)(𝑥 − 𝛽) となり，関数の定義

域は 𝑎 < 𝑥 < 𝛽 である。 

関数 
1

√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏 
の場合と同様に，√

𝑥−𝛼

𝛽−𝑥
 ＝𝑡 とおい

て置換積分をしてみる。 

𝑑𝑥 =
2(𝛽−𝛼)𝑡

(𝑡2+1)2 𝑑𝑡 ，√−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 =
(𝛽−𝛼)𝑡

𝑡2+1

だから ∫  √−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 𝑑𝑥 = ∫
(𝛽−𝛼)𝑡

𝑡2+1
∙

2(𝛽−𝛼)𝑡

(𝑡2+1)2  𝑑𝑡 

  = 2(𝛽 − 𝛼)2 ∫
𝑡2

(𝑡2+1)3  𝑑𝑡 

 この積分を求めるには，さらに，𝑡 = tan 𝜃（−
𝜋

2
< 𝜃 <

𝜋

2
 ）とおいて 𝑑𝑥 =

𝑑𝜃

cos2 𝜃

𝑡2 + 1 = tan2 𝜃 + 1 =
1

cos2 𝜃
 より 

𝑡2

(𝑡2+1)3
= tan2 𝜃 cos6 𝜃 =

sin2 𝜃

cos2 𝜃
cos6 𝜃 = sin2 𝜃 cos4 𝜃 

よって 

∫
𝑡2

(𝑡2+1)3
 𝑑𝑡 = ∫ sin2 𝜃 cos4 𝜃

𝑑𝜃

cos2 𝜃

 = ∫ sin2 𝜃 cos2 𝜃 𝑑𝜃 

=
1

4
∫ sin2 2𝜃 𝑑𝜃 

=
1

8
∫(1 − cos 4𝜃)𝑑𝜃 

=
1

8
(𝜃 −

1

4
sin 4𝜃) +Ｃ 

ここで  𝜃 = tan−1 𝑡 = tan−1 √
𝑥−𝛼

𝛽−𝑥

cos2 𝜃 =
1

1+tan2 𝜃
=

1

1+𝑡2  より 

1

4
sin 4𝜃 =

1

2
sin 2𝜃 cos 2𝜃 = sin 𝜃 cos 𝜃 cos 2𝜃 

 = tan 𝜃 cos2 𝜃 (2 cos2 𝜃 − 1) 

 ＝𝑡 ∙
1

1+𝑡2 (
2

1+𝑡2 − 1) =
𝑡

1+𝑡2 ∙
1−𝑡2

1+𝑡2

 ＝
√

𝑥−𝛼

𝛽−𝑥

1+
𝑥−𝛼

𝛽−𝑥

∙
1−

𝑥−𝛼

𝛽−𝑥

1+
𝑥−𝛼

𝛽−𝑥

 

＝
√(𝑥−𝛼)(𝛽−𝑥)

𝛽−𝑥+𝑥−𝛼
∙

𝛽−𝑥−𝑥+𝛼

𝛽−𝑥+𝑥−𝛼

＝
(𝛼+𝛽−2𝑥)√(𝑥−𝛼)(𝛽−𝑥)

(𝛽−𝛼)2

＝
(𝛼+𝛽−2𝑥)√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏

(𝛽−𝛼)2

よって ∫  √−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 𝑑𝑥 

= 2(𝛽 − 𝛼)2 ∙
1

8
{tan−1 √

𝑥−𝛼

𝛽−𝑥
−

(𝛼+𝛽−2𝑥)√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏

(𝛽−𝛼)2
} +Ｃ 

=
(𝛽−𝛼)2

4
tan−1 √

𝑥−𝛼

𝛽−𝑥
+

2𝑥−(𝛼+𝛽)

4
√−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 +Ｃ 

さらに 𝛼 =
𝑎−√𝑎2+4𝑏

2
，𝛽 =

𝑎+√𝑎2+4𝑏

2
 だから 

 √
𝑥−𝛼

𝛽−𝑥
=

2𝑥−𝑎+√𝑎2+4𝑏

2√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏

𝛼 + 𝛽 = 𝑎 ，(𝛽 − 𝛼)2 = 𝑎2 + 4𝑏 

以上より ∫  √−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 𝑑𝑥 

=
𝑎2+4𝑏

4
tan−1 2𝑥−𝑎+√𝑎2+4𝑏+2𝑥−𝑎

2√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏

+
2𝑥−𝑎

4
√−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 +Ｃ ⋯  ７－(2) 

関数 √𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 は，𝑎 ，𝑏 の値に関係なく定義域

を定めることができる。しかし，関数 √−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 は，
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𝑎2 + 4𝑏 > 0 のときしか定義域を定めることができな

い。そして，まさにその条件によって，√−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏   

の不定積分が計算できる形になってくれるのである。 

数学では，条件をごたごた付けて得られる結果は，と

ても美しいとは言えない。一切の付帯条件を必要としな

い「三角形の内角の和は 180°である」という定理が，

なんと神々しい美しさを放っていることか。しかし，多

くの場合は，全く付帯条件が付かないと，取り付く島も

なくなってしまう。√𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 には，𝑎 ，𝑏 に条件を

付けなくてもよいため，それでかえって，積分計算が付

け入る隙のないものになってしまっているのである。 

８．関数 √𝒙𝟐 + 𝒂𝟐 の不定積分 

次は，Ｂ２グループ  √𝑥2 + 𝑎2 ，√𝑥2 − 𝑎2 ，√𝑎2 − 𝑥2 

の不定積分について考えていく。これらの関数は，無

理関数の積分というより，置換積分の問題として扱わ

れることが多い。 

まず，関数 √𝑥2 + 𝑎2 の不定積分を求める。 

√𝑥2 + 𝑎2 の不定積分を置換積分で考えるときは，

𝑥 = 𝑎 tan 𝜃（−
𝜋

2
< 𝜃 <

𝜋

2
 ）とおくのが一般的である。 

𝑥 = 𝑎 tan 𝜃（−
𝜋

2
< 𝜃 <

𝜋

2
 ）とおくと，𝑑𝑥 =

𝑎

cos2 𝜃
𝑑𝜃 

 また √𝑥2 + 𝑎2 = √𝑎2 tan2 𝜃 + 𝑎2 = √𝑎2(1 + tan2 𝜃) 

 = √
𝑎2

cos2 𝜃
= |

𝑎

cos 𝜃
| =

𝑎

cos 𝜃

 よって ∫ √𝑥2 + 𝑎2𝑑𝑥 = ∫
𝑎

cos 𝜃
∙

𝑎

cos2 𝜃
𝑑𝜃 

 = 𝑎2 ∫
𝑑𝜃

cos3 𝜃
= 𝑎2 ∫

cos 𝜃

cos4 𝜃
𝑑𝜃 = 𝑎2 ∫

cos 𝜃

(1−sin2 𝜃)
2 𝑑𝜃 

ここで sin 𝜃 = 𝑡 とおくと cos 𝜃𝑑𝜃 = 𝑑𝑡 より 

𝑎2 ∫
cos 𝜃

(1−sin2 𝜃)2 𝑑𝜃 = 𝑎2 ∫
𝑑𝑡

(1−𝑡2)2 = 𝑎2 ∫
𝑑𝑡

(1+𝑡)2(1−𝑡)2

1

(1+𝑡)2(1−𝑡)2 を部分分数に分解すると 

1

(1+𝑡)2(1−𝑡)2 =
1

4
{

1

𝑡−1
−

1

𝑡+1
+

1

(𝑡+1)2 +
1

(𝑡−1)2} より 

 𝑎2 ∫
𝑑𝑡

(1+𝑡)2(1−𝑡)2

=
𝑎2

4
∫ {

1

𝑡+1
−

1

𝑡−1
+

1

(𝑡+1)2 +
1

(𝑡−1)2} 𝑑𝑡 

=
𝑎2

4
(log|𝑡 + 1| − log|𝑡 − 1| −

1

𝑡+1
−

1

𝑡−1
) +Ｃ 

=
𝑎2

4
(log |

𝑡+1

𝑡−1
| −

2𝑡

𝑡2−1
) +Ｃ 

=
𝑎2

4
(log |

sin 𝜃+1

sin 𝜃−1
| −

2 sin 𝜃

sin2 𝜃−1
) +Ｃ 

=
𝑎2

4
(log

1+sin 𝜃

1−sin 𝜃
+

2 sin 𝜃

cos2 𝜃
) +Ｃ 

さらに 𝑥 = 𝑎 tan 𝜃 (−
𝜋

2
< 𝜃 <

𝜋

2
 ) より cos 𝜃 > 0 で 

cos 𝜃 = √
1

1+tan2 𝜃
= √

1

1+(
𝑥
𝑎

)
2 =

𝑎

√𝑥2+𝑎2

 sin 𝜃 = cos 𝜃 tan 𝜃 =
𝑎

√𝑥2+𝑎2
∙

𝑥

𝑎
=

𝑥

√𝑥2+𝑎2

1−sin 𝜃

1+sin 𝜃
=

1+
𝑥

√𝑥2+𝑎2

1−
𝑥

√𝑥2+𝑎2

=
√𝑥2+𝑎2+𝑥

√𝑥2+𝑎2−𝑥
=

(𝑥+√𝑥2+𝑎2)
2

𝑎2

= (
𝑥+√𝑥2+𝑎2

𝑎
)

2

2 sin 𝜃

cos2 𝜃
=

2∙
𝑥

√𝑥2+𝑎2

(
𝑎

√𝑥2+𝑎2
)

2 =
2𝑥√𝑥2+𝑎2

𝑎2

よって 
𝑎2

4
(log

1+sin 𝜃

1−sin 𝜃
+

2 sin 𝜃

cos2 𝜃
) 

=
𝑎2

4
{log (

𝑥+√𝑥2+𝑎2

𝑎
)

2

+
2𝑥√𝑥2+𝑎2

𝑎2 } 

=
𝑥

2
√𝑥2 + 𝑎2 +

𝑎2

2
log

𝑥+√𝑥2+𝑎2

𝑎

ここで log
𝑥+√𝑥2+𝑎2

𝑎
= log(𝑥 + √𝑥2 + 𝑎2) − log 𝑎 

 であるから，定数をまとめて Ｃ とすれば 

∫ √𝑥2 + 𝑎2𝑑𝑥 

=
𝑥

2
√𝑥2 + 𝑎2 +

𝑎2

2
log(𝑥 + √𝑥2 + 𝑎2) +Ｃ ⋯  ８－(1) 

また，√𝑥2 + 𝑎2 の不定積分の計算は，√𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 

= 𝑡 − 𝑥 とおいて √𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏  の不定積分を求めた計算

で，𝑎 = 0 ，𝑏 = 𝑎2 とおいたものである。

よって，７－(1)より 

∫ √𝑥2 + 𝑎2𝑑𝑥 = ∫
2(𝑡2+𝑎2)

2

(2𝑡)3 𝑑𝑡 = ∫
𝑡4+2𝑎2𝑡2+𝑎4

4𝑡3 𝑑𝑡 

となる。この計算は，かなりやりやすい計算である。 

∫
𝑡4+2𝑎2𝑡2+𝑎4

4𝑡3 𝑑𝑡 =
1

4
∫ (𝑡 +

2𝑎2

𝑡
+ 𝑎4𝑡−3) 𝑑𝑡

=
1

4
(

1

2
𝑡2 + 2𝑎2 log|𝑡| −

𝑎4

2
∙

1

𝑡2) +Ｃ 

=
1

8
𝑡2 +

𝑎2

2
log|𝑡| −

𝑎4

8𝑡2 +Ｃ
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 =
1

8
(𝑥 + √𝑥2 + 𝑎2)

2
+

𝑎2

2
log|𝑥 + √𝑥2 + 𝑎2| 

  −
𝑎4

8(𝑥+√𝑥2+𝑎2)
2 +Ｃ

ここで (𝑥 + √𝑥2 + 𝑎2)
2

−
𝑎4

(𝑥+√𝑥2+𝑎2)
2

= 2𝑥2 + 𝑎2 + 2𝑥√𝑥2 + 𝑎2 −
𝑎4

2𝑥2+𝑎2+2𝑥√𝑥2+𝑎2

= 2𝑥2 + 𝑎2 + 2𝑥√𝑥2 + 𝑎2 −
𝑎4(2𝑥2+𝑎2−2𝑥√𝑥2+𝑎2)

(2𝑥2+𝑎2)2−4𝑥2(𝑥2+𝑎2)

= 2𝑥2 + 𝑎2 + 2𝑥√𝑥2 + 𝑎2 −
𝑎4(2𝑥2+𝑎2−2𝑥√𝑥2+𝑎2)

𝑎4

= 4𝑥√𝑥2 + 𝑎2 

以上より 

∫ √𝑥2 + 𝑎2𝑑𝑥 

=
1

8
∙ 4𝑥√𝑥2 + 𝑎2 +

𝑎2

2
log(𝑥 + √𝑥2 + 𝑎2) +Ｃ 

=
𝑥

2
√𝑥2 + 𝑎2 +

𝑎2

2
log(𝑥 + √𝑥2 + 𝑎2) +Ｃ 

 となり，８－(1)と同じ結果になる。 

９．関数 √𝒙𝟐 − 𝒂𝟐 の不定積分 

次に，Ｂ２グループ √𝑥2 − 𝑎2  の不定積分を求める。 

√𝑥2 − 𝑎2  の不定積分は，

∫ √𝑥2 + 𝑎2𝑑𝑥

=
𝑥

2
√𝑥2 + 𝑎2 +

𝑎2

2
log(𝑥 + √𝑥2 + 𝑎2) +Ｃ ⋯  ８－(1) 

で，𝑎2 を −𝑎2 におき換えれば求まる。 

ただし，常に 𝑥 + √𝑥2 + 𝑎2 > 0 であるが，常に 

𝑥 − √𝑥2 − 𝑎2 > 0 とは限らないので 

∫ √𝑥2 − 𝑎2𝑑𝑥 

=
𝑥

2
√𝑥2 − 𝑎2 −

𝑎2

2
log|𝑥 + √𝑥2 − 𝑎2| +Ｃ ⋯  ９－(1) 

となる。 

置換積分で考えるときは，𝑥 =
𝑎

cos 𝜃
（0 ≦ 𝜃 ≦ 𝜋 ，𝜃 ≠

𝜋

2
 ）とおくのが一般的である。 

𝑥 =
𝑎

cos 𝜃
（0 ≦ 𝜃 ≦ 𝜋 ，𝜃 ≠

𝜋

2
 ）とおくと 

√𝑥2 − 𝑎2 = √
𝑎2

cos2 𝜃
− 𝑎2 = √𝑎2 (

1

cos2 𝜃
− 1)

 = √𝑎2 tan2 𝜃 = 𝑎|tan 𝜃| 

𝑑𝑥 =
𝑎 sin 𝜃

cos2 𝜃
𝑑𝜃 

関数の定義域を考えると 𝑥2 − 𝑎2 ≧ 0 

 (𝑥 + 𝑎)(𝑥 − 𝑎) ≧ 0  𝑥 ≦ −𝑎 ，𝑎 ≦ 𝑥  より 

𝑎

cos 𝜃
≦ −𝑎 ，𝑎 ≦

𝑎

cos 𝜃

よって 

1

cos 𝜃
≦ −1 のとき −1 ≦ cos 𝜃 < 0 

 1 ≦
1

cos𝜃
 のとき 0 < cos 𝜃 ≦ 1 

（ⅰ）0 < cos 𝜃 ≦ 1 つまり 0 ≦ 𝜃 <
𝜋

2
 のとき 

 𝑎|tan 𝜃| = 𝑎 tan 𝜃 より 

∫ √𝑥2 − 𝑎2𝑑𝑥 = ∫ 𝑎 tan 𝜃 ∙
𝑎 sin 𝜃

cos2 𝜃
𝑑𝜃 = ∫

𝑎2 sin2 𝜃

cos3 𝜃
𝑑𝜃 

= 𝑎2 ∫
sin2 𝜃 cos 𝜃

cos4 𝜃
𝑑𝜃 

= 𝑎2 ∫
sin2 𝜃

(1−sin2 𝜃)2
∙ cos 𝜃 𝑑𝜃

ここで sin 𝜃 = 𝑡 とおくと cos 𝜃𝑑𝜃 = 𝑑𝑡 より 

∫ √𝑥2 − 𝑎2𝑑𝑥 = 𝑎2 ∫
𝑡2

(1−𝑡2)2 𝑑𝑡 = 𝑎2 ∫
𝑡2

(1+𝑡)2(1−𝑡)2 𝑑𝑡 

 これ以降の計算は，８．関数 √𝒙𝟐 + 𝒂𝟐  の不定積分 

の  ∫
𝑑𝑡

(1+𝑡)2(1−𝑡)2 の計算とほぼ同じで 

∫ √𝑥2 − 𝑎2𝑑𝑥 

=
𝑥

2
√𝑥2 − 𝑎2 +

𝑎2

2
log|𝑥 − √𝑥2 − 𝑎2| +Ｃ ⋯  ９－(2) 

となる。 

ここで log|𝑥 − √𝑥2 − 𝑎2| = − log
1

|𝑥−√𝑥2−𝑎2|

= − log
|𝑥+√𝑥2−𝑎2|

𝑎2

であるから，定数をまとめれば，９－(2)は 

 ∫ √𝑥2 − 𝑎2𝑑𝑥 

=
𝑥

2
√𝑥2 − 𝑎2 −

𝑎2

2
log|𝑥 + √𝑥2 − 𝑎2| +Ｃ 

となり，９－(1)と同じ結果になる。 

（ⅱ）−1 ≦ cos 𝜃 < 0 つまり 
𝜋

2
< 𝜃 ≦ 𝜋 のとき 

 𝑎|tan 𝜃| = −𝑎 tan 𝜃 

また，𝑥 =
𝑎

cos 𝜃
 で，𝑥 < 0 ， sin 𝜃 ≧ 0 となることに注

意すれば，９－(1)と同じ結果 

∫ √𝑥2 − 𝑎2𝑑𝑥 

=
𝑥

2
√𝑥2 − 𝑎2 −

𝑎2

2
log|𝑥 + √𝑥2 − 𝑎2| +Ｃ 

になる。 
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また，√𝑥2 − 𝑎2 = √(𝑥 + 𝑎)(𝑥 − 𝑎) と変形できるから，

1

√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏 
の不定積分を，√

𝑥−𝛼

𝛽−𝑥
 ＝𝑡 とおいて置換積分

した方法も利用できる。 

√𝑥2 − 𝑎2 の定義域は  𝑥 ≦ −𝑎 ，𝑎 ≦ 𝑥 である。

（ⅰ）𝑥 ≧ 𝑎 のとき 

𝑥 + 𝑎 > 0 ，𝑥 − 𝑎 ≧ 0 となり 

√𝑥2 − 𝑎2 = √(𝑥 + 𝑎)2 ∙
𝑥−𝑎

𝑥+𝑎
= (𝑥 + 𝑎)√

𝑥−𝑎

𝑥+𝑎
 と変形でき

る。そこで，√
𝑥−𝑎

𝑥+𝑎
＝𝑡 とおいて置換積分をしてみる。 

∫
𝑑𝑥

√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
 の計算と同じような計算であるが 

𝑥−𝑎

𝑥+𝑎
= 𝑡2  𝑥 − 𝑎 = 𝑡2𝑥 + 𝑎𝑡2 

 (1 − 𝑡2)𝑥 = 𝑎(1 + 𝑡2) 𝑥 =
𝑎(1+𝑡2)

1−𝑡2

𝑑𝑥 = 𝑎 ∙
2𝑡(1−𝑡2)−(1+𝑡2)(−2𝑡)

(1−𝑡2)2 𝑑𝑡 =
4𝑎𝑡

(1−𝑡2)2  𝑑𝑡 

また √𝑥2 − 𝑎2 = (𝑥 + 𝑎)√
𝑥−𝑎

𝑥+𝑎

= {
𝑎(1+𝑡2)

1−𝑡2 + 𝑎} 𝑡 =
2𝑎𝑡

1−𝑡2

よって 

∫ √𝑥2 − 𝑎2𝑑𝑥 = ∫
2𝑎𝑡

1−𝑡2
∙

4𝑎𝑡

(1−𝑡2)2
 𝑑𝑡 = 8𝑎2 ∫

𝑡2

(1−𝑡2)3
 𝑑𝑡 

 = 8𝑎2 ∫
𝑡2

(1+𝑡)3(1−𝑡)3  𝑑𝑡 

𝑡2

(1+𝑡)3(1−𝑡)3 を部分分数に分解すると 

𝑡2

(1+𝑡)3(1−𝑡)3 = −
1

16
{

1

1+𝑡
+

1

1−𝑡
+

1

(1+𝑡)2 +
1

(1−𝑡)2} 

+
1

8
{

1

(1+𝑡)3 +
1

(1−𝑡)3} 

よって ∫ √𝑥2 − 𝑎2𝑑𝑥 = 

  −
𝑎2

2
(log|1 + 𝑡| − log|1 − 𝑡| −

1

1+𝑡
+

1

1−𝑡
) 

+𝑎2 {−
1

2
∙

1

(1+𝑡)2 +
1

2
∙

1

(1−𝑡)2} +Ｃ 

=
𝑎2

2
(log|1 − 𝑡| − log|1 + 𝑡| −

1

1−𝑡
+

1

1+𝑡
+

1

(1−𝑡)2 −
1

(1+𝑡)2) + C 

=
𝑎2

2
(log |

1−𝑡

1+𝑡
| −

1

1−𝑡
+

1

1+𝑡
+

1

(1−𝑡)2 −
1

(1+𝑡)2) +Ｃ 

ここで 

|
1−𝑡

1+𝑡
| = |

1−√
𝑥−𝑎
𝑥+𝑎

1+√
𝑥−𝑎
𝑥+𝑎

| = |
√𝑥+𝑎−√𝑥−𝑎

√𝑥+𝑎+√𝑥−𝑎
| = |

𝑥−√𝑥2−𝑎2

𝑎
| =

|𝑥−√𝑥2−𝑎2|

𝑎

−
1

1−𝑡
+

1

1+𝑡
=

1

1+√
𝑥−𝑎
𝑥+𝑎

−
1

1−√
𝑥−𝑎
𝑥+𝑎

=
√𝑥+𝑎

√𝑥+𝑎+√𝑥−𝑎
−

√𝑥+𝑎

√𝑥+𝑎−√𝑥−𝑎

= √𝑥 + 𝑎 (−
√𝑥−𝑎

𝑎
) = −

√𝑥2−𝑎2

𝑎

1

(1−𝑡)2
−

1

(1+𝑡)2
=

1

(1−√
𝑥−𝑎
𝑥+𝑎

)

2 −
1

(1+√
𝑥−𝑎
𝑥+𝑎

)

2

=
𝑥+𝑎

(√𝑥+𝑎−√𝑥−𝑎)
2 −

𝑥+𝑎

(√𝑥+𝑎+√𝑥−𝑎)
2

=
𝑥+𝑎

2
(

1

𝑥−√𝑥2−𝑎2
−

1

𝑥+√𝑥2−𝑎2
) 

=
𝑥+𝑎

2
∙

2√𝑥2−𝑎2

𝑎2
=

(𝑥+𝑎)√𝑥2−𝑎2

𝑎2

以上より 

∫ √𝑥2 − 𝑎2𝑑𝑥 

=
𝑎2

2
(log

|𝑥−√𝑥2−𝑎2|

𝑎
−

√𝑥2−𝑎2

𝑎
+

(𝑥+𝑎)√𝑥2−𝑎2

𝑎2
) +Ｃ 

=
𝑎2

2
(log

|𝑥−√𝑥2−𝑎2|

𝑎
+

𝑥√𝑥2−𝑎2

𝑎2
) +Ｃ 

=
𝑥

2
√𝑥2 − 𝑎2 +

𝑎2

2
log

|𝑥−√𝑥2−𝑎2|

𝑎
+Ｃ

 定数をまとめれば 

∫ √𝑥2 − 𝑎2𝑑𝑥 =
𝑥

2
√𝑥2 − 𝑎2 +

𝑎2

2
log|𝑥 − √𝑥2 − 𝑎2| +Ｃ 

これは９－(2)だから，結局９－(1)と同じ結果にな

る。 

 ここでも因数分解できるかどうかが，不定積分を求め

る上で，大きな違いとなって表れてきているのである。 

（ⅱ）𝑥 ≦ −𝑎 のとき 

𝑥 + 𝑎 ≦ 0 ，𝑥 − 𝑎 < 0 だから 

√𝑥2 − 𝑎2 = √(𝑥 − 𝑎)2 ∙
𝑥+𝑎

𝑥−𝑎
= (𝑎 − 𝑥)√

𝑥+𝑎

𝑥−𝑎

√
𝑥+𝑎

𝑥−𝑎
= 𝑡 とおくと  𝑥 =

𝑎(𝑡2+1)

𝑡2−1
 𝑑𝑥 = −

4𝑎𝑡

(𝑡2−1)2  𝑑𝑡 

また √𝑥2 − 𝑎2 = (𝑎 − 𝑥)√
𝑥+𝑎

𝑥−𝑎
= −

2𝑎𝑡

𝑡2−1

よって 

∫ √𝑥2 − 𝑎2𝑑𝑥 = ∫ (−
2𝑎𝑡

𝑡2−1
) {−

4𝑎𝑡

(𝑡2−1)2}  𝑑𝑡 

= 8𝑎2 ∫
𝑡2

(𝑡2−1)3  𝑑𝑡 

= −8𝑎2 ∫
𝑡2

(1+𝑡)3(1−𝑡)3  𝑑𝑡 

𝑡2

(1+𝑡)3(1−𝑡)3 を部分分数に分解し，（ⅰ）の場合と同様

の計算をして 

 ∫ √𝑥2 − 𝑎2𝑑𝑥 

=
𝑎2

2
(log |

1+𝑡

1−𝑡
| −

1

1+𝑡
+

1

1−𝑡
+

1

(1+𝑡)2 −
1

(1−𝑡)2) +Ｃ 
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ここで 𝑥 + 𝑎 ≦ 0 ，𝑥 − 𝑎 < 0 に注意して 

|
1+𝑡

1−𝑡
| = |

1+√
𝑥+𝑎
𝑥−𝑎

1−√
𝑥+𝑎
𝑥−𝑎

| = |
1+√

−(𝑥+𝑎)

−(𝑥−𝑎)

1−√
−(𝑥+𝑎)

−(𝑥−𝑎)

| = |
√−(𝑥−𝑎)+√−(𝑥+𝑎)

√−(𝑥−𝑎)−√−(𝑥+𝑎)
| 

= |−
𝑥−√𝑥2−𝑎2

𝑎
| =

|𝑥−√𝑥2−𝑎2|

𝑎

同様に −
1

1+𝑡
+

1

1−𝑡
=

√𝑥2−𝑎2

𝑎

1

(1+𝑡)2 −
1

(1−𝑡)2 =
(𝑥−𝑎)√𝑥2−𝑎2

𝑎2

以上より 

∫ √𝑥2 − 𝑎2𝑑𝑥 

=
𝑎2

2
(log

|𝑥−√𝑥2−𝑎2|

𝑎
+

√𝑥2−𝑎2

𝑎
+

(𝑥−𝑎)√𝑥2−𝑎2

𝑎2
) +Ｃ 

=
𝑎2

2
(log

|𝑥−√𝑥2−𝑎2|

𝑎
+

𝑥√𝑥2−𝑎2

𝑎2
) +Ｃ 

=
𝑥

2
√𝑥2 − 𝑎2 +

𝑎2

2
log

|𝑥−√𝑥2−𝑎2|

𝑎
+Ｃ

=
𝑥

2
√𝑥2 − 𝑎2 +

𝑎2

2
log|𝑥 − √𝑥2 − 𝑎2| +Ｃ 

 これも９－(2)だから，いずれの場合も 

∫ √𝑥2 − 𝑎2𝑑𝑥 

=
𝑥

2
√𝑥2 − 𝑎2 −

𝑎2

2
log|𝑥 + √𝑥2 − 𝑎2| + Ｃ 

となる。 

以上にように，√𝑥2 − 𝑎2 の不定積分は，√𝑥2 − 𝑎2 

 = 𝑡 − 𝑥 とおく置換積分も含めて，３通りの方法で求め

ることができる。不定積分は，ただ１通りの方法で求め

るしかないことが多い。私の知る限りでは，３通りの方

法で求められる計算というのは，けっこう珍しいケース

のような気がする。 

10．関数 √𝒂𝟐 −  𝒙𝟐 の不定積分 

最後に，Ｂ２グループ √𝑎2 −  𝑥2 の不定積分を求める。 

√𝑎2 − 𝑥2   については，√−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏  の不定積分が

求まっているので，基本的には解決済みである。つまり 

∫  √−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 𝑑𝑥 

=
𝑎2+4𝑏

4
tan−1 2𝑥−𝑎+√𝑎2+4𝑏

2√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
+

2𝑥−𝑎

4
√−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 +Ｃ 

  ⋯ ７－(2) 

で，𝑎 = 0 ，𝑏 = 𝑎2  とおけば 

∫  √𝑎2 − 𝑥2 𝑑𝑥 

= 𝑎2 tan−1 √
𝑥+𝑎

𝑎−𝑥
+

𝑥

2
√𝑎2 − 𝑥2 +Ｃ ⋯ 10－(1)

 また，√𝑎2 − 𝑥2  の不定積分を置換積分で考えるとき

は，𝑥 = 𝑎 sin 𝜃（−
𝜋

2
≦ 𝜃 ≦

𝜋

2
 ）とおくのが一般的である。 

𝑥 = 𝑎 sin 𝜃（−
𝜋

2
≦ 𝜃 ≦

𝜋

2
 ）とおくと 𝑑𝑥 = 𝑎 cos 𝜃 𝑑𝜃  

 また √𝑎2 −  𝑥2 = √𝑎2 − 𝑎2 sin2 𝜃 = √𝑎2(1 − sin2 𝜃) 

   = √𝑎2 cos2 𝜃 = |𝑎 cos 𝜃| = 𝑎 cos 𝜃 

 よって ∫ √𝑎2−𝑥2𝑑𝑥 = ∫ 𝑎 cos 𝜃 ∙ 𝑎 cos 𝜃 𝑑𝜃 

= 𝑎2 ∫ cos2 𝜃 𝑑𝜃 = 𝑎2 ∫
1+cos 2𝜃

2
𝑑𝜃 

=
𝑎2

2
(𝜃 +

1

2
sin 2𝜃) +Ｃ 

ここで sin 𝜃 =
𝑥

𝑎
より 𝜃 = sin−1 𝑥

𝑎
 

また cos 𝜃 = √1 − sin2 𝜃 = √1 − (
𝑥

𝑎
)

2
=

√𝑎2− 𝑥2

𝑎
 より 

1

2
sin 2𝜃 = sin 𝜃 cos 𝜃 =

𝑥√𝑎2− 𝑥2

𝑎2

よって ∫ √𝑎2−𝑥2𝑑𝑥 =
𝑎2

2
(sin−1 𝑥

𝑎
+

𝑥√𝑎2− 𝑥2

𝑎2
) +Ｃ 

=
𝑎2

2
sin−1 𝑥

𝑎
+

𝑥

2
√𝑎2 − 𝑥2 +Ｃ ⋯  10－(2)

10－(1)と 10－(2)も，定数の違いだけである。（６－

(6)と同じ計算）

11．Ｂ２グループの不定積分 

Ｂ２グループ √𝑥2 + 𝑎2 ，√𝑥2 − 𝑎2 ，√𝑎2 − 𝑥2  の不定

積分は，部分積分を使って，それぞれＢ１グループ 

1

√𝑥2+𝑎2
 ，

1

√𝑥2−𝑎2
 ，

1

√𝑎2−𝑥2
 の不定積分に帰着させるこ

ともできる。つまり，Ｂ１グループとＢ２グループの不

定積分は，一方が求まれば，他方も求まることになる。 

∫ √𝑥2 + 𝑎2𝑑𝑥 = 𝑥√𝑥2 + 𝑎2 − ∫ 𝑥 ∙
2𝑥

2√𝑥2+𝑎2
𝑑𝑥 

 = 𝑥√𝑥2 + 𝑎2 − ∫
𝑥2

√𝑥2+𝑎2
𝑑𝑥 

= 𝑥√𝑥2 + 𝑎2 − ∫
𝑥2+𝑎2−𝑎2

√𝑥2+𝑎2
𝑑𝑥 

  = 𝑥√𝑥2 + 𝑎2 − ∫ (√𝑥2 + 𝑎2 −
𝑎2

√𝑥2+𝑎2
) 𝑑𝑥 より 

 2 ∫ √𝑥2 + 𝑎2𝑑𝑥 = 𝑥√𝑥2 + 𝑎2 + 𝑎2 ∫
𝑑𝑥

√𝑥2+𝑎2

よって ∫ √𝑥2 + 𝑎2𝑑𝑥 =
1

2
(𝑥√𝑥2 + 𝑎2 + 𝑎2 ∫

𝑑𝑥

√𝑥2+𝑎2
) 

同様に  ∫ √𝑥2 − 𝑎2𝑑𝑥 =
1

2
(𝑥√𝑥2 − 𝑎2 − 𝑎2 ∫

𝑑𝑥

√𝑥2−𝑎2
)

∫ √𝑎2 − 𝑥2𝑑𝑥 =
1

2
(𝑥√𝑎2 − 𝑥2 + 𝑎2 ∫

𝑑𝑥

√𝑎2−𝑥2
)

これらの式は，関数が √𝑥2 + 𝑎2 ，√𝑥2 − 𝑎2 ，√𝑎2 − 𝑥2 

だから成り立つ，これらの関数に特有な，これらの関数

の個性のような性質である。
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これらの式に，６．Ｂ１グループの不定積分１ に示し

た結果を代入すれば，すでに得られた結果と一致する。 

12．Ｂ１グループの不定積分２ 

Ｂ１グループ 
1

√𝑥2+𝑎2
 ，

1

√𝑥2−𝑎2
 ，

1

√𝑎2−𝑥2
 の不定積

分はすべて求まっている。しかし，Ｂ２グループ

√𝑥2 + 𝑎2 ， √𝑥2 − 𝑎2 ，√𝑎2 − 𝑥2 の不定積分を求めた置

換積分を使うと，多少意味ある計算が出てくることも

ある。ここではそれらについて，落ち穂拾い的に書い

ていく。

12.1 関数 
1

√𝑥2+𝑎2
 の不定積分 

∫
𝑑𝑥

√𝑥2+𝑎2
= log(𝑥 + √𝑥2 + 𝑎2) +Ｃ ⋯  ６－(1) であ

る。 

いま，𝑥 = 𝑎 tan 𝜃（−
𝜋

2
< 𝜃 <

𝜋

2
 ）とおくと 

∫
𝑑𝑥

√𝑥2+𝑎2
= ∫

cos 𝜃

𝑎
∙

𝑎

cos2 𝜃
𝑑𝜃 = ∫

𝑑𝜃

cos 𝜃
= ∫

cos 𝜃

cos2 𝜃
𝑑𝜃 

= ∫
cos 𝜃

1−sin2 𝜃
𝑑𝜃 

sin 𝜃 = 𝑡 とおくと cos 𝜃 𝑑𝜃 = 𝑑𝑡 より 

 ∫
cos 𝜃

1−sin2 𝜃
𝑑𝜃 = ∫

𝑑𝑡

1−𝑡2 =
1

2
∫ (

1

1−𝑡
+

1

1+𝑡
) 𝑑𝑡 

=
1

2
(log|1 + 𝑡| − log|1 − 𝑡|) +Ｃ 

=
1

2
log |

1+𝑡

1−𝑡
| +Ｃ=

1

2
log |

1+sin 𝜃

1−sin 𝜃
| +Ｃ 

=
1

2
log

1+sin 𝜃

1−sin 𝜃
+Ｃ

ここで 
1+sin 𝜃

1−sin 𝜃
=

(1+sin 𝜃)2

1−sin2 𝜃
=

(1+sin 𝜃)2

cos2 𝜃
= (

1+sin 𝜃

cos 𝜃
)

2

  より 
1

2
log

1+sin 𝜃

1−sin 𝜃
= log

1+sin 𝜃

cos 𝜃
= log (tan 𝜃 +

1

cos 𝜃
) 

また cos 𝜃 > 0 だから 

1

cos 𝜃
= √1 + tan2 𝜃 = √1 + (

𝑥

𝑎
)

2

=
1

𝑎
√𝑥2 + 𝑎2

よって 

1

2
log

1+sin 𝜃

1−sin 𝜃
= log (

𝑥

𝑎
+

√𝑥2+𝑎2

𝑎
) = log (

𝑥+√𝑥2+𝑎2 

𝑎
) 

 = log(𝑥 + √𝑥2 + 𝑎2 ) − log 𝑎 

以上より，∫
𝑑𝑥

√𝑥2+𝑎2
= log(𝑥 + √𝑥2 + 𝑎2) +Ｃ となり，

同じ結果が得られた。 

12.2 関数 
1

√𝑥2−𝑎2
 の不定積分 

∫
𝑑𝑥

√𝑥2−𝑎2
= log|𝑥 + √𝑥2 − 𝑎2| +Ｃ ⋯ ６－(2) である。 

𝑥 =
𝑎

cos 𝜃
（0 ≦ 𝜃 ≦ 𝜋 ，𝜃 ≠

𝜋

2
 ）とおくと 

（ⅰ）0 < cos 𝜃 ≦ 1 つまり 0 ≦ 𝜃 <
𝜋

2
 のとき 

∫
𝑑𝑥

√𝑥2−𝑎2
= = ∫

1

𝑎 tan 𝜃
∙

𝑎 sin 𝜃

cos2 𝜃
𝑑𝜃 = ∫

𝑑𝜃

cos 𝜃

この計算は，１）に現れた計算である。 

（ⅱ）−1 ≦ cos 𝜃 < 0 つまり 
𝜋

2
< 𝜃 ≦ π のときも，同様

の計算になる。 

また，√
𝑥−𝑎

𝑥+𝑎
= 𝑡 とおいても，既に現れた計算と同じ

ような計算になる。 

12.3 関数 
1

√𝑎2−𝑥2
 の不定積分 

1

√𝑎2−𝑥2
 の不定積分は，通常テキストでは，sin−1 𝑥  の

微分から求めていく。 

いま，𝑥 = 𝑎 sin 𝜃（−
𝜋

2
≦ 𝜃 ≦

𝜋

2
 ）とおくと 

∫
𝑑𝑥

√𝑎2− 𝑥2
=  ∫

1

𝑎 cos 𝜃
∙ 𝑎 cos 𝜃 𝑑𝜃 = ∫ 𝑑𝜃 = 𝜃 +Ｃ

= sin−1 𝑥

𝑎
+Ｃ

となり，同じ結果が得られる。 

13．Ａ２グループの不定積分２ 

 再び，関数 √𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏  と √−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏  の不定積

分を考える。 

13.1 関数 √𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏  の不定積分 

√𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑡 − 𝑥 とおいて置換積分しても，有効

な計算にはならなかった。（７－(1)） 

そこで ，√𝑥2 + 𝑎2  ，√𝑥2 − 𝑎2 の不定積分の結果 

∫ √𝑥2 + 𝑎2𝑑𝑥 =
𝑥

2
√𝑥2 + 𝑎2 +

𝑎2

2
log(𝑥 + √𝑥2 + 𝑎2) +Ｃ 

 ⋯ ８－(1) 

∫ √𝑥2 − 𝑎2𝑑𝑥 =
𝑥

2
√𝑥2 − 𝑎2 −

𝑎2

2
log|𝑥 + √𝑥2 − 𝑎2| +Ｃ 

 ⋯ ９－(1) 

に帰着させ，求めていく。 

𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = (𝑥 +
𝑎

2
)

2
−

𝑎2−4𝑏

4
より −

𝑎2−4𝑏

4
= 𝑝 
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 とおいて 

𝑝 > 0 のとき 𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = (𝑥 +
𝑎

2
)

2
+ (√𝑝)

2

𝑝 < 0 のとき 𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = (𝑥 +
𝑎

2
)

2
− (√−𝑝)

2

と変形できるから 

 𝑝 > 0 のとき，８－(1)より 

∫ √𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 𝑑𝑥 = ∫ √(𝑥 +
𝑎

2
)

2
+ (√𝑝)

2
 𝑑𝑥

=
𝑥+

𝑎

2

2
√(𝑥 +

𝑎

2
)

2
+ (√𝑝)

2

+
(√𝑝)2

2
log (𝑥 +

𝑎

2
+ √(𝑥 +

𝑎

2
)

2
+ (√𝑝)

2
) +Ｃ

=
2𝑥+𝑎

4
√𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏

−
𝑎2−4𝑏

8
log (𝑥 +

𝑎

2
+ √𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏) +Ｃ

⋯  13－(1) 

 𝑝 < 0 のとき，９－(1)より 

∫ √𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 𝑑𝑥 = ∫ √(𝑥 +
𝑎

2
)

2
− (√−𝑝)

2
 𝑑𝑥

=
𝑥+

𝑎

2

2
√(𝑥 +

𝑎

2
)

2
− (√−𝑝)

2

−
(√−𝑝)2

2
log (𝑥 +

𝑎

2
+ √(𝑥 +

𝑎

2
)

2
− (√−𝑝)

2
) +Ｃ

=
2𝑥+𝑎

4
√𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏

−
𝑎2−4𝑏

8
log (𝑥 +

𝑎

2
+ √𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏) +Ｃ

となり，𝑝 > 0 のときと同じ結果になる。 

つまり，𝑝 の値に関係なく 13－(1)は成り立つ。 

 もちろん理屈の上では，√𝑥2 + 𝑎2  や √𝑥2 − 𝑎2 の不

定積分を求めた置換（𝑥 +
𝑎

2
= √𝑝 tan 𝜃 や 𝑥 +

𝑎

2
=

√−𝑝

cos 𝜃
，√

𝑥+
𝑎

2
−√−𝑝

𝑥+
𝑎

2
+√−𝑝

= 𝑡 など）を使えば，√𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 

つまり √(𝑥 +
𝑎

2
)

2
+ (√𝑝)

2
 や √(𝑥 +

𝑎

2
)

2
− (√−𝑝)

2
 の不

定積分も直接計算することができる。しかし，それら

も，√𝑥2 + 𝑎2  や √𝑥2 − 𝑎2 の不定積分を求めてしまえ

ば，全く同じ内容の計算であり，ほとんど意味のないも

のである。 

13.2 関数 √−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏  の不定積分 

関数が定義されるのは 𝑎2 + 4𝑏 > 0 のときである。

√−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏  の不定積分は求まっている（７－(2)）

ので，√𝑎2 − 𝑥2 の不定積分 

∫ √𝑎2−𝑥2𝑑𝑥 =
𝑎2

2
sin−1 𝑥

𝑎
+

𝑥

2
√𝑎2 − 𝑥2 + Ｃ

に帰着させる必要はないが，帰着させれば， 

−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = − (𝑥 −
𝑎

2
)

2
+

𝑎2+4𝑏

4
 より 

𝑎2+4𝑏

4
= 𝑞 とおくと，𝑞 > 0 で 

−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = − (𝑥 −
𝑎

2
)

2
+ (√𝑞)

2

と変形できるから 

∫ √−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 𝑑𝑥 = ∫ √(√𝑞)
2

− (𝑥 −
𝑎

2
)

2
 𝑑𝑥 

=
1

2
{(√𝑞)

2
sin−1

𝑥−
𝑎

2

√𝑞
+ (𝑥 −

𝑎

2
) √(√𝑞)

2
− (𝑥 −

𝑎

2
)

2
} +Ｃ 

=
1

2
{

𝑎2+4𝑏

4
sin−1 2𝑥−𝑎

√𝑎2+4𝑏
+ (𝑥 −

𝑎

2
) √−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏} +Ｃ 

=
𝑎2+4𝑏

8
sin−1 2𝑥−𝑎

√𝑎2+4𝑏
+

2𝑥−𝑎

4
√−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 +Ｃ 

 ⋯ 13－(2) 

となる。 

５－(2)と６－(5)が定数の違いだけであるので，13－

(2)も７－(2)と定数の違いだけになる。

14．まとめ 

最後に，主要な４つの不定積分について，結果をまと

めておく。 

14.1 関数 √𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏  の不定積分 

∫ √𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 𝑑𝑥 =
2𝑥+𝑎

4
√𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏

−
𝑎2−4𝑏

8
log (𝑥 +

𝑎

2
+ √𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏) +Ｃ   ⋯ 13－(1) 

14.2 関数 √−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏  の不定積分 

 ∫ √−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 𝑑𝑥 

=
𝑎2+4𝑏

4
tan−1 2𝑥−𝑎+√𝑎2+4𝑏

2√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
+

2𝑥−𝑎

4
√−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 +Ｃ 

 ⋯ ７－(2) 

=
𝑎2+4𝑏

8
sin−1 2𝑥−𝑎

√𝑎2+4𝑏
+

2𝑥−𝑎

4
√−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 +Ｃ 

 ⋯ 13－(2) 

14.3 関数 
1

√𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
 の不定積分 

∫
𝑑𝑥

√𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
= log|2(𝑥 + √𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏) + 𝑎| +Ｃ 

⋯ ５－(1) 
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14.4 関数 
1

√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏 
 の不定積分 

関数が定義されるのは 𝑎2 + 4𝑏 > 0 のときで，このと

き 

 ∫
𝑑𝑥

√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
= 2 tan−1 2𝑥−𝑎+√𝑎2+4𝑏

2√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
+ Ｃ    ⋯ ５－(2)

= sin−1 2𝑥−𝑎

√𝑎2+4𝑏
+Ｃ  ⋯ ６－(5)

1

√−𝑥2+𝑎𝑥+𝑏 
 の不定積分を求めるのであれば， 

−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = (
√𝑎2+4𝑏

2
)

2

− (𝑥 −
𝑎

2
)

2
 と変形し，公式 

∫
𝑑𝑥

√𝑎2−𝑥2
= sin−1 𝑥

𝑎
+Ｃ に帰着させて６－(5)を求めた方

法を使う方が，自然に，しかもずっと簡単に求めること

ができる。５－(2)を求めたような，ある意味作為的な変

形をして √
𝑥−𝛼

𝛽−𝑥
 ＝𝑡   とおいたりする必要は全くないので

ある。 

そこで，学生から質問を受けた時，最初に感じた疑問

である。それは，テキストではなぜ ∫
𝑑𝑥

√−𝑥2+3𝑥−2
 とい

う例題を載せ，√
𝑥−1

2−𝑥
 ＝𝑡 とおいて置換積分する解法だ

けを示しているのか，ということである。そして，そ

こにもし意図があるなら，それはどのような意図であ

るのか，ということである。 

テキストには他に練習問題として ∫ √
1−𝑥

𝑥+2
𝑑𝑥 という

問題が載っている。しかし，この計算だったら，素直に

 √
1−𝑥

𝑥+2
=  𝑡 とおいて置換積分に入っていくだろう。テ

キストを見ても，√−𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = √ (𝑥 − 𝛼)(𝛽 − 𝑥) =

(𝛽 − 𝑥)√
𝑥−𝛼

𝛽−𝑥
というテクニカルな変形をして，√

𝑥−𝛼

𝛽−𝑥
＝𝑡 

とおく置換積分をやらなければならない理由がいまひと

つ見えてこないのである。 

 もちろん，このようにやる計算に意味がないと言うつ

もりはない。問題は解ければよいというわけではない。

様々な角度から多角的に考察することは必要だし，また，

それができる問題がよい問題ということになるであろう。

それに，大学の微分積分は，基礎科目である。基礎的・

基本的な知識技能を身に付けなければならない科目であ

る。スポーツで言えば，体力づくりのようなものだ。洗

練されたスマートな計算だけをやっていればよいという

ものでもない。たとえテストには出題されなくても，泥

臭い，タフな計算も，トレーニングとしてはやっておく

必要があるであろう。 

15．おわりに 

数学は，人類がこれまで長い時間をかけて，考えに考

え抜いて築き上げてきた学問である。それは，蟻のはい

入る隙間もないほど，きっちりと緻密に構成された学問

のように思われる。大学１年生で扱われる数学も，すべ

てのことが考え尽くされた，数学的には完全に決着が付

いた数学である。年代で言えば，せいぜい 18 世紀くら

いまでの数学であろう。過去も過去，大昔の数学であ

る。そこには，隙間のようなものは全く存在しないよう

に思われる。 

今回私がまとめた内容も，数学的にはトゥリビアルな

ことばかりである。ここに書かれているようなことは，

多くの人たちが，ずっと昔からとっくに気付いているこ

とであろう。テキスト等に書かれていないのは，大学１

年生が，無理関数についてそこまで掘り下げて学習する

必要は全くないからである。また，そのようなことまで

書けるスペースは，どんなテキストにも最初から存在し

ていないからである。 

しかし，このような報告であっても，教材についての

ひとつの見方は提示できていると思う。また，例えば，

令和４年度から高校で新たに実施される「理数探究」の

テーマとしては使えることもあるかもしれない。

私は高校で授業をしているとき，なんで生徒にこんな

計算をやらせるのか，と思うことがしばしばあった。無

理式や三角関数のいろいろな計算がそうであった。対称

式，交代式などの変形もそうであった。数学の基礎トレ

ーニングとして，または，数学の常識として当然知って

おかなければならないからやらせるのか，とも思ってい

た。しかし，対称式，交代式などがガロア理論のスター

トであったように，無理式や三角関数の計算も，数学の

いろいろなところで，非常に重要なピースとしてとても

有効に働くのである。つまり，非常に「役に立つ」ので

ある。 

無理関数の積分は，「理数探究」のテーマとして，探究

するにふさわしいテーマだと考える。また，探究の過程

で，これまで学んできたことが，いかに「役に立つ」か

が実感できると思う。 

今回，無理関数の積分について，私の考え得ることは

すべて考えることができたと思うし，ある程度整理をす

ることもできたと思う。このことは，これから学生を指

導する上で，無理関数の積分の指導だけではなく，いろ

いろな面でプラスに働いてくれるものと考える。 

最後に，この報告ができ上ったのも，ある学生からの

質問がその発端であった。情報学部のその学生には，心

から感謝をしたい。 
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