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紀要の発刊に寄せて                       

                       学長 野 口  博   

 

 静岡理工科大学は，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

ついての理念を具現化するための活動を日常的に行っています．また，本学の歴史や置かれてい

る立場に基づいた特徴ある活動も行っています．このような活動の成果を一定期間毎に大学とし 

てまとめて広く公表し，社会から評価を受けることは，大学として重要な業務となっています．

この場合，大学が公表する方法や手段，さらには評価の受け方には，目的に応じて色々な種類が

あり，効果的に対応する必要があります． 

静岡理工科大学紀要は，教員の教育研究成果の発表の場として，本学が開学した年度の 1992

年 3 月に創刊準備号として発刊されました．続いて，次の年の創刊号から毎年発行され，今回の

2019 年版で，27 巻目となりました． 

この大学紀要は，教育研究成果として，論文，研究ノート，技術報告・資料，レビューなどの

貴重な資料をまとめて公表する場としました．第 8 巻からは，教育関連報告を新たに設け，教育

を重視する大学の姿勢を表すものとなりました． 

本年度より，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のみの発刊と

なります．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，大学の生産

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． 

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

とが本学の理念であり，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，本学の教職員はもとより，地域の方々

にとっても，大いに役に立つ存在であることを願っております． 

2019 年 8 月 



 



 

 

 

 

 

 

 

論     文 





2019 年 6 月 25 日受理 
＊ 理工学部 機械工学科
＊＊ 理工学部 機械工学科 学生

超硬／ハイス鋼複合調和組織材料の作製およびその微細組織と機械的特性 

Microstructure and Mechanical Properties of Harmonic Structure Composite with WC-Co Alloy and High Speed 
Steel 

藤原 弘＊, 望月 颯人＊＊ 
Hiroshi FUJIWARA and Hayato MOCHIZUKI 

Harmonic-structured composite with WC-Co alloy and high speed steel were produced via mechanical 

milling followed by spark plasma sintering, and their microstructure and mechanical properties were 

investigated in detail. The microstructure of the mechanically milled powders and spark plasma sintered 

compacts was characterized using scanning electron microscopy (SEM)/energy dispersive X-ray spectroscopy 

(EDS) and X-ray diffraction (XRD). The mechanical properties of the spark plasma sintered compacts were 

evaluated on the basis of the Vickers hardness tests. SEM/EDS micrographs and XRD profiles indicated that the 

sintered compact at 1173K with WC–Co alloy and high speed steel has the harmonic structure with a network 

region composed of WC–Co alloy and a dispersed region composed of high speed steel. However the sintered 

compacts at 1123K and 1223K don’t have the harmonic structure. These results indicate that the precise 

temperature control is necessary to fabricate the harmonic-structured composite with WC-Co alloy and high 

speed steel. The harmonic-structured composite with WC–Co alloy and high speed steel exhibit the high 

hardness.  

１．緒言 

 同形状の製品を大量に生産することのできる金型は，大

量生産が主流の現代産業には欠かせない．また製造業の海

外進出により金型への要求が増えてきている．例えば金型

のコスト低減，金型の精度向上，金型寿命の向上，発注か

ら納品までの短期間化などがある．中でも金型寿命の向上

は生産量増加や金型コスト低減につながる重要な開発要

素である．金型用材料は，硬度と靭性の高い材料が選択さ

れ，硬度は材料の耐摩耗性に関連し，靭性は寿命に関連し

ている．硬度と靭性の関係は二律背反であるため二つの特

性を同時に付与することは難しい．金型材料における硬さ

と靭性の関係図を Fig. 1 に示す．一般的に金型に使用さ

れることが多いのが耐摩耗性に優れる超硬合金や靭性に

優れるハイス鋼などの金属材料である．Fig. 1 からわか

るように金型用材料は硬度を求めると靭性が損なわれ，靭

性を優先すると硬度が落ちるという二律背反の関係にあ

る．一方で，相反する二つの特性を同時に両立させる組織

制御法の一つとして複合調和組織制御がある．複合調和組

織はネットワーク領域と分散領域で異なる材質を併せ持

つ複合材料であり，相反する特性を両立させることができ

ることが知られている 1,2)．本研究では金型用金属材料の

長寿命化を目指し，ネットワーク領域に高硬度の超硬，分

散領域に靭性の高いハイス鋼を有する複合調和組織材料

を作製し，その微細組織と機械的特性について詳細に検討

した. 

Fig. 1 Relationship between hardness and toughness in 
mold materials. 

２．実験方法 

 本研究では株式会社シルバーロイ製の超硬粉末

（WC-13%Co）および山陽特殊製鋼株式会社製のハイス鋼粉

末（Fe-1.27C-4.12Cr-4.92Mo-2.92V-5.89W：以下 SPM23）
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を用いて，フリッチュ製遊星ボールミル(P-6)によりメカ

ニカルミリング（MM）を行った．超硬粉末（WC-13%Co）と

ハイス鋼粉末（SPM23）の重量比が超硬粉末：ハイス鋼粉

末＝3:7 になるよう超硬粉末 15g，ハイス鋼粉末 35g を，

超硬ボール(5mm, 0.98g)を粉末との重量比が粉末:ボール

=1:2 になる条件において，アルゴン雰囲気中で SKD 製ミ

リング容器に封入した．MM 装置の回転数を 200rpm，回転

時間を 345.6ks とした．また，MM 粉末が均一に混合され

るよう 3.6ks 毎に MM 装置の自転と公転が逆になるように

設定した．詳細な MM 条件を Table 1 に示す．MM の過程で

生成された造粒粉末を取り除くため，アズワン株式会社製

ミニふるい振とう機（MVS-1N）による粉末整粒を行った．

メッシュ 250 ㎛,212 ㎛,100 ㎛,45 ㎛のステンレス製ふる

いを使用し，整粒を行い 100 ㎛以上 212 ㎛以下の MM 粉末

を焼結に使用した．これらの MM 粉末を住友石炭鉱業社製

SPS-510L を使用して，放電プラズマ焼結（SPS）を行った．

MM粉末2gをグラファイト製のダイスに入れパンチで上下

から挟み込み，真空雰囲気中(10Pa 以下)，焼結圧力 50MPa，

1123K,1173K,1223K 各温度まで 0.9ks かけて昇温し，

0.15ks保持，その後473K以下になるまで炉冷することで，

SPS 焼結体を得た．SPS 焼結体の微細組織観察には，日本

電 子 株 式 会 社 製 の 走 査 型 電 子 顕 微 鏡 (JSM-IT100) 

(Scanning Electron Microscope，以降 SEM)用い，エネル

ギ ー 分 散 型 X 線 分 析 (Energy Dispersive X-ray 

Spectrometer，以降 EDS)による元素分布観察も行った．

機械的特性の評価として，株式会社島津製作所製のマイク

ロビッカース硬さ試験機（HMV-G 21DT）による硬さ試験を

行った．試験力 19.61N，保持時間 5s の条件で 10 箇所行

い，ビッカース硬さの平均値を求めることで評価した． 

３．実験結果 

3.1 MM 粉末断面の組織観察

MM粉末断面の組織観察結果をFig.2に示す．Fig.2(a)，

(b)，(c)において， (a)二次電子像，(b)Fe の EDS 結果，

(c)W の EDS 結果である．(b)，(c)から MM 粉末の中心部は

Fe が多く分布しており、粉末の外郭部は W が多く分布し

ていることがわかる．このことから Fe が主成分であるハ

イス鋼粉末のまわりに W 成分を有する超硬粉末が凝着し

ており，MM 粉末はシェル/コア複合粉末であることがわか

る． 

3.2 SPS 焼結体の微細組織

1123K の焼結体の SEM 組織観察結果と EDS 分析結果を

Fig.3 に示す．Fig.3 (a)，(b)，(c)，(d)は，それぞれ(a)SEM

の二次電子像，(b)EDS 測定領域, (c)Fe の EDS 結果, (d)W

の EDS 結果を示す．Fig.３(a)より，粉末同士が十分に結

合できておらず焼結が不十分であることがわかる．また，

Fig.3(b)に示す領域の EDS 結果である Fig.3(c)，(d)から

各々の粉末は中心部で Fe 濃度が高く、その外郭部で W 濃 

Table 1 Mechanical milling conditions. 

Ball

Material WC-Co

Weight (g) 0.98 

Diameter (mm) 5 

Powder
Weight (g) 
(Total:50g) 

WC-13%Co 15

SPM23 35

Atmosphere Ar

Weight ratio to powder 
and ball 

1:2 

Rotating speed (rpm) 200 

Rotating time (ks) 345.6 

Fig. 2 SEM image and EDS results of MM powder.

度が高いことから，Fig.2 と比較して粉末自体には変化が

ないことがわかる． 

次に，1173K の焼結体の SEM 観察結果と EDS 分析結果を

Fig.4 に示す．Fig.3 (a)，(b)，(c)，(d)はそれぞれ，(a)SEM

の二次電子像，(b)EDS 測定領域, (c)Fe の EDS 結果, (d)W

の EDS 結果を示す．Fig.4(a)から明るいコントラストの領

域が組織全体に連結しネットワークを構成していること

がわかる．一方で，暗いコントラストの領域がネットワー

クの間に位置し全体に分散していることがわかる．また，
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Fig.4(b)に示す領域からのEDS結果であるFig.15(c)，(d)

から明るいコントラストのネットワーク領域は W 濃度が

高いため超硬で構成されており，暗いコントラストの分散

領域は Fe 濃度が高いためハイス鋼で構成されていること

がわかる．1173K の条件の SPS 焼結体は複合調和組織を形

成していることがわかる．さらに，1223K の焼結体の SEM

観察結果とEDS分析結果をFig.5に示す．Fig.5 (a)，(b)，

(c)，(d)はそれぞれ，(a)SEM の二次電子像，(b)EDS 測定

領域, (c)FeのEDS結果, (d)WのEDS結果を示す．Fig.5(a)

から粉末同士の結合面から亀裂が入っており，内部におい

てもラス状の組織も確認できる．また，Fig.5(b)に示す領

域からの EDS 結果である Fig.5(c)，(d)より，W 成分は粉

末内部にまで入り込んでいることがわかる．これは超硬粉

末の W が拡散してハイス鋼内部に拡散していることを示

している．そのため，内部ではそう変態が起こり，一部ラ

ス状の組織が観察されると考えられる．1123K の条件では，

焼結温度が高すぎたためこのような現象が起こったと考

えられる．以上の Fig.3~5 の結果より，超硬／ハイス鋼複

合調和組織材料を作製するためには，詳細な温度管理が重

要であり，最適な焼結温度は 1173K 付近である． 

3.3 複合調和組織材料の硬さ試験

 1123K～1223K の各焼結体の機械的特性について検討す

るため，それぞれの焼結体のビッカース硬さを求めた． 

Fig. 6 に 1123K～1223K の各温度におけるビッカース硬さ

を示す．また，1173K で焼結した時のハイス鋼のみの焼結

体のビッカース硬さ(▲)も併せて示している． 1123K，

1223K の焼結体のビッカース硬さの平均よりも複合調和

組織を形成している 1173K の焼結体のビッカース硬さの

平均が高いことがわかる．1173K の焼結体の硬さはばらつ

きも大きく，部分的にはハイス鋼のみの焼結体より硬度が

高いことがわかる．Fig.7 に 1173K のビッカース硬さ試験

の圧痕を示す．Fig.7 に示すように圧痕に一部が高硬度の

超硬ネットワーク領域にかかることにより，ばらつきは大

きいものの平均的には高い硬度を維持している． 

４．考察 

Fig.3～Fig.5 より，1123K の焼結体は焼結が不十分であり，

1223Kの焼結体はWの拡散や相変態により粉末同士の結合

面で亀裂が入っていたが，1173K の焼結体は超硬／ハイス

鋼複合調和組織を形成していた．このことから粉末とボー

ルの重量比 1:2 以上，回転時間 345.6ks 以上の MM 条件で

作製した MM 粉末を用いて 1173K で SPS 焼結を行うことに

より調和組織構造を有する超硬／ハイス鋼複合調和組織

材料を作製できることが明らかとなった．このような複合

調和組織構造を有する材料は優れた変形能を有しながら

も優れた摩耗特性を示すことが知られている．著者は，以

前ネットワーク領域にハイス鋼，分散領域に炭素鋼を有す

る複合調和組織材料において，ネットワーク領域のハイス 

Fig.3 SEM images and EDS results of the SPS compact at 

1123K. 

Fig.4 SEM images and EDS results of the SPS compact at 

1173K. 
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Fig.5 SEM images and EDS results of the SPS compact 
at 1223K.

Fig.6 Vickers hardness of SPS sintered compacts. 

鋼体積率 30%以上の時に低硬度でありながらも優れた耐

摩耗特性を示すこと示している 3)．これはネットワーク状

のハイス鋼が優れた摩耗性を維持し，分散領域の炭素鋼が

変形能を有するためである．本研究においては，以前の研

究とは異なり，ハイス鋼を分散領域に，超硬をネットワー

ク領域にした複合調和組織材料を作製している．この複合

調和組織材料は，ネットワーク領域にハイス鋼よりも耐摩

耗性に優れる超硬を配置していることから，ネットワーク

状の超硬がハイス鋼よりも優れた耐摩耗性を維持しつつ，

分散領域のハイス鋼の靭性（変形能）を有することを期待

できる．したがって，本研究で作製した超硬／ハイス鋼複

合調和組織材料は金型材料として優れた特性を有するこ

とが示唆される． 

５．結言 

 本研究では，超硬粉末とハイス鋼粉末を重量比 3:7 の割

合で回転数 200rpm，ミリング時間 345.6ks，粉末とボール

の重量比1:2でMM処理を行うことによりMM粉末作製した．

この MM 粉末の SPS 焼結によって 1123K，1173K，1223K の

焼結体を作製し，その微細組織と機械的特性を評価した．  

1123K の焼結体は粉末同士が結合しておらず，不十分な焼

結であることがわかった．1173K の焼結体はネットワーク

領域に超硬，分散領域にハイス鋼を有する複合調和組織を

形成する．1223K で得た焼結体は結合面で亀裂が発生し，

ラス状組織も観察される．以上のことより，粉末とボール

の重量比 1:2，回転時間 345.6ks の条件の MM 粉末を 1173K

で焼結することで，ネットワーク領域に超硬，分散領域に

ハイス鋼を有する複合調和組織で構成された複合調和組

織材料ができることが明らかになった．得られた焼結体に

ビッカース硬さ試験機による硬さ試験を行った結果，複合

調和組織のビッカース硬さの平均は複合調和組織構造を

有する 1173K の焼結体が最も高いことが明らかとなった． 
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英単語難易度算出のための各種コーパス間の
単語頻度・単語頻度順位の比較の研究

Comparison-based Analyses of Word Frequencies and Word Frequency Rankings of Various Corpora for Accurate

Identification of Difficult Words for English-as-a-Second-Language Learners

江原遥 ∗*
Yo EHARA

Abstract : In English-as-a-Second-Language (ESL) education, mainly word frequencies and word frequency
rankings from balanced corpora are used as sources of reliable estimators of English word difficulty. However,
numerous recent studies on educational applications of natural language processing show that corpora of movie
subtitles and learner corpora also improve the accuracy of identifying words that are difficult or complex for
ESL learners to read. In these studies, the frequencies and frequency rankings of the difficult words are used as
features to build automatic complex word identifiers by using machine-learning techniques. In this study, word
frequencies and word frequency rankings from various corpora and word difficulty indexes are compared and
the differences are subjected to quantitative and qualitative analyses.

1. はじめに

コーパス中の単語頻度や単語頻度順位は，英語教育に

おいて単語難易度を算出するための代表的な指標になっ

てきた．このためのコーパスとしては，従来，特定の分

野になどに偏らない均衡コーパス (Balanced Corpus)の
単語頻度が単語難易度算出の上で重視されてきた．例え

ば，日本の大学英語教育を念頭に作成された単語難易度

指標である JACET 800021)は，代表的な英語の均衡コー

パスである British National Corpus (BNC) 6) の頻度順位

をもとに作成されている．

一方，近年，自然言語処理の言語教育応用分野において

は，テキスト中で語学学習者のための平易化が必要となる

語を発見する複雑単語検出 (Complex Word Identification)
をはじめとするタスクにおいて，こうした均衡コーパス

の他に，学習者が書いた英文を収集した学習者コーパ

ス (Learner Corpus)中の単語頻度・単語頻度順位 11)や，

口語に特化した映画の字幕コーパス中の単語頻度・単語

頻度順位 19) が，有力な特徴量となることが報告されて

いる．

本研究では，従来用いられてきた均衡コーパスの単語

頻度・単語頻度順位と，学習者コーパスや字幕コーパス

のそれがどのように違うのかについて，量的・質的に分

析する．具体的には，対象とするコーパスのうち，下記

2019年 6月 26日受理
∗ 情報学部　コンピュータシステム学科

の基本的なリサーチクエスチョンに答えることを目標と

する．

(1) どのコーパス間で単語頻度の相関や順位相関が高
く，どのコーパス間で低いのか？

(2) 単語頻度の相関・順位相関の計算方法には複数の方
法があるが，どの相関・順位相関でも同様の結果に

なるか？

(3) 単語頻度の相関と，頻度を頻度順位に直した単語頻
度順位の順位相関では結果に違いが出るか？

(4) 既存の主要な単語難易度指標の中には，単語頻度順
位を，例えば 1, 000語ごとなどに大雑把に区切って
組を作り，組内の単語難易度指標は大体同じである

と仮定しているものがある．この仮定は，同順を考

慮した順位相関の観点からも妥当と言えるか？

(5) 近年，機械学習で単語の難しさを測る際の特徴量と
して，有効性が報告されている映画字幕コーパスや

学習者コーパスは，結局，どのように利用するとよ

いか？

2. 関連研究

言語教育分野では，単語難易度の算出に均衡コーパス

中の単語頻度順位を用いることが一般に行われてきた．

静岡理工科大学紀要 5



例えば，日本の大学の英語教育のための単語集として

標準的に使われている JACET8000は，British National
Corpus 6)の出現単語頻度の順位をもとにしているし，そ

の他，Contemporary Corpus of American English8) の出

現単語頻度順位も幅広く用いられている．こうした単語

頻度順位を基にした単語難易度表は，特に学習者の語彙

力を測定する単語テストの作成において有用である．例

えば，文献 17) では，Vocabulary Size Testという英語学
習者の語彙サイズを測定するテストを提案している．こ

の手法では，単語を BNCコーパスの単語頻度の降順に
1, 000語で区切り，その 1, 000語の単語の難易度を大ま
かに同じとみなして，各 1, 000語の集合から 5語を選ぶ
形でテストを構成している．この方法に従い，BNCコー
パスの 20, 000語から 1, 000語ごとに 5語を選択して，合
計 100語の単語テストを構成している．各設問は，文中
に埋め込まれた語の意味と最も近い単語を４つの選択肢

の中から選択する多肢選択式問題である．実際の学習者

の語学能力の関係については，特に語彙力と読解力の関

係について詳細な報告がある 16, 12, 14)．

一方，自然言語処理分野においては，テキスト全体の

難易度を測定するテキストリーダビリティ指標の問題は

古くから研究があったものの 9, 7)，語の難しさを特定す

る問題は，子供用新聞記事などを自動作成するテキスト

簡単化 (Text Simplification)のタスクとの関係で注目され
始めた．より具体的には，テキスト簡単化の前処理とし

て，語学学習者や子供にとって難しい単語を見つける複

雑単語特定 (Complex Word Identification, CWI)が，自然
言語処理において単語の難しさを直接的に推定する代表

的なタスクの一つである．

自然言語処理においては，テキスト簡単化は，難しい

テキストから簡単なテキストへの翻訳，という翻訳の一

種として捉えることが多い．実際，大量の翻訳元の文と

翻訳先の文の対である対訳コーパスから，自動的に翻訳

システムを構築する機械翻訳（Machine Translation,自動
翻訳）技術さえあれば，単純に，翻訳元を難しい文，翻訳

先を簡単な文とするだけで，テキスト簡単化を一応は実

現することが可能となる．特に，ニューラルネットワー

クによる機械翻訳，ニューラル機械翻訳 (Neural Machine
Translation)が，精度上のブレイクスルーを起こして有
望視され始めたあと 13)，テキスト簡単化でも同様のブ

レイクスルーが起きるのではないかと，集中的に研究が

進められている 18)．

テキスト簡単化と，通常の２言語間の機械翻訳が大き

く異なる点として，テキスト簡単化では原文（難しい文）

のうち，大部分が翻訳先言語に残るという点がある．そ

こで，テキスト簡単化の前段階の処理として，そもそも

簡単化が必要なテキスト中の箇所を特定するタスクが提

案され，これが複雑単語特定と呼ばれるタスクである．

複雑単語特定タスクは，近年，様々な特徴量を用いて

これを高精度に行う方法が提案されてきている．語が難

しいか簡単かは，当然，語学学習者の言語能力によって

感じ方が異なるが，複雑単語特定タスクはテキスト簡単

化の前段階のタスクであるため，基本的には語学学習者

間の言語能力を捨象し，単純にテキスト中で多くの語学

学習者が難しいと報告した語を難しい，と，定義してい

る．実際，ある程度の人数の語学学習者を雇い，テキス

ト中のどの語が難しいのかを横断的につけさせたデータ

セットが公開されており，このデータセット上で，難し

いと報告された語をより高精度に特定できる手法を良い

手法とみなしている．自然言語処理の大部分がそうであ

るように，まずは精度を比較してみるという立場で，単

語のどのような特徴量を組み合わせて使用しても良いの

で，例えば，複数のコーパスからの単語頻度や単語頻度

順位を組み合わせて機械学習による判別器の特徴量とし

て用いても良い．この点は，単語頻度や単語頻度順位の

算出に用いたコーパスの性質について深い議論を行う，

応用言語学やコーパス言語学分野のアプローチとは大き

く異なる．

さて，近年の複雑単語特定タスクで高精度を達成した

と報告する研究 19, 11)では，均衡コーパスの単語頻度や

単語頻度順位はもちろん有効な特徴量ではあるが，こう

した一般的な内容のコーパス以外に，精度向上に貢献す

る特徴量として，字幕コーパスの単語頻度・単語頻度順

位や，学習者コーパス中の単語頻度・単語頻度順位が挙

げられる．こうしたコーパスは，従来の均衡コーパスに

はなかった，単語の難易度特定に有用な情報を含んでい

ると思われる．そこで，本稿では，こうしたコーパスと，

従来の均衡コーパスの違いについて，量的・質的に分析

する．

3. 比較対象のコーパス

本研究では，下記のコーパスを比較した．下記に，そ

のコーパスを列挙する．また，太字部分は，コーパスの

略称として，論文の以下の部分で用いる．

BNC British National Corpus 6). イギリス英語の均衡コー
パス（特定専門分野に偏りがないように人手で収録

文書を調整したコーパス）．

COCA Corpus of Contemporary American English 8). ア
メリカ英語の均衡コーパス．

Wiki 英語版Wikipedia．Wikipediaは多数のユーザによ
って作られた大規模な百科事典である．収録する文

書を研究者が選定しているわけではないため，均衡

コーパスではないものの，百科事典の性質から特定

分野への偏りが小さいと思われるため，入手の容易

性もあり，自然言語処理分野では均衡コーパスのか
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表 1: 各コーパスの基本的な性質．Lang8については 3 mil.文
という報告があるものの，単語数の報告が見つからなかった
ため，1文に 10単語程度含まれると考え概算を示した．

コーパス名 コーパスの性質 述べ語数

BNC 均衡 100 mil.
COCA 均衡 560 mil.
Wiki 百科事典 3,600 mil.2)

Subtitles 字幕 225 mil.
Lang8 学習者 30 mil.

わりに頻繁に用いられる．複雑単語特定で均衡コー

パスのかわりに用い，高精度を達成したと報告され

ている 11)．

Subtitles 映画字幕コーパス．聞き取りによって，オー
プンな映画の字幕コーパスを作成するプロジェクト

があり 4)，このプロジェクトの字幕を収集したもの

である 1)．複雑単語特定で有益な特徴量となったと

いう報告がある 19)．

Lang8 学習者コーパス．学習者間の相互採点による語
学学習用 SNSから採集され 15)，公開されているも

の．文献 11)において，複雑単語特定で有益な特徴

量であると報告されている．

表 1 に各コーパスの基本的な情報を列挙した．述べ
語数の単位は 100万語 (million)である．また，述べ語
数は，今回比較に用いた各コーパスの単語頻度の和では

なく，低頻度なども全て含むコーパス中の全延べ語数で

ある．

3.1 前処理

コーパスの前処理について説明する．コーパスには，

テキストがそのままの状態で含まれているので，単純に

英文を空白やカンマやピリオドで分割するだけでは，複

数形が別の語としてカウントされてしまうなどの問題が

ある．そこで，辞書に書かれている原型（lemma）の形
に直す作業（lemmatization）が前処理として必要になる
が，これには様々な方法がある．

今回は，語学学習の目的における単語頻度順位の比較

であるため，既に，語学学習者言語教育の目的で既にそ

のまま使われている原型化（lemmatization）か，それに
近い方法が望ましい．今回は，語学学習者の語彙力測定

の代表的な試験であるVocaublary Size Testの作成時に使
われた原型化の方法を，そのまま利用した 17)．文献 17)

は学習者の英語の語彙サイズを算出する試験であるが，

そもそも，語のどのような変形を 1語とみなすのか，例
えば “player” と “play” は同じ語としてカウントするの
か，といった原型化の違いにより，語彙サイズの値は大

きく変わってしまうため，具体的にどの形を 1語とみな
すのかについて詳述されている．基本的には，文献 17)

では word familyという単位を提案しており，端的に言
えば，“player”と “play”は 1語としてカウントするなど，
できるだけ原型に近づけた形でカウントすることを提案

している．彼らは，実際に文献 17) の論文の中で，どの

語を 1語とみなしてカウントしたかを，データの形で，
著者らのWebサイト上で提供しているので，このデー
タを用いて lemmatizationを行った．
今回用いた lemmatizationの方法は下記の通りである．
まず，入力を単純に空白やカンマなどで分割（トークン

化）する．これには，Python言語用の自然言語処理ライ
ブラリである nltk 3)のword_tokenize関数を用いた．次
に，各トークンのうち，文献 17)が公開している原型化の

ための語リスト中に含まれている語は，このリストにし

たがって原型化した．さらに，文献 17)のリストに含まれ

ていない語も，nltkライブラリ中のWordNetLemmatizer
関数によって，文献 17) のリストの見出し語のいずれか

に変形できれば，文献 17)のリストを使って原型化した．

3.2 コーパスの比較に用いる指標

コーパス同士の単語頻度分布の類似している度合いを

数値として表すには，どのような指標が適切だろうか？

対応する数値列の似ている度合いを算出する方法とし

て，広く知られていてすぐに思いつく手法としては，単

純に２変量の相関係数（ピアソンの積率相関係数）を求

める方法だが，単語の頻度分布は通常は非線形な分布で

あるので，相関係数の値を計算しても解釈が難しい．相

関係数の値の大小が頻度分布の類似の度合いに起因する

ものか，頻度分布の非線形な形状に起因するものかがわ

からないからである．あえて相関係数を使う方法として

は，次のような手法が考えられる．単語の頻度分布は，

単語を頻度の降順に並べ，縦軸を頻度，横軸を順位とす

る両対数グラフ上で直線に近くなるという Zipfの法則
という経験則に従う事が知られている．この性質を利用

して，双方のコーパスともに Zipfの法則に従うことを仮
定した上で，頻度値を線形になるように変換してから相

関係数を適用すれば，非線形性の問題は緩和され，相関

係数の数値が分布の類似を表しているとみなしやすくは

なる．しかし，この方法は，そもそも仮定がどの程度妥

当かという疑問が生じる上，Zipfの法則は極端な高頻度
語や低頻度語では成立せずに，直線から離れることが知

られているので，あまり妥当な比較方法とは言えない．

より理論的な疑問の生じにくい単語頻度分布の比較方

法としては，大別して次の２つが挙げられる．１つは，

単語頻度を単語の総単語数で割ることによって単語の出

現確率を求め，確率分布間の類似度や距離を用いる方

法である．確率分布間の類似の度合いを測る尺度とし
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ては，Kulback-Leibler情報量（KL情報量）が広く知ら
れているが，KL情報量は対称性がない．対称性のある
Jensen-Shanon情報量を用いるほうが，数値を解釈しや
すい．

こうした確率分布同士の類似度や距離の尺度は文献 5)

にまとまっている．この中から，本研究では，尺度の著

名性を考慮し，コサイン類似度 (文献 5), (26))，Hellinger
距離 (文献 5), (35))，Jensen-Shanon距離 (文献 5), (51))，
Tanimoto係数 (文献 5), (23))を選んだ．
もう１つは，語学学習の目的では，単語頻度分布の中

でも，特に単語頻度順位に興味があるので，単語頻度順

位のみの類似度を計算する方法である．例えばある２単

語を取ってきた時に，単語頻度の順位が同じであっても，

単語頻度分布は，２単語の頻度の比や差に影響されてし

まう．語学教育の目的では，結局，どの単語の学習を優

先させるかという観点から，単語の難易度の序列だけに

興味があるので，頻度の比率や差分の情報は捨象してし

まおう，という考え方である．

順位の相関係数としては，Spearmanの ρとKendallの
τの２つが著名であり，実際に自然言語処理分野でも広

く使われている．直感的な解釈としては，前者は順位を

そのまま数値としてみた時の相関係数（ピアソンの積率

相関係数）と説明でき，後者は全ての２単語の組み合わ

せのうち２コーパス間で順序が一致しているペアの比率

と説明できる．

これらの順位相関係数の式としては，同順 (tie)がな
いことを仮定した式が広く使われている．一方，語学学

習の文脈では，コーパス中の単語頻度順位の他に，あら

かじめ何段階に難易度を分けるかを決め，人手で調整し

ながら単語に難易度の数値を割り振った指標も使われて

いる．こうした指標では，同じ難易度に割り当てられて

いる単語が多数存在する．例えば，後述の SVLという
指標では 12,000語に 12段階の難易度を付与しているの
で，鳩ノ巣原理より，同じ段階に複数の単語が割り当て

られている．同順を考慮した順位相関係数を用いれば，

こうした単語難易度指標と，コーパスの単語頻度順位を

比較することが可能となる．このため，本研究では同順

を考慮した順位相関係数を用いた．

具体的な式を次に記述する．X,Y を n個の実数値から

成る数列として，rgを，所与の数列に対して同順を考慮
した順位を返す関数とする．Covは所与の２数列の共分
散，SDは所与の数値列の標本分散を表す．同順を考慮
した Spearmanの ρは，式 1のように定義される．式 1
は Python 言語の scipy ライブラリにおいて実装されて
いる．

ρX,Y =
Cov(rg(X), rg(Y ))

SD(rg(X))SD(rg(Y )) (1)

また，同順を補正した Kendallの τは次のように定義

表 2: 単語頻度分布間のコサイン類似度

- COCA Wiki Subtitles Lang8

BNC 0.0086 0.0138 0.0078 0.0092
COCA - 0.0113 0.0093 0.0105
Wiki - - 0.0061 0.0071
Subtitles - - - 0.0133

される．この同順の補正方法は tau-bと呼ばれ，Python
言語の scipyライブラリにおいて実装されているのはこ
の方法である．

τX,Y =
NC(X,Y ) − ND(X,Y )

(NP(n) − NTP(X))(NP(n) − NTP(Y ))
(2)

ただし，式 2において，NCは同順を除き順序が一致す

るペアの数，ND は同順を除き順序が一致しないペアの

数，NP(n)は単純な n個のペアの数，すなわち，NP(n) =
n(n − 1)/2，NTP は所与の数列が作るペアのうち同順の

ものの数である．

3.3 順位相関で比較する単語難易度指標

前述のように，同順を考慮した順位相関を用いれば，

コーパスの単語頻度順位と，単語に人手で何段階かの難

易度を割り振った単語難易度指標の類似度を比較するこ

とが可能となる．本研究の実験では，具体的に次の難易

度指標を比較した．

JACET 大学英語教育学会基本語リスト，2003年版 21)．

BNCコーパスの単語頻度順位を基に，時事英語な
ど様々なコーパスの頻度リストを用いて統計的に調

整したもの 22)．

SVL12000 標準語彙水準 SVL(Standard Vocabulary
List)1200020)．やはり，BNCコーパスの単語頻度順
位を基にして，様々なコーパスの頻度リストを組み

合わせて統計的に作成されているが，加えて，英語

だけでなく日本語コーパスをも用いて，「日本人が

よく使うような表現をリストに」加えることによっ

て作成されている 22)．

BNClevel 英語学習者の語彙量を計測するためのVocab-
ulary Size Test17) の作成のために使われた，BNC
コーパスの頻度 20, 000語について，頻度順位の降
順に 1, 000語ごとのグループに分け，各単語に ⌊順
位/1000⌋+1のレベルをつけたもの．ただし，実数 x

に対して ⌊x⌋は xを超えない最大の整数を表す（床
関数）．
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表 3: 単語頻度分布間の Hellinger距離

- COCA Wiki Subtitles Lang8

BNC 0.3714 0.5556 0.8309 0.7467
COCA - 0.5780 0.6731 0.6141
Wiki - - 1.0305 0.8707
Subtitles - - - 0.5456

表 4: 単語頻度分布間の Jensen-Shanon距離

- COCA Wiki Subtitles Lang8

BNC 0.1709 0.3618 0.8666 0.7813
COCA - 0.3814 0.4897 0.4100
Wiki - - 1.2672 0.8529
Subtitles - - - 0.3237

4. 実験結果

まず，単語頻度分布間の相関を見てみよう．比較する

コーパスとしては，表 1に挙げたコーパスを比較した．
コーパス同士の単語頻度分布間の類似度/距離として，表 2
にコサイン類似度を使った場合を示す．同様に，表 3に
Hellinger距離を用いた場合，表 4に Jensen-Shanon距離
を用いた場合，表 5に Tanimoto距離を用いた場合を示
す．類似度の場合は値が大きいほど分布が類似しており，

距離の場合は値が小さいほど分布が類似している．これ

らの類似度/距離関数は対称であるため，各表の下三角
部分は，対応する上半分のコーパスペアの値と同一とな

る．このため，見やすさを考慮して下三角部分は省略し

てある．また，同じコーパス同士の単語頻度分布の類似

度/距離には今回は興味がないため，これも各表中で省
略した．この結果，各表の中には，相異なるコーパスの

ペアごとに，10個の類似度/距離の値が算出された．
これらの表をさらに表 6にまとめ，数値を省略し，各
類似度/距離の算出手法ごとに，単語頻度分布が似てい
ると算出された順に各コーパスのペアを記載した．コー

パスのペアはコーパス名同士を “-”でつないで表記した．
順位の列は，各コーパスのペアが何位目に似ていると算

出されたかを示す．

表 6を見ると，コサイン類似度を除く Hellinger距離，
Jensen-Shanon距離，Tanimoto距離においてBNC-COCA
の単語頻度分布が最も似ていると算出されたことがわか

る．イギリス英語とアメリカ英語の違いがあるものの，

両者とも大規模な均衡コーパスであること，表 1 で同
じ性質を持つコーパスはこの２つしかないことから，こ

の結果は理解できる結果といえよう．逆に，表 6では，
コサイン類似度，Hellinger 距離，Jensen-Shanon 距離，
Tanimoto距離において，Wiki-Subtitlesが最も似ていな
いと算出されていることは興味深い．百科事典と字幕と

表 5: 単語頻度分布間の Tanimoto距離

- COCA Wiki Subtitles Lang8

BNC 0.2650 0.4232 0.6255 0.5609
COCA - 0.4546 0.5567 0.4992
Wiki - - 0.7325 0.6545
Subtitles - - - 0.4293

いう，直感的にも似ているとは思えないコーパスの性質

が，そのまま反映されていると考えられる．

ここで，表 2を見てみると，どのコーパスペアの類似
度も小さい値を取り，あまり違いがないことがわかる．

コサイン類似度は，他の確率分布間の距離とは異なり，

単語頻度分布をベクトルとみなして，ベクトル同士の角

度の違いをみるものである．高次元空間では，ランダム

なベクトル同士でも次元が増えることによって直交しや

すくなるので，ほとんどのベクトルが直交している，す

なわち，ほとんど類似していないとみなされてしまう，

「次元の呪い」と呼ばれる現象が知られている 10)．コサ

イン類似度のみ，他の距離と比べて大きく違った結果に

なっている原因は，おそらくこの現象のためであると推

察される．したがって，表 6の最も左のコサイン類似度
によるコーパスペアの比較は信頼性がないと思われる．

前段落の分析については，信頼性のないコサイン類似度

を除いた，他の３種類の距離を用いた分析である．

4.1 順位相関係数による比較

次に，順位相関による比較を見よう．表 7 に各コー
パス・単語難易度指標間の Spearmanの順位相関係数を，
表 8に Kendallの順位相関係数を表示した．前述のよう
に，どちらも同順を考慮してある．

表 7と表 8の２つをまとめ，順位相関係数が高く出た
コーパス・単語難易度指標のペアを表 9にまとめた．
表 9では，著者の知る限りこれまで報告されていなかっ
た有益な知見が何点かある．まず，Spearmanと Kendall
の２つの順位相関係数において，Lang8-SVLが最も相
関が高いペアであると算出された．SVLは BNCの頻度
を基にはしているものの，前述のように，日本語が母語

の英語学習者が特に書きそうな表現を考慮して，単語難

易度を調整してある．一方，Lang8は BNCとは全く関
係ない学習者が書いた英文のコーパスである．Lang8の
利用者の母語は日本語に限定されておらず，今回は英語

を学習対象としている利用者の英語の日記を，母語を限

定せずに抽出しているが，Lang8自体が日本のサービス
であるため，利用者の大半が，日本語を母語として英語

を学ぶ学習者である．

おそらく，Lang8-SVLは，SVLの単語難易度順位に，
日本語を母語とする英語学習者特有の考慮がうまく働
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表 6: 単語頻度分布間の類似度算出法ごとの似ているコーパスペア（似ている順）

順位 コサイン類似度 Hellinger距離 Jensen-Shanon距離 Tanimoto距離

1 BNC-Wiki BNC-COCA BNC-COCA BNC-COCA
2 Subtitles-Lang8 Subtitles-Lang8 Subtitles-Lang8 BNC-Wiki
3 COCA-Wiki BNC-Wiki BNC-Wiki Subtitles-Lang8
4 COCA-Lang8 COCA-Wiki COCA-Wiki COCA-Wiki
5 COCA-Subtitles COCA-Lang8 COCA-Lang8 COCA-Lang8
6 BNC-Lang8 COCA-Subtitles COCA-Subtitles COCA-Subtitles
7 BNC-COCA BNC-Lang8 BNC-Lang8 BNC-Lang8
8 BNC-Subtitles BNC-Subtitles Wiki-Lang8 BNC-Subtitles
9 Wiki-Lang8 Wiki-Lang8 BNC-Subtitles Wiki-Lang8
10 Wiki-Subtitles Wiki-Subtitles Wiki-Subtitles Wiki-Subtitles

表 7: 単語頻度順位間の Spearman’s ρ

- COCA Wiki Subtitles Lang8 JACET SVL BNClevel
BNC 0.7808 0.7396 0.6891 0.7179 0.8250 0.7224 0.8094
COCA - 0.6427 0.8013 0.7911 0.8146 0.7492 0.7900
Wiki - - 0.6734 0.7071 0.6909 0.6308 0.7072
Subtitles - - - 0.8121 0.7471 0.8072 0.7919
Lang8 - - - - 0.8180 0.8509 0.7751
JACET - - - - - 0.7803 0.8148
SVL - - - - - - 0.7833

いたため，日本語母語話者の学習者による作文を集めた

Lang8コーパスと高い順位相関が見られている，と推察
される．

また，単語難易度指標 SVLは BNCコーパスを基に
はしているものの，BNCとの順位相関は Spearmanでも
Kendallでも 20位と低く算出されていることがわかる．
SVLは BNCの単語頻度順位に比較的忠実に作られてい
ると報告されている JACETとは異なり，相当に日本語
母語話者の英語学習者向けの調整をして設計されたこと

が報告されているが 22)，この事が実際にデータからも

判明した．

5. 考察

本節では，最初のリサーチクエスチョンとした問いに，

前節の結果を用いて，現状で分かる範囲の回答を与える．

(1) どのコーパス間で単語頻度の相関や順位相関が高
く，どのコーパス間で低いのか？

表 6,表 9に示した．

(2) 単語頻度の相関・順位相関の計算方法には複数の方
法があるが，どの相関・順位相関でも同様の結果に

なるか？

表 6,表 9の上位・下位に来ているペアは，ほぼ共
通していることから，上位・下位の数件は同様の結

果になるものの，当然，中央付近では異なる結果に

なる．ただし，表 6のコサイン類似度のように，そ
もそも単語頻度分布の類似度の計測に適さない尺度

もある．

(3) 単語頻度の相関と，頻度を頻度順位に直した単語頻
度順位の順位相関では結果に違いが出るか？

表 6,表 9を比べると分かるように，明確な違いが
出る．例えば，表 6 では最も頻度分布が近いとさ
れた BNC- COCAは，表 9を見ると分かるように，
単語頻度順位はそこまで近いとは言えない．語学学

習上は，語を学習させる順番など，順序に主たる興

味がある場合があるが，こうした場合には，頻度と

頻度順位を明確に区別した分析を行った方が良いこ

とが推察される．

(4) 既存の主要な単語難易度指標の中には，単語頻度順
位を，例えば 1, 000語ごとなどに大雑把に区切って
組を作り，組内の単語難易度指標は大体同じである

と仮定しているものがある．この仮定は，同順を考

慮した順位相関の観点からも妥当と言えるか？

BNClevelは前述のように，BNCの 1, 000語ごとの
グループの難しさは全て同一とみなしてしまう，粗

い単語難易度指標である．当然なら，同一とみなさ

10 Vol.27,２０１９



表 8: 単語頻度順位間の Kendall’s τ

- COCA Wiki Subtitles Lang8 JACET SVL BNClevel
BNC 0.6275 0.5809 0.5118 0.5447 0.6416 0.5538 0.6477
COCA - 0.4772 0.6129 0.6114 0.6270 0.5767 0.6214
Wiki - - 0.4864 0.5222 0.5006 0.4657 0.5301
Subtitles - - - 0.6296 0.5587 0.6366 0.6210
Lang8 - - - - 0.6351 0.6853 0.6105
JACET - - - - - 0.6154 0.6511
SVL - - - - - - 0.6328

表 9: 単語頻度順位間の順位相関係数ごとの似ているコーパス
ペア（似ている順）

順位 Spearman’s ρ Kentall’s τ

1 Lang8-SVL Lang8-SVL
2 BNC-JACET JACET-BNClevel
3 Lang8-JACET BNC-BNClevel
4 JACET-BNClevel BNC-JACET
5 COCA-JACET Subtitles-SVL
6 Subtitles-Lang8 Lang8-JACET
7 BNC-BNClevel SVL-BNClevel
8 Subtitles-SVL Subtitles-Lang8
9 COCA-Subtitles BNC-COCA
10 Subtitles-BNClevel COCA-JACET
11 COCA-Lang8 COCA-BNClevel
12 COCA-BNClevel Subtitles-BNClevel
13 SVL-BNClevel JACET-SVL
14 BNC-COCA COCA-Subtitles
15 JACET-SVL COCA-Lang8
16 Lang8-BNClevel Lang8-BNClevel
17 COCA-SVL BNC-Wiki
18 Subtitles-JACET COCA-SVL
19 BNC-Wiki Subtitles-JACET
20 BNC-SVL BNC-SVL
21 BNC-Lang8 BNC-Lang8
22 Wiki-BNClevel Wiki-BNClevel
23 Wiki-Lang8 Wiki-Lang8
24 Wiki-JACET BNC-Subtitles
25 BNC-Subtitles Wiki-JACET
26 Wiki-Subtitles Wiki-Subtitles
27 COCA-Wiki COCA-Wiki
28 Wiki-SVL Wiki-SVL

ず単語頻度順位そのままであれば，どちらの順位

相関係数でも，完全に BNC単語頻度順位と相関し
て 1.0の値を取るはずである．とすると， 表 7や

表 8において，1.0から BNC-BNClevelが下がった
度合いが，この操作の粗さを数値的に示している

と捉えることができる．例えば，表 7では，BNC-
BNClevelは 0.8094の値を取っており，1, 000語ご
とのグループ化は，順位相関係数を 0.1906ほども
押し下げる効果があることが分かる．しかし，表 9
をBNC-BNClevelが，両方の順位相関係数で，他の
ペアに比べて相対的には上位に来ていることから，

もとの BNCの単語頻度順位が持つ情報は，この粗
い近似でも相対的には保たれているといえる．人間

が解釈する必要のある場面ではそれなりに妥当と言

えよう．

(5) 近年，機械学習で単語の難しさを測る際の特徴量と
して，有効性が報告されている映画字幕コーパスや

学習者コーパスは，結局，どのように利用するとよ

いか？

機械学習の特徴量として用いる場合，複数の特徴量

の有効な組み合わせ方は機械学習器が決定するので，

通常は，特徴量はなるべく相関しておらず，異なる

種類の特徴量を組み合わせた方が効果的である．こ

の観点からは，表 6の下位のペアほど，頻度分布が
相関しておらず，頻度分布が相異なる情報を持って

いると考えられるので，組み合わせて利用すること

で，単語の難易度を判別する特徴量として有効であ

る事が期待される．

表 6で最も下位に来ているのがWiki-Subtitlesであ
り，Wikipediaの単語頻度分布と字幕コーパスの単
語頻度分布の組み合わせが有効そうである事が見て

取れる．実際に，文献 19) では，文献 19) 以前に頻

繁に用いられていたWikipedia中の単語頻度に加え
て，字幕コーパス中の単語頻度をあわせて特徴量と

して用いることで，学習者に取って難しい語を予測

する複雑単語特定が高精度にできることを報告し，

字幕コーパスの有用性を主張している．

文献 19)では，作成に労力のかかる「実際に学習者

に難しい単語を報告してもらった教師データ」に対
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して回帰する事により，字幕コーパスの有用性を実

証している．一方，本研究は，そうした作成に労力

のかかる教師データなしに，単純なコーパス間の単

語頻度の相関を見るだけで，有用な特徴量の組み合

わせを予想することができた．

上記の (5)について補足する．複雑単語特定のタスク
では，字幕コーパスの他，11)が学習者コーパスLang8を
Wikipediaの単語頻度と組み合わせて，高精度を達成し
ている．Wikipediaの単語頻度に加え，字幕コーパスの
単語頻度と学習者コーパスの単語頻度を両方用いる方法

が，すぐに思いつき，この方法は，著者の知る限り，ま

だ試されていない．しかし，表 6では，Lang8-Subtitles
が単語頻度分布の類似度２位に来ていることから，両

者が強く相関する特徴量であることが示唆される．した

がって，字幕コーパスと学習者コーパス Lang8の単語
頻度を両方特徴量に入れる方法は，複雑単語特定の精度

をそこまで向上させないであろう，と予想できる．

この予想は，コーパスの性質からは推察することが難

しい予想である．実際，表 1を見ると，学習者の英作文
を集めた学習者コーパスと，映画字幕コーパスというよ

うに，Lang8と Subtitlesは性質が大きく違っているよ
うにみえる．

表 6からは，それよりも，Wikipediaとも，そこまで
相関が高いとは言えない COCAを特徴量として加えた
方が，有望そうに見える．こうした予想が的中するかを

検証する事が，今後の課題である．

6. まとめ

本研究では，英語学習者にとって難しい単語を予測す

る複雑単語特定などのタスクで，近年有効性が報告され

ている，映画字幕コーパスと学習者コーパスなどを含め，

様々なコーパスの単語頻度・単語頻度順位を比較した．

単語頻度順位の比較においては，同順をも考慮する事に

より，単語難易度指標と比較することをも可能にした．

分析の結果，特に重要な知見として，映画字幕コーパ

スと Lang8学習者コーパスの単語頻度分布が非常に似
通っている事，Wikipediaの単語頻度分布と，これらの
コーパスの単語頻度分布が大きく異なっていることがわ

かった．これは，Wikipediaと映画字幕コーパスまたは
Lang8学習者コーパスをあわせて特徴量として用いる事
によって性能を向上したという近年の報告と一致する結

果であり，なぜこれらを組み合わせる事が有用であるの

かを一部説明することに成功した．

また，日本で広く使われている英単語難易度指標とし

て JACETや SVLが挙げられるが，どちらも BNCコー
パスの単語頻度を基に作成されているにもかかわらず，

SVLは日本語母語話者に合わせた調整によってBNCコー
パスとは大きく異なっていることがわかった．SVLは，

日本語母語話者による英作文が大半を占めるLang8コー
パスの単語頻度順位と強く相関しており，SVLの調整の
妥当性を数値的に示すことができた．

今後の課題としては，有効性が予想された特徴量の組

み合わせを，実際に複雑単語特定の特徴量として用い

て，予想された結果が達成されるかを検証する事が挙げ

られる．

謝辞

本研究は JST（ACT-I，課題番号: JPMJPR18U8）の支
援を受けたものである．また，産業技術総合研究所（産

総研）の AI橋渡しクラウド (ABCI)を利用した．

参考文献

(1) http://ghpaetzold.github.io/subimdb/.
(2) https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:
Size_comparisons.

(3) https://www.nltk.org/.
(4) https://www.opensubtitles.org/.
(5) Sung-Hyuk Cha. Comprehensive survey on dis-

tance/similarity measures between probability density
functions. City, Vol. 1, No. 2, p. 1, 2007.

(6) The BNC Consortium. The British National Corpus,
version 3 (BNC XML Edition). Bodleian Libraries,
University of Oxford, 2007.

(7) Edgar Dale and Jeanne S. Chall. A formula for pre-
dicting readability. Educational Research Bulletin,
Vol. 27, No. 1, pp. 11–20, 28, 1948.

(8) Mark Davies. The 385+ million word corpus of con-
temporary american english (1990–2008+): Design,
architecture, and linguistic insights. International jour-
nal of corpus linguistics, Vol. 14, No. 2, pp. 159–190,
2009.

(9) Rudolf Flesch. A new readability yardstick. Journal
of applied psychology, Vol. 32, No. 3, p. 221, 1948.

(10) Trevor Hastie, Robert Tibshirani, and Jerome Fried-
man. 統計的学習の基礎: データマイニング・推論・
予測. 共立出版, 2014.

(11) Tomoyuki Kajiwara and Mamoru Komachi. Complex
word identification based on frequency in a learner
corpus. In Proceedings of the Thirteenth Workshop
on Innovative Use of NLP for Building Educational
Applications, pp. 195–199, New Orleans, Louisiana,
June 2018. Association for Computational Linguistics.

(12) Batia Laufer and Geke C Ravenhorst-Kalovski. Lexical
threshold revisited: Lexical text coverage, learners’
vocabulary size and reading comprehension. Reading
in a foreign language, Vol. 22, No. 1, pp. 15–30, 2010.

12 Vol.27,２０１９



(13) Minh-Thang Luong, Hieu Pham, and Christo-
pher D Manning. Effective approaches to attention-
based neural machine translation. arXiv preprint
arXiv:1508.04025, 2015.

(14) Paul M. Meara. EFL Vocabulary Tests (Second Edi-
tion). Lognostics (Center for Applied Language Stud-
ies, University of Wales), Swansea, 2010.

(15) Tomoya Mizumoto, Mamoru Komachi, Masaaki Na-
gata, and Yuji Matsumoto. Mining revision log of
language learning sns for automated japanese error
correction of second language learners. pp. 147–155,
Chiang Mai, Thailand, November 2011. Asian Feder-
ation of Natural Language Processing.

(16) Paul Nation. How large a vocabulary is needed for
reading and listening? Vol. 63, No. 1, pp. 59–82,
2006.

(17) Paul Nation and David Beglar. A vocabulary size test.
Vol. 31, No. 7, pp. 9–13, 2007.

(18) Sergiu Nisioi, Sanja Štajner, Simone Paolo Ponzetto,
and Liviu P. Dinu. Exploring neural text simplification
models. In Proceedings of the 55th Annual Meeting of
the Association for Computational Linguistics (Volume
2: Short Papers), pp. 85–91, Vancouver, Canada, July
2017. Association for Computational Linguistics.

(19) Gustavo Paetzold and Lucia Specia. Collecting and
exploring everyday language for predicting psycholin-
guistic properties of words. In Proceedings of COLING
2016, the 26th International Conference on Computa-
tional Linguistics: Technical Papers, pp. 1669–1679,
Osaka, Japan, December 2016.

(20) SPACE ALC Inc. Standard vocabulary list 12,000,
1998.

(21) Toshihiko Uemura, Shin ’ichiroIshikawa. Jacet 8000
and asia tefl vocabulary initiative. Journal of Asia
TEFL, Vol. 1, No. 1, pp. 333–347, 2004.

(22) 投野由紀夫. 教材とコーパス. 立命館言語文化研究,
Vol. 16, No. 4, pp. 157–167, 2005.

静岡理工科大学紀要 13



14 Vol.27,２０１９



2019 年 4 月 15 日受理 
＊ 情報学部 情報デザイン学科 

感じ入る風景の諸相 

Some Aspects of Landscape from the Viewpoint of Deep Impression 

秋山  憲治＊ 

Kenji AKIYAMA 

Abstract: The essentials of landscape are latent in the action of being deeply impressed. The actor builds up the 

thematic mental image of the landscape. This paper does not aim at examining hypotheses about problematic 

structure of elements of landscape, but aims at proposing hypotheses about it. To accomplish the aim, three 

latent factors, that is, expression of emotion, inherent motive of action and core of landscape impressing actor, 

are analyzed. The structure is considered on the base of the results of analyses, and in consequence the elements 

of landscape are found to be actor’s signifying system. Through proposing the hypotheses, some aspects of 

landscape from the viewpoint of deep impression are grasped. 

１．空間表象と風景 

 風景とは、人間が外的環境を視覚的にとらえた空間に

とどまらない。また、知覚によって意識に現れた外的対

象の像にとどまらない。両者の重複、すなわち人間にと

って外的環境に当たる空間を視覚的にとらえた像を、風

景であるとしても不十分である。なぜなら、風景とはた

んに「見える」空間のありようではなく、「感じ入る」

空間のありようだからである。しかも、三次元的な広が

りをもった、あるいは周囲への三次元的な広がりを暗示

させる空間だからである。「感じ入る」空間だからこそ、

その空間のありようを主題化した像として原風景や心

象風景が成立しうる。また、顕在的または潜在的に広が

りを備えた空間であるからこそ、その空間のありようを

凝縮した像として風景画や風景写真が成立しうる。 

もちろん、たとえば風景画のなかに心象風景が織り込

まれたり、風景写真のなかに原風景が見いだされたりす

るとおり、広がりを備えた空間と「感じ入る」空間との

結合によって、空間のありようを示す像が多様化し、風

景が豊饒化する。この多様化は、たとえば山頂の来光風

景や車窓からの沿線風景のような一瞬の風景、七夕祭り

風景や年末の繁華街風景のような一時的あるいは反復

的な風景、景勝地の風景や高層ビル街の風景のような長

期に亘って持続する風景、さらに、朝昼夜の漁港風景、

四季の里山風景、記憶のなかの風景、現前の風景、想像

のなかの風景というように、客観的な時間の流れと主観

的な時間の流れをも包含する。これによって風景は、四

次元の広がりをもつことができる。 

本稿では、「見る」を超えた「感じ入る」という人間

の心の動きを手がかりとして、風景に「感じ入る」行為

とは何か、「感じ入る」対象としての風景とは何かを考

察し、この観点から風景の諸相を明らかにする。本稿は、

風景に内在する「感じ入る」行為と「感じ入る」対象を

実証的に解明するものではなく、また風景の包括的な再

定義を試みるものでもなく、「感じ入る」を手がかりと

して、風景に接する行為に関する概念的な整理を行うも

のである注１）。 

ここで、「風景」と「景観」との関係について言及す

る必要がある。日本社会では 1990 年代から「風景」に

代わって「景観」がしばしば用いられるようになってき

たからである。 

「風景」と「景観」をほぼ同義とみなす見解や用語法

がみられる一方で、「単なる‘自然の風景’ではなく、

人間の生活や社会活動が創りだした‘文化の景色’」を

「景観」と表現する認識もみられる１)。しかしながらこ

れは、“landscape”に、当時訳語として定着しつつあっ

た「景観」をそのままあてた結果であって、「風景」の

奥行きをふまえているとはいいがたい。現在では、「景

観」と「風景」は語義として重なり合う部分が大きく、

「どちらも主体と客体の作り出す関係概念」とされるも

のの、前者が「客体に重心があって、客体をいかに操作

するかといったことが大きく問題視され、景観工学がそ

の本流として展開されていく」のに対して、後者は「主

体に重心があって、風景とは何か、風景享受の基点は何

かなどといった風景原論ともいうべき論議――風景哲

学が主流として展開される」という差異がみられる２）。 

本稿ではこの見解にそって、「景観」ではなく「風景」

という表現を用いることにする。とはいえ、「景観」と

いうとらえ方を軽視するものではなく、両者は立脚点の

相違であり、視点の相違であるから、本稿の趣旨として

は「風景」がふさわしいという選択である。 

静岡理工科大学紀要 15



２．風景に感じ入る行為 

――どのように感じ入るのか―― 

風景が、人間にとって外的環境に当たる空間を視覚的

にとらえた像にとどまらないことは、第１章ですでに述

べた。たとえば白砂青松、駅前広場、灯籠流しの場合、

それらは形、色彩、配置・構成などをともなった空間の

像にとどまらず、それらの像を意識に結んだ者が、白砂

青松なら審美、駅前広場なら慣れ親しみ、灯籠流しなら

追憶などの心の動きをともなう空間のありようである。

人間という主体の側からみると、風景に「感じ入る」こ

とである。人間が、客体である空間を視角的にとらえた

上に、とらえた像を主観的に染めるのであるから、「感

じ入る」ことは人間の行動ではなく行為といえる。当事

者が主観的な意味を込めた行動は行為になるからであ

る。 

 風景に「感じ入る」行為において、「感じ入る」とは、

接した風景に対する心の動きを指しているが、感銘や共

感のような肯定的な評価を内在させた心の動きばかり

ではない。確かに、「美しい」「すばらしい」「雄大な」

「うっとり」などの形容をもって風景に感じ入る行為が

典型的といえよう。景勝地の風景は、このような種類の

「感じ入る」行為を惹起しやすい。いわば探勝審美とい

う形の「感じ入る」である。他方、「興味深い」「おもし

ろい」「不思議だ」「珍しい」などの形容をもって風景に

感じ入る行為がある。たとえば、自然の摂理や造形とい

うべき特異な地形や地学的現象の風景、日常生活圏とは

異なる気候帯の植生の風景、エスニックな伝統行事や生

活行動の風景、タイムスリップしたような建物群や町並

みの風景は、このような種類の「感じ入る」行為を惹起

しやすいであろう。いわば関心好奇という形での「感じ

入る」である。さらに、「重い」「深遠な」「聖なる」「畏

怖する」などの形容をもって風景に感じ入る行為がある。

たとえば、防空壕のような戦争遺跡の風景、廃墟となっ

た建造物の風景、山奥の古寺のような聖地の風景、火山

地帯の「地獄」とよばれる呪術的信仰の場の風景は、こ

のような種類の「感じ入る」行為を惹起しやすいであろ

う。いわば畏敬畏怖という形での「感じ入る」である。 

 ところで「感じ入る」行為には当事者の主観的な意味

が込められているのであるから、日常生活の場面も風景

になりうる。日常生活の場面も、振り返って記憶――遠

い過去の記憶に限らず、日々の反復のような近い過去の

記憶でもよい――のなかで蘇るとき、「感じ入る」風景

になる場合がある。たとえば、街中に生まれ育った者が

歳末の商店街の風景に、沖積平野の農村で生まれ育った

者が広大な水田の風景に、それぞれ「感じ入る」ことで

ある。日常生活の場面でさえ、記憶をとおして再現され

ることで「感じ入る」風景になりうる以上、集団や社会

が共有する文化の記憶をとおして、個人の「感じ入る」

風景が補強されることは広範にみられる３）。すなわち、

「しみじみ」「なつかしい」「安らぐ」「落ち着く」など

の形容をもって風景に感じ入る行為である。たとえば、

夕焼け空の風景、田園と農村集落の風景、小学校の運動

会の風景、伝統的な庭園の風景は、このような種類の「感

じ入る」行為を惹起しやすいであろう。いわば追憶追懐

という形での「感じ入る」である。 

以上のとおり、ひとくちに「感じ入る」とはいえ、ど

のように「感じ入る」かが一様でない。もちろん、由緒

ある寺院伽藍の風景のように、「みごとな」と「聖なる」

という形容が複合した「感じ入る」や、流氷に覆われた

海岸の風景のように、「珍しい」と「雄大な」という形

容が複合した「感じ入る」がありうる。どのように「感

じ入る」が一様でないことには、「感じ入る」主体にお

ける、感受性、想像力、志向性、生活経験、生活環境な

どの個人差も絡んでいる。たとえば、残雪の山々が連な

る風景を、登山サークル OB･OG が「なつかしい」と感

じ入り、登山に無縁の者が「美しい」と感じ入るという

相違である。 

それでも、どのように「感じ入る」か、換言すれば「感

じ入る」心の動きの内容状態を、いくつかに大別するこ

とは可能である。本稿では前述したとおり、試みに「探

勝審美」「関心好奇」「畏敬畏怖」「追憶追懐」という４

種に整理した。「旅行者の風景」と「定住者の風景」と

いう相違の把握４）にあてはめれば、「探勝審美」「関心

好奇」「畏敬畏怖」はどちらかといえば「旅行者の風景」

にともなう「感じ入る」であり、「追憶追懐」はどちら

かといえば「定住者の風景」にともなう「感じ入る」の

性格が色濃いであろう。旅行者は「目に映る地表の相貌」

を感じ取り、生活者は「目には見えない仕掛けの相貌」

を感じ取る５）という差異も、同様の把握であろう。心理

学において感情的な意味やイメージの測定に利用され

る意味微分（Semantic Differential）法にあてはめれば、

測定において設定される「美しい－醜い」「活発な－落

ち着いた」「太い－細い」などの多様な形容詞対の３次

元（評価性、活動性、力量性）のうち、「探勝審美」は

評価性の次元において強く、「関心好奇」は活動性の次

元において強く、「追憶追懐」は活動性の次元において

弱く、「畏敬畏怖」は力量性の次元において強い傾向が

あると推測される。 

３．風景に感じ入る行為 

――何をとおして感じ入るのか―― 

どのように「感じ入る」か、換言すれば「感じ入る」

行為の内容状態という観点からの分析的な整理を終え

たので、次に「感じ入る」行為について、何をとおして

「感じ入る」のか、換言すれば「感じ入る」心の動きの

経路ないし媒介状態という観点から、分析的に整理する。

この経路には大別して５種類に整理することが可能で
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あり、単なる種類にとどまらず５段階という進行状態の

相違を帯びている。すなわちこの５段階は、経路ないし

媒介状態自体の次元の相違であるとともに、ある「感じ

入る」行為の高度化の差異でもある。 

 この経路の第１段階は視覚である。視覚をとおして風

景を画像のように認識して「感じ入る」のである。風景

である以上、何よりも視覚が「感じ入る」端緒になるこ

とは必然である。また、人間による情報の入手は視覚を

とおした場合が中心であるから、視覚が「感じ入る」行

為の基盤になる。視覚をとおした「感じ入る」に限定し

ても、その内容状態は、試みに「探勝審美」「関心好奇」

「畏敬畏怖」「追憶追懐」の４種を挙げたとおり様々で

あろう。 

視覚をとおして風景を画像のように認識して「感じ入

る」とはいえ、「感じ入る」主体の感受性や想像力が豊

かであれば、視覚以外の感覚が主観的に加わることがあ

りうる。たとえば、遠方に大きな瀑布を見て、自分の存

在地点にも冷涼な空気が漂っているかのように感じた

り、一面の雪景色に対して、雪片の落下する音が聞こえ

るかのように感じたりすることである。現前の風景では

なく画像内の風景であっても、優れた画像作品に接すれ

ば、あたかも鳥の鳴き声が聞こえたり、潮風のそよぎと

香りを感じたりすることがありうる。写真や絵画よりも

無音声動画であれば、時間の流れをともなうゆえに、主

観的には視覚以外の感覚がさらに加わりやすいであろ

う。現前の風景であれ画像内の風景であれ、視覚をとお

して「感じ入る」とき、このような共感覚を呼び起こす

ことは、十分に推測できる注２）。 

 しかしながら、画像内の風景ではなく現前の風景であ

れば、その空間の音、臭い、風、温度、湿度などを感じ

ざるをえない。現前の風景は、空間を視覚的にとらえた

像にとどまらないからである。視覚をとおして「感じ入

る」ことの直後に、視覚単独ではなく聴覚、嗅覚、皮膚

感覚などが相互に結びついた複合的な感覚をとおして、

その風景に「感じ入る」のである。これが「感じ入る」

経路の第２段階である。複合的な感覚はレリバンスを生

じて意識に刻み込まれ、「感じ入る」ことを強固にする。

この第１段階「視覚」と第２段階「複合的感覚」とは、

通常は僅差にすぎない時間的前後に位置している。第１

段階の視覚をとおした「感じ入る」が、風景に対する深

い受容であるとすれば、第２段階の複合的感覚をとおし

た「感じ入る」は、風景に対する構造的な深い受容とい

うべきものである。この第１段階から第２段階への進展

は、「感じ入る」行為が体系化し、より深く根づいてい

く過程でもある。 

 第３段階は、説明をとおして風景に「感じ入る」ので

ある。「説明」とは、その風景に対する客観的な知識の

付与である。「感じ入る」主体である行為者は、自ら保

有していた知識あるいは他者から提供された知識によ

って、その風景に「説明」を加え、その風景に「感じ入

る」拠り所を与える。たとえば、長期に亘る降水と地下

水の浸食によって生じた石灰岩地帯の風景である、かつ

て農村の自足的生活のために作り上げられた雑木林の

風景である、回復緑地に囲まれた高層ビル群からなる新

しいビジネス街の風景である、といった説明である。そ

の説明をとおして、自然の造形力、生活に根ざした落ち

着き、人工のやすらぎといった拠り所が与えられ、風景

に「感じ入る」のである。もちろん、客観的な知識に拠

り所を見出すか否かには個人差があり、「説明」をとお

して風景に「感じ入る」ことがほとんどない人々がいる

であろう。 

 一方、「説明」よりさらに進んで、物語をとおして風

景に「感じ入る」段階がある。第４段階である。「物語」

とは、人間が残した伝承、エピソード、文芸作品、記録

などであり、その風景が主題化されたり、注目されたり

するに至った由来や背景を含むものである。その内容に

は真実性が欠如する場合がある。「感じ入る」主体であ

る行為者が、「物語」をすでに取り込んでいた場合も、

風景に接したときに取り込む場合もあろう。その行為者

は、その風景に「物語」を加え、情緒的な感慨や共感を

その風景に重ね合わせ、その風景に「感じ入る」拠り所

を与える。たとえば、「今から百数十年ほど前、この地

を訪れた欧州の著名な登山家○○○氏が、壮麗な連峰に

魅せられて○○○○と名づけ、世界に紹介した」という

物語であり、「権勢を振るい栄華を極めた○○一族は、

諸行無常の理どおり、勃興した○○に追いつめられ、こ

の海原に滅び去った」という物語である。このような「物

語」をとおして、世界に誇る壮麗さ、人の世の無常とい

った拠り所が与えられ、風景に「感じ入る」のである。

なお、人間が残した「物語」をともなう風景であるから、

その風景は、「感じ入る」行為者が任意に接した空間で

はなく、ある程度人口に膾炙した空間の像である。 

そして第５段階は、象徴をとおして風景に「感じ入る」

のである。「象徴」は、「説明」や「物語」が凝縮されて

質的に高度化した経路である。「象徴」は「感じ入る」

という心の動きを喚起するイメージであり、通常は特定

の地名や造語に結びつけた形で抽象化され、様式化され

てもいる。「象徴」にまで高められたイメージと地名や

造語は、典型的な風景として文化的な正統性と威信を獲

得する。「感じ入る」主体である行為者は、「象徴」と結

びつけることで、その風景に主観的な意味を加え、その

風景に「感じ入る」拠り所を与える。換言すれば、象徴

化されているからこそ、その風景に「感じ入る」のであ

り、規範に対して同調性が強い行為といえる。 

たとえば、特定の地名○○とイメージとを重ね合わせ

た象徴をとおして、すなわち「夜景といえば○○」「洋

館街といえば○○」「七夕といえば○○」「紅葉といえ

ば○○」「棚田といえば○○」といった造句をともなう
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風景に「感じ入る」行為である。また、「○○の小京都」

「○○富士」「○○松島」「○○アルプス」のように、既

存の景勝地名を二次的に用いた造語の象徴をとおして、

ある空間○○の風景に「感じ入る」行為もある。さらに

○○の地域範囲において選ばれ権威づけられた象徴を

とおして、すなわち○○八景、○○百名山、○○四大祭

り、○○三名園といった造語を冠する風景に「感じ入る」

行為もある。 

以上の「感じ入る」経路５段階を図示すると、図１の

とおりである。 

【非言語的感受】 【言語的感受】 

視覚 → 複合的感覚 → 説明 → 物語 → 象徴 

体系化 意味付与 

図１ 「感じ入る」経路の５段階 

①視覚をとおした「感じ入る」は、換言すれば風景を

取り込む行為であり、②複合的感覚をとおした「感じ入

る」は、換言すれば風景を構造的に取り込む行為であり、

③説明をとおした「感じ入る」は、換言すれば風景を知

識化する行為であり、④物語をとおした「感じ入る」は、

換言すれば風景を脚色する行為であり、そして⑤象徴を

とおした「感じ入る」は、換言すれば風景を昇華させる

行為である。これらのうち、①②は非言語的感受の下で

経路の体系化が強まる過程であり、③④⑤は言語的感受

の下で経路の意味付与が強まる過程である。①から⑤へ

向かう過程は、「感じ入る」主体にとって、風景が自然

環境から情報環境へ推移していく段階的な差異をとも

なっている。 

風景に「感じ入る」行為において、①の段階にとどま

ることは少ないであろう。画像のような現前ではない風

景の場合、記憶のなかの風景の場合、あるいは想像のな

かの風景であって、しかも共感覚を呼び起こさない場合

に、①はほぼ限られるからである。すなわち通常は、②

③④の段階のいずれかをとおした「感じ入る」行為が多

いと考えられる。そして④を超えて高度化した場合に限

って、⑤の段階をとおした「感じ入る」行為が実現する

と考えられる。なぜなら象徴は、「感じ入る」行為者が

主体的に入手できるものではなく、社会において正統性

と威信を備えた文化として作り出されるものだからで

ある注３）。行為者は、この作られた象徴を動員して、風

景に「感じ入る」という構図なのである。なお、ある「感

じ入る」行為の状態としてみると、③を飛び越えて②か

ら④へ進む場合がある。ある空間の像に対して、「複合

的感覚」をとおした後に、「説明」をとおした客観的な

知識を加えることなく、「物語」をとおして情緒的な感

慨や共感を与えることで、「感じ入る」ことが可能だか

らである。この場合、ステレオタイプな「感じ入る」行

為になりがちと考えられる。 

４．感じ入る対象としての風景 

――何に感じ入るのか―― 

これまで「感じ入る」行為の対象例として多種多様な

風景を挙げてきたが、対象としての風景を整理しなかっ

た。「感じ入る」行為に内在する心の動きの内容状態と、

その動きの経路ないし媒介状態を考察したからである。

そこでこの章では、「感じ入る」行為の対象としての風

景を整理し、その行為との関連において位置づけること

にする。 

対象としての風景には、現前の風景であれ、画像の風

景であれ、記憶や想像のなかの風景であれ、夕焼け空の

ような自然から祭り行列のような人為まで幅広い。とは

いえ風景である以上、第１章で述べたとおり、広がりを

もった空間の像あるいは広がりを暗示させる空間の像

である。たとえば、古城の風景であっても、周囲の木々

や背景の山並みなどを含む風景にならざるをえない。運

動会の風景であっても、周囲の見物客や背景の校舎や秋

空などを含む風景にならざるをえない。古城だけを切り

取った空間の像、競技する児童たちだけを切り取った空

間の像は、風景になりえないであろう。「感じ入る」風

景の核、すなわち「感じ入る」行為の対象の核が古城や

運動会であっても、周囲や背景には核の存在感を強める

空間の像が結ばれて風景が成り立つのである。 

そこで、この核に当たる像を整理すると、まず自然の

所産と人為の所産に二分することができる。ここで「自

然」とは、「人間的自然」ではなく、自然科学が対象と

する物質世界の自然を指す。さらに前者を「一次的自然」

と「二次的自然」に二分することができ、後者を「物」

と「人」に二分することができる。 

一次的自然とは、人間が直接に手を加えていない自然

である。たとえば虹、火山の山頂部、極相林、無人島の

海岸、高層湿原などである。現在では、少なくとも間接

的には人間の活動から何らかの影響を受けているので、

人間がまったく手を加えていない自然はありえない注４）。

二次的自然とは、人間が直接に手を加えているが独自の

生態系を成立させている自然である。古い掘削河川、森

林に覆われた古代の墳丘、長年に亘って維持されてきた

雑木林や水田や屋敷林、ダム湖などである。一方、人為

とは人間の営為を指す。人為のうち「物」とは、人間に

よる物質的な生産物である。風景の核としては建築物の

場合が多い。建築物の全体が物である点で、ダム湖のよ

うに物に当たる堰堤を部分的に含む二次的自然とは異

なる。人間による生産成果には物以外にサービスがある 
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表１ 対象の核と心の動きとの組み合わせからみた風景の例 

心の動き 

対象の核 
探勝審美 関心好奇 畏敬畏怖 追憶追懐 

一次的自然 高山植物群落 柱状節理の崖 初日の出 遠方の山並み 

二次的自然 海岸の松原 わさび田 古墳の森 城址の掘割 

物 五重塔 石造りアーチ橋 廃墟集落 近代洋館校舎 

人 花火大会 優勝パレード シャーマンの儀式 繁華街のにぎわい 

が、これは非物質的存在であるから空間の像になりえな

い。「人」とは、人物の存在自体ではなく人間の活動で

ある。たとえば、繁華街のにぎわい、農作業、遊園地で

の行楽、運動会の競技・見物などである。 

「感じ入る」風景の核、すなわち「感じ入る」行為の

対象の核を、以上のとおり４種に大別したが、この４種

は類型的な区別であり、実際には相互に連続する場合や

複数の核をもつ場合がある。たとえば、風景の核として

の人工海浜は、年月を経るにつれて物から二次的自然へ

移り変わり、駅前の通勤風景は駅舎と通勤者という２つ

の核を併有して成り立つ。このような相互に連続する場

合や複数の核をもつ場合を除外した単純な例を、第２章

で述べた「感じ入る」心の動きの内容状態（４種類）と、

「感じ入る」対象の核の相違（４種類）とを組み合わせ

て位置づけると、表１のとおり示すことができる。心の

動きは個人差が大きいので、表中の例は、主体の属性を

「日本列島の旧城下町の街中で生まれ育った成人」とし

て想定したものである。美意識、好奇心、宗教感覚など

の意識特性については、平均的な傾向をもつ成人を想定

している。また心の動きを当事者の外部から把握するこ

とは容易ではないので、「感じ入る」心の動きの相違は、

主体の人物像を想定した上での推測である。 

表中に例示したとおり、「感じ入る」心の動きが探勝

審美、関心好奇、畏敬畏怖、追憶追懐のいずれであって

も、対象の核には、一次的自然、二次的自然、物、人と

いう幅広い例が考えられる。何に「感じ入る」かについ

ては個人差がともなうから、この表に例示したすべての

対象の核が、主体によっては「感じ入る」対象の核にな

らないことがある。また、同一の対象の核であっても、

主体によっては「感じ入る」心の動きが生じないことが

あり、異なる心の動きが生じることもある。たとえば自

然崇拝的なアニミズムの感覚が皆無の主体にとって、初

日の出は暦上の１月１日の天体現象にすぎず、畏敬畏怖

を生じさせるものではないであろう。海岸の松原を身近

に眺めて生まれ育った主体にとって、それは探勝審美よ

りも追憶追懐を生じさせるものであろう。 

５．感じ入る対象としての風景 

――感じ入る行為の対象―― 

「感じ入る」という心の動きによって、一次的自然、 

二次的自然、物、人といった対象の核をもった空間の像

が風景になるのであるから、ある空間の像が普遍的に風

景であるか否かではなく、ある主体にとって風景になる

か否かの相違が、風景の把握において焦点をなす。しか

し「感じ入る」という心の動きは微妙なものであり、当

事者の外部からうかがい知れない傾向が強い。それゆえ

当事者以外の者は、それが三次元的さらには四次元的な

広がりを帯びた空間の像であり、主体が何らかの形でそ

れに「感じ入る」ことが生じたはずだと推測して、それ

を風景と見なすことになる。 

たとえば、風景画や風景写真として扱われる作品は、

制作した画家や写真家が風景を描き出したことを明示

しているとは限らない。監修者や展示企画者や販売業者

が、風景を描き出した作品であると見なして、風景画や

風景写真として位置づけている場合が少なくない。 

ちなみに 16 世紀フランドル地方のブリューゲル一族

の絵画には、同一作品に異なったタイトルが与えられて

いる。たとえば、『種まく人の譬えの描かれている風景』

と『種まく人の譬え』、『イカロスの墜落の描かれている

風景』と『イカロスの墜落』、『ティベリアの海で使徒た

ちに現れるキリストのいる風景』と『ティベリアの海の

キリストと使途たち』、『絞首台の上にかささぎのいる

風景』と『絞首台の上のかささぎ』、『エジプトへの逃避

途上の風景』と『エジプトへの逃避』である。これらの

表現の相違は日本語訳語に限らない。周囲の者や後世の

者によって「風景」という語を加えられたタイトルが生

じたわけである。また、風景画の画集において、都市景

観を含めた自然を表現した典型的な風景画、主題である

物語が展開する舞台として自然を描写した風景画と並

んで、「実際の自然を材料に想像で描いた絵、画家の主

観で自然を大きく変形変質させた絵、自然を足場にしつ

つそこから離れる抽象絵画など」の「自然への依拠と自

然を統制する想像力のバランス」によって規定される諸

作品が、風景画に包含されて取り上げられている６）。 

このように「感じ入る」主体の当事者ではない者が風

景をとらえることは、風景というカテゴリーの範囲を拡

大し、多様化させる。しかしながら、それが風景の豊饒

化につながるかは疑問である。「感じ入る」という心の

動きを当事者以外の者による推測、――作品として残し

た以上は制作者が何らかの形で「感じ入る」ことが生じ

たはずだ、という論理的な推測――に委ねられた風景の

把握は、空間の像自体を偏重しているのであり、風景の
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希薄化を促すと考えられる。主体の「感じ入る」行為に

よってこそ、対象の核とそれをとりまく空間の像が風景

になるからである。  

対象の核が一次的自然、二次的自然、物、人のいずれ

であれ、第３章で述べたとおり、図１で示した「感じ入

る」経路の相違によって、それぞれ独自の風景になる。

すなわち、①視覚をとおした場合は、画像のように認識

して「感じ入る」風景であり、②複合的感覚をとおした

場合は、各種の感覚相互間にレリバンスを生じて刻み込

まれ「感じ入る」風景であり、③説明をとおした場合は、

加えられた説明に拠り所を見出すことによって「感じ入

る」風景であり、④物語をとおした場合は、情緒的な感

慨や共感を重ね合わせて、「感じ入る」風景であり、⑤

象徴をとおした場合は、特定の地名や造語に結びつけた

抽象的・様式的なイメージに拠り所を見出すことによっ

て「感じ入る」風景である。これらの経路５段階と組み

合わせると、次の例（架空）を挙げることができる。 

Ａ：一次的自然の場合（例：○○干潟） 

①視覚をとおして：沖合を航行する船、渡り鳥の

群れ、対岸の火力発電所

②複合的感覚をとおして：砂と海と空の色、ひた

寄せる上げ潮の音、潮と有機物の臭い、足裏の

柔らかい砂の感触

③説明をとおして：「○○川から運ばれた微細な

砂が堆積して形成された。干満の差が大きい。

面積は○○km2。川から運ばれた有機物が豊富

で、生息する生物種は○○種に及び、特に越冬

地や中継地として多種類の渡り鳥がみられる」 

④物語をとおして：「周辺の埋め立てによって見

放され、ゴミが散乱していた時期があったが、

住民の熱心なボランティア活動によって本来

の干潟が蘇った。生息する生物種が増え、干潟

特有の生態系がみごとに復元した」

⑤象徴をとおして：ラムサール条約登録地

Ｂ：二次的自然の場合（例：○○千枚田） 

①視覚をとおして：不定形模様の水田、海の青と

田の緑、一面に広がる視界

②複合的感覚をとおして：吹き上げる風、蛙の鳴

き声、強い日差し、草の臭い

③説明をとおして：「標高差○○ｍの傾斜地に築

かれた総面積○○ha の棚田である。石垣で区

切られた合計○○枚にも及ぶ水田がある。１枚

ずつの水田は細長く丸みを帯びた不定形で狭

く、それらが段差をともないつつ多数集まるこ

とで、立体的な造形をなしている」

④物語をとおして：「この地に住み着いた先人た

ちは、急傾斜地を開墾し、石を積み、土を入れ、

水を引き、知恵を絞ってこの美田を作り上げた。

以後○百年に亘って代々引き継がれ、荒れるこ

となく維持されてきた」 

⑤象徴をとおして：全国棚田百選、世界農業遺産

○○構成部分、○○文化財

Ｃ：物の場合（例：○○離宮） 

①視覚をとおして：入り組んだ形の池、池を囲ん

で茂る様々な樹木、白・灰色・茶色を基調とす

る木造の建物群

②複合的感覚をとおして：乾いた空気、水面を渡

る風、かすかな芝の香り、樹木の多様な緑色

③説明をとおして：江戸時代初期に造営された池

泉回遊式の庭園である。敷地面積○ha。○○川

から水を引き入れた池とともに、数寄屋造りの

書院、竹床の月見台、天橋立に見立てた中島、

漢詩にちなむ茶屋、名木の松などが配置され、

全体を植栽が厚く囲んでいる。

④物語をとおして：「月や季節をテーマにした施

設も随所に配されている」「各施設の周囲は露

地となって変化に富んだ苑路があしらわれ、そ

れぞれの小空間が独立した豊かな小宇宙とし

て演出されている」「苑路に沿って、歩みを進

めるごとに、池の景色が大きく開けたり、閉じ

られて山奥を歩むようになったりと、さまざま

に変化するよう配慮がなされている」７）

⑤象徴をとおして：1930 年代、欧州の著名な建

築家○○○は、この離宮を訪れて「泣きたくな

るほど（涙が出るほど）美しい」という絶賛の

言葉を残した。

Ｄ：人の場合（例：○○祭り） 

①視覚をとおして：山車の行列、氏子の時代装束、

稚児の姿

②複合的感覚をとおして：囃子の音色、衣擦れの

音、見物客の歓声、奉納される舞踊の動き

③説明をとおして：○○市内にある○○神社の伝

統的な祭礼である。毎年夏に約１カ月をかけて、

市内中心部で多様な儀礼が催される。特に合計

50 基を上回る山車が市内の大通りを巡行する

日は、祭礼が最高潮に達する。

④物語をとおして：御霊会ともいわれ、全国に流

行した疫病を鎮めるため、今から約１１００年

も遡る平安時代に始められた。いずれの山車も、

地元の○○織あるいは遠く海外産のタペスト

リーや、技巧を凝らした彫刻、絵画、金属具な

どで飾られ、伝統に裏づけられた豪華絢爛の極

みを尽くしている。この祭礼こそ、全国各地に

ある○○祭りの源流である。 
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⑤象徴をとおして：○○三大祭り、重要無形民俗

文化財、世界無形文化遺産

以上のように、仮に感じ入る対象の核４種類と感じ入

る経路５段階とを組み合わせると、対象としての風景が

多種多様に展開することがうかがえる。つまり同一の空

間の像であっても、核の相違と経路の相違によって、感

じ入る対象である風景は互いに異なった様々な態様で

現出する。たとえるなら、同一の描写対象について描き

方の異なった絵画、同一の被写体について撮り方の異な

った写真のように、である。たとえ対象の核もそれをと

りまく空間の像（核の周辺や背景）も同一であっても、

感じ入る経路が異なれば、感じ入る対象である風景は互

いに異なった様々な態様で現出する。反対に感じ入る経

路が同一であっても対象の核が異なれば、いうまでもな

く、感じ入る対象である風景は互いに異なった様々な態

様で現出する。 

このように、視覚に写った空間の像は、感じ入る行為

の対象になることによって、風景になると考えられる。

したがって原則的には――第５段階の象徴がステレオ

タイプ化されている場合を除いて――感じ入る行為の

高度化にともなって風景が豊饒化する可能性をもつの

であろう。 

６．主題化される風景 

本稿におけるこれまでの考察をまとめると、次のとお

りである。 

風景とは、人間にとって外的環境に当たる空間を視覚

的にとらえた像にとどまらず、人間が「感じ入る」空間

のありようである。しかも、三次元的な広がりをもった、

あるいは周囲への三次元的な広がりを暗示させる空間

のありようである。すなわち「感じ入る」ことによって、

ある空間が風景に転化するのである。 

どのように「感じ入る」のかといえば、もちろん、そ

れは一様でない。心の動きが複合した「感じ入る」があ

るとともに、「感じ入る」主体における、感受性、想像

力、志向性、生活経験、生活環境などの個人差も絡んで

いる。そのうえで、どのように「感じ入る」のかという

心の動きの内容状態を、「探勝審美」「関心好奇」「畏敬

畏怖」「追憶追懐」の４種類に整理することを試みた。 

次に、何をとおして「感じ入る」のかといえば、経路

ないし媒介状態という観点から、分析的に「視覚」「複

合的感覚」「説明」「物語」「象徴」の５種類に整理した。

これらの段階は「感じ入る」行為の高度化の差異を帯び

ている。「視覚」「複合的感覚」は非言語的感受における

体系化の過程であり、「説明」「物語」「象徴」は言語的

感受における意味付与の過程に当たる。 

 さらに何に「感じ入る」のかといえば、周囲や背景の

像をともないつつ「感じ入る」風景の核に当たる像があ

る。この核を「一次的自然」「二次的自然」「物」「人」

の４種類に整理した。「一次的自然」「二次的自然」は、

人間が直接に手を加えていないか、加えているが独自の

生態系を成立させているかで区別した。「物」は人間に

よる物質的な生産物であり、「人」は人間の活動である。 

 以上のとおり、どのように、何をとおして、何に「感

じ入る」かの種別を組み合わせたところ、浮かび上がっ

てきたものは、行為者による主題化を根幹とする風景の

諸相である。客観的な象として風景の諸相が存立してい

る側面も否めないが、それは主題化に比べれば副次的で

ある。もちろん主題化は程度の差異をともなっていて、

関心を向ける、注目するといった低次の主題化から、浸

りきる、一体感を味わうといった高次の主題化まで幅が

ある。しかしながら、主題化という人間の営みのなかに、

風景の諸相が織り込まれていることに変わりはない。空

間のありようは、主題化されることによって風景になる

と考えられる注５）。したがって、これまで取り上げてき

た風景の諸相は、今後、主題化を軸として再整理するこ

とができよう。 

 ところで、第１章において「風景」と「景観」との関

係について言及したが、行為者による主題化に内在させ

られた空間のありようが「風景」であり、その主題化に

対して外在している空間のありようが「景観」ではない

かと考えられるのである。さらに、主題化において、そ

の「風景」を絞り出す行為と、その「風景」に入り込む

行為が、相異なった「風景」を表出する可能性が考えら

れる。これらの視点は探索的段階にすぎないため、今後

の課題としたい。 

注 

注 1)  風景論が整理され、試みに４類型〔風景発見モデ

ル（「見る」風景論）、風景解読モデル（「読む」風景

論）、風景顕現モデル（「出会う」風景論）、風景沈殿

モデル（「見えない」風景論）〕が取り出されている８）。

注 2) 代表的な諸研究をとおしてSD法による共感覚測

定の蓄積が振り返られている９）。 

注 3) 「象徴」のステレオタイプ化に対する反転として、

「視覚」のもつ豊かさへ回帰する、あるいは再発見さ

れることがある。たとえば、和歌における歌枕という

形で特定の地名に固有の情緒が結びつけられ、固定化

することによって名所絵が成立したが、「景気」さら

には「風景」という概念が後に登場し、江戸時代そし

て近代を迎え、視覚に立脚する流れの中で名所絵の命

脈が尽きた、と指摘されている 10）。 

注 4) 地形は、植生、生業（第一次産業的生産）と並ん

で風景を決定する三要素とされる 11)。その地形につい

ては、景観は歴史を背負っているのであり、地形さえ

も人間の営為が加えられていることが重視されてい

る 12)。 

静岡理工科大学紀要 21



注 5) 人間は風景とともに生きており、あらゆる風景は

私たちの日常生活の場面そのものである、とする把握

がある 13)。その一方で、風景と建築の関係性の観点か

ら、既存の風景に潜在化していた秩序や隠されていた

文脈を、建築が顕在化することができる、という把握

がある 14)。両者の把握は、風景をめぐって主題化され

る範囲や構造が相異なっている。 
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小中学校のセクシュアル・マイノリティの児童生徒の支援状況に関する探索的研究 

A Pilot Study of Support for Sexual Minority Students in Primary and Junior High Schools 

本多 明生＊

Akio HONDA 

Abstract: This study investigated the actual conditions of support for Lesbian–Gay–Bisexual–Transgender 

(LGBT) students in primary and junior high schools. We conducted semi-structured interviews with primary 

and junior high school nursing teachers and administered questionnaire surveys to primary and junior high 

schools in Yamanashi prefecture. Results revealed that school respondents reported the presence of teachers and 

other staff members with whom students could consult about sexuality, but schools made it known to students. 

Many respondents considered it important to increase learning opportunities for school personnel to improve 

support for LGBT students in primary and junior high schools. 

1. はじめに

セクシュアル・マイノリティ（sexual minority）とは，

いわゆる典型的な「男性」や「女性」とは異なったセクシ

ュアリティの在り方を示す人々の総称である．セクシュア

ル・マイノリティと同義語として使用されることがある

LGBT という用語は，レズビアン（lesbian），ゲイ（gay），

バイ・セクシュアル（bisexual），トランスジェンダー

（transgender）の頭文字をもちいた言葉だが，セクシュア

ル・マイノリティには，LGBT だけではなく，X ジェンダ

ーやクエスチョニングなど，様々な人々が含まれる．

セクシュアル・マイノリティは，学校現場で様々な困難

を経験する．例えば，小中学校の学齢期は，児童生徒が自

らのセクシュアリティを自覚する時期だが 1), 2)，学校では

セクシュアル・マイノリティに関する正しい知識や情報を

得ることが難しい 3)．事実，日高 4)は，セクシュアル・マ

イノリティに関する事柄を授業に取り入れた経験がある

教員は 13.7%であったことを報告している．さらに，セク

シュアル・マイノリティの児童生徒は，いじめの対象や不

登校になりやすいこと，教職員のセクシュアル・マイノリ

ティに関する知識・理解不足によって，相談しても適切な

支援や配慮が受けられないことも指摘されている 5), 6)．

現在，我が国の学校では，セクシュアル・マイノリティ

に関する教育が行われること，そしてセクシュアル・マイ

ノリティの児童生徒への支援が充実することが求められ

ている 5)，7)．これらの目標を達成するためには，小中学校

における支援実態を明らかにすることが重要となるが，そ

の基礎的な資料は乏しい．例えば，文部科学省 8)は，小中

学校，高校を対象に，性同一性障害の児童生徒への支援に

関する調査を行ってはいるが，その調査では性同一性障害

に関する相談があった学校の事例報告のみを調べており，

相談を受けたことがない学校の支援の状況や支援の充実

に向けた課題等は検討してはいない．

この問題を解決するためには，今後，小中学校，高校を

対象としたセクシュアル・マイノリティの児童生徒への支

援・配慮の状況に関する全国調査を行う必要があるだろう．

そのような大規模調査を行う際には，事前に，ある都道府

県を対象にした探索的な調査を実施することによって，全

国調査へ向けた指針を得ることが有効だと考える．

このような考えから，本研究では，著者が居住していた

山梨県をフィールドにして，小中学校に勤務する養護教諭

を対象にした探索的研究を行った．養護教諭は，学校全体

の児童生徒の健康管理に関わる立場にいること，学校で困

難や葛藤を経験したセクシュアル・マイノリティの児童生

徒は保健室を利用する人が多いことから 1)，養護教諭を対

象にした調査を実施することによって，小中学校における

セクシュアル・マイノリティの児童生徒への支援状況に関

する知見が得られると考えた．

具体的には，本研究では，はじめに，養護教諭に半構造

化面接を実施し，セクシュアル・マイノリティに関する相

談を受けた経験の有無，支援・配慮の内容，今後のセクシ

ュアル・マイノリティ支援の必要性についての考えなど小

中学校のセクシュアル・マイノリティへの支援状況に関す

る面接調査を実施した．次に，半構造化面接から得られた

知見を基にして，山梨県の小中学校を対象に，セクシュア

ル・マイノリティの児童生徒への支援状況や支援の充実に

関する課題等についての質問紙調査を行った．

2． 面接調査 

2.1 目的 

小中学校の養護教諭を対象に，半構造化面接を実施する
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ことで，小中学校のセクシュアル・マイノリティの児童生

徒への支援状況等に関する知見を得ることを目的とした． 

2.2 方法 

（１） 対象者

調査対象者は，山梨県の小学校 9 校，中学校 8 校に勤務

する養護教諭 18 名であった．1 つの小学校のみ 2 名の養

護教諭が勤務していた．

（２） 質問内容

質問内容は，①基本情報（養護教諭の経験年数，養護教

諭の赴任年数，児童生徒数など），②セクシュアル・マイ

ノリティについて（セクシュアル・マイノリティに関する

相談を受けた経験の有無，行われた支援，今後の支援の必

要性の有無など），③セクシュアル・マイノリティへの支

援について（今後学校現場でセクシュアル・マイノリティ

支援を充実させていくために重要なことなど）等であった． 

（３） 手続き

調査実施時，著者が所属していた機関では，倫理委員会

が設置されておらず，倫理審査を受けることができない状

況だったことから，公益社団法人日本心理学会倫理規定 9)

に従って，慎重に対応した．具体的には，面接前に，研究

協力は自由意志に基づくこと，個人情報，プライバシーの

保護に万全を尽くすことなど，倫理的配慮に関する説明を

文書と口頭による説明を行い，研究協力への同意を得た．

面接時間は，40 分から 1 時間半程度であった．養護教諭

が 2 名勤務していた 1 校は，2 名同時に実施した．面接は

2015 年 12 月から 2016 年 3 月に実施した． 

2.3 結果 

養護教諭が 2 名勤務する 1 校に関しては，養護教諭個人

の経験に関するものはそれぞれ個別の回答とし，学校やセ

クシュアル・マイノリティへの支援に関する回答は，同一

の回答として処理した．

回答者は，養護教諭になって平均（SD）27.7（5.37）年

目（小学校 26.5（6.00）年目，中学校 29.2（3.96）年目），

現在の学校に赴任して平均（SD）4.6（3.80）年目（小学

校 3.4（1.50）年目，中学校 6.1（5.06）年目）だった．勤

務校の児童生徒数は，平均（SD）409.4（214.76）人（小

学校 429.2（230.29）人，中学校 387.1（193.42）人）だっ

た．

児童生徒や教職員からセクシュアル・マイノリティに関

する相談を受けたことがある教諭は小学校 2 名，中学校 3

名だった．相談を受けたことがあると回答した養護教諭が

勤務する 5 校（小学校 2 校，中学校 3 校）の内，4 校では，

当事者の相談にのる，健康診断を別日に実施するなどの支

援・配慮が行われていた．

セクシュアル・マイノリティに関する相談を受けたこと

がないと回答した教諭が勤務する 12 校（小学校 7 校，中

学校 5 校）の内，セクシュアル・マイノリティ支援につい

て話し合われたことがあると回答した学校は 0 校，今後支

援が必要になると思うと回答したのは 12 校全てだった． 

支援が必要になると思う理由は，12 校中 9 校が「相談

されるようになれば支援が必要となるから（小学校 7 校中

4 校，中学校 5 校中 5 校）」，「見えないところにいるかも

しれないから（6 校：小学校 7 校中 4 校，中学校 5 校中 2

校）」，「社会で受け入れられてきたから（12 校中 4 校：小

学校 7 校中 3 校，中学校 5 校中 1 校）」の順で多かった． 

セクシュアル・マイノリティへの支援を充実させるため

に重要と思うことについて語られた意見 115 個を，意見を

向けた対象を基準に「学校（74 個，15 項目）」，「児童生徒

全体（14 個，2 項目）」，「社会全体（9 個，3 項目）」，「当

事者の児童生徒（3 個，2 項目）」，「スクールカウンセラー

（4 個，2 項目）」，「保護者（1 個，1 項目）」の 6 カテゴリ

ー25 項目に分類した．「小学校の方が性教育をやりやす

い」など分類困難な回答（10 個）は除外した．その結果，

「学校」には最も多くの回答が分類され（64%），特に「教

員がセクシュアル・マイノリティに関する学習，理解を深

める」は 17 校全てが，「学校全体のセクシュアル・マイノ

リティに対する理解を深める」は 7 校から回答が得られた． 

2.4 結果

小中学校では，（1）セクシュアル・マイノリティの児童

生徒が在籍していること，児童生徒や保護者から，学校へ

相談や支援要請が行われることが，小中学校で支援が検討

される条件となっていること，（2）セクシュアル・マイノ

リティ児童生徒への今後の支援の充実の必要性は，相談を

受けたことがない養護教諭も認識していること，（3）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

あると考えていることが示唆された．

支援が必要になると考えた理由は，「相談されるように

なれば支援が必要になるから」，「見えないが潜在的にい

ると思うから」等が挙げられたことから，養護教諭は，現

在の勤務校で，相談をよせられてはいないとしても，勤務

校にはセクシュアル・マイノリティの児童生徒が在籍して

いる可能性があると考えているといえる．

支援の充実に重要と思うことでは，「教員がセクシュア

ル・マイノリティに関する学習，理解を深める」，「教職員

が積極的に児童生徒や問題に関与できる環境づくり」など，

「学校」に分類された回答が多かった．特に「教員がセク

シュアル・マイノリティに関する学習，理解を深める」は

17 校全てが回答した．さらに，「学校全体のセクシュア

ル・マイノリティに対する理解を深める」は 17 校中 7 校

が回答していたことから，小中学校では共通して，教員の

学習や理解，学校全体での理解が，支援の充実の鍵として

認識されていることが明らかになった．

3． 質問紙調査 

3.1 目的 

面接調査から，（1）セクシュアル・マイノリティの児童

生徒が在籍している学校と，児童生徒が在籍していない学

校では支援状況に違いがあること，（2）支援の充実には，
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セクシュアル・マイノリティに関する教職員の理解を深め

ることが重要と捉えられていることが示唆された．

質問紙調査では，面接調査から得られた知見をもとに，

質問紙を作成して，セクシュアル・マイノリティの児童生

徒に対する小中学校の支援状況を調べることにした．

具体的には，質問紙調査では，山梨県の全ての小中学校

に勤務する養護教諭を対象に，（1）セクシュアル・マイノ

リティの児童生徒への学校全体としての支援・配慮，（2）

特定のセクシュアル・マイノリティの児童生徒への支援・

配慮，（3）臨床心理士に支援・配慮で貢献してほしいこと，

（4）支援・配慮の充実において重要と考えること，につ

いて，回答を求めた．

小学校は，性別による区別が制服や部活動等で設けられ

ていることが多い中学校よりも，児童が望む性別の服装や

髪型を許可する，性別による区別を避けるなど，セクシュ

アル・マイノリティへの支援・配慮が行われやすいと考え

られるが，小学校と中学校でセクシュアル・マイノリティ

の児童生徒に対する支援状況が実際に異なるのかについ

ては知見が乏しい．そのため，質問紙調査では，セクシュ

アル・マイノリティ児童生徒への支援状況が小学校と中学

校で異なるのかについて検討した．小中学校におけるセク

シュアル・マイノリティの児童生徒への支援を充実される

ためには，現在，学校でどのような支援がどの程度行われ

ているのか，それは小学校と中学校で異なるのかを明らか

にすることには大きな意味があると考える．

そして，小中学校におけるセクシュアル・マイノリティ

の児童生徒への支援を充実させるためには，支援に携わる

他職種の役割について知見を得ること，支援を充実させる

ためには何が課題として捉えられているのかを明らかに

することも重要である．

このような考えから，本研究では，学校が，心理系の職

種である，臨床心理士に対して，セクシュアル・マイノリ

ティの児童生徒への支援にどのような貢献を期待してい

るのかについて調べること，これまで以上に支援を充実さ

せていくために今後特に重要となると考えていることに

ついても調べることにした．

3.2 方法 

（１） 対象者

山梨県内の全ての小学校，中学校に勤務する養護教諭を

対象とした．ただし，分校および休校中の学校は除外した．

調査対象の内訳は，小学校 179 校，中学校 86 校，合計 265

校だった．

（２） 質問紙

質問紙は，学校全体としての支援・配慮に関する質問項

目，特定の児童生徒に関する質問項目，臨床心理士に貢献

して欲しいことに関する質問項目，支援の充実に重要と考

えることに関する質問項目，学校の基本情報に関する質問

項目，回答者の基本情報に関する質問項目から構成した．

質問項目の作成は，心理学を専門とする大学教員 1 名と大

学院生 1 名が議論を繰り返して作成した． 

学校全体としての支援・配慮に関する質問項目は，面接

調査の結果を基に作成した 14 項目から構成されていた．

教示は「はじめに，先生が勤務されている学校で行われて

いる，セクシャル・マイノリティ支援・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）．」であ

った．質問項目には，「児童生徒が，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，セクシュアル・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）」，「性別による区分を避けている

（男女混合名簿の使用，児童生徒全員の呼称が「さん」で

統一されている など）（以下，性別による区別をさけ

る）」等が含まれていた．

特定の児童生徒に対する支援・配慮に関する質問項目は，

文部科学省 10)に記載された支援の具体例を基に作成した

13 項目から構成されていた．教示は「セクシュアル・マ

イノリティ児童生徒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）．」であった．

質問項目には，「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）」等が含まれていた．

臨床心理士に支援・配慮で貢献して欲しいことに関する

質問項目は，予備調査の結果を基に作成した 12 項目であ

った．教示は，「小中学校におけるセクシュアル・マイノ

リティ支援で臨床心理士（スクールカウンセラー）がいる

場合に，先生が臨床心理士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（特に当

てはまる事柄の 1 に〇）．」であった．質問項目には，「セ

クシュアル・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）」，「セクシュアル・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 
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など）（以下，当事者児童生徒の担任の相談に乗る）」，「セ

クシュアル・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）」等が含まれていた．

支援の充実において重要なことに関する質問項目は，予

備調査の結果を基に作成したから 12 項目であった．教示

は，「小中学校におけるセクシュアル・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（特に当てはまる事柄

の 1 に〇）．」であった．質問項目には，「セクシュアル・

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）」，「セク

シュアル・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）」，「セクシュアル・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）」等が含まれていた．

臨床心理士に貢献して欲しいことに関する質問項目と

支援の充実において重要なことに関する質問項目を回答

する選択数に 4 個という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上限を 4 項目に設定した． 

学校の基本情報は，校種（小学校，中学校で回答），所

在地（中北地区，峡東地区，峡南地区，東部富士五湖のい

ずれかで回答），児童生徒数（100 人以下，101～200 人，

201～300 人，301～400 人，401 人以上のいずれかで回答），

セクシュアル・マイノリティ児童生徒の在籍（いる，いる

と思う，いないと思う，いない，のいずれかで回答），ス

クールカウンセラーの配置状況（はい，いいえで回答），

人権教育への注力（はい，いいえで回答），いじめ防止へ

の注力（はい，いいえで回答），不登校対策への注力（は

い，いいえで回答），セクシュアル・マイノリティ児童生

徒への支援に関する学校での話し合いの実施（はい，いい

えで回答）に関する 9 つの質問項目から構成されていた． 

回答者の基本情報は，就業年数（1～5 年，6～10 年，11

～15 年，16 年以上のいずれかで回答），現任校への着任年

数（1～2 年，3～4 年，5～6 年，7～8 年，9～10 年，11 年

以上のいずれかで回答），セクシュアル・マイノリティに

関する専門知識（講演会や研修会に参加するなど）の有無

（はい，いいえで回答），児童生徒からのセクシュアル・

マイノリティに関する相談経験の有無（はい，いいえで回

答）の 4 項目から構成されていた．

（３） 手続き

質問紙の表紙には，この調査は山梨県内の小中学校にお

けるセクシュアル・マイノリティ支援の現状と今後の充実

に関するものであること，回答は養護教諭にご協力頂きた

いこと，アンケートは無記名式のため個人や学校が特定さ

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．質問紙は 2016 年 10 月 14 日に発送し，2016 年

11 月 30 日までに返送されてきた回答を分析した． 

3.3 結果 

2016 年 11 月 30 日までに 86 校（小学校 57 校，中学校

27 校，未記入 2 校）から回答が得られた（回収率 32.4％）． 

回答は中北地域から最も多く得られた（42 校）．児童生

徒数は 100 人以下 19 校，101～200 人 18 校，201～300 人

8 校，301～400 人 22 校，401 人以上 18 校，未記入 1 校で

あった．スクールカウンセラーが配置されている学校は

59 校（小学校 21 校，中学校 26 校）だった． 

人権教育に力を入れている学校は 59 校，いじめ対策に

力を入れている学校は 85 校，不登校対策に力を入れてい

る学校は 77 校だった． 

セクシュアル・マイノリティの児童生徒の在籍は，いる

1 校，いると思う 15 校，いないと思う 54 校，いない 16

校だった．セクシュアル・マイノリティ児童生徒への支援

に関する学校での話し合いを実施した学校は 6 校だった． 

回答者は，養護教諭になってから 16 年以上のキャリア

がある人が最も多かった（48 人）．現任校に赴任して 1～2

年目の教諭が 46 人と最も多く，セクシュアル・マイノリ

ティに関する専門知識がある人は 32 人（37％），児童生徒

からのセクシュアル・マイノリティに関する相談経験があ

る人は 9 人（10％）であった． 

（１） 学校全体としての支援・配慮

学校全体としての支援・配慮に関する 14 の質問項目と

学校の種別に関する質問項目の回答に不備がなかった 77

校（小学校 53 校，中学校 24 校）の回答を分析した（Figure 

1）．平均実施率は，各質問項目に対する「はい」の回答を

学校数で割ったものである．

小中学校全体では，「複数の教職員が当該児童生徒の情

報を共有」するという支援・配慮が最も行われており，「セ

クシュアル・マイノリティに関する教職員向けの研修会が，

学校で行われている（以下，教職員向け研修会の実施）」

が最も行われていなかった．

小学校と中学校の学校全体としての支援・配慮の特徴を

調べるために，χ2 検定によって，支援・配慮を実施して

いる学校数を比較した結果，「性別による区分をさける」，

「職員会議などで，セクシュアル・マイノリティに関する

事柄について話し合われたことがある（学校での支援や配

慮の事柄について，研修会の情報共有 など）（以下，職

員会議等での話し合いの実施）」で小学校と中学校の間で

有意差が認められた（ps < .05）． 

小学校では「複数の教職員が当該児童生徒の情報を共

有」，「性別による区分をさける」，「相談できる教職員の存
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在」，「態度や言動への配慮が教職員で意識共有」に関して

は，支援・配慮を行っていると回答した学校が多かった（ps 

< .05）．中学校では「相談できる教職員の存在」，「複数の

教職員が当該児童生徒の情報を共有」は支援・配慮を行っ

ていると回答した学校が多かった（ps < .05）． 

（２） 特定の児童生徒への支援・配慮

特定の児童生徒への支援・配慮に関する 13 の質問項目

と学校の種別に関する質問項目の回答に不備がなかった

71 校（小学校 48 校，中学校 24 校）の回答を分析した（Figure 

2）．平均実施率は，各質問項目に対する「はい」の回答を

学校数で割ったものである．

 小中学校全体では，最も多く行われていた支援・配慮は，

「健康診断（他の児童生徒に見られることを望まない場合

に別日に実施，時間をずらす など）（以下，健康診断）」

で，最も実施率が低かったのは「体育又は保健体育の授業

（自認する性別のグループに入れるようにする，別メニュ

ーを設定する など）（以下，体育又は保健体育の授業）」

であった．

小学校と中学校の特定の児童生徒に対する支援・配慮の

特徴を調べるために，χ2検定によって，支援・配慮を実施

している学校数を比較したところ，13 項目中 5 項目（「服

装」，「髪型」，「学用品」，「健康診断」，「クラブ活動・部活

動（自認する性別の活動に参加することを認める など）」

（以下，クラブ活動・部活動））で有意差があった（ps < .05）． 

小学校では，支援・配慮を行っている学校が行っていな

い学校よりも多かった項目はなく，支援・配慮を行ってい

る学校と行っていない学校が拮抗している項目が「学用

品」，「健康診断」，「髪型」，「クラブ活動・部活動」，「服

装」，「更衣室の利用（保健室の利用を認める，多目的トイ

レを更衣室として使用することを認める など）（以下，
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更衣室）」，「修学旅行等の宿泊研修（1 人部屋を使用する

ことを認める，入浴時間をずらす など）（以下，宿泊研

修）」で，それ以外の項目は支援・配慮を行っていない学

校が多かった．中学校では，全ての項目で，支援・配慮を

行っていない学校のほうが支援・配慮を行っている学校よ

りも多かった（ps < .05）． 

（３） 臨床心理士に貢献して欲しいこと

 臨床心理士に貢献して欲しいことに関する質問項目と

学校の種別に関する質問項目の回答に不備がなかった 82

校（小学校 56 校，中学校 26 校）の回答を分析した（Figure 

3）．平均選択率は，各質問項目に対する「はい」の回答を

学校数で割ったものである．

小中学校全体では，最も多く選択された項目は，「当事

者児童生徒の相談に乗る」で．最も選択されなかった項目

は「保護者を対象に，セクシュアル・マイノリティ児童生

徒への支援や配慮の仕方を教えて欲しい（保護者の言葉遣

いや態度の留意点，家庭での支援や配慮の事柄について 

など）（以下，保護者たちに具体的な支援・配慮の仕方を

教える）」，「セクシュアル・マイノリティ児童生徒が相談

しやすい環境づくりに協力して欲しい（校内での啓発活動

や情報発信への協力 など）（以下，児童生徒が相談しや

すい環境づくりへの協力）」だった．

小学校と中学校の臨床心理士に貢献してほしいことの

特徴を調べるために，χ2検定によって項目を検討したが，

選択率に違いがある項目はなかった．

小学校では，「当事者児童生徒の相談に乗る」を選択し

た学校が選択しなかった学校よりも多かった．「当事者児

童生徒の保護者の相談に乗る」，「教職員を対象に，セクシ

ュアル・マイノリティ児童生徒への具体的な支援や配慮の

仕方を教えて欲しい（教職員の言葉遣いや態度の留意点，
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学校での支援や配慮の事柄について など）（以下，教職

員に具体的な支援・配慮の仕方を教える）」，「学校と専門

機関との橋渡しをして欲しい（外部の相談機関や医療機関

を紹介する，連携の窓口をする など）（以下，学校と専

門機関の橋渡しをする）」は選択した学校と選択しなかっ

た学校が拮抗していた．それ以外の項目は選択しなかった

学校が多かった（ps < .05）． 

中学校では，「当事者児童生徒の相談に乗る」を選択し

た学校が選択しなかった学校よりも多かった．「当事者児

童生徒の保護者の相談に乗る」，「教職員に具体的な支

援・配慮の仕方を教える」，「教職員を対象に，セクシュア

ル・マイノリティに関する基本的な知識を増やす機会を提

供して欲しい（校内研修でセクシュアリティとは何か説明

する，セクシュアル・マイノリティが抱える学校での困難

について説明する など）（以下，教職員に基本的な知識

を教える）」，「児童生徒を対象に，セクシュアル・マイノ

リティ児童生徒への具体的な支援や配慮の仕方を教えて

欲しい（児童生徒の言葉遣いや態度の留意点，クラスや部

活動での支援や配慮の事柄について など）（以下，児童

生徒たちに具体的な支援・配慮の仕方を教える）」は選択

した学校と選択しなかった学校が拮抗していた．それ以外

の項目は選択しなかった学校が多かった（ps < .05）． 

（４） 支援の充実において重要なこと

 支援の充実において重要なことに関する質問項目と学

校の種別に関する質問項目の回答に不備がなかった 84 校

（小学校 57 校，中学校 27 校）の回答を分析した（Figure 

4）．平均選択率は，各質問項目に対する「はい」の回答を

学校数で割ったものである．

 小中学校全体では，最も多く選択されたものは「教職員

の学習機会の増加」で．最も選択されなかったものは「セ
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クシュアル・マイノリティに関する学校での情報発信や啓

発活動が充実すること（関連書籍の紹介，保健だよりや校

内ポスターによる啓発活動 など）（以下，学校における

情報発信・啓発活動の充実）」であった．

 小学校と中学校で支援の充実において重要なことに違

いがあるのかを調べるために，χ2 検定を行ったところ，

選択率に違いがある項目はなかった．

小学校では，「教職員の学習機会の増加」，「悩みや困り

ごとを児童生徒が相談しやすい学校づくりに取り組むこ

と（教職員が児童生徒と話せる時間や場所を作る，入りや

すい相談室 など）（以下，児童生徒が相談しやすい学校

づくりの推進）」，「児童生徒の学習機会の増加」，「教育機

関におけるセクシュアル・マイノリティ支援・配慮の取り

組みが公的に推進されること（教員研修の義務化，教育委

員会による支援や配慮の手引き作成 など）（以下，教育

機関における支援・配慮の公的な推進）」は選択した学校

と選択しなかった学校が拮抗していた．それ以外の項目は

選択しなかった学校が多かった（ps < .05）． 

中学校では，「教職員の学習機会の増加」を選択した学

校が選択しなかった学校よりも多かった．「児童生徒が相

談しやすい学校づくりの推進」，「児童生徒の学習機会の増

加」，「児童生徒がセクシュアル・マイノリティであること

を明かさなくても，スムーズに支援や配慮が受けられるよ

うに学校の支援体制が充実すること（相談しなくても性別

に関係なく使用できる誰でもトイレを学校に設ける な

ど）（以下，学校のスムーズな支援体制の充実）」，「教育機

関における支援・配慮の公的な推進」，「保護者-学校-専門

機関が連携すること（保護者からの相談があった場合に，

学校がスムーズに専門機関につなげる体制がある など）

（以下，保護者と学校と外部機関の連携）」は選択した学
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校と選択しなかった学校が拮抗していた．それ以外の項目

は選択しなかった学校が多かった（ps < .05）． 

3.4 考察 

小中学校では，セクシュアル・マイノリティの児童生徒

への支援の程度に差異が認められた．具体的には，学校全

体としての支援・配慮では，「性別による区分をさける」

ことをほとんどの小学校が行っているが，中学校でそのよ

うな支援・配慮を行っている学校は限られていた．そして，

小学校では中学校と比べて「職員会議等での話し合いの実

施」していることが示された．このように，セクシュアル・

マイノリティの児童生徒への支援・配慮が中学校よりも小

学校で充実する傾向は，特定の児童生徒への支援・配慮に

関する質問項目でも確認された．「服装」，「髪型」，「学用

品」，「健康診断」，「クラブ活動・部活動」で中学校よりも

小学校において支援・配慮が行われていた．

小学校と中学校でセクシュアル・マイノリティの児童生

徒への支援状況に差異が認められた理由を考察する．もし，

セクシュアル・マイノリティの児童生徒が在籍しているこ

と，児童生徒や保護者からの学校へ相談や支援要請が行わ

れることが，小中学校で支援が検討される条件となってい

るならば，このような支援状況の差異は，中学校では，小

学校と比べて，セクシュアル・マイノリティの児童生徒が

不登校になりやすくなる，もしくは，学校へ相談や支援要

請が行われにくい，ということを示唆するのかもしれない． 

中学校では，特定の児童生徒への支援・配慮については

全ての項目で，支援・配慮を行っていない学校のほうが行

っている学校よりも多かったが，小中学校で支援・配慮の

状況が大きく異なるというこの結果は，小学校では，中学

校よりも，性別による区別が少なく，セクシュアル・マイ

ノリティの児童生徒の要望に対応しやすいこと，児童生徒

のセクシュアリティに関する相談が行われやすいことを

意味するのかもしれない．また，セクシュアル・マイノリ

ティの児童生徒が小学校から中学校への進学の過程でド

ロップアウトする可能性があることも考えられる．本研究

では，セクシュアル・マイノリティの児童生徒がいると回

答した学校は 1 校のみであったことから，同問題について

は今後詳細な検討を行う必要があるだろう．

小中学校では，セクシュアル・マイノリティの児童生徒

への支援状況で差異が認められたが，臨床心理士に貢献し

てほしいこと，支援の充実において重要なこと，に関して

は，小中学校で大きな違いは認められなかった．小中学校

では，ともに，臨床心理士には「当事者児童生徒の相談に

乗る」，「当事者児童生徒の保護者の相談に乗る」ことで貢

献してほしい，支援の充実では「教職員の学習機会の増加」，

「児童生徒が相談しやすい学校づくりの推進」が重要であ

る，と考えてられていた．

約 6,000 人の教員を対象として行われた調査からは 4)，

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％であること，さらに教員養成課程出

身の教員の回答を見ると，LGBT 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％であったことが指摘されている．すなわち，現状で

は，セクシュアル・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が推測できる．

小中学校ともに，臨床心理士には，セクシュアル・マイ

ノリティの児童生徒や保護者の相談に乗ってほしい，教職

員の学習機会を増やすことが支援・配慮の充実には有効で

ある，と回答された背景には，セクシュアル・マイノリテ

ィに関する学習経験がない教員が多い，という実情が反映

されていると考えられる．

4． 総合的考察 

本研究では，山梨県の小中学校に勤務する養護教諭を対

象に，面接調査と質問紙調査を行うことで，小中学校にお

けるセクシュアル・マイノリティの児童生徒への支援状況

を探索的に検討した．

その結果，セクシュアル・マイノリティの児童生徒への

支援・配慮は，中学校よりも小学校のほうが充実している

傾向にあることが示された．セクシュアル・マイノリティ

の児童生徒への支援・配慮で臨床心理士に貢献してほしい

こと，今後の支援の充実で重要なこと，に関しては，小中

学校で大きな違いは認められなかった．

セクシュアル・マイノリティの児童生徒への支援で臨床

心理士に求められる役割は，主に児童生徒や保護者からの

相談に対応することであった．今後，臨床心理士は，相談

に対応できるようにするために，セクシュアル・マイノリ

ティに関する知識，理解を深めておくことが求められるか

もしれない．本研究では，臨床心理士という言葉を使用し

たが，得られた知見は，スクールカウンセラーの場合にも

当てはまると考える．しかしながら，今後の調査では，ス

クールカウンセラーという用語を使用して検討すること

が望ましいだろう．

面接調査からは，セクシュアル・マイノリティの児童生

徒が在籍していること，児童生徒や保護者から，学校へ相

談や支援要請が行われることが，小中学校で支援が検討さ

れる条件となっていることが示唆された．質問紙調査では，

同問題について検討を行うことが望ましかったが，セクシ

ュアル・マイノリティの児童生徒が在籍していると回答し

た学校が 1 校だけであったことから，この問題を明らかに

することはできなかった．

小中学校で，セクシュアル・マイノリティの児童生徒へ

の支援を充実させるうえでは，教職員の学習機会の増加が

重要であるという結果は，面接調査と質問紙調査で共通し

ていた．セクシュアル・マイノリティに関する知識が乏し

い小中学校教員が多い現状を反映していると思われる．し

たがって，セクシュアル・マイノリティの児童生徒への支

援・配慮を充実させていく際には，はじめに，研修会等を

実施することで，教職員への学習機会を提供することが重
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要になるだろう．

本研究から示されたその他の特徴的な結果についても

考察を行いたい．質問紙調査の結果から，小中学校は，児

童生徒のセクシュアリティに関する相談を受け入れる準

備があるにも関わらず（「相談できる教職員が存在」する

と回答した学校は小中学校全体で 86%），そのことを児童

生徒には周知していないこと（「相談できる教職員・場所

の周知」を行っていると回答した学校は小中学校全体で

23％）が示された．このことは，児童生徒は，セクシュア

リティに関する悩みを小中学校で教職員に相談できると

いうことを知らないことを意味する．この背景には，セク

シュアル・マイノリティに関する知識をもっている教職員

が乏しいという状況が影響しているのかもしれない．

質問紙調査からは，「複数の教職員が当該児童生徒への

情報を共有」していると回答した学校が多いことも示され

た．もし，教職員がセクシュアル・マイノリティに関する

知識が不足している状況にあるのならば，小中学校でのセ

クシュアル・マイノリティの児童生徒への支援・配慮では，

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（アウティング）が行

われないように十分に注意することが必要である．

そして「態度や言動への配慮が教職員で意識共有」され

ていると回答した学校が多かったが，「教職員向けの手引

きが作成」されている学校や「教職員向け研修会の実施」

がされている学校は少数であった．セクシュアル・マイノ

リティの児童生徒の 10％は，担任教師から，いじめや暴

力を受けたことがある，と回答している 4)．したがって，

実際にどの程度「態度や言動への配慮が教職員で意識共

有」されているのか，そして「教職員向けの手引きが作成」

や「教職員向け研修会の実施」がどのような効果をもたら

すのかについては今後検討しなければならないだろう．

本研究の留意点について述べる．一つ目は，本研究で得

られた結果は，実際よりもセクシュアル・マイノリティ支

援の実施率が高い可能性があることである．本研究で使用

した質問紙の内容は，セクシュアル・マイノリティ支援を

行っていない学校にとっては，回答しにくい内容であった

かもしれず，そのような学校は調査に参加しなかったかも

しれない．二つ目に，本研究は，養護教諭を対象としたた

め，得られた結果は，養護教諭の立場から見た，セクシュ

アル・マイノリティの児童生徒への小中学校の支援である

ことに留意しなければならない．特に，本研究で使用した

質問紙には，養護教諭個人の考えではなく，学校全体に関

わる質問項目からも構成されていた．そのため，学校によ

っては，責任者である学校長から回答の許可が下りず，養

護教諭が回答できなかったことが想定される．今後は，養

護教諭ではなく，学校長を対象に調査を行う必要があるだ

ろう．最後に，本研究の結果は，一都道府県から得られた

ものである．そのため，今後は，全国を対象とした同様の

実態調査を行うことが必要である．
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＊ 情報学部 情報デザイン学科 

田中清玄の聴取書及び上申書について 

On the Investigation Records and the Protest Statement of TANAKA Kiyoharu 

小栗 勝也＊ 

Katsuya OGURI 

１．はじめに 

 田中清玄は昭和 4～5 年に日本共産党の委員長を務め

た人物である。治安維持法により共産主義の実行運動は

取り締まり対象となっていたが、田中の時代の共産党は

警察による逮捕から逃れるために拳銃等で武装していた

ため、後に「武装共産党」と呼ばれるようになった。 

 筆者は大学の卒業論文、大学院の修士論文で田中清玄

をテーマとし、その後、田中に関する公刊論文を 3 つ発

表している。その際に筆者は、警視庁による田中への取

調べ聴取書及び田中自身が書いた上申書の 2 種類の未公

刊資料を資料として用いたが、2 つの論文では重要な論

拠として、それらを活用している。田中に関するこれら

の未公刊資料を用いて、筆者が指摘したような論拠を示

したのは初めてのことであり、今日においても田中清玄

と彼の時代の日本共産党に関する研究では、30 年も前の

ものでありながら、拙稿はトップレベルのものであると

自負している。その後に類似の研究が現れていないから

である。 

 しかしながら、筆者の論文は注目されることなく、無

視され続けてきた。例えば田中の転向は母親の自殺に影

響されて生じたものではない、と田中の転向に関する論

文で筆者は指摘したが、その後に出版された雑誌や単行

本等で、田中は母親の自殺を知って転向したとする旧来

からの間違った情報が相変わらず書き続けられた。それ

らを目にする度に、筆者の指摘は全く認知されていない

ことを思い知らされてきた。物を書いて世渡りしている

人たちは、学術論文まで丹念に調査する訳ではないこと

がよく分かった。或は、思想的に筆者と対極に位置する

ような人から見れば、筆者の論文など参考する必要はな

いと頭から決め付ける人があっても不思議はないと思っ

ていた。それゆえ特に悲観もしなかった。 

最近になってようやく後藤美緒氏が、小栗が書いた田

中清玄の論文は丁寧に調査して詳しくまとめられている

と評価して下さったが、筆者の知る限りでは、それが田

中清玄関係の拙論に対する唯一の具体的反応である（1）。 

 さて、上述の通り、田中清玄に関する筆者の論文では、

未公刊資料からの情報が重要な役割を果たしているが、

それらの出典に関して、論文中での表記をもう少し親切

に記しておくべきだったと、最近になって反省する機会

があった。 

 筆者は田中清玄の研究から離れて既に相当の時間が経

っている。現在は、今の袋井市の一部にあたる久津部村

に明治初期に作られた当該地域初の小学校である用行義

塾に関する研究を行っている。その研究に関連して、目

下、某文献中に記された記録が正しいか否かを検証する

作業を行っており、それは成果がまとまり次第、公表す

る予定でいる。この作業を通して筆者が苦しめられたの

は、某文献中で使用されている参考資料の表記が不適切

なため、再検証のために記載されている資料を探そうと

しても見つからないことが多々あったことである。表記

の不適切さの理由は、文献をまとめた研究者の記録の仕

方が杜撰であったためである。 

 その再検証作業の中で、自身の過去の研究論文につい

ても想起することがあった。すなわち、田中清玄に関す

る論文中の未公刊資料の表記について、もう少し親切に

記しておいた方が、後の研究者が再検証し易いはずだと

思い当たることがあった。人の振り見て我が振り直せ、

である。本稿（研究ノート）は、自身の論文中の資料表

記を、より親切なものに改めることを目的として、自戒

を込めて記すものである。 

２．筆者の論文中における資料の表記 

 筆者の過去の研究で、使用した資料の表記が親切でな

かったと自認するものは、かつて田中清玄に関して記し

た研究論文中の２種類の未公刊資料についてである。田

中清玄自身が警察の取り調べで供述した内容を記録した

聴取書と、一審判決を不服として控訴する際に書いた田

中の上申書がそれである。 
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 これらの未公刊資料を用いて筆者が執筆した公表論文

は、以下の 3 本である。 

①小栗勝也「田中清玄と武装共産党」（中村勝範編著『近

代日本政治の諸相 ―時代による展開と考察―』、慶應

通信、平成元年 5 月 31 日、所収。筆者の修士論文をリ

ライトしたもの）

②小栗勝也「共産主義者の転向に関する一考察 ―田中清

玄における転向―」（慶應義塾大学法学研究会編集・発

行『慶應義塾大学大学院法学研究科論文集』第 30 号、

平成元年 11 月 15 日、所収〉

③小栗勝也「日本共産党党史の記述に関する考察 ―武装

共産党時代―」（慶應義塾大学大学院法学研究科内『法

学政治学論究』刊行会編集・発行『法学政治学論究』

第 9 号、1991 年 6 月 15 日、所収）

なお、①②は後に一部を加筆修正して、中村勝範編『帝

大新人会研究』（慶應義塾大学法学研究会叢書 67、慶應

義塾大学法学研究会刊、慶應義塾大学出版会発売、平成

9 年 5月 20 日）に収録された。 

 これらの論文の中で、未公刊資料である田中の聴取書

と上申書について、筆者が記した書誌情報は表１に示す

通りである。この表記は、筆者の論文以前に存在した先

行研究の中で使われていたものを準用したもので、それ

だけで筆者は実際の資料に辿りついているので、このま

までも通用するものではある。しかしながら後述するよ

うに、この情報から所蔵場所を探すには幾つもの資料を

総合する必要があり、やや面倒である。 

 そこで、後の『帝大新人会研究』に拙稿が収録される

に際して、資料の所蔵場所を追記することにした。これ

も表１で示す通りである。初出論文よりは親切な対応を

したことになる。しかし、これでも親切とは言えない場

合があることを最近になって知った。そのために、この

稿を残そうと思った次第である。 

 以下、先行研究の記述から筆者が田中の未公刊資料の

存在を知った契機と、そこから実物を入手するまでの経

緯、更に表１の表記よりも情報を追加する方が親切であ

ることの理由、の順で説明したい。 

３．未公刊資料を入手するまでの経緯 

 筆者が田中の未公刊資料の存在を知ったのは、先行研

究の中で、それらに言及するものが幾つか存在したから

である。 

（１）田中清玄の聴取書と上申書の存在を筆者が初めて

知ったのは、小森恵『社会運動・思想関係資料案内』（1986

年 5 月 15 日、三一書房）の 282 頁に、「○田中清玄聴取

書〔昭和五年一〇月於特高課、一四二枚〕、上申書（日、

一三六）」と書かれているのを見た時である。 

このうち上申書に付されている「（日、一三六）」につ

いては、同書 274 頁の解説文の中に「（ ）内の「日」は、

目録中の宮城実（三・一五、四・一六、一審裁判長）文

庫のうち調書資料番号を附した被告者カードよりメモし

てまとめたもの」とあるので、田中清玄の上申書は宮城

実文庫に収蔵されていることが分かる。宮城実文庫が何

であるかについては、同書 309 頁に、「○宮城文庫―調書

被告名索引（日本大学総合図書館所蔵カード目録）／

【「／」は改行を示し、筆者が追記したもの…小栗注】※

三・一五、四・一六事件関係第一審裁判長手許資料、主

として調書を被告人名から眺めたもの」と書かれており、

更に同書 352 頁に、「（３）日本大学総合図書館（宮城文

庫―調書被告名索引カード目録）」とあるので、日本大学

総合図書館内にある文庫であると分かる。 

 しかし、田中清玄の聴取書については、それがどこに

あるのかに関しては同書では何も記されていない。後述

するように別の資料から、それが京都大学人文科学研究

所にあることが判明したが、小森の同書では、小森が利

用した目録等を作成した機関を紹介する項目（351 頁以

下の「八、資料の所在について」参照）の中に、京都大

学人文科学研究所も京都大学の名も記されていない。小

表１ 拙稿中における田中清玄の未公刊資料名の表記（各資料の初出の記録のみ） 

論文の表題 
左の論文中

の掲載頁 
左に於ける未公刊資料の表記 

『帝大新人会
研究』収録論
文中の掲載頁 

左に於ける未公刊資料の表記 

①「田中清玄と武装共産

党」 
582 頁 「田中清玄聴取書」（第一回） 355 頁 

「田中清玄聴取書（第一回）」（京都

大学人文科学研究所所蔵、以下の田

中聴取書も同じ） 

591 頁 「田中清玄第二回聴取書」 364 頁 「田中清玄第二回聴取書」 

593 頁 
「田中清玄第五回聴取書」、

「田中清玄第六回聴取書」 
367 頁 

「田中清玄第五回聴取書」、「田中清

玄第六回聴取書」 

601 頁 「田中清玄第七回聴取書」 375 頁 「田中清玄第七回聴取書」 

②「共産主義者の転向に

関する一考察 
109 頁 

田中清玄「控訴理由に就て」

（昭和九年九月二十二日付） 
397 頁 

田中清玄「控訴理由に就て」（昭和

九年九月二十二日付）〈日本大学宮

城文庫所蔵〉 

③「日本共産党党史の記

述に関する考察」 
222 頁 「田中清玄第五回聴取書」 
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森は田中清玄の聴取書・一四二枚の存在をどのように知

ったのであろうか。筆者には謎のままである。 

（２）次に、齋藤勇『日本共産主義青年運動史』（1980

年 8 月 15 日、三一書房）には、 

・「田中清玄警視庁聴取書」（109 頁）、 

・「田中聴取書」（161 頁他）、 

・「佐野・田中各「聴取書」」（162 頁）（佐野は武装共産

党時代に田中と共に党中央部にあった佐野博のことで

ある…小栗注。） 

・「田中清玄聴取書」（巻末からの横書き部分の頁数で 28

頁。「参考文献」中の表記。但し、これより上にある「佐

野博警視庁聴取書」の所で「（以下聴取書）」と記され

ているので、ここでの「田中清玄聴取書」は「田中清

玄警視庁聴取書」と解釈できる。また右端に「〃」が

記されているが、これは上部資料に記された「（未公

刊）」の表記と同じであることを示している。） 

などの資料名で、田中清玄の「聴取書」を齋藤氏が研究

資料とし用いたことが注記の中で記されている。共通す

るのは、「聴取書」の 3 文字のみで、他は微妙に異なるが、

いずれも田中清玄の「聴取書」であることは間違いない。 

なお、同書では田中清玄以外の人物に関する「聴取書」

（未公刊）も多数使用されている。それは巻末の文献資

料を見れば一目瞭然である。しかしながら田中清玄の聴

取書を含め、それらの聴取書を著者の齋藤氏がどこで見

たのかについては、文献単位で記されることはなかった。

研究者自身が参考にした文献について、それがどこに所

蔵されているかという情報まで記さないのは、当時の類

書の中では一般的であったし、今も同じである。公刊文

献ならそれでもよいが、しかし未公刊資料の場合は、こ

れでは入手に困難を来たすことになる。 

ただ齋藤氏は、同書の冒頭に置いた「はしがき」の中

で、多数にのぼる未公刊資料については「法政大学大原

社会問題研究所および京都大学人文科学研究所のものを

活用」したと記している。大原社会問題研究所は筆者も

よく知っている。法政大学が多摩丘陵に移った際、同研

究所もそこに移転したが、それより前の時代、飯田橋に

あった頃から筆者は何度も訪れ、そこで資料を見ていた。

多摩にも行っている。そのため、当然のことながら田中

清玄の聴取書がそこに保存されていないかについても目

録カード等から隈なく調査している。しかし、それらし

きものは見出せなかった。ならば残るは京都大学人文科

学研究所ということになる。以上のことから田中清玄の

聴取書がそこにあるのではないかという想像はできてい

た。 

（３）次に、運動史研究会編『運動史研究・第 1 巻』（1978

年 2 月、三一書房）所収の伊藤晃「日本共産党分派「多

数派」について」の中で、伊藤氏が使用した参考資料の

１つとして「田中清玄警察聴取書（京都大学人文科学研

究所所蔵）」と明記されている（31 頁）ことを知った。

ここでの資料名は聴取書の前に「警察」の文字が入って

おり、前述の齋藤氏が記す「警視庁」聴取書とは微妙に

異なる。それでも、田中の聴取書が京都大学人文科学研

究所に所蔵されていることが、ここから確定できる。先

の想像は正しかった。 

以上の先行文献の記述を総合して、田中清玄の聴取書

は京都大学人文科学研究所にあることが分かった。そこ

で、大学院生（修士課程 1 年）であった当時の筆者は、

是非とも実物のコピーを入手して内容を見たいと考え、

慶應義塾大学新図書館・三田情報センターのレファレン

スに相談に行った。対応してくれたのは女性職員の石黒

さんである。数日後、予想通り、それが存在すること、

及びコピーの入手も可能であることが分かったので、早

速全部をコピーで届けてもらうよう手配をお願いした。

大学図書館相互で文献資料を複写して届けるサービス

（実費は利用者が負担）は当時からあったので、それを

利用した訳である。このようにして筆者は京都大学に行

かなくても田中の聴取書全文を慶應義塾大学新図書館の

カウンターから入手することができた。入手したのは

1987（昭和 62）年 10 月 1 日のことである。ちなみに、

田中の聴取書はこの時のコピーで入手したのみで、その

実物（それが収録されている資料の実物）については、

筆者は今日に至るまで一度も見たことがない。 

４．田中清玄の聴取書について 

 筆者に届いたコピーは、クロス張り製

本された冊子体の背文字部分のコピー1

枚と、田中の聴取書本体を見開きで 1 枚

ずつ複写したものが 143 枚で、合わせて

計 144 枚あった。すべて B4 版の大きさで

ある。それを見ると、田中の聴取書は B4

版の用紙が袋綴じにされた冊子体の一部

として収録されていることが分かる。書

かれている文字はすべて謄写版印刷によ

る手書き文字である。 

このうち、背表紙部分の表記のみは活

字で、図１に示す通りである。この部分

のコピーが同封されていたので、田中の

聴取書は、他の 2 名のそれと合わせて製

本され、1 冊の資料になっていることを

初めて知った。先方の図書館側の親切の

お陰である。このコピーを見るまで、そ

のことさえ筆者には分からなかった。先

行資料では、この点について何も記され

ていなかったからである。 

聴取書の本体部分の内容は、表２に示

す通り、全部で 10 個のパーツから構成さ

れていた。このうち「便宜番号」は、こ

治
安
維
持
法
違
反
刑
事
記
録
（
昭
和
五
年
） 

警
視
庁
聴
取
書

田
中
清
玄
・
田
中
羊
二
郎
・
田
中

汎

（４）

図１ 背表紙 
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の表のために筆者が付したものである。 

元の資料は B4 版 1 枚（1 丁）の謄写版印刷で作られて

おり、それが袋綴じで製本されている。袋綴じにすると

山折部分にあたる箇所に、例えば「田中二ノ一」のよう

に１丁ごとの記号と番号が全てに付されていた。表２中

の「丁数」は、その番号から筆者が数えた枚数の結果を

付した。袋綴じに製本されている資料を、元の１枚もの

の文書に広げた時の１枚が 1 丁の文書になる。なお、表

中の他の部分は、該当部分を資料そのものから書き写し

た文言である。 

10 番目の部分は聴取書ではなく、聴取した内容から必

要な事項を箇条書きにまとめたメモのような資料である。

しかも最後の 1 丁分のみは横書きになっている。従って、

聴取書それ自体としては 9 回分の記録が含まれているこ

とになる。 

また、この調書は最後の署名部分も含め全て同じ筆跡

であり、更に、内容を読み聞かせた上で相違ないことを

田中に確認させ、署名と拇印をさせたと末尾に記されて

いるが、この資料には拇印はない。つまり、この記録全

体は聴取書の実物ではなく、それを誰かが筆写したもの

ということになる。 

以上が、聴取書本体の全体像で、これら全てを合わせ

ると全部で 142 丁の分量となる。 

しかしながら、筆者が入手した聴取書本体部分のコピ

ーは１枚多い 143 枚である。１枚多くなる理由は、図２

に示すように、資料が袋綴じになっている冊子体であり、

それを見開きの状態で１枚ずつコピーしているため、本

来の１丁分は常にコピー２枚に亘って写ることとなるか

らである。それゆえ最初の１枚目のコピーの右側部分と、

最後のコピーの左側部分には、聴取書本体とは関係のな

い別の物が写りこんでしまう。このような場合、全部で

142 丁ある袋綴じの資料を全て複写するには 143 枚のコ

ピーが必要となる訳である。 

なお比較的最近になって、他の研究者が田中清玄の聴

取書 142 枚を手に入れたと記す文献(２）に出会うことが

あったが、曖昧な書き方をしていると感じた。なぜなら、

142 枚を入手したという文言は、実質 142 枚分の資料を

143 枚のコピーで入手したということなのか、コピーで

はなく 142 枚分の実物を入手したということなのか、或

いは 143 枚のコピーで入手したものを 142 枚分の実際の

形に戻したものなのか、幾つもの解釈が出来てしまうか

らである。また、仮に筆者が入手したものと同様に 143

枚コピーしなければ全部を複写できない資料である場合

には、手元にあるコピーの枚数が 142 枚ということなら

ば、どこか１枚が欠落していることになってしまう。筆

者は実物を知っているので、単に 142 枚と表記されるこ

とを奇異に感じる訳である。もっとも、筆者は知らない

けれども京都大学に保存されている資料とは別に田中の

表２ 田中清玄の聴取書の構成内容 

便宜

番号 

内容（該当部分 1 枚目冒頭１

行目と 2 行目の文字） 

丁数

（B4 版） 
末尾の日付 末尾の署名１ 末尾の署名２ 

１ 

聴取書 

本籍北海道…（以下略） １１ 

昭和五年一〇

月二十二日 

於警視庁総監官房特別高等課 

右陳述人 田中清玄 

総監官房特別高等課勤務 

 司法警察官 警視庁警部 庵

谷治家 

２ 

第二回聴取書 

田中清玄 １６ 

昭和五年一〇

月二十五日 

警視庁総監官房特別高等課ニ

於テ 

右陳述人 田中清玄 

警視庁総監官房特別高等課勤務 

 司法警察官 警部 庵谷治家 

３ 

第参回聴取書 

田中清玄 １９ 

昭和五年一〇

月二十八日 

於 警視庁総監官房特別高等

課 

右 陳述人 田中清玄 

警視庁総監官房特別高等課勤務 

 司法警察官 警部 庵谷治家 

４ 
第四回聴取書 

田中清玄 
１７ 

昭和五年十月

三十日 

於警視庁総監官房特別高等課 

右陳述人 田中清玄 

同課勤務司法警察官警視庁警部 

庵谷治家 

５ 
第五回聴取書 

田中清玄 
２１ 

昭和五年十一

月一日 

於警視庁総監官房特別高等課 

右 陳述人 田中清玄 

警視庁総監官房特別高等課勤務 

 司法警察官 警部 庵谷治家 

６ 

第六回聴取書 

田中清玄 ２０ 

昭和五年十一

月六日 

於警視庁総監官房特別高等課 

右陳述人 田中清玄 

同課勤務 

司法警察官警部 

庵谷治家 

７ 
第七回聴取書 

田中清玄 
２２ 

昭和五年十一

月八日 

於警視庁総監官房特別高等課 

右陳述人 田中清玄 

同課勤務司法警察官 警部 庵

谷治家 

８ 
第八回聴取書 

田中清玄 
６ 

昭和五年十一

月十五日 

於警視庁総監官房特別高等課 

右陳述人 田中清玄 

同課勤務 

司法警察官 警部 庵谷治家 

９ 

第九回聴取書 

田中清玄 ２ 

昭和五年十一

月十五日 

於警視庁総監官房特別高等課 

右陳述人 田中清玄 

同課勤務 

 司法警察官 警視庁警部 庵

谷治家 

10 

（中央委員会（七月十日）議

事） 

七月十日 

８ （記載なし） （記載なし） （記載なし） 

計 142 
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聴取書が存在しており、袋綴じにされていない状態にな

っていれば、コピーでも 142 枚となるので、142 枚の表

記で正しい場合もあり得る。それが、筆者が入手した京

都大学のものと同じか別物であるかは、実物を見ていな

い筆者には判定のしようはないが、もし、筆者と同じ京

都大学のものであるならば、田中の聴取書本体の 1 枚目

に「京都大学」の文字と資料番号らしき数字が捺印され

ているので、すぐに判別することができる。果たして、

別の研究者が得たという 142 枚の田中聴取書には、京都

大学の刻印があるのだろうか。 

ところで、田中の聴取書の実物には、冒頭の見出し部

分に共通する文字は「聴取書」の 3 文字のみで、既存文

献や筆者の論文で示した「田中清玄聴取書」のような表

記はどこにもない。「田中清玄聴取書」という表記は「田

中清玄」の「聴取書」という意味で、研究者が便宜的に

用いた呼称にすぎないのである。筆者も先行研究の表記

に従って、そのような記し方で表記したが、それは資料

名としては正確とは言えない。 

しかしながら、例えば「第二回聴取書（陳述人・田中

清玄、昭和 5 年 10 月 25 日、於：特高課）」のように、よ

り実物の資料に忠実な記し方にしてもよいのだが、表記

が長くなるだけである。そこで、これを短縮して「第二

回聴取書（田中清玄）」とするならば、筆者の論文及びそ

れよりも前に発表されていた先行研究中における「田中

清玄第二回聴取書」の表記と大差がない。そのため本来

は、本稿のように、原資料の表記と、論文等で用いる便

宜的な表記の関係を明確に記した上で、後は便宜的な表

記で通用させればよいのだが、当時の筆者にはそこまで

の配慮ができていなかった。 

しかしながら、それでもなお、困る場合があることに

最近になって気付いた。インターネットとデータベース

が発展し、図書館の蔵書もそれで検索されるのが普通に

なった今日において、各図書館の検索機能を用いて調べ

ても、なぜか「田中清玄聴取書」は１件もヒットしない。

その実物がある京都大学図書館の検索機能（KULINE）で

も見つけられないのである。そもそも、その名は便宜的

なもので、実在する資料名ではないから、見つからない

のが当然と言えば当然ではある。しかし、そのように単

純に言って済ませられない事情がある。なぜなら、「田中

清玄」の文字だけで検索しても、この聴取書はヒットし

ないのである。ならば、田中の調書は調べようがないこ

とになる。そのことから、後進の研究者が調査を諦める

ようなことになっては、当該分野の研究全体のためにも

好ましいことではない。 

この問題は、京都大学図書館の検索システムが「田中

清玄」の名のみでもヒットするように工夫してくれれば

容易に解決できる問題ではあるのだが、なぜか、田中の

名前では聴取書は関連付けがなされていないようであり、

非常に残念に思う。 

そこで、京都大学図書館の検索でヒットさせるために

はどうずればよいのかを筆者が試行錯誤しながら試して

みたところ、田中の聴取書が収録されている資料全体の

名称中の文言である「治安維持法違反刑事記録」か「警

視庁聴取書」を用いればよいことが分かった。それらの

文字を用いれば、京都大学図書館の検索で、「人文研」

（人文科学研究所図書館）の蔵書の中に、『警視庁聴取

書：治安維持法違反刑事記録（昭和五年）』の「４」とし

て、この資料が確かに存在していることが分かる。検索

結果を示す画面では「注記」の中に「田中清玄」の文字

も確かに記されている。以上のことは 2019 年 2 月時点で

（6 月も）、筆者自身が確認している。ならば、「田中清

玄」の文字だけでもこの「聴取書」がヒットするような

システムの改良を行えば済む話なのだが、残念乍ら筆者

本体 1 枚（１丁）分が袋綴じ

にされた部分は、破線部のよ

うに、常にコピー２枚に亘る。 

初めのコピー１枚

目の右半分は無

関係部分の余白 

←コピー

の１枚目 

本体の 

１枚目 

（破線部） 

本体の 

２枚目 

（破線部） 

←コピー

の２枚目 

←コピー

の３枚目 

本体の 

142 枚目 

（破線部） 

←コピーの

142 枚目 

←コピーの

143 枚目 

末尾のコピー１

枚の左半分は、
次の田中羊二郎

の聴取書の１枚
目右半分に当た
る。 

（中略） 

図２ 元資料本体とコピー枚数の関係 
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には京都大学にシステムを改修させる力はない。 

そのため、後の研究者にこの資料を再検証してもらお

うとすれば、検索にヒットする文言（資料が収録されて

いる文献単体の名称）を付記しておくのが、今日におい

ては、より親切な書き方であると言える。 

当時の筆者は先行研究の表記に習い、便宜的な呼び名

だけを用いた。しかし、文献の情報を記す際に、ある文

書を収録している資料それ自体についても情報を記すこ

とは普通になされていることなので、当時から、図１に

示した収録資料の情報を併記しておけば、今日の検索シ

ステムでもヒットするので都合がよかった、と今になっ

て反省している次第である。 

以上のことを総合すると、今日の研究環境により適合

した田中聴取書の表記方法としては、例えば先の第２回

聴取書であれば、「第二回聴取書（田中清玄）」（『治安維

持法違反刑事記録（昭和五年）・警視庁聴取書（４）』所

収、京都大学人文科学研究所所蔵）のように記すとよい

であろう。長くはなるが、収録されている資料単体の資

料名称を入れないと検索にヒットしないので止むを得な

い。但し、田中の聴取書はすべてこの収録資料によると

最初に断れば、それ以降の注記では、収録資料の名称は

記さなくて済むので、煩雑なことにはならないであろう。 

５．田中清玄の上申書について 

 ここで言う田中清玄の上申書というのは、彼が転向し

た後に出された一審判決の量刑が、転向者に対するもの

としては重すぎるとして田中が不服を訴えた内容の文書

のことである。控訴の際に出されている。 

 筆者は、この上申書については、田中の聴取書よりも

先に入手できていた。既述の通り、小森の『社会運動・

思想関係資料案内』から、田中の「上申書」が日本大学

総合図書館にあることが容易に判明していたからである。

この時はまだ、「上申書」という情報しか分かっていない

が、これだけの情報を持って慶應義塾大学新図書館・三

田情報センターのレファレンスに所蔵調査を依頼した。

対応して下さったのは、聴取書の際にも登場した石黒さ

んである。すると、確かにそこに所蔵されていること、

また、複写禁止・閲覧のみ可能な資料であるので、紹介

状を持って直接そこへ行って見るしかない、という情報

を得た。すぐに慶應義塾大学図書館からの紹介状を書い

てもらい、先方から指定された日大関係の建物に行った。 

 都内であるが、指定された場所は図書館の閲覧室とい

った雰囲気は全くなく、日大関係の某ビル内のワンフロ

アーの一角に置かれた事務室のような所であった。室内

の１つの事務机を指定され、そこで閲覧するように言わ

れ、予めお願いしていた資料 1 冊が手渡された。コピー

は出来ないが、自分で書き写すことは構わないというこ

とだったので、ひたすら筆写した。業務をしている職員

に囲まれながらの閲覧と筆写である。筆写した分量は大

学ノートでほぼ 1 冊分になった。ノートの末尾に自身で

記した日付を見ると昭和 61 年 6 月 27 日に筆写を終えて

いる。 

 さて、小栗がこのときに見た資料についてであるが、1

冊に製本された資料全体に附された資料名は、図３のよ

うになっていて、横書きで示せば『治安維持法違反被告

事件 136 上申書 佐野博 （附・田中清玄・風間丈吉）』

となる。 

 この中に、謄写版印刷によるものと思われる手書き文

字で記された田中清玄の上申書が入っていた。 

 その扉部分は、図４のように記されており、これも文

章中に資料名を記せば、「上申書 田中清玄」とでも表記

することができる。その次の頁にあたる鑑の文書でも「上

申書」と記されている（この部分に「昭和九年九月二十

二日」の日付がある）。しかしながら、その先にある本文

の扉部分（図５）及び、目次に相当する「内容索引」と

本文の冒頭では、すべて「『控訴理由に就て』」と記され

ている。つまり田中清玄が書いたものは、「控訴理由に就

て」という題の「上

申書」なのである。

従って、この文書を

示す資料名としては、

田中清玄「上申書」

でも、或は「田中清

玄上申書」や「上申

書 田中清玄」、「田

中清玄上申書・控訴

理由に就て」、田中清

玄「控訴理由に就て」

等、幾つかの表記方

法が可能である。全

ての情報を含んでい

るという意味で、よ

治
安
維
持
法
違
反
被
告
事
件

136

上
申
書

佐
野

博

（
附
・
田
中
清
玄
・
風
間
丈
吉
）

図３ 

『
控
訴
理
由
に
就
て
』

田
中
清
玄

図５ 

上
申
書

田
中

清
玄

東
京
控
訴
院
検
事
局
思
想
部

図４ 

秘
密
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り適切と考え、本稿では、「田中清玄上申書・控訴理由に

就て」と記すことにしよう。 

なお、この文書についても、1 冊にまとめられた資料

の中の一部を構成するものであるから、資料名に付す括

弧は一重括弧でなければならない。また、所在の確認に

困らぬよう、それが収められている単体の資料名を付記

する必要もある。更に、田中がこの文書を書いた日付と

資料の所蔵場所も示しておく方が望ましいであろう。 

すると、田中の上申書を正確に記す際は、「田中清玄上

申書・控訴理由に就て」（昭和 9 年 9 月 22 日、『治安維持

法違反被告事件 136 上申書 佐野博 （附・田中清玄・

風間丈吉）』所収、日本大学総合図書館宮城文庫所蔵）と

するのが最も正確な表記法ということになる。これも長

いものとなるが、初出時に一度示せば、あとは略記でき

るので、煩雑にはならないはずである。 

ところで、今日の日本大学では「総合図書館」の名称

の機関は存在しないようである。各学部別の図書館だけ

が存在しているようである。しかし、それらの図書館の

すべてを横断的に検索できる機能を用いて調べたところ、

不思議なことに田中の上申書はおろか、それが収められ

ている単体の資料名である『治安維持法違反被告事件』

についても所蔵を確認することができない。いや、それ

どころか、宮城文庫、宮城実文庫そのものについても、

その存在を確認できないのである。筆者が調査をした 30

年程前には確実に存在した資料、文庫が、いまは無くな

ってしまったか、どこかに移転したのであろうか。田中

清玄の研究から筆者が手を引いて既に相当の年月が過ぎ

ており、田中清玄及び戦前の日本共産党に関する最新の

研究動向や宮城文庫のその後の経緯には疎くなっている

ので、残念ながら筆者には詳しい事情が分からない。 

ただ、これに関連することとして、小林杜人『「転向期」

のひとびと』（遊上孝一編、1987 年 9 月 30 日、新時代社）

に次のような記述があることを最近になって知った。す

なわち、かつて宮城文庫にあった調書類のうち数人分の

資料が抜き取られていることが判明し、以後、宮城文庫

では資料の一般公開を禁止した、というのである（112

頁）。禁止されたのが、筆者が田中の上申書を見た後のこ

とであれば、今日、それが見当たらないことの説明がで

きるが、この本の著者である小林は 1984 年に亡くなって

いる（同書奥付の略歴参照）。小林の遺稿をまとめて出版

されたのが本書であるから、宮城文庫の一般公開禁止の

記述も小林が亡くなる前の話である。既述の通り、筆者

が田中の上申書を見たのは、昭和 61 年（1986 年）であ

るから、小林が原稿を書いた時期よりも後のことである。

つまり、既に一般公開が禁止された後に、筆者は宮城文

庫の資料を見たことになる。これはどういうことなので

あろうか。当時の筆者は学部 4 年生で、一介の学生に過

ぎないが、事前に慶應義塾大学図書館から確認の電話を

してもらい、先方の許可を得た上で、なおかつ慶應義塾

大学図書館の紹介状を持参しての閲覧であるから、「一

般」公開ではなく、特別な扱いをしてもらったことにな

るのであろう。実に有り難いことであった訳だが、その

ことを今頃になって知るというのも奇遇なことで、不思

議な感慨を覚える。しかしこれは、本筋とは関係のない

個人的な感想に過ぎない。知りたいことは、なぜ宮城文

庫の存在が確認できないのかということである。 

少なくとも筆者の閲覧事実が証明するように、一般公

開が禁止になった後でも、研究者は宮城文庫の資料を見

ることが出来ていたので、今日において宮城文庫と、そ

こにあった資料が見当たらないことは、小林の本からは

説明がつかない。そこで筆者は、『日本大学百年史』全 5

巻（３）も調べてみたが、何も手掛かりは見つからなかっ

た。また、WEB 上の情報をどれだけ調べてみても、結果

は同様であった。そのため、この点は不明なままである

と記すしかない。この分野の研究から撤退している今の

筆者にとっては、この問題は放擲したままでもよい事柄

であるが、もし今日において「田中清玄上申書・控訴理

由に就て」や、宮城文庫にあった他の治安維持法違反事

件関係者の未公刊資料を読みたいと考える研究者がいた

としたら、どこに行けば良いのだろうか。最悪のことを

想像すると甚だ遺憾に思う。（2019 年 4 月 22 日脱稿・提

出、審査後同年 6 月 20 日修正稿提出・受理） 

（１）後藤美緒「現実と空想のあいだ ―国際ロビイスト田

中清玄と転向経験―」（筑波大学社会学研究室『社会学ジ

ャーナル』第 41 号、2016 年 3 月 31 日、所収）40 頁に、「小

栗は戦前の活動を共産主義運動と清玄の相互作用に着目

して、本人や関係者のインタビュー、予審調書、論考を丹

念に収集して論じた。活動経歴を時系列的に整理し、清玄

の活動指針が革命の英雄に憧憬したという個人的内面的

動機に突き動かされたものであり、社会体制への矛盾に苦

しめられたことではないことを指摘した。現状の分析不足

や自己への過剰な自信が清玄にはあり、それが 1930 年代

の共産党と一致したがゆえに、過激な活動になったと論じ

る（小栗 1989）。」と記されている。「（小栗 1989）」と

記された文献は、小栗勝也「武装共産党と田中清玄」（中

村勝範編『近代日本政治の諸相 ―時代による展開と考

察』慶応通信、1989 年）を指す。 

（２）例えば、山内祥史氏は『太宰治研究 14』（和泉書院、

2006 年 6 月）の「編集後記」（233 頁）の中で、次のよう

に記していた。「一〇年ほど前になろうか、「日本共産党 

中央委長
（ママ）

 田中清玄聴書」という標題の、B４版一四二枚 

に記録された警察による「奥山、森脇、佐々木、広瀬、赤

松、山岡、大塩、神田事 無職 田中清玄」からの「聴取

書」を入手した。昭和五年に記載された文書の当時の謄本

で、半ば消えかかっている。まだ確認をしていないが、も

し未紹介のものであった時、機会があれば翻刻したいと思

う。」ここでは 142 枚の記録とあるが、手元にある文書そ

のものが 142 枚なのか、142 枚分の聴取書をコピーしたも

のなのか曖昧なままである。また、ここにある「標題」と

いうのは何を指すのか筆者には不明であるが（筆者の持っ

ている聴取書のコピーには、このような文字はどこにもな
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い）、その「標題」において、本来は聴取書であるべきと

ころが何故か「聴書」になっている。山内氏の誤記なので

あろうか。なお、「翻刻」は筆者も期待する所であるが、

今のところ実現はされていないようである。 

  なお、大須賀瑞夫『評伝田中清玄』（勉誠出版、2017 年

2 月）には、田中の死後に自宅書斎から聴取書が見つかり、

それが「B４版サイズで合計一四三枚にのぼる」こと、本

人の署名や拇印がないことから原本ではないこと、が記さ

れている。ここでは 143 枚とあるから、筆者が持っている

コピーと同じ枚数である。

（３）いずれも日本大学百年史編纂委員会編、日本大学発行

だが、巻により発行年月日のみが異なる。第 1 巻は平成 9

年 3 月 31 日、第 2 巻は平成 12 年 2 月 29 日、第 3 巻は平

成 14 年 3 月 31 日、第 4 巻は平成 16 年 2 月 1 日、第 5 巻

が平成 18 年 10 月 4 日の発行である。このうち、第 2 巻 504

頁に、大審院判事から日本大学の教員になった宮城実が蔵

書や裁判記録が日本大学に寄贈されたことが記されてい

るが、その後、その「宮城文庫」がどのようになったかに

ついては、何も記されていない。なお「総合図書館」が東

京神田三崎町の「日本大学会館」（昭和 57 年 6 月落成）に

移転したことが、第 3 巻 909 頁に記載されている。筆者自

身の手許には記録が残っておらず、筆者の記憶も曖昧なた

め、筆者が訪れた場所について本稿の本文中では都内の関

係ビル内としか書けなかったが、恐らく、この「日本大学

会館」で間違いないと思われる。 
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2019 年 6 月 11 日受理 
＊ 理工学部 機械工学科 ＊＊＊＊  株式会社未来システム工房 
＊＊  平井工業株式会社   ＊＊＊＊＊合同会社ベストプラクティス・マネジメント 
＊＊＊ 株式会社シーズプロジェクト 

ドローンを活用した新たな航空レーザー測量の開発と展開 

Development and deployment of a new aviation laser survey system utilizing Drone 

田村 博＊、漆畑 充＊＊、大高 悦裕＊＊＊、藤井 靖弘＊＊＊＊、白井 康裕＊＊＊＊＊ 

Hiroshi TAMURA, Mitsuru URUSHIBATA, Yoshihiro OHTAKA,  

Yasuhiro FUJII and Yasuhiro SHIRAI 

Abstract : With productivity expected to be improved through the use of ICT, in the construction field, the 

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism is standardizing the practice of  using drones to 

conduct topographic surveys. In this paper, we report on the development of a novel method of using drones for 

topographic surveys and consider its potential. 

１．はじめに 

国土交通省では建設現場の生産性向上を目的として,ICT

技術を活用する取組み 1）「i-Construction」を推進してい

る.すでに土工,舗装工,浚渫（しゅんせつ）工においては

ICT 技術の導入が進み,全国各地で取組みが進んでい

る.2017 年 12 月に閣議決定された「新しい経済政策パッ

ケージ」においても,i-Construction については,2019 年

度までに橋梁・トンネル・ダム工事や維持管理,建築分野

を含む全てのプロセスに対象を拡大するとともに,中小事

業者や自治体への適用拡大を目指して 3 次元データの活

用や ICT導入を強力に支援している. 

また,「i-Construction」では下記項目を目標としている. 

（1）一人一人の生産性を向上させ,企業の経営環境を改善 

する. 

（2）建設現場に携わる人の賃金の水準の向上を図るなど, 

魅力ある建設現場へ変革する. 

(3)建設現場での死亡事故ゼロにする.

(4）「きつい,危険,きたない」から「給与,休暇,希望」を 

目指していく. 

国土交通省が推進する「i-Construction」の中で,注目

されているのが無人航空機（ドローン）による 3次元測量

であり,静岡県でも地方行政の先頭を切って同様の取組み

がされるなど,新技術による新しい建設生産システムが構

築されようとしている状況である. 

なお,「i-Construction」は国土技術政策総合研究所の

登録商標である. 

２．共同研究の内容 

2.1 共同研究の目的 

このように業界が変化する中,ドローンを利用した新た

な計測方法の開発を目的として, SLAM（スラム：Simulation 

Localization And Mapping / 同時に自己位置推定と地図

構築を行う技術）という技術に着目し,静岡市産学交流セ

ンターの助言を得ながら,平井工業株式会社（総合建設業）

を中心として,株式会社シーズプロジェクト（無人航空機

による空撮事業）,株式会社未来システム工房（3 次元設

計・解析ソフトベンダ）,合同会社ベストプラクティス・

マネジメント（事業運営コンサルティング）と本学（機械

工学科 田村研）にて産学共同研究を行う事となった. 

なお、SLAMについては 2.4項で説明する。 

2.2 共同研究の業務分担 

業務の計画,運営,及び計測結果の評価と総括を平井工

業が,ドローンとレーザースキャナ（以下 LSと表示）の調

達,それらのマッチング,ドローンの操縦,及び点群データ

の採取をシーズプロジェクトが,点群データのフィルタリ

ング処理と解析を未来システム工房が,実証実験用地の提

供とドローンオペレーションについての総合的支援を本

学で担当した.計測にあたり,使用する LS とドローンの仕

様・規格,基準点や地上の対空標識の色調や設定方法,及び

フィルタリングの仕様などを決定し,SLAM 計測の基準や

最適な仕様を構築していく.特に SLAM 計測によって得ら

れた点群には,あとから基準となる座標（X,Y,Z）を与える

ことになることから,その手順を明確にしていく. 

2.3 現状での課題 

現状においてドローンを利用した地形測量方法は,航空

写真測量と航空レーザー測量の 2 種類に分類される.これ

らは 3 次元測量と言われるものであり,それにより得られ

るデータは点群と言われる.点群は地形や物体を 3 次元座

標の点で覆うことで,その形状を捉えたものであり,1 点

は X,Y,Z の座標値のほかに,色の三原色である R.G.B とそ

の濃淡などの情報で構成されている.図-1 はドローンに
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よる航空レーザー測量の点群で地形の写真ではなく,LS

等で得られた点の集合体をビューアーで表現したもので

ある. 

これらの計測は,上空のドローンや図-2 に示す地上の

計測機器が GPS 衛星等からの正確な位置情報を取得する

ことで成立している.図-3 に示すように近年,我が国でも

測位システム用の衛星の打ち上げが進展していること

で,GPS の精度は飛躍的に向上しているが,その一方で空

の見えない場所や位置情報取得に十分な数の衛星を捕捉

できない場所では,正確に地形を計測することができない

状況である. 

図-1 点群データ例（基準座標と RGB処理を追加） 

図-2 定地型レーザー測量器 

また運用上,GPS を利用する際も,計測時の条件設定や

事前の計画検討を行うが,地上に設置する対空標識の配置

や, 図-4に示す飛行経路のプログラムと飛行計画,ラップ

率の整合など,建設分野以外の専門的な知識を必要とする

内容も多いのが現状である. 

図-3 準天頂衛星の活用例 2） 

建設業界が長年に渡り培ってきた測量技術は,基準点を

もとに測量機器の位置情報（基準高・座標値）を確定し,

そこからの差異を計測することで目的物を捉えることで

ある.測量の精度は,誤差のない計測機器が正確な位置情

報を得ることで担保されている.こうした事により精度管

理に煩雑な手続きが求められている状況では工数が掛か

ってしまい生産性の向上も不十分な実情もあり,このよう

な状況を改善する事も「i-Construction」の目標となって

いる. 

図-4 ドローンの飛行経路と撮影オーバーラップ率 

2.4 共同研究での解決策 

上記の課題に対して,GPSを使用しない SLAMを利用して,

ドローンによる航空 LS 測量を行う事で課題解決を図って

いく.SLAM では,ロボットが移動しながらセンサで周囲を

計測し,移動軌跡に沿って地図を作成していく.   

SLAM の入力はセンサデータであり,出力はロボットの

移動軌跡と地図となる.家電製品のロボット掃除機が

SLAM技術の応用例として知られている.（図-5） 

図-5 障害物を避けて掃除をするロボット 

SLAM は機器ではなくソフトウェアであり,ロボットに

搭載された LS やステレオカメラなどを用いて,地形のサ

ンプリングからだいたいの地図を作製する.サンプリング

の軌跡と地図との尤度（ゆうど）計算によって,確率の高

そうなサンプリングデータを抽出し,それを繰り返しなが

ら,もっともらしい地図を作成して自己位置を推定する技

術である.「もっともらしさ」を抽出する相関演算を高頻

度で繰り返すことで,「もっともらしい地図」を「正確な

地図」に仕上げるのがこの技術である. 

ようするに SLAM は,ロボット位置と地図の推定を同時

に行うことで,地図の精度を向上させる技術ということで

ある. 

図-6 に示すように,SLAM によって効率的に作成された

地図は,移動するロボットが壁や障害物にぶつからないた

めに活用されているが,SLAM を搭載した LS ドローンが作

成する 3 次元地図は,3 次元点群による地形データである

ことから,この地図を取り出す事は新たな航空測量になり

うると考えた. 
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図-6 SLAM技術によりドローンが飛行経路を予測 3） 

SLAM 技術が,GPS 用の衛星から位置情報を取得すること

なく,3 次元点群データを作成することは確かではあるも

のの,そのデータの精度は確認できていない.しかしなが

ら「ドローンが衝突しないためのシステム」を「ドローン

から障害物を正確に捉えるためのシステム」として代用す

ることの妥当性は高いと考えられる. 

ドローンの飛行高度,速度,及び目的物に対する飛行方

法などによって精度にバラつきが生じる可能性は否めな

いものの,有用性の高い技術であることへの期待度は大き

い.一方 GPS を利用した航空計測にも,潜在的な誤差は存

在し,それは飛行中のドローンの微動に起因するものであ

る.飛行中のドローンは,プロペラの回転数を制御し

て,GPS の位置情報を得ながら,決められたコースを忠実

に飛行しようとするが,風や気流の影響で絶えず姿勢が変

化している.この姿勢変動を補正するセンサ技術の進歩は

目覚ましいものの,機体の微動に起因する 10～20 ㎜程度

の誤差は無くならないと言われている. 

原因は,ドローン直下とその周辺は機体からのレーザー

照射距離に依存するが,ドローンの横方向に照射されて得

られたデータは,ドローンの姿勢誤差が大きく影響してし

まう.ドローンには衛星を利用した測位システムが搭載さ

れていて,それぞれの機器によって計測された位置座標と

加速度及び角速度を複合的に解析することにより,レーザ

ー照射時の位置と姿勢情報を得ている. 

この時,ドローンの姿勢の算出に例えば僅か 0.01°の

誤差があったとすると,100m 先のレーザー照射位置では

20 ㎜程度の誤差が含まれてしまう.またドローンに搭載

されている姿勢制御装置（IMU）も内部の電子機器が持つ

「性能的な誤差」を集積すると姿勢角で 0.04°の誤差が

発生する 4）と言われているため,100mの高度から測量した

場合には,80 ㎜以下の誤差でデータを取得することは困

難となる. 

対策として,高度 30～50m 程度で飛行し経路幅を調整す

ることで,計測精度を向上させ「i-Construction」の基準

が確保できることが実証されている.  

SLAM 技術は,前述した測量の基本とは異なり,動かない

もの（目的物：ランドマーク）を基準に計測することから,

その精度についての期待は大きい.SLAM 技術の有用性が

確認されれば,トンネルや建物内のような空の見えない場

所や,GPS から十分な情報を得られない場所においても正

確な計測が可能となる. 

また,基準点からスタートする計測と違い,取得した点

群データに後から基準となる座標値を与えることが可能

であることから,精度管理のために求められる煩雑な手続

きなどの大幅な工数削減が期待できる. 

2.5 共同研究の目標 

「SLAM 技術の計測成果が公共事業の要求精度を満たすこ

との証明,及びその技術の有用性の検証」とした. 

現在、国土交通省が認可している 3 次元計測方法

と,SLAM 技術による計測方法を比較する.同じ目的物をそ

れぞれの方法で計測し,得られた点群データのバラつきを

評価する. 

国土交通省の ICT 土木における平場の出来形管理の規

格値は±50 ㎜であるが,SLAM 技術による点群データと,認

定計測方法のそれとの差異が,規格値以内であれば,公共

工事の要求精度を満たすと判断する.規格値を超える差異

が確認された場合は,PDCA サイクルを展開して改善を図

る.飛行方法は,精度に与える影響を考える上での重要な

ファクタであることから,適切なフライトプランの立案に

ついても検討課題とする. 

SLAM 技術による計測では,基準となる座標値をどこで

与えるかがポイントとなる.理論的には,点群データの中

の最低 2 点に,基準となる座標値を与えれば良いのだが,

事前に基準点を設け,その座標値を与えてから計測すると

精度が向上する可能性もある.精度が確保できる手順を明

確にした上で,認定計測方法との工数,所要時間,及びコス

トの違いを明確に評価することで,SLAM 技術による計測

の有用性を検証する. 

研究を通じて SLAM 技術の特性を理解して,その計測手

法が建設分野に適合することを証明し,どの程度の生産性

向上に寄与するのかを捉えることが今回の目標である. 

2.6 共同研究の結果 

産学共同研究の Kick-off ミーティングは,2018 年 7 月

20 日に静岡市の産学交流センターで行い,研究内容およ

び日程の確認を行った. 

次に SLAM のドローン搭載機器ホバーマップの納入時期

に合わせて,実証実験日の計画と学内候補地の下見を兼ね

て,本学にて 2018年 8月 25日に打ち合わせを行った. 

今回の実証実験では,0.5～1.0ha 程度の敷地標本が必

要ということで,第一候補地として,本学のグラウンドと

した.（本学は人口密集地区外であり,私有地のため高度

150m 未満であれば,国土交通省の飛行許可申請が不要で,

学内申請のみで対応が可能という利点がある.）また,実験

日を 2018年 9月 2～3週目と仮計画を立てた. 

打合せでの内容を元に,図-7に示すように,航空 LSや写

真測量で認識できる標定点基準マークを 300㎜×300㎜サ

イズで 4種類の試作を行った.
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図-7 標定点基準マーク（サイズ 300㎜×300㎜） 

なお,航空 LS測量に用いた機材を表-1に,地上測量およ

び航空写真測量に用いた機器類を表-2に示す. 

表-1 使用機材の仕様 

機材社名 機種名 

機 体 DJI Matrice 600 

航空 LS機器 Yellow Scan Surveyor 

LiDAR本体 Velodyne VLP-16 

SLAM機器 emesent Hovermap 

表-2 地上測量および航空写真測量機材 

機材社名 機種名 

地上計測(TS) TOPCON DS-205i 

〃 Leica MS 60 

航空写真測量 DJI Phantom 4 

ドローンによる航空 LS 測量の飛行経路プログラムを図

-8に示す.

グラウンド平地および法面は対地高度 35m,飛行速度は

5m/sで設定した.

図-8 ドローンによる LS 測量の飛行経路プログラム 

（提供：株式会社シーズプロジェクト） 

 飛行コース幅は,航空 LS 測量において対地の照射角

90°（有効分）と飛行高度から逆算して,一部は経験則で

はあるが,図-9 のように LS のオーバーラップ率より設定

されている. 

図-9 航空 LS測量の入射角 5） 

表-3 に示す内容の①～④の計測を実施し,それぞれの

画像や点群データを採取した. 

表-3 実証実験の計測方法の比較 

標本となる本学グラウンドに試作した標定点基準マー

クを図-10 のように 3 次元設計面を設定し,それぞれの計

測によって点群データとその面との離隔をヒートマップ

などで表現することで,図-11 に示すようにそれぞれの点

群データのバラつきを比較した.なお表-3 にある後方交

会法とは,3 つ以上の座標が既知の点を用い,自分自身の

座標を求める手法である. 

表-3①～③の結果と④の結果とが近似値ならば,SLAM

技術による計測が公共の認定技術と同等の精度を有する

ことの証明となる.また④のバラつきが大きい場合には,

それを低減させる対策を検討し,仕様や手順を変更して再

計測を行い,改善度合を確認した. 

図-10 3次元設計面の設置 

図-11 各計測結果を比較 

（提供：株式会社未来システム工房） 
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標本となる本学グラウンドは,複雑な地形ではなく,広

くて平らなグラウンド面と階段状に整備された法面があ

り,計測①～④の差を比較しやすいロケーションとなって

いる.前述した通り,公共の認定技術であったとしても,航

空測量には潜在的な誤差が存在する.定置型の LS には,レ

ーザーの水平到達距離に限界があり,遠く離れるほど精度

が低下する.標本となる地形が複雑であると,それぞれの

計測方法のバラつきが拡大する恐れがあることから,「単

純で大きなもの」を標本の選定としている. 

航空 LS 測量によって得られた点群データに RGB 処理を

行いビジュアル化した画像を図-12 に示す.グラウンド,

法面,林ならびにフェンスや駐車場の一部も綺麗に再現さ

れている. 

図-12 ドローンによる LS測量に RGB処理を行った画像 

SLAM 技術は,複雑な地形や構築物のスキャンも優れた

性能を発揮すると考えられているため,本学のエアープレ

ーンショップ,駐輪場,また造形的に特徴のある「建築棟」

の屋外と内部をスキャンする実験も行った. 

なお,図-13 に示す,エアープレーンショップ周辺はド

ローンによる SLAM 測量ではなく,地上を歩いて計測した

データである. 

図-13 本学 Airplane shopの SLAM計測のデータ 

今回使用した SLAM 機器は,ドローンから取り外してハ

ンディ機器としても利用できるため,建築棟外周をドロー

ンで計測し,SLAM 機器を持ち歩いて建築棟内部も計測し

た.内側と外側のデータを専門のソフトウェアにて合わせ

ることで,図-14 に示すように,水平または垂直方向に任

意の位置で「断面図作成」が可能となる. 

なお,測量を行った建築棟の SLAM の生データ(LAS ファ

イル)は,建築学科へ提供した.

図-14 建築棟を縦方向に輪切した画像 

（㈱シーズプロジェクト カタログより） 

学内グラウンドでの計測実験における,所要時間とコス

ト試算を表-4 に示す.さらに,それぞれの特徴を表-5 に示

す.航空写真測量では標定点を事前に設置する必要があり,

その時間は 3時間程度必要となる. 

また,ドローンによる各種航空測量の飛行経路プログラ

ムや現場の下見時間等は含んでいない。

表-4 各種計測の時間とコスト試算 

No. ① ② ③ ④ 

計測方法 航空写真

測量 

航空 LS 

測量 

定置式 LS

測量 

航空 SLAM

測量 

公共認定 〇 〇 〇 未 

仕様 ﾄﾞﾛｰﾝ+ｶﾒﾗ ﾄﾞﾛｰﾝ+LS 地上 LS ﾄﾞﾛｰﾝ+LS

工数 計測

解析 

1人工 

1人工 

0.1人工 

1人工 

0.8人工 

1人工 

0.1人工 

1人工 

計測時間 

解析 

5分 

1日 

5分 

1日 

3時間 

1日 

5分 

1日 

コスト 30～50万 50～80万 50～80万 50～80万 

ドローンを活用した航空測量（表-4 の①,②,④）は飛

行場所の許可申請や専門の知識と技術を必要とするが,定

置式 LS 測量と比較するとコストや作業時間において有効

であることがわかる. 

表-5 各計測方法の特徴 

No. 特 徴 

① オーバーラップ率 80～90％,サイドラップ率 60％で撮

影するため,大量の写真データが発生する.上から見る

える景色を処理するため,壁や法面に弱い.

② サイドラップ率 50％以上で計測する.マルチまたはシ

ングルのレーザーを一定の迎角で照射する.鉛直に照

射されるレーザーは地表深部にも到達する.

③ 定置式 LS は地上高 1.5m 程度から斜めにレーザーを照

射するので,広大な水平面や死角ができる場所では,複

数回の移動が必要となる.設置と計測に時間が掛かる. 

④ 扇状に照射する LS をさらに回転させる事から,半球状

にレーザーを照射する.砂漠や海上など,変化の無い単

調無限平面などでは自己位置を特定できなくなる. 

図-15、16に今回計測した「写真測量」「地上型 LS」「航

空 LS」「航空 SLAM」の点群データ（色分けして表記）のば

らつき具合を示す. 

画像はどちらも Z 軸方向のもので,図-15 より平地面を

みると地上型 LS の値よりも航空 LS,SLAM の値の方が全般

的に下側にでているのが分かる.  

これは,計測区域はグラウンド平地部北側の草地であり,

地上型 LS では横から照射されるため,草の表面を拾うの

に対して,航空 LS,SLAM では,ほぼ鉛直方向から照射され

るため,地表付近も計測できていることによる. 
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図-15 グラウンド平地面の計測点群 

（提供：株式会社未来システム工房） 

図-16 グラウンド法面の計測点群 

（提供：株式会社未来システム工房） 

また,図-16の法面では,「写真測量」「地上型 LS」「航空

LS」は 2018年 9月 28日に行い,「航空 SLAM」は機器の調

整遅れで同年 12月 4日に行ったことにより,法面雑草の高

さも影響し平地よりもばらつき具合が大きく,20 ㎝以上

の差が出ている場所もあった. 

2.7 今後の課題 

測量と SLAM技術は,どちらも「環境を計測して地図をつ

くる」という点は似ているが,現状での土木測量では「精

度の良さ」あるいは「誤差の少なさ」を追求しているのに

対して SLAM技術では,「ロバスト性」に重点を置いている

点が違いとなっている.6）ロバスト性とは,外的要因によ

る変化を内部で阻止する仕組みや性質である. 

土木測量では㎜単位の精度が要求されるが,ロボットの

自動走行では数㎝の誤差があっても,障害物を回避できる,

あるいは衝突せずに移動ができれば良いことになる.また

逆にロボットでは,外乱やノイズなどで動作が停止してし

まうようでは問題となるが,人的な測量では外乱やノイズ

は人間が対処することで解決ができる. 

 計測工学上では,誤差は大きく分類して 3 つに分けるこ

とができ,偶然誤差、系統誤差、間違い誤差となっている. 

このうち,偶然誤差は統計的に対処する理論が整備され

ているので,測量でも SLAM 技術でも対処が可能となる.現

状,SLAM 技術で難しいとされているのは,系統誤差と間違

い誤差と言われている.特に間違い誤差は,データ対応付

けにおいて頻繁に発生して外れ値を生じさせるので,その

対処が非常に重要とされている.また系統誤差に対処する

には校正（calibration）が必要となる. 

ドローンを活用した SLAM 技術の測量では,飛行時間が

比較的短いので,通常長時間稼働するロボットと比較する

と系統誤差は少ないと考えられる. 

測量では,間違い誤差は人間が起こすことが多い反面,

人間がチェックして取り除くことができる.系統誤差も人

間があらかじめ校正作業を行なう,あるいは測量の手順に

「チェック項目」を組み込むことで対処することが可能で

ある.今後,各種技術の進展により,測量と SLAMの「差」や

「違い」はますます小さくなって行くと推測できる. 

比較検討項目として,今回ドローンによる飛行コースは,

南北に縦断する方向で計測を行ったが,法面のように高さ

が変化する場所では,地形の高さ変化に対して東西に横断

する方向で飛行して,コース幅に対しては,法面傾斜に合

わせて段階的に高度を維持して計測する方法を再実験し

比較検討を計画している. 

 また,現状ではSLAM計測の出力は R.G.B化されていない

ため,色による識別が行えない弱点もあるので, データ上

にて図-7 で示した標定点基準マークの識別ができなかっ

た.今後の技術開発に期待したい. 

3．研究成果の発表 

今回の産学共同研究は,2019 年 3 月 15 日（金）に、静

岡市産学交流センターの主催による「平成 30 年度産学共

同研究成果発表会」にて発表を行った. 

図-17 研究発表の様子   図-18 会場内での展示 

4．まとめ 

SLAM 技術は,まだまだ発展中であるが,総合的に見て近

い将来には同技術を測量に応用する事は可能と思われる. 

現状,土木の公共事業に準拠できる精度ではなかったが,

例えば古い橋や建物ほど図面が残っていない場合がある

ので,航空 LS を活用することで簡易的な図面作成に対応

することができ,3D-立体図を残すことが可能となり,構造

物のメンテナンスや施工の履歴管理にも役立つ手法とな

る.また,SLAM 技術はドローンの飛行において,障害物を

避けて飛行することが可能であり,GPS が拾えない場所で

の測量・地図作成（例：橋梁の下、トンネル内、洞窟など）,

さらに GPS と連動ができるため,GPS 環境下から非環境下

へと連続する場所のスキャニングにおいても有効な技術

であり,今後はさらに建設業界での利活用の場が広がると

推測できる. 
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2019 年 5 月 21 日受理 
＊ 理工学部 電気電子工学科

自律ﾛﾎﾞｯﾄ・IoT 実習を通した電気電子工学ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞの有効性 

Availability of active-learning through practical development of robot and internet of things 
in electrical and electronic engineering 

本井 幸介＊，菅沼 美季＊，竹下 紗良＊，芝田 和紀＊，加藤 丈和＊

Kosuke MOTOI, Miki SUGANUMA, Sara TAKESHITA, Kazuki SHIBATA and Takekazu KATO 

Abstract: In the academic field of electrical and electronic engineering, it is important to study the techniques 
through the development of fully automated control system in robot, internet of things (IoT), and so on. In this 
study, we attempted new active-learnings to study the development using some car-type robot systems. The 
control systems were consisted of sensors, microcomputers, and actuators and installed in custom made small car 
robot and commercially available mini 4WD model (TAMIYA). The lectures using these systems were carried 
out in the department of electrical and electronic engineering, Shizuoka Institute of Science and Technology and 
a high school. From the results, it was demonstrated that the present active-learning systems could be successfully 
functioned, showing useful means for improvement of academic score and motivation for the study.    

１．はじめに

 近年電気自動車やその自動運転技術，IoT（Internet of 
things），エコ関連システム，さらには医療・福祉機器など，

あらゆる分野において大きな変革期を迎えている．これに

伴い，センシング技術や関連の回路設計技術，情報・通信

システムなどのハードウェア，さらには AI 活用を含む，

データ解析技術まで，電気電子工学科卒業生の役割は多様

化し，益々その重要性・責任は増している．

電気電子工学科における教育内容は，これに応じて変化

していく必要があり，本学内外において様々な取り組みが

行われているものの 1-5)，まだ十分とは言えない状況であ

る．また対応できていないために，高校生・大学生には，

従来の電気電子工学における「裏方感」や「分かりにくい」

という印象だけが強く残ってしまう傾向にある．結果的に

は当該分野を志す学生が減少し，地域に十分な人材を輩出

できない状況が生まれている．しかしながら，本来電気・

電子に関する技術開発なしでは，上記の様々な分野におけ

る機器を持続的に動作・発展させることは不可能であり，

またそれは同時に魅力的な分野であると言える．

これら状況を打開するには，従来の電気・電子回路学の

充実に加え，電気電子工学の基礎知識を生かす体験が必要

である．ハードウェアやソフトウェアの設計・開発・組込

を行い，実際の機器を自分のイメージ通りに動かすという

体験をさせることにより，当該分野への興味を引き出し，

学習への意欲を高めることが重要であると考える．これを

実現する，いくつかのプログラミング実習キットも市販 6)

されているが，小・中・高生向けのものが多く，また日々

技術も進歩しており，大学教育として用いるには新たに実

習システムを開発する必要があった．

そこで著者らは，本学電気電子工学科における講義や実

験，具体的には電子回路学 2，マイクロプロセッサ応用，

情報・通信実験において，情報をセンシングし，そのデー

タを通信・解析して，アクチュエータを動かすという一連

の機器制御システムを含んだ開発を行う実習・アクティブ

ラーニングの仕組みを新たに構築した．本稿では，これら

試みの内容と，その具体的な成果，さらにはそれら知見を

外部での模擬講義にも展開した際の効果についても併せ

て報告する．

２．方法

2.1 マイクロプロセッサ応用 
従来の本講義は，H8 マイコン（ルネサスエレクトロニ

クス社製）を用いて，マイコンそのものの構造や制御の仕

組みなどを学習するという電子回路学的な要素が強いも

のであった．従って，学生がそれを活用して，自身のイメ

ージする通りにものを動かすというモチベーション・喜び

を感じられる内容ではなかった．そこで今回，開発環境構

築が容易で，ドライバやライブラリも充実している

「Arduino」を用いた，完全能動型講義に刷新した． 
まず前半 7 回は規定課題として，Arduino UNO，距離セ

ンサ（GP2Y0A21YK，SHARP），モータ，モータドライバ

（TA7291P，TOSHIBA），ギヤボックス（ツインモータギ

ヤーボックス，タミヤ社製）などからなる自律走行車両を

製作し，プログラミング内容を各自が工夫することで，迷
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路脱出時間を競うという実習を行った．なお，それぞれの

学生のプログラミング技能の習得状況には差があるため，

迷路の途中に中間ポイントを設け，達成度合いにより評点

を決める形とした．

一方，後半 8 回は自由課題として，グループ毎に社会の

問題を解決するロボットの開発を課題として設定し，最終

回に開発した機器のプレゼンテーションをする形式とし

た．2〜3 人を 1 組とし，製作する機器の企画書を冒頭で

提出するとともに，週ごとに作業日誌を提出することによ

り進捗状況を把握し，目標を達成できるよう支援を行った． 

(a) 

(b) 

Figure 1 Examples of an autonomic robot car capable of getting 
out of labyrinth (a) and a control program installed in 
Arduino UNO (b) developed by student. 

Figure 1(a)は本学電気電子工学科の学生が開発した前半

規定課題における迷路脱出ロボットの概要であり，また同

図(b)は障害物検知のための制御用プログラム例である．

これらにより，前方の距離センサが障害物を検知すると，

左右の障害物の状況を確認しながら，開いている方向に前

進し，最終的には迷路脱出が可能となっている．

2.2 電子回路学 2 
従来の本講義は，トランジスタやオペアンプを用いた増

幅回路を中心とし，その周辺の応用回路の知識を得る，完

全座学型の講義であった．まずこれらの技術内容について，

近年の社会における活用状況を精査し，内容の絞り込みを

行った．これにより，座学 9 回と 2 回の達成度テストを実

施後，後半 4 回は講義で得た増幅回路などの知識を生かし

て，モノづくりを行うアクティブラーニングを実施した． 
Figure 2 は本講義において学生が開発した，外部からの

声の有無に反応して，車体が走行・停止する車両の概要で

ある．具体的には，ミニ四駆（タミヤ社製）にマイク，信

号処理回路，モータドライバを組込んだ車体とし，実際の

公式サーキット上を走行可能としている．

Figure 2 Outline of a mini 4WD that can control the speed using 
a sound sensor. 
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2.3 情報・通信実験 
これまでの実験は，通信技術の評価に重点を置いたもの

であり，光ファイバの特性評価などを含む，基礎的な実験

が主となっていた．これに対し，静岡県という地域性を鑑

み，またロボカップ 7)の活動を参考に，全 15 回を通じて，

サッカーロボットの開発とデモンストレーション・競技会

を行うものとした．具体的には，前半は赤外線サッカーボ

ールへの追従や，車体のフィードバック制御など，前述の

マイクロプロセッサ応用に対して，さらに発展的で，かつ

サッカーをするという目的を実現するのに最低限必要な

知識を学ぶ．また後半は，グループ毎に自由に車体設計を

行い，プログラミングを工夫し，競技会を行う形とした． 
Figure 3 は実際に学生が開発したサッカーロボットの外

観図であり，タッチセンサや車体制御回路（回路基板は卓

上 CNC フライスにより各グループで製作）などが実装さ

れている．スイッチ ON 後は，ロボットは自律して走行す

るが，チームによっては画像処理技術を用いるなど，高度

な制御も行われた．

Figure 3 Development examples of two-type football-robot 
automatically controlled using some sensors, 
microcomputers and the other actuators. 

2.4 対外イベント・模擬講義における実習 
前述のマイクロプロセッサ応用における迷路脱出ロボ

ットを本学のオープンキャンパスで用いて実験を行った．

また電子回路学 2 における実習方法についても，県内の工

業高校の模擬講義 2 件において，IoT を意識したさらに発

展的な実習を行った．

Figure 4 は模擬講義の実習で用いた IoT ミニ四駆キット

の外観図である．本実習では，ミニ四駆内部にモータドラ

イバやステアリング機構といった基本パーツに加え，Wi-
Fi モジュールを内蔵したマイコン開発ボード（ESP32- 
WROOM-32）を搭載した．これにより，スマートフォンや

タブレット端末のブラウザから，ミニ四駆の前進・後退・

左右旋回をコントロールできるものとした．一方，ステア

リングなどの関連する機構は，3D プリンタや卓上 CNC フ

ライスを用いて，独自に製作したものを用いた．対象の学

年は高校 1 年生と 2 年生であり，1 年生はタミヤの公式サ

ーキットのジャンプ台から飛び出さないように速度を制

御すること，また 2 年生は同様の課題と，さらにタブレッ

ト端末（iPad，Apple）の Web ブラウザを用いたコントロ

ールを実現し，車体でボールを押す実習も行った．

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 IoT mini 4WD system with Wi-Fi module. This system 
could be controlled using web browser in smart phone 
and tablet PC. 

静岡理工科大学紀要 51



3． 結果 

3.1 マイクロプロセッサ応用 
Figure 5(a)は，前半の規定課題における迷路脱出競技会

の実施風景である．競技では，研究室所属の 4 年生がレー

スの進行・記録を行い，受講生はレース毎にプログラムを

再調整しながら，再レースを行い，2 つの中間ポイントや

ゴールへの到達，さらにはゴール完了後の自動停止に挑戦

した．その結果，平成 30 年度は受講生の 67%がゴールま

で到達，残りの学生も第 1 あるいは第 2 中間ポイントに到

達した．

一方，同図(b)は後半自由課題の開発例である障害者の

学習支援を目的とした福祉機器の外観図である．卓上の振

動を検出し，対象者が机に着いたことや，それを受けて電

灯などの家電が自動で動作し，振動パターンから執筆補助

用のアームを作動させることができるなど，多機能を実現

している．なお，自由課題においては，このような福祉関

連機器をはじめとし，自動車や自宅におけるセキュリティ

システム，カップラーメンなどを含む食品自動製造関連，

ペットとその飼い主を対象とした遊具，その他アミューズ

メント系など，多岐にわたる分野のロボット開発が行われ

た．さらにプレゼンテーションにおいても，学生同士での

活発な質疑応答が行われ，総質疑回数も 24 件となった． 

Figure 5 Competition for escape from a labyrinth using a fully-
automated controlled car (a) and a development 
example of support system for study in physically 
challenged person (b). 

3.2 電子回路学 2 
Figure 6(a)は音声センサ内蔵型ミニ四駆を用いた走行テ

スト風景であり，Figure 2 に示した車体を実際の公式サー

キット上で走らせた．また同図(b)は製作した回路の回路

図例（学生のレポートより抜粋）である．その結果，受講

者の 24%が，コース上で手を叩くと車体の速度が変化する

システムを実現でき，また他学生も音声を検出・増幅する

回路の開発までは実現できた．なお，本学で実施している

授業アンケート（5 点満点）の結果においても，本科目は

4.70 という高い総合評点を得ることができた． 

Figure 6 Test run using the mini 4WD in official circuit (a) and 
the schematic diagram for detection of sound and motor 
control developed by a student (b).  

3.3 情報・通信実験 
Figure 7 は，第 1〜14 回の講義で開発された自律型サッ

カーロボットを用いた，第 15 回目のサッカー競技会の風

景である．平成 30 年度は 3 人 1 組とし，合計 5 グループ

により競技を行った．その結果，サッカーボールには全グ

ループが自動で接近することができ，1 グループはゴール

の方向にボールを蹴りだす動作を実現した．また別の 1 グ

ループは，コートの上部に設置したカメラを用いて，画像

処理を用いた車体制御を実現した．
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Figure 7 Football game using the fully-automatically controlled 
robots developed by the students in the lecture of 
advanced experiments in electronics engineering. 

3.4 模擬講義における IoT 実習 
Figure 8 は，Figure 1 における迷路脱出ロボットを用い

て，本学オープンキャンパスにおいて，高校生を対象とし，

車体製作やプログラミング体験実習を行った際の実施風

景である．約 60 分間で，車体の組立を行うとともに，旋

回角度や速度の調整等をプログラミングで実現し，前述の

マイクロプロセッサ応用と同様の迷路脱出を達成した．

また，Figure 4 に示した IoT ミニ四駆を用いて，浜松市

の工業高校において，模擬講義を行うことができた．その

結果，全ての高校生がステアリング機構の組み立てと，プ

ログラミングの目標課題を達成できた．さらに，講義実施

後のアンケート結果には，「ミニ四駆を制御できるとは思

わなかった」，「電気電子工学を学ぶことで，ミニ四駆を自

由に制御できるようになることに驚いた」といったコメン

トが得られた．

Figure 8 Simulated lecture of escape from a labyrinth using the 
fully-automated controlled car in open-campus of 
Shizuoka Institute of Science and Technology. 

4. 考察 

以上により，実施したアクティブラーニングの結果を踏

まえ，電気電子工学の教育への効果，今後重要な大学教育

におけるポリシーとその達成度評価への寄与，高大連携教

育の促進，それぞれにおける知見を，以下に述べる．

(1) 電気電子工学教育におけるモノを動かす体験の効果

電子回路学，電磁気学など，当該分野における必須科目

においては，オシロスコープなどを用いて波形を観察する

ことにより，学習内容を実感することもできる．しかしな

がら，あくまで回路上の電圧や電流の変化を見ているだけ

であり，それらを活用してロボットアームが動くといった，

実際の社会で実装される形で実感する機会は乏しい．しか

しながら，これらの基礎知識に，今回のように，近年急速

に発達し，また一般向けに非常に明瞭な開発環境が整って

いる，マイコン・プログラミングやデータ通信技術を融合

することにより，実際の機器を自分の意のままにコントロ

ールできる体験・教育までが可能となった．これにより，

従来の当該分野における分かりにくさや裏方感を大きく

払拭することができた．その結果，どの講義においても学
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生のモチベーションは向上し，前述の一定以上の目標を達

成できている．

なお，さらに高度な目標を，かつ多くの学生が達成する

ためには，以下の改善が必要である．まず，プログラミン

グの基礎やセンサ活用法，ディジタル信号処理，解析プロ

グラムの構築方法に関する教育の充実や，カリキュラムの

再構成を行い，学生にシステム開発を実現できるようにな

る道筋，即ち履修モデルをより明瞭に提示できる必要があ

る．また前述の基礎的な講義においてもアクティブラーニ

ングを導入し，次のステップでモノ作りに生かす手法を習

得可能な講義を体系的に実現しておかなくてはならない．

次に，学生の習熟度に違いが出ることは避けられないと考

えられるため，ある学生にとってはついていけず，ある学

生にとっては物足りないという事態も起こる．これに対し

ては，前述の履修モデルにおいて，学生には講義中にいく

つかの目標設定例・実現コースを提示し，それを参考に到

達目標を決めることにより，多くの学生がそれぞれの満足

度を得られるように工夫することが必要である．

(2) 成績評価との関連性

今回のアクティブラーニングの導入に伴って，成績評価

方法の改善も行うことができた．具体的には，本学科にお

けるディプロマポリシー（DP）について，それらを講義に

おけるどの項目・タイミング・観点で評価を行うかという，

DP を踏まえた成績評価法を確立した．まず学生に対して

は各 DP をどの項目で評価するか，初回の講義において明

確化した．具体的には，達成度テスト→知識・理解・思考・

判断，演習解説→関心・意欲・態度，実習レポート→技能・

表現というように，学生がどこで力を発揮できるか，足り

ない部分はどこかなどを把握可能とした．これにより，座

学や理論が苦手な学生は，モノ・コトづくり実習で頑張っ

てアピールし，学力が良好な学生にとってはモノづくりも

できるようになり，より高い知識を習得して「秀」を目指

したいなど，各学生のモチベーションの高まりや，それぞ

れの目標達成に向けた履修状況を確認することができた．

その結果，学生の学習姿勢も向上し，学期末における「不

可」の判定も減少傾向にあった．従って，アクティブラー

ニングそのものの効果と，その導入に伴う成績評価法の改

善・明確化を両立させることが重要であり，それが学生の

継続的な学習意欲の向上に，非常に有効であると考える． 

(3) 高大連携教育への寄与

オープンキャンパスにおける模擬・実験講義や，2 件の

工業高校における模擬講義におけるアンケート結果から

も，電気電子工学を生かすことにより，機器を思うように

制御できることが，今回のアクティブラーニング型の模擬

講義でより伝わっていることが確認され，当該技術が社会

で実装されていることを確認・理解してもらうことができ

たと言える．これまでも，高校生は当該技術が社会のあら

ゆる場面で使われているイメージは持っていたと推測さ

れる．しかし今回のように機器が動くという目に見える形

で学べることは，「実感・経験」として学ぶことができる

という点で，当該分野を目指そうというモチベーション向

上に大きく繋がると考えられる．一方，大学で学ぶことに

より，4 年後にはこのようなことができるようになれるの

だという，大学教育の効果や重要性を見える化することも

でき，高大連携教育や進学の推進にも，今後大きく寄与で

きると考えられる．

5. おわりに 

今回対象物との距離や音声などをセンシングし，得られ

たデータを通信・解析し，モータなどのアクチュエータを

動かすという一連の機器制御システムを学ぶことができ

る実習システムを構築し，学内の講義や外部の模擬講義に

おいて試行した．その結果，普段「見えない」電気・電子

を制御した結果，機器を思い通りに動かせたという「見え

る」形でその成果を実感できる教育が実現できた．

一方，学生がこれまでの履修体系を認識・整理し，今回

のアクティブラーニングに生かすためには，1 年次からの

体系的なカリキュラムの実現と，具体的な履修モデルの提

示をさらに進めることが必要と考える．

今後は，本報告における試みを継続するとともに，それ

ぞれの学生の習熟度を踏まえた実習モデルの提示など，さ

らなるプログラムの充実・明瞭化を行っていく．さらに高

校での講義への組込も推進し，電気電子工学を志す学生の

増加と，高大連携教育の推進を行っていく予定である．
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平成３０年度インターンシップ実施報告 
― 質の高いキャリア教育を目指して ― 

The 2018 SIST Internship Program: 
Toward Higher Quality Career Education for students 

宮地 竜郎*1，増田 和三*2，村上 裕二*3，南齋 勉*4 

高野 敏明*5，奥村 哲*6，青島 偉夫*7，氏原 秀之*7，渡邉 慎也*7 

Tatsuro MIYAJI, Kazumi MASUDA, Yuji MURAKAMI, Ben NANZAI, Toshiaki TAKANO, 
Tetsu OKUMURA, Hideo AOSHIMA, Hideyuki UJIHARA and Shinya WATANABE 

1．はじめに

本学のインターンシップは，平成 11 年度に試行を行

い，平成 12 年度から授業の一貫として単位を付与して実

施している．本制度も開始から 19 年を経過し，企業との

相互理解も深まってきている．また参加学生数もこの 5

年間は 100 名を超している一方，今年度は若干の低下を

示した．しかし，これは自治体や公募によるインターシ

ップへの参加学生が増加しているためであると考えられ

る．したがって，学生の参加意識は依然として高止まり

している傾向にあるといえるだろう．このように，本事

業は人材育成の手段のひとつとして，本学のキャリア教

育の中で重要な位置を占める事業として定着している． 

本報告では，平成 30 年夏期に静岡理工科大学において

行われたインターンシップに関して，事業計画，受入企

業に対する依頼，参加学生の募集，実習内容，参加学生

の成績評価，実習結果の総括など，各段階における経過

および結果を昨年度までのデータと比較可能な形でまと

めた．それにより，本事業によって得られた成果や問題

点を明らかにし，来年度以降の実施に向けた改善に資す

ることを目的としている． 

 特に，学生および受入企業からの報告書を詳細に分析

し，学生がインターンシップにおいてどのような内容の

実習を行い，成果として何を得たか，また，企業による

学生および実習内容の評価などを検討した．さらに平成

11年度から平成 30 年度までの 19年間のインターンシッ

プ実施結果を総括的にまとめ，来年度以降のインターン

シップに関する展望についても述べる．

2．平成 30 年度インターンシップの計画 

 昨年度からの申し送り事項は特になかったことから，

平成 29 年度インターンシップにて改善した以下の事業

を踏襲した． 

① 企業側への受入希望調査を昨年同様 4 月に開始し

た．

② 知名度の高い実習受入企業の開拓を促進した．

③ 実習受け入れ企業の実習先としての適正判断，およ

び助言教員による実習学生と企業のマッチングの適

正判断を強化した．

上記施策により，適切かつ魅力的な実習受け入れ先を

開拓することで，本学のインターンシップ事業の質を向

上させつつ，学生の積極性の向上と意欲の喚起を図り，

より高い教育効果が得られるインターンシップの実施を

目指した．   

3．受入企業への協力依頼 

 理工系の広範囲な求人に恵まれる静岡県にあって学生

自身やご家族の地元志向が強く，また「地域社会に貢献

する技術者を育成する」ことを基本理念に掲げる本学に

おけるインターンシップでは，地元の企業や地域社会と

の交流推進が重要な意味を持つ．大学のインターンシッ

プ制度は大社接続の重要な施策であるものの，ただ社会

人としての一般的な素養を学ぶことよりも，学生はより

具体的な就職活動の一環と捉えている傾向が強い．また

協力いただく企業側も採用活動の一環として人事部門が

中心となって進めていただくケースが多い．このため，

企業選定には中学・高校での職場体験やインターンシッ

プのような単純な地元密着ではなく，本学学生らが就職

先として見ることができる企業であることが求められ

る．

Abstract:  SIST internship program has been introduced into the curricula of Shizuoka Institute of 
Science and Technology (SIST) since 1999. This report presents how the program was prepared and 
organized, and the results of the internship program conducted in 2018. In 2018, a total of 136 companies 
in Shizuoka and Aichi prefecture engaged in this program, and provided their own internship programs 
available for 300 students. A total of 86 students participated in these programs. The results of this 
program were compared with the ones from the past 19 years, and its future prospects are suggested. 

2019 年 6 月 5 日受理 
*1 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟＷＧﾘｰﾀﾞｰ, *2機械工学科，*3電気電子工学

科，*4物質生命科学科，*5 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ学科，*6情報ﾃﾞ

ｻﾞｲﾝ学科，*7 ｷｬﾘｱ支援課 
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表 1 実習企業 

No 会社名 実習地 実習テーマ 実習期間 日数 

受

入

人

数 

実

習

人

数 

1 株式会社アーティス 
浜松市

中区 
ホームページ制作アシスタント 9/10～9/14 5 日間 1 1 

2 株式会社アイゼン 
浜松市

南区 

高精度・高品質を支える技術力・現場力を肌で感

じる 
9/10～9/14 5 日間 1 1 

3 ＡＳＴＩ株式会社 
浜松市

南区 
車載電装品又は制御機器の評価・製造工程分析 8/27～9/7 10 日間 2 2 

4 天方産業株式会社 
浜松市

中区 

マイコンを使用したソフト作成，サーバーとネッ

トワークについて
8/27～8/31 5 日間 4 2 

5 井上建設株式会社 富士市 建築現場での施工管理 9/10～9/14 5 日間 2 1 

6 株式会社イハラ製作所 
浜松市

北区 
工作機械の設計から完成までの一貫作業の実習 8/27～9/14 10 日間 2 2 

7 磐田市役所 磐田市 市の行政を体験しよう 9/5～9/16 5 日間 
公

募 
3 

8 エズカ工業株式会社 磐田市 中小企業のカスタムメイドの製造現場の体験 9/4～9/8 5 日間 2 2 

9 鹿島木材株式会社 
浜松市

天竜区 
鹿島木材の仕事体験 

8/8～8/10 

8/20～8/22 
6 日間 2 1 

10 神谷理研株式会社 
浜松市

東区 
素材へのめつき加工実験 8/27～8/31 5 日間 3 2 

11 岸本工業株式会社 
静岡市

駿河区 

金型理論，ＣＡＤ演習からワイヤーカットによる

成果物の製作まで 
8/26～8/31 5 日間 2 1 

12 
株式会社 KYOWA エンジニア

リング・ラボラトリー

静岡市

駿河区 

ＣＡＤモデリング体験実習/回路設計実習/ソフト

ウェアプログラム
9/3～9/7 5 日間 6 5 

13 株式会社コーリツ 磐田市 製造業における生産技術の職業体験 9/3～9/7 5 日間 2 2 

14 三栄ハイテックス株式会社 
浜松市

東区 
マイコンボードを使用した音響機器の開発体験 8/27～8/31 5 日間 1 1 

15 株式会社三協 日の出工場 富士市 生産性を向上させるにはどうすればよいか? 9/10～9/14 5 日間 5 3 

16 株式会社サンテック 藤枝市 自動化装置の製作過程および基本構成の修得 9/3～9/14 10 日間 2 2 

17 株式会社静鉄ストア 菊川市 小売業の原点=商品を売る!! 8/27～9/2 5 日間 2 2 

18 株式会社榛葉鉄工所 掛川市 レーザーを使った部品加工 9/10～9/14 5 日間 2 1 

19 鈴与建設株式会社 静岡市 建設業を身近で感じられる職業体験 9/10～9/14 5 日間 5 5 

20 静和工業株式会社 静岡市 ＩＣＴを活用した施工管理 9/3～9/7 5 日間 3 1 

21 
第一精工株式会社静岡

事業所 
静岡市 車載用コネクタの設計，品質保証 8/27～8/31 5 日間 2 2 

22 株式会社テクノサイト 島田市 アジャイル開発体験 8/27～8/31 5 日間 1 1 

23 東名電機株式会社 富士市 配電盤・制御盤の組立 9/3～9/7 5 日間 4 3 

24 
株式会社東横イン掛川

駅新幹線南口  
掛川市 ホテルの顔であるフロントでのお客様対応 8/20～8/24 5 日間 2 2 

25 株式会社トダックス 掛川市 住空間を快適にするためのサービス業務の体験 9/3～9/7 5 日間 2 1 

26 戸塚建設株式会社 掛川市 建築工事現場で働く人達との交流を通して 8/27～8/31 5 日間 1 1 

27 株式会社ニッパ 
浜松市

南区 

構想→実施→確認を体験する事で，生産技術と型

設計の仕事の擬似体験をしよう！ 
9/3～9/14 10 日間 2 1 

28 
橋本エンジニアリング

株式会社 

浜松市 

浜北区 
モノづくりの原点 8/27～8/31 5 日間 4 2 

29 
株式会社ハマキョウレ

ックス 
袋井市 相談にて決定 9/3～9/7 ５日間 3 2 

30 平井工業株式会社 
静岡市

葵区 
施工管理とは 8/1～9/30 ５日間 1 1 

31 
袋井市役所 

袋井市  受入所属により決定 8/20～8/24 5 日間 3 2 
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32 不二機工製造株式会社 
浜松市

中区 

機械加工工程の概要理解，品質保証に伴う検査お

よび測定 
9/3～9/14 10 日間 1 1 

33 株式会社藤本組 掛川市 工事現場における施工管理全般 8/30～9/7 7 日間 3 1 

34 
株式会社ブローチ研削工

業所 

浜松市 

北区 
ワイヤー放電・型彫り放電等 8/27～8/31 5 日間 2 2 

35 ベルファーム株式会社 菊川市 トマトの太陽光型施設栽培 9/3～9/7 ５日間 1 1 

36 松本印刷株式会社 
榛原郡

吉田町 

印刷業界に興味のある方，色々な職種を体験した

い方 
8/20～8/24 ５日間 1 1 

37 株式会社マルハナ 
浜松市

南区 
環境ビジネスの挑戦（エコ商品への意識改革） 8/23～8/29 5 日間 3 2 

38 矢崎化工株式会社 
静岡市

駿河区 
ものづくりの現場改善機器の設計・製作体験等 8/23～9/14 10 日間 1 1 

39 矢崎総業 裾野市 自社製品の開発・評価・分析業務体験 8/27～9/7 14 日間 5 1 

40 
ヤマハモーターエレク

トロニクス株式会社

周智郡

森町 
車両分野および測定業務，MC実装品の組立演習 9/17～9/21 5 日間 2 2 

41 
ユニインフォーメーシ

ョン株式会社
掛川市 ソフトウェア開発プロセス 9/3～9/14 10 日間 3 3 

42 
ユニ・チャームプロダ

クツ株式会社
掛川市 

日用品メーカーとしてのモノ創りの魅力，こだわ

りを理解いただく 
8/27～8/31 5 日間 3 2 

43 株式会社ユニテック 
静岡市

葵区 
ＳＥ・プログラマーの基礎 9/3～9/13 8 日間 2 2 

44 
株式会社リンク・アン

ビション 

静岡市

葵区 

人材系ベンチャー企業でのインターン採用の現場

を肌で感じるキャリアコンサルタントのアシスタ

ント業務

9/3～9/7 5 日間 2 2 

45 
リンナイテクニカ株式

会社
掛川市 

製造設備導入における設置から運転までの問題

点・課題対応 工程管理手法の基本を学び，現場

作業の改善を実施 

9/10～9/14 ５日間 2 2 

46 
株式会社ワイケーデザ

インリンク
島田市 

自動車用メータのベンチマーク，CATIA V5 操作体

験，メータ点灯基盤作製 
9/3～9/7 ５日間 3 3 

47 株式会社若杉組 掛川市 実際の施工現場での状況 8/20～8/24 5 日間 3 2 

学科 

学年 大学

院 計 

地区 事業所

数 

地区 事業所

数 

2 3 1 浜松市 13 裾野市 1 

機械工学科 4 16 0 20 静岡市 9 藤枝市 1 

電気電子工学科 0 19 0 19 掛川市 9 森町 1 

物質生命科学科 0 7 0 7 磐田市 3 吉田町 1 

建築学科 14 0 0 14 富士市 3 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ学科 1 16 0 17 島田市 2 

情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 1 8 0 9 袋井市 2 

計 20 66 0 86 菊川市 2 

学科 第１回 第２回 第３回 報告会 

機械工学科 47 29 20 18 

電気電子工学科 41 19 19 14 

物質生命科学科 35 9 9 3 

建築学科 52 13 13 11 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ学科 51 28 20 17 

情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 29 16 12 6 

計 255 114 93 69 

表 4 インターンシップ事前研修会、報告会 出席者状況 

表２ 実習学生の学年・学科別人数 表３ 実習企業地域別内訳 
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このような背景のもと，例年同様に，就職実績やイン

ターンシップ受け入れ実績，および直近の依頼に対する

返答状況などを鑑みて依頼先を精査し，結果的に 4 月に

420 社に対してインターンシップ事業の協力依頼を実施

した．その結果，平成 30 年度においては，136 事業所・

310 名分(昨年度は 114 社 230 名分)の実習テーマ受入申

し込みがあった．受け入れ分野は，機械設計，開発，生

産，機械加工，試作，もの作り，検査・測定・実験，電

気・電子分野関係，物質科学・環境関係，建築・建設関

係，情報関係，農業関係，公官庁(市役所)等，専門分野

を軸に公務員志望や周辺分野などまで含んだ広範囲な分

野構成となった．とくに 2017 年度から学生を受け入れ始

めた建築学科は最高学年が 2 年生ではあるが，メインタ

ーゲットの 3 年生から 1年先行する形で依頼したところ

建築・建設関係で 38 社からの受け入れを獲得できた．

2018 年春採用の就職活動が強い売り手市場となり，多

くの企業で採用計画未達となる中で，ひと頃の青田買い

や 1 次選抜を兼ねたようなインターンシップは鳴りを潜

めたものの，企業での新卒採用においてインターンシッ

プの重要性は高まっている．しかしそれが本学実施のイ

ンターンシップに直結しているわけではなく，各社独自

のインターンシップを，リクナビ・マイナビなどや自社

ホームページで募集しての実施しているケースも多い．

自社単独のインターンシップ募集ですでに高倍率になっ

ている企業からも 1,2 名分の本学枠をいただけているケ

ースもいくつかある．

本学のインターンシップは 1 単位の付与を前提として

いるため 5 日かそれ以上の勤務（実習）が前提となる．

しかし一方で 1,2 週間のインターンシップは受け入れ企 

業側の負担が最も大きいといわれている．また経団連も 

2015 年改訂の『「採用選考に関する指針」の手引き』で 

はインターンシップについて 5 日間以上を原則とするこ

とを掲げていたが，2017 年改訂では 5日間以上という制

約を外し，「インターンシップ本来の趣旨を踏まえ，教育

的効果が乏しく，企業の広報活動や，その後の選考活動

につながるような１日限りのプログラムは実施しない．」

という制約を残すのみとなった．この変更の影響もあ

り，おもに修士 1 年や学部 3年生を対象とする夏期のイ

ンターンシップでは，1day インターンシップや，制約回

避となる 2-3 日間のインターンシップを実施して，より

少ない労力で多くの学生受け入れを図っているようであ

る．この流れは本学で単位付与できるインターンシップ

とは合致しないため，各社独自のインターンシップに対

しては学生個人による自由応募を促すのみとしている．

4．参加学生募集と派遣企業の決定 

履修ガイダンスや一部の必修講義の合間などを利用し

て主に 3 年生に対してインターンシップ実習への参加

と，そのために必須となる事前研修参加を促した．その

際，事前研修，報告書の提出と報告会および事後研修全

てに参加しなくては単位の取得ができないことを告知し

た．4月中旬に行った初回の事前研修で概要を説明した

あと，受け入れ各社の実習内容リストを提示してネット

経由で第 3 希望までを募集し，希望が集中して実習定員

を上回った場合には専門性を配慮しつつ主に成績順に割

り振った．その後なお空いている枠を提示し募集を続け

派遣先企業を決定していった．この際，学生の通勤の可

能性についても検討し，特に通勤の時間がかかりそうな

学生については個別に確認を行った．3年生の春という

段階で多くの学生は就職に関するビジョンがほとんどな

い状況であり，しかも卒業生進路企業各社についてほと

んど知識がない．専門の学習段階としても着手したばか

りで，産業の連携や棲み分けも見えていないので静岡の

製造業にありがちな BtoB の製品群についてイメージが湧

きにくい．結果として残念ながら社名リストや簡単な説

明を聞いた程度で興味を持てる会社が少なく，一部の有

名企業やその関連企業，および学内で特に評価が高い企

業などに人気が集中し，あとは自宅からの通勤のしやす

さと会社の格を考慮しての選択となったようである． 

募集，調整の結果として表 1 に示す 47 社(昨年度は 62

社)に 86 名（同 102 名）の学生を派遣することとなっ

た．その学科・学年構成については表 2 に示す．その地

域構成については表 3 に示す．ほとんどの受け入れ企業

が実習期間中に自宅から通勤することを前提としている

ため，本学の学生の自宅分布に近い．一部の地域の学生

にとっては選択肢が限られる状況だったようである．特

に豊橋市や豊川市など愛知県の東三河地域から通学して

いる学生にはよい選択肢を提示できていないようであ

る．建築学科 2 年生の 14 名を加えても昨年度から 16人

減となったのは，物質生命科学科の減少の影響が大きい

が顕著な原因は見当たらない．やる気も成績も上位の学

生にとっては，就職先となるような企業の募集はあるも

のの枠が限られていて希望しているような会社でのイン

ターンシップを受けることができず，一部は視野を広げ

ることなく断念し，一部は自由応募に流れている．一方

やる気も成績も中位や下位の学生には比較的豊富で現実

的な就職先としての選択肢と枠が用意されているが，よ

り企業知名度が低く動機付けが難しいため枠を余らせる

結果となった．本来であれば学生自身の希望と企業との

マッチングが取れないまま就活で苦戦するこの層こそ広

くインターンシップ制度を活用してほしいところであ

り，今後検討が必要ではないかと思われる．最終的に

310 名分の枠を 86名分しか活用できなかった．

5．事前教育について 

1 単位を付与する講義でもあり，また逆に大学の講義

の 1 つという軽い気持ちで経験の浅い学生をそのまま企

業に送り込むには懸念されることも多いため，インター

ンシップ参加希望者には 4 月 17 日の第１回の事前研修を

はじめとして，全 3 回の事前研修を実施した．第 1回事

前研修ではインターンシップの概要，履修方法のほか，

心構えや先輩体験報告を行った．その後約 1 ヶ月程度を

かけて前述のように学生希望に基づいて派遣先の企業を

決定した．続いて第 2 回事前研修では，企業についてや,

提出書類の説明を行い，第 3 回事前研修で実習にあたっ

ての諸注意（マナー教育）と報告書類等提出物について

確認した．本実習には事前研修と報告会にすべて参加す

ることを義務づけてはいるが，各講義を録画しておいて

やむを得ず欠席することになった学生は，それを視聴す

ることで出席の代わりとできるようにしてある．表 4 に

事前研修各回の出席者数を示す．初回は 255 名（昨年度

は 245 名）の学生が出席したが第 2回で半分以下になっ

ている．これは例年どおりの傾向で，第 1 回後に派遣先

を決定し，86名の派遣が決定されたため，選外となった

り実習応募を取りやめた学生らが出席しなくなったこと

による．第 1 回事前研修参加者中の実習参加率は 33.7%

（昨年度は 41.6%）となり,第 1回事前研修参加者は昨年

度と比べて 10 名増加したものの，実習参加率は昨年度か

ら約 8%，参加人数は昨年度から 16 名減少した．それで

も第 2, 3 回の参加者数が 86 名を超えて出席しているの

は，自由応募でのインターンシップや，その他今後の就

職活動に役立てるため，単位取得できないことを承知で
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参加している学生が含まれている．逆に報告会の参加者

数が派遣人数を下回るのは実習には参加したいが単位は

いらないという学生がいることが影響している． 

6．受入企業数と参加学生数の推移 

インターンシップの実習を行うにあたって，まず本学

と実習生受入企業との間で“覚え書き”を作成した．こ

れは双方の義務や責任を明らかにするとともに，万一の

場合に備えて，実習生の受入に関して大学および企業の

双方が遵守すべき事項を確認するためであり,双方が署名

捺印した． 

また学生は実習に先立って，参加申込書の提出時に助

言教員の承認をうけることになっている．これは本学教

員への連絡だけでなく，学生が自から参加の意思を示す

ことで，キャリア教育への参加の機会を増やすためでも

ある．インターンシップ実習は，8月 1日から 9月 30 日 

までの本学の夏期休業期間中に各企業において行われ，

滞り無く終了することができた.各事業所における実習期

間中は，インターンシップに対する協力の御礼と学生の

実習状況の視察を目的として,受入れ企業に担当教員が出

向き，実習受入担当者と面談を行った. 

［機械設計・開発などの分野］ 
３ＤＣＡＤによる設計．産業用機械器具の設計・製作・メンテナ

ンス．機械制御装置の設計・試作・販売．試作機の性能確認．

自動化・省力化装置及び各種検査装置等の設計・製作．物

流改善機器・福祉介護機器・プラスチック製品・自動車内装部

品の開発・生産から販売．輸送用機器部品製造と光技術応用

製品の開発・製造・販売．

［生産・機械加工・試作・もの作りなどの分野］ 
自動車・オートバイ用クラッチ・製造．物づくりの基本となる金

型作りを最新の設備と職人の技と若手技術者が一体となった

物づくり．自動車・オートバイ･農業機械等の精密機能部品製

造．銑鉄鋳物製造（プレス金型用，工作機械・産業機械用鋳

物製造）．自動車輸送用機器部品製造販売．二輪用マフラー

製造．各種プラスチック生計加工品の製造．二輪車・四輪車・

汎用機械用エンジン部品及び車体部品の製造． 

［検査・測定・実験などの分野］ 
空気調和設備（温度・湿度・空気清浄度などの室内環境の調

整）．電気・電子・機械・情報通信のシステム機器と部品取扱

い．木工用塗料の検査および塗装．化粧製品の品質検査 

［電気・電子関係の開発・実験などの分野］ 
プリント基板，パターン設計，マイコンボードを使用した音響機

器開発，車載電装品・ホームエレクトロニクス・情報通信機器・

制御機器等の製造・販売．自動車用コネクタの開発・生産．生

産工場の設備（自動制御装置）の設計・製作・施行．輸送機器

などの電装部品の開発・製造・販売．電気・通信機器や放送

用機器などの多様な製品のＬＳＩ設計ソフトウェアの開発・ハー

ドウェアＥＣＯ製品の設計開発・製造．配電盤・制御盤の設計・

製造精密自動車部品・精密家電部品の製造・計測器・ロボット

システムの開発・製作．電気設備工事の施工管理．

本年度に各受入企業等において実施されたインターン

シップの実習テーマについて分野別に分類したものを表

5に示す．また，本学でインターンシップを実施した 10

年間の受入企業数,実際に実習を実施した企業の数,募集

学生数,参加学生数,単位取得学生数の変化を図 1 に示

す．今年度の受入れ事業所数，募集人数はそれぞれ 136

事業所，300 名でこれまでで最高であったが，実施事業

所数・募集実習生数・参加学生数は昨年と同様に，前年

度比で 10％強減少しており，平成 24 年度の水準まで落

ち込んでいる．これは，働き手不足による事業所と学生

の意識の変化によるものと考えられる．しかし，依然と

して就職がなかなか決まらない学生の数は多いことか

ら，学生には「売り手市場」を勘違いせず，早期から業

種研究や企業研究のためにインターンシップを生かすよ

う啓蒙する必要がある．

図 2 に 10 年間の参加学生の学科別内訳の推移を示す．

10年間の参加学生の累計は 950 名となった．本年度の特

徴として，昨年と同数の電気電子工学科を除いて，軒並

み参加者数が減少しており，物質生命科学科の減少が最

も顕著であることが挙げられる．新たに設置された建築

学科の学生が初めて参加したにもかかわらず，全体参加

者数は減少している． 

［物質科学関係の開発・実験などの分野］ 
発酵技術を駆使した医薬中間体・原薬の製造．農業(モモ，ブ

ドウ，キウイ)・ジャム製造販売・農業教育．化粧品製造・研究

から生産まで一貫した体制でもの作り．CMO 企業の仕事．ト

マトの大規模施設栽培

［情報関係などの分野］ 
ウェブサイトの構築と運営・ICT ソリューションの提供・インター

ネットを利用したメディア事業・ウェブシステムの研究開発及び

提供・インターネット通販事業．コンテンツ（映像系・Web 系）

制作・IT システム構築．物流・商流・航空など幅広いシステム

開発やデータセンター・ネットワークサービス・お客様にトータ

ルソリューションを提供するシステムインテグレータ．携帯電話

無線基地局の保守点検．エリア品質保証調査

［企業経営・管理などの分野］ 
スーパーマーケットにおける業務．ビルマンション総合管理．

自動車の買取・販売．ホテルにおける業務．農産物を生産か

ら販売する地域資源プロデュース業務．自動車ディーラー．ホ

テルフロント接客業務

［建築業関係分野］ 
建設現場での施工管理．ＩＣＴを活用した施工管理.住空間を

快適にするサービス.計測作業.ドローンによる空撮測量 

［自治体・団体活動などの分野］ 
地方行政事務．地方公共団体事務．公共文化施設における

業務. 

表 5 インターンシップ実習テーマの分野別分類 
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図 1 受入企業等の数および参加学生数（10 年間の変化） 

図 2 参加学生数の内訳 （10 年間の変化） 
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7．インターンシップで学生は何を得たか？

以下では, 学生の実習報告に基づいて，実習によって

得られた成果，実習を行った感想，実習に関する反省な

どについてまとめた結果を報告する． 

7.1 実習内容 

学生が実際に行った業務内容の詳細を事項別にまと

め，よく行われていた主要な業務内容を図 3 に示す． 1

位は「製作，組立，加工」の 24.5%であり昨年度より 2.9

ポイント増大している．2位には建築学科の学生参加の

影響で「CAD，画面設計，画像処理」が入り，17.8%と大

幅に増大している． 3位「ソフトウェア開発，HP 作成」

13.7%，4位「実験,測定,試験,分析」12.3%で，こちらも

増加している．これに対し，5位の「営業，接客，販

売」6.8％は昨年度の 20.6％から大幅に減少している． 

7.2 実習によって得られた成果 

「実習の成果」についてまとめたものが図 4 である．

１位と 2 位は昨年同様「企業や職場の雰囲気がわかっ

た」29.7%，「企業の現場を見ることができた」19.2%であ

り，依然として半数を占めていることから，学生にとっ

て「働く場所」のイメージを膨らませる貴重な経験にな

っている．それに加えて，3位には「人との付き合い

方，会話の重要性」18.3%が入ってきており，「おとなし

い」印象が強い静岡理工科大学生にとって，気づきの重

要な機会となっていることが伺える． 

7.3 実習に関する感想 

「実習に関する感想」についてまとめたものが図 5 で

ある．1位と 2位は昨年同様「貴重な体験ができた」

24.7%と「経験を生かして自分の進路を決めたい」は

18.3%で割合としても大きな変化はなかった．今回も経験

を生かし今後につなげる目的は達成されたと考えられ

る.3位，4 位には「製品を作ることの大変さを実感し

た」12.8%と「実習期間は充実していて短く感じた」

12.3%がそれぞれ入ってきており，昨年 3 位の「実習担当

者の助言がためになった」11.4%を上回ってきていること 

から，これまで同様に受入側の配慮に加えて，年数を重 

ねることによる実習内容の洗練が進んでいるように感じ 

る．しかし，昨年よりは，ともに 2 ポイント以上上昇し

ているものの「問題点の解決が面白かった」5.9%，「仕事

の楽しさがわかった」5.5%とこれら項目は依然低迷して

いることから，参加者側もさらに高い意識をもって積極

的にインターンシップに臨む必要がある．  

インターンシップは，現実の厳しさを知り，自分の進

路を決めるためのトリガを与える貴重な機会を提供して

おり，重要な実習の一つであると思われる．今後は「売

り手市場」を安易に考えがちな学生を積極的にインター

ンシップに参加させる方策を検討していく必要がある．

仕事の楽しさ，やりがいを感じるに至っていない点が懸

念され，事業所と学生の希望のミスマッチも散見された

ことから，事前の説明と業種研究の徹底を図り，インタ

ーンシップ期間内に達成感を感じられるような取り組み

を検討する必要がある．

7.4 実習に関する反省

 実習に関する反省として記載された事項を整理したも

のを図 6 に示す．1位から 3位までの「基本的，応用的

な知識が足りなかった」22.6%，「もっと質問するべきだ

った」20.7%，「うまく話や説明ができなかった」18.4%

は，昨年度とほぼ変化がなく，本学学生の課題であるコ

ミュニケーション能力や学力不足が浮き彫りになってい

る．特に「うまく話や説明ができなかった」，「もっと質

問するべきだった」という点は常日頃からのトレーニン

グが重要であるので，アクティブラーニング型の授業で

のトレーニングやキャリア関連科目での重点的なトレー

ニングが必要と考えられる．

また，「基本的，応用的な知識が足りなかった」とい

う点に関しては，基礎学力のベースアップは当然のこと

ながら，事前準備としてインターンシップ先の業種，分

野に関する事前調査をより推進する施策が必要であると

感じられる．4位の「集中力が途切れてしまった」15.2%

は,一昨年から 1 ポイントずつ徐々に増加しており，短

期集中のインターンシップに参加する姿勢について，改

めて注意が必要である．
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5.5%

12.3%

13.7%

6.8%

27.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
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営業、接客、販売

制作、組立、加工

図 3 実習内容の詳細(学生アンケート) 
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図 4 実習によって得られた成果(学生アンケート) 

図 5 実習に関する感想(学生アンケート) 

図 6 実習に関する反省(学生アンケート) 
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0% 5% 10% 15% 20% 25%

元気よく挨拶できなかった

仕事に慣れず、周りに迷惑をかけてしまった

自ら考えて仕事をすることができなかった

積極的に行動するべきだった

基礎的、応用的な知識が足りなかった

集中力が途切れてしまった

もっと質問するべきだった

うまく話や説明ができなかった
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表 6  インターンシップ実習生に対する個人評価 （ 5 段階評価，回答数 86 ) 

評価項目 

評点 平均点 

大変良い やや良い 普通 やや劣る 劣る 

5 4 3 2 1 

勤務状況（欠勤，遅刻，早退など

の状況）はいかがでしたか？ 

72 10 3 0 1 
4.8 

83.7% 11.6% 3.5% 0.0% 1.2% 

勤務態度（言葉遣い，挨拶，返事

などは）いかがでしたか？ 

51 23 8 4 0 
4.4 

59.3% 26.7% 9.3% 4.7% 0.0% 

実習内容はよく理解できていまし

たか？ 

41 34 10 1 0 
4.3 

47.7% 39.5% 11.6% 1.2% 0.0% 

仕事に対し，よく実行・行動・努力

していましたか？ 

53 19 12 2 0 
4.4 

61.6% 22.1% 14.0% 2.3% 0.0% 

仕事は正確で良い結果を出して

いましたか？ 

32 34 17 3 0 
4.1 

37.2% 39.5% 19.8% 3.5% 0.0% 

創意工夫の姿勢は見られました

か？ 

35 21 24 6 0 
4.0 

40.7% 24.4% 27.9% 7.0% 0.0% 

仕事に対する積極性はいかがで

したか？ 

47 22 11 6 0 
4.3 

54.7% 25.6% 12.8% 7.0% 0.0% 

責任感を持てていましたか？ 
42 26 18 0 0 

4.3 
48.8% 30.2% 20.9% 0.0% 0.0% 

協調性はいかがでしたか？ 
43 25 14 4 0 

4.2 
50.0% 29.1% 16.3% 4.7% 0.0% 

全体評価 
47 30 8 1 0 

4.4 
54.7% 34.9% 9.3% 1.2% 0.0% 

8．インターンシップ実習の評価（受入企業，参加学生，

訪問教員） 

この章では，インターンシップ終了後，実施状況を把握

するため，受入企業，参加学生および訪問教員に対して

アンケートを行った結果について述べる．

8.1 受入企業による実習生の評価 

単位認定のため，学生の実習行状の評価を行う必要が

ある．そのため，受入企業の実習担当者に実習生一人ひ

とりについて評価を依頼した．評価項目は 10 項目用意

し，それぞれ 5 段階で評価するものである．その結果(回

答数 56)を表 6に示す． 

各項目において，「大変良い」の評価を受けた学生の割

合は前年度と同程度となった(昨年度の「大変良い」の評

価割合は，「勤務状況」:76.7%，「勤務態度」:55.3%，「実

習内容理解」:44.7%，「実行・行動・努力」:51.5%，「正

確さ」:38.8%，「創意工夫」:29.1%，「積極性」:37.9%，

「責任感」:48.5%，「協調性」:53.4%，「全体評

価」:50.5%)．昨年度と比較して，「大変良い」の評価は

増加傾向にあるものの，「やや良い」の評価はおおむね減

少した．特段，「創意工夫」や「積極性」に対する評価が

良くなった印象である． 

一方で，「やや劣る」，「劣る」の評価を受けた学生の割

合は，「責任感」を除き，全体的に増加した(昨年度の

「やや劣る」と「劣る」の評価割合は，「勤務状

況」:1.0%，「勤務態度」:1.0%，「実習内容理解」:0.0%，

「実行・行動・努力」:0.0%，「正確さ」:0.0%，「創意工

夫」:2.9%，「積極性」:2.9%，「責任感」:1.0%，「協調

性」:3.9%，「全体評価」:1.0%)．「創意工夫」や「積極

性」で高い評価を受けた学生が多い一方で，低い評価を

受けた学生も 4.1%増えた結果となった． 

表 7 に，インターンシップ実習生に対する個人別評価

の所見として述べられたものを示す．良いコメントを受

ける学生の多くは，「真面目に取り組めた」，「意欲が高

い」などの言葉が多い印象である．一方で，問題点の指

摘として，「積極性に欠ける」，「大人しい」，「コミュニケ

ーションが不慣れ」といった，前年度にも見られた課題

が指摘されていた．これは，学生自身の性格によるもの

と思われる．これを機に学生には，社会人としての振舞

いについて自身との違いを認識し，考え，改める様に努

力してほしいと願うとともに，インターンシップの事前

説明での周知を図る必要があると考えている． 

8.2 受入企業によるインターンシップの評価 

受入企業担当者によるインターンシップに関する評価

結果を図 7 に示す．評価は，「実習内容」，「実習態度」，

「実習全般」の 3 項目を 4段階で評価するものである．

いずれの項目においても，「適切」あるいは「ほぼ適切」

の評価が 96%以上であった． 

 昨年度と今年度の結果を比較すると，「実習態度」につ

いては大きな違いは見られないが，「実習内容」と「実習

全般」については，「ほぼ適切」が減少し，その分が「適

切」の評価へと移行している．また，「やや不適切」とい

う評価については，「実習態度」と「実習全般」では

0.0%へと減少したが，「実習内容」は前年度とほぼ同じで

静岡理工科大学紀要 65



あった．なお，「不適切」という評価は前年度同様に，

0.0%であった．これは，事前研修やインターンシップへ

の参加が相応しくない学生の受入を見合わせる等の措置

の効果もあったと推測されるが，受入企業側の努力も大

いにあったと推察される． 

8.3 学生によるインターンシップの評価 

学生自身によるインターンシップに対する評価を図 8

に示す．評価は，「実習内容」，「実習環境」，「指導内容」 

の 3 項目を 4段階で評価するものである． 

昨年度と今年度の結果を比較すると，昨年度の「適

切」という評価から「やや適切」の評価へと全体的に下

がった点が印象的である．また，「やや不適切」という評

価も昨年度と比べて増加したが，「実習内容」や「実習環

境」が「不適切」と述べている学生が出た．この点につ

いて，詳しく調査をした上で改善する必要がある． 

例年 11 月に学内で開催される参加学生によるインター

ンシップ報告会では，今年度も短い期間でもさまざまな

体験を得たことが報告された．また，そのことにより学

生の成長した様子が見られたのは喜ばしいことであっ

た．しかし，報告会における学生のプレゼンテーション

は，指導してほしいとの声もあり，改善する必要がある

と感じている．

8.4 実習先訪問担当教員の報告

平成 30 年 8 月 16 日〜9月 20 日の期間，本学教員が 47

箇所の実習先企業・事業体を訪問し，インターンシップ

先への御礼の挨拶と本学学生の実習状況を確認した．具

体的には，各企業のインターシップ学生の受入担当者ま 

たは企業側代表者，および可能な場合には実習学生本人 

と面談し，仕事の内容，状況，学生への対応などの聞き

取り，観察を行った．その上で，教員にはその様子をア

ンケートの形で報告することを求めており，インターン

シップ先での学生の実習への取り組み，意欲，そして，

受入企業の実習に関する評価について回答した．その結

果を図 9 から図 11 に示す．

図 9 は，学生の実習への取り組みに対する教員の評価

である．教員は，97.6%が「非常に真面目」あるいは「や

や真面目」と評価した．これは，昨年度の評価と比べ，

やや向上した． 

図 10 は，実習生の意欲に対しての訪問教員の評価を示

している．教員は，97.6%が「非常に意欲的」あるいは

「やや意欲的」と評価しており，こちらも昨年度と比

べ，やや向上しているが，「非常に意欲的」の割合は

1.0%減少した．一方で，「普通」という評価も 5.1%減少

し，「やや意欲的」が 6.0%増加しているため，この結果

について特段問題視する必要はないと考えられる． 

実習生の取り組みと意欲については，昨年度と同程度

評価しており，次年度以降も向上あるいは維持していく

ことが望ましい． 

図 11 は，インターンシップ先企業の実習内容に関して

訪問教員が 4 つの問に対して回答した結果を示してい

る．ここでいう 4 つの問は，(i)実習内容は教育的か，

(ii)実習プログラムは充実していたか，(iii)指導状況は

良好か，(iv)指導困難な様子はなかったか，である．全

般的にポジティブな評価(「そう思う」と「ややそう思

う」)が 85.4%〜92.7%と高いが，昨年度と比べると減少

した印象であった．この結果では，第三者である教員か

ら見ても，学生にとって良い経験になったものと推察さ

れる． 

図 7 受入企業担当者によるインターンシップへの評価 
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表７ インターンシップ実習生に対する個人別評価の所見 

＜好評の所見＞ 

・大変お疲れ様でした．今回携わっていただいた都市計画の仕事は，数十年先の将来を見据えて，今のまちづくりを考

えるというものであり，なかなか想像しにくいものがあったのではないかと思います．今回はその実現に向けて，

特に規制にかかわる部分に触れていただきましたが，専攻する建築の部門でも，やはり規制を伴います．今回，与え

られた仕事にしっかりと向き合って，理解しようと取り組まれている姿勢が十分に伝わりました．どんな仕事もそ

うだと思いますが，しっかりと自分が携わっていく仕事に対して，よく勉強し，理解し，その中で N さんの独自性

を見つけていけるよう，持ち前の明るさでこれからも頑張ってください．お疲れ様でした．

・CAD は使ったことがあるということでしたので，CAD 演習はすんなりとこなせていました．また，CAD を知らない学

生に対しても親切に教えている姿を確認することができました．

・5日間という短い間でしたが，その中で成長していく姿を見させていただきました．

・ご自身の興味のある業界について積極的に質問する様子に大変良い印象を持ちました．ご参加いただき，ありがと

うございました．

・工夫しながら業務に取り組んでくれていました．今回は 2 名のご参加でしたので，お互い情報・意見交換をしなが

ら切磋琢磨されていたのが印象的でした．ご参加いただき，ありがとうございました．

・人の話をよく聞き，分からないことは積極的に質問し理解しようとする姿勢が見られ，非常に素直で真面目な印象

でした．

・包装工程での実習ではありましたが，実際の作業にも携わっていただき作業も無難にこなしてくれました．短い期

間であった為，駆け足で全行程を説明しましたが，いかがだったでしょうか？

・実習期間中は，真面目に取り組む姿勢が見られました．ありがとうございました．

・実習内容についてはよく理解していたと思う．

・知らない環境の中でも，臆することなく話が出来た．

・短時間で打ち解けるコミュニケーション力があった．

・弊社で準備しておりましたマイコン動作体験につきましては，基礎知識がないとのお申し出がございましたので，

少しカリキュラムを変更して私どもの実務に近い部品選定作業を主に行って頂きました．

・与えられたカリキュラムに真面目に取り組んでおられ，仕事の結果評価欄では「普通」とさせて頂きましたが，ご自

身が納得するまでしっかりと調査を進めておられた事が印象的でした．また，弊社 1 年目の社員と同じ作業を行っ

て頂きましたがコミュニケーションもしっかり取られており円滑に進めることが出来ていました．

・ありがちな「判らなくてもそのまま進めてしまう」様な姿勢がなく，このインターシップでの成果は僅かの事だった

と思いますが，是非今後もその様な取り組みをして頂ければと思います．今後のご活躍を期待しております．

・どんな事にも嫌な顔をせず取り組んで頂きました．大変助かりました．

・何事にも真剣に取り組んで頂きました．

・業務多忙でこちらからの指示が不十分でありましたが，やる気をもって業務に取り組んでいただきました．

・いくつかのプログラムを体験していただきましたが，どの課題にも積極的に取り組んでくれていました．

・講師の指示を熱心に聞き，卒なくこなす様子からは集中力の高さがうかがえました．また，他者とも積極的に話すな

どコミュニケーション能力の高さが好印象でした．

・インターンシップのプログラムに対し，とても積極的に取り組んでくれていました．

・初めての環境・企業内での研修ということで，言葉を選びながら話をしてくれていたようですが社員の問いかけに

は一番に返答するなど，コミュニケーション力が高い印象を受けました．

・この度のインターンシップ経験が，これからの就職活動や企業選択時に少しでもお役に立てれば幸いです．

・弊社の業務は，学校で学ばれているのとは異なる分野でしたが，とても熱心に興味を持ってプログラムに取り組ん

でくれていました．言葉数は多くないですが，すべての事に関し『良く考えている』という好印象を受けました．ま

た，他者がわからない時にはさりげなくアドバイスをするなど，優しさが垣間見える場面もありました．

・より深く理解しようとする意欲と，より高いレベルの成果を出そうとする意識の高さが伺えました．

・目的意識を持って課題に取り組んだ姿勢が伺えました．

・暑い中メイク研修をやってもらいましたが不満そうな顔を一切せずやってくれました．

・フロント研修で作っていただいたポップも大変好評です．

・ハードウェア(電子回路)に関する経験不足からか，当初はやや理解が追いつかない部分が見られましたが，日を追

うごとに技術を吸収していく様子が見られました．技術習得に関しては非常に積極的かつ貪欲に取り組んでいたと

感じます．
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・全体を通して，自己の技術向上，グループ成果への貢献など，多くの良い結果を残せたのではないかと思います．

挨拶，指導を受ける態度については，社会人になっても通じる十分な行動がとれていたと思います．指導されると

いう機会の中で疑問を持ち質問する行動をとれるとより良いと思います．

・実習期間中，身内に不幸があり，大変な思いをしたにも拘らず，そのことを担当の従業員へ報告し，休みの相談がで

きていました．社会人としては当たり前の行動ですが，それを学生のうちからできていて感心しました．

・真面目にメモを取りながら一生懸命に説明を聞いている姿が印象的です．よくわからないことも必死に理解しよう

としていました．毎日，挨拶もしっかりとしていて社員への影響も良かったです．

・非常に高い志を持った学生で私達も感心し勉強になりました．ありがとうございました．

・非常に積極性のある学生で，自分なりに考え，工夫しながら作業をする姿勢に関心しました．

・研修に対して非常に積極的な行動を取れていました．

・特に現場での施工管理職の研修は，主体的に行動が出来ていました．

・真面目に課題に取り組んでいました．自分の短所を克服しようという姿勢が見られ，好感を持ちました．まだ２年生

なので，多くのインターンシップに取り組んでもらえればと思います．

・同時に参加した学生が後輩（２回生）であった事もあり，積極的に課題を纏めようと真剣に取り組んでおりました．

一生懸命な様子に好感を持てる学生でした．

・非常に飲み込みが良く，頑張っていました．

・真面目に取り組み，飲み込みも早く頑張っていました．

・事前打ち合わせの段階から非常に礼儀正しく，受け答えもはっきりとしており，好感が持てました．弊社の説明に対

しても真剣に耳を傾け，学習意欲の高さが伺われました．インターンシップ中は，様々なことを吸収しようとする

姿勢が見られ，業種，職種に向き合い，就職することへの意識の高さが見られました．実習中も終始興味深そうに物

事に当たっており，自己の中で消化し身につけることのできる能力があることが垣間見えました．

・生産技術全般の説明と体験をさせていただきましたが，特に工場内での実習や機械に興味を深く持つ様子が見られ

ました．弊社社員の説明にも熱心に耳を傾け，企業研究への情熱，学習意欲の高さが伺われました．また，研修中は

座学中にもう一人の実習生との議論の場もありましたが，自分の意見をしっかりと持ち受け応えることのできる姿

勢が見られました．弊社担当者からは，弊社業務説明への吸収力と理解力の高さが伺え，社員の刺激にもつながっ

たとの意見もありました．

・建設業を体験しようとする意欲が伝わってきて，大変良かったです．本人も学校では学べない事を体験できたと喜

んで帰って頂きました．建設業を将来の選択肢の 1 つにしてくれたら嬉しいです．

・積極的に業務に携わろうという姿勢が素晴らしかったです．話を聞くと，大企業より地元の建築会社に勤務，地域に

根差した仕事をしたいという事でしたので，将来，是非掛川市で建設の仕事に携わっていただきたいと思います．

今回，日程の変更で建築工事現場の都合上，十分に携わらせてあげることが出来なかったのが，こちらとしては大

変申し訳なく思っています．

・勤務態度も誠実で，グループメンバーと積極的にコミュニケーションを取り，課題に取り組んでいた．空いた時間に

も別の作業を行うなど，大変積極的な姿勢が見られ，2年生という専門的な知識もない中で，しっかりと課題に取り

組んでいた事は評価できる．今後も更に大学で専門知識を深めていただきたい．

・勤務態度も誠実で，グループメンバーと積極的にコミュニケーションを取り，課題に取り組んでいた．慣れない作業

の中で単純作業には若干消極的な場面もあったが，後半になると積極性が出てきた．めっきだけでなく，電気化学

及び表面処理に亘る幅広い分野に興味を持って，大学で専門知識を深めていただきたい．

・実習姿勢はとても良く，課題に対する作業を完了することが出来ました．また資格の相談を持ちかけたりするなど，

設計業務への意欲的な面も感じられました．

・インターンシップ開始時には依頼することのほとんどが初めて体験することで，とまどいがあったようです．しか

し日を追うごとに本来の能力を発揮し，こちらの想定以上に職務をこなしていきました．また応用力もこちらが考

えていた以上のものがあり，じゅうぶんシステム開発業務をこなしていくことが出来ると判断しました．なお本イ

ンターンシップでは他大学の学生と共に受講しましたが，リーダーシップを発揮しコミュニケーションを取り円滑

に進めることが出来ていました． 

・今回インターン生のお二人には，簡単な iPhone アプリの開発を通してソフトの開発業務を体験していただきました

が，こちらが用意した仕様に対してスムーズに実装できていましたし，自分なりに追加の仕様を考えて実装方法を

調べながら形にしていました．Objective-C というおそらく初めてみる言語だったと思いますが，うまく適応してい

たので，プログラミングに関する基礎知識が身についているんだなと感じました．もしかしたら簡単な内容だった

かもしれませんが，真面目に取り組んでいただけて助かりました．
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・弊社のパートさんとも積極的にコミュニケーションを取り，自主性が見受けられました．一つ一つの作業に興味を

持ちながら積極的に取り組んでいました．勤務態度は大変良かったです．

・理解力に優れ，早い段階でまとめることができ，会社での発表会も上手く出来ました．

・積極的に質問をしていただきました．とても，やる気を感じました．

＜問題点の指摘があった所見＞ 

・性格は明るく良いが，まだ学生気分が抜けていないと感じた．作業の中で質問等がなく，積極性に欠ける一面も見受

けられました．

・遠方からインターン参加大変うれしいのですが，当日の通勤手段など事前に検討すべき項目について少し考慮が足

りなかったかと思われます．インターン内容については作業の中で質問等がなく，積極性に欠ける一面も見受けら

れました

・緊張のせいなのか少し大人しかった印象が残った．

・今回は実習ということもありあまり表現できなかったかもしれませんが，もっと冒険心を持つとさらに良いのでは

ないでしょうか．

・他の 2名との協調性が良くなかったり，3 名で会話して決めた方針と異なる結果であったり，自身に閉じた作業を行

っていた印象が強いです．また，勤務中に，体調不良であるのか寝不足であるのかは不明ですが，机にうつ伏せにな

っている状態があったりし，印象としては良くない場面がありました．自我が強いと感じる場面もあり，他の 2 名

との協調性については，今後の改善点と感じました．

・本人の自覚もあると思いますが，人とのコミュニケーションが少し不慣れな面を感じました．

・緊張や遠慮があったとは思いますが，こういった場では最初から積極性を出した方が良いと感じました．

・official な場面での姿勢や話し方を少し気遣った方が良いと感じる場面が，少々ありました．

・業務を行っていく中で，行き詰まる事があったようですが，すぐに質問とかなかった様です．

・意思の表現・反応が希薄な場が多々見られた．

・問いかけに対しての反応が薄い場面が多く感じた．まだ今後の活動はより積極的に取り組んで頂きたい．

・CAD 等の実習に関しては理解も早く，能力的にも高いが，コミュニケーション能力の向上が今後の課題．

・コミュニケーション（報連相，協調性）能力を向上させられると，より良いと思いました．

・実習生からの質問があまりなく，こちらから聞くと色々質問が出てきたので，もう少し積極的になっても良いと思

いました．

9．平成 30 年度インターンシップのまとめ 

静岡理工科大学では，平成 12 年度以降選択科目として

インターンシップを実施してきた．就職活動を開始する

前の学生が企業や官公庁におけるインターンシップ体験

を通じて，業務の専門性を経験し，一般常識と教養の重

要性を認識するとともに，業務の現場でのコミュニケー

ションの大切さを自ら体験する機会を提供する役割を本

インターンシップは担っている．

9.1 インターンシップ事前教育 

インターンシップに参加する前の事前教育として，本

年度も全 3 回の事前研修を実施し，インターンシップの

概要や心構え，マナーについての教育を実施した．全学

での事前研修への参加者は第 1 回目が 255 名，第 2 回目

が 114 名，第 3回目が 93 名であった．第 1 回目の事前研

修における 2 年次の学生の割合は約 33.7%であり，昨年

度の約 14.7%よりも増加した．この結果から，早期に就

職活動に興味をもつ学生が増えていると考えられる．一

方で，事前研修の回を重ねるにつれ，2年次の参加者は

減少し，第 2 回目は 17.5%，第 3回目は 21.5%となった．

本年度はインターンシップへの参加学生 102 名中の 3名

のみが 2 年次の学生であった．今後は，2年次の学生の

インターンシップへの興味をつなぎとめる仕組みが求め

られる．

9.2 インターンシップ受入れ企業数について

今年度のインターンシップについては，受入れ企業は

計 136 社（昨年度 114 社）であった．募集学生数は 310

名（昨年度 230 名）であった．そのうち，86名の学生が

インターンシップに参加した（昨年度は 102 名）．昨年度

に比べ，参加学生は大きく減少したが，受入れ企業数は

昨年度と同程度であった．就職活動が売り手市場という

現状を反映した結果である．実習先企業の大多数は静岡

県西部・中部に所在するが，県外（愛知県）の企業も含

まれる．インターンシップを通じて，静岡県内へ就職を

希望する学生にとっては，県内で業務の体験が得られる

ことは有利である．一方で，東京周辺への就職を望む学

生にとっては，希望する業種のインターンシップが見つ

けられない可能性は捨てられない．

9.3 インターンシップの評価 

本学学生は業務の現場で挨拶ができ，素直でおとなし

いが，業務へしっかりと取り組む姿勢が評価されてお

り，素直で成長が見込まれる点で好評を得る者も見られ

た．インターンシップ実習生に対する個人別評価(表 6)

によると，全体評価では，大変よい又は良いとの回答は

全体の約 92%であり，実習生への評価は高い．本学で

は，1年次からキャリア教育のための科目「キャリア開

発講座 1」等を開講し，ビジネスマナーを含むキャリア

教育に取り組んできたことがこのような評価を得る一因

と考えられる． 

一方で，受入れ企業の所見によると，業務についてよ

り積極的に提案を行う主体性が望まれている．特に，業

務においては一人で仕事を完結することは稀であり，多

様な考えを持つ多数の同僚・上司・部下と連携をとりな

がら業務目標を達成することが求められる．したがっ

て，今後の教育においては，PBL(Project Based 
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Learning)やアクティブラーニングを取り入れたグループ

ワークを活用することが望まれる．そして，グループに

よる協調作業によって，互いにアイデアを出し合って共

有し，質疑応答や議論によって切磋琢磨し，一つの成果

物を作り上げる体験ができるようにすることが必要であ

る．主体性を育むことは，単一の科目を履修するだけで

は不可能であるため，大学での教育活動をよりグループ

ワークベースにシフトしていくことが求められる．

実習によって得られた成果についての学生からの回答

（図 4）によると，職場での業務にまつわる人間関係や

業務経験，職場での責任の大切さについて，大学の講義

や演習では得られない体験が得られたものと推測でき

る．これは本インターンシップの意図と一致している． 

一般的に，就職活動開始時に企業研究を行うにあた

り，学生が自分自身でどのような職種に興味があるのか

を見つめ直す必要が出てくる．インターンシップを経験

しておくことで，自分が職場で仕事に就き，同僚や上司

と共に業務を行っている姿をイメージしやすくなること

が期待できる．実習に関する感想（図 5）では，インタ

ーンシップの経験が貴重であったとの意見が多い．更

に，今後の進路へ経験を生かしたいとの前向きな意見も

見られる．今回のインターンシップ経験は自己分析のき

っかけとなった学生も多いと推察される． 

実習に関する反省（図 6）では，基礎知識の不足と職

場でのコミュニケーションの大切さを自覚する意見が得

られた．この結果には，静かにインターンシップの業務

に取り組みながらも，業務内容を完遂させたいというイ

ンターンシップ参加者の責任感が現れている．また，イ

ンターンシップ受入れ企業へ訪問した教員による回答

（図 9 及び図 10）からは，実習生が意欲的で真摯に業務

についていたとの結果が読み取れる．これは，インター

ンシップ希望者と受入れ企業のマッチングが適切に行わ

れた結果である．

9.4 インターンシップ報告会 

本年度も，昨年度と同様に 11 月 6 日にインターンシッ

プ報告会を開催した．報告会では，機械工学科・電気電

子工学科・情報デザイン学科から各 1 名のインターンシ

ップ参加者が，参加報告を行った．併せて，受入れ企業

の担当者からも実施報告が行われた．インターンシップ

報告会は企業・官公庁のインターンシップ担当者と大学

及び学生の間で知識を共有し意見を交換する場としてな

くてはならないものである．インターンシップを始めと

する連携活動を通じて，企業と一緒に学生を育てる活動

を継続する必要がある． 

9.5 その他 

最近では，短期間で実施するインターンシップも見ら

れ，ワンデーインターンと呼ばれる，１日で完結する形

式のインターンシップも活発となってきている．従来型

のインターンシップでは，期間の長さが原因で，遠隔地

の企業で実施する際に，受入れ先の企業と実習する学生

の双方について負担が大きい．実際に，現在の本学にお

けるインターンシップでは，受入れ企業のほとんどが県

内企業となっている．今後は本学のインターンシップに

おいても，ワンデーインターンへ参加を促すなど，イン

ターンシップの捉え方自体を修正していく必要がある．

特に，関東での就職を希望する学生には，期間の短いイ

ンターンシップは考慮に値する．本学が新幹線沿線地域

に位置しているという強みを生かすことができるからで

ある．
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図 8 参加学生による実習内容，環境，指導内容への満足度 
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図 9 実習学生の取り組みに対する訪問教員の評価 

図 10 実習生の意欲に対する訪問教員の評価 

図 11 訪問教員の受入事業所への評価と要望
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Apache Cordovaを用いたハイブリッドアプリケーション開発教材
Educational Material for Development of Hybrid Application using Apache Cordova

幸谷智紀∗

Tomonori KOUYA

Abstract: Hybrid application is a kind of single page applications built with HTML5 techique and rendering engine used
in Web browsers, which has a benefit that is possible to run on any OS environment such as Windows, macOS, iOS and
Android. Although it is almost slower than a native application developped by compiler languages such as C/C++, it is
not necessary to rebuild its source codes written in HTML and JavaScript in order to be applied to various OSs. In this
paper, we describe our educational material to develop hybrid application using Apache Cordova, one of development
framework to build hybrid application.

1. 初めに
ハイブリットアプリケーションとは，HTML5技術を用いて

構築された Single Page applicationの一種で，ブラウザに内包
されているレンダリングエンジンと組み合わせてパッケージ
ングすることで，どんな OS 環境でも動作するという特徴が
ある．コンパイラ言語で作るネイティブアプリケーションに
比べると動作は遅いが，HTMLと JavaScriptだけで構築でき
るハイブリットアプリケーションは OS ごとに作り替える必
要がなく，メンテナンス性に優れている．
本稿では，Apache Cordovaを用いて，主として Androidの
環境下で動作するハイブリットアプリケーションを構築する
学生実験について述べる．

2. Webアプリケーションとハイブリッドアプリケーション
幸谷研究室では，卒業研究の一環として Web アプリケー
ション開発を行ってきた．既に 10年以上の歴史があり，代々
の卒業研究制作物の一部は，本研究室のWebサーバ (https://
cs-tklab.na-inet.jp/もしくはhttps://cs-tklab.sist.
ac.jp/)で閲覧することができる．担当教員は本来，科学技術
シミュレーションにおける高性能計算法を研究テーマとして
いるが，過去に Ethernet を用いた分散メモリ型の PC クラス
タを構築してきた経験から，ネットワーク技法を卒研テーマ
の一つにしてきた時期があり，その延長上でWebアプリケー
ションの開発を主テーマの一つとするに至った．

ハードウェア

OS

ネイティブアプリ

ハードウェア

OS

(Web)ブラウザ

JavaScript

TCP/IP

Ethernet

ハードウェア

OS

(Web)サーバ

PHP

TCP/IP

Ethernet

RDB
MS

LAN
インターネット

ネイティブ
アプリケーション

Webアプリケーション

（Web)クライアント（マシン） （Web)サーバ（マシン）

Fig. 1: ネイティブアプリケーションとWebアプリケーション
のソフトウェア階層

Fig.1 に示すように，Web アプリケーション開発のために

2019 年 6 月 28 日受理
∗情報学部コンピュータシステム学科

は，クライアント側 (ブラウザ)のインターフェースを担当す
る HTML，CSS，JavaScriptを学び，サーバ側ではデータを保
持するためのデータベースとのやり取りを行う PHP等の言語
を学ぶ必要がある．これらを網羅的に学習することは現実的
ではないため，本研究室では卒業研究の前哨戦に当たる 3年
生後期の「コンピュータシステム実践演習 2」(旧「情報セミ
ナー 2」）で独自の教材「Webアプリケーション開発入門」1)

を使用している．詳細については紀要論文 2) を参照されたい．
これはサーバ側の PHPにも HTMLや CSSを埋め込み，サー
バ側とクライアント側とでネットを介した協調動作を行うア
プリケーションの開発を主眼としている．
それに対し，近年はクライアント側はもっぱら HTML+CSS
で静的インターフェースを固め，JavaScriptでユーザの要求に
応じた画面更新やデータのやり取りを極力単独の HTMLファ
イルだけで完結させる SPA(Single Page Application)が主流と
なっている．SPA のための JavaScript フレームワークとして
は，Angular8)，React9)，Vue10) などがあり，Node.js6) が提供
するブラウザのレンダリングエンジンと組み合わせることで，
単独のネイティブアプリケーションとしても利用できるよう
になっている．Atom11) のように，Electron12) というフレーム
ワークで構築されたネイティブアプリケーションは，動作的
に重たく感じることもあるものの，広く利用されている．

Fig. 2: Apache Cordovaによるハイブリッドアプリケーション
生成

Apache Cordovaも，SPAによるアプリケーション開発環境の
一つで，商用の開発フレームワークがオープンソースされたも
のである．現在はその上に iOSアプリケーションを構築できる
有償の開発環境 14)や，Onsenインターフェース 13)なども提供
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されるようになっている．2018年度のコンピュータシステム実
験で利用したのは Apache Cordova 8.0であるが，Windows環
境下であろうと，Linux環境下であろうと，macOS環境下であ
ろうと，Fig.2に示すように，Web上の SPA(WWW)，Android，
Windows，iOS(エミュレータは macOSでのみ実行可)で動作
する SPAに基づくネイティブアプリケーションが構築できる．
本実験を行うにあたり，当初は Linux環境下での実験環境
構築を目指したが，Androidエミュレータの動作が不安定であ
るため断念し，Windows環境下で実施することとした．iOSア
プリケーションを作成したい学生向けに，iMacの開発環境も
構築したかったが，予算執行時期が間に合わず，今回は iMac
環境下で Windows同様の Apache Cordova開発環境が構築で
きることのみ確認した．

3. Apache Cordova開発教材について
Apache Cordovaは Node.js上で動作する開発フレームワー
クである．Android で動作する実行ファイルの動作確認のた
めには，Java で開発を行うための Android Studio と，エミュ
レータが必要となる．今回使用する開発環境では，少なくと
も Androidアプリケーション開発ができることを受講生に体
感して欲しいと考え，Fig.3のように必要となる環境をあらか
じめ用意し，その上で Apache Cordovaを組み込んだ．
加えて，ソースコードの編集には Microsoft Visual Studio

Code，ブラウザは Node.js と共通のレンダリングエンジンを
持つ Google Chromeを使用した．
既存のWebテキスト 2) に，第 6章として「Apache Cordova

を用いたハイブリッドアプリケーションの開発」を設け，下
記の 5節の中に，作成課題 6件を埋め込んだ．最初の節では，
既存のWebテキストの HTML, CSS，JavaScriptの解説ページ
にリンクを張り，Webページ作成の未経験者への配慮を行っ
ている．

1. ハイブリッドアプリケーションと Apache Cordova・・・
課題 1

2. 計算アプリの作成・・・課題 2，課題 3，課題 4

3. Indexed DBを用いた住所録・・・課題 5

4. じゃんけんアプリの作成・・・課題 6

5. 課題レポート

2018年度は 51名の受講生がこの実験を 2週間，計 6コマ
で体験した．最後の課題 5 と 6 は重量級の内容であるため，
どちらか片方だけで良いとしたが，最終的に課題 1～4＋課題
5 or課題 6まで，時間内に完遂できたのは 1名だけであった．
おおかたの受講生は課題 4までで時間切れとなっていた．
以下，各課題について概説する．

3.1 課題 1: SPAの作成
HTMLによるWebページ作成の経験はあっても，DOM (Doc-

ument Object Model)の概念については全く知らないというの
が，本学の平均的なコンピュータシステム学科 3年生である．
JavaScriptで自在に HTMLのタグの内容を書き換えたり，タ
グそのものを生成したり消去したりするためには，DOMにつ
いて，ある程度の理解は必要不可欠である．
そこで，簡単なテキストボックスを使った DOM の内容変
更を行う SPAを最初に作成してもらった．雛形としては 23行
の HTMLを用意し，そこに穴埋め形式で JavaScriptを完成さ
せてもらい (Fig.4)，各タグについた idで要素を指定すること

ができ，その内容についても変更が可能であることを理解し
てもらうようにした．

Fig.5に示すように，このやり方で順次テキストボックスに
入力された文字列をメッセージボックスに出力したり，他の
HTML要素に埋め込んだりできることを理解してもらうのが，
課題 1の目的である．
この段階で躓く学生はごく少ない．概ね 20分ほどで完了し
ていた．

3.2 課題 2: Apache Cordovaの使用方法
SPAの初歩が理解できたところで，Apache Cordovaによる
アプリケーション構築体験を行う．

Fig.6に示すように，最初はコマンドラインから cordovaコ
マンドが動作することを，バージョン番号と共に確認させ，し
かる後に，

(1) “firstapp”という名前で最初の Apache Cordovaアプリの
雛形を自動生成させる

(2) “firstapp”フォルダに移動

(3) Apache Cordovaで制作できるアプリケーション環境の
確認

(4) ここでは，Android(android), ブラウザ (クライアント
側)(browser)，iOS(ios)，macOS(osx)，Windows(windows),
サーバ側設置 (www)のプラットフォーム (環境)で動作
するアプリケーションの開発が可能と分かる

を確認する．
コマンドラインによる最初のアプリケーション雛形ができ
たら，生成したファイルの一覧を確認してもらう (Fig.7)．
開発する際には，wwwフォルダにあるHTMLファイル，CSS

ファイル，JavaScriptファイルを編集する．browserや wwwは
通常の SPAなのでそのままで良いが，他のプラットフォーム上
で動作するネイティブアプリケーションとするには，実行ファ
イルを生成する必要がある．そのために，各プラットフォー
ム用のフォルダが用意されており，コンパイルするとここに
必要なファイルが生成される．
例として，Android アプリケーションを生成するケースを

Fig.8に示す．手順としては

1. Android用にビルドする（ここが一番時間がかかる）

2. 生成した Androidアプリをエミュレータで起動する

3. Androidエミュレータ上でアプリケーションが起動して
表示される

となる (Fig.8)．
Linux環境化 (Ubuntu 16.04)では，この Androidエミュレー

タの安定動作が難しかった．Windows上でもたまにハングアッ
プすることがあり，強制終了してやり直すということを何度
か経験した．
この段階まで解説した後，課題 2としては最下行に自分の
名前を入れるというものを提示した．あらかじめ HTMLファ
イルに記述してある addressタグの中に入力するだけなので，
ここでまごつく受講生は皆無であった．

3.3 課題 3: 数式計算機の作成
課題 3は，式パーサ機能を使った数式計算機の機能を追加す

るというものである．HTMLにテキストボックスを作り，ボ
タンをクリックしたタイミングで，数式として解釈できる入
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Fig. 3: Apache Cordovaに必要なソフトとコマンド

Fig. 4: HTMLの雛形に埋め込んだ JavaScript

⇓

⇓

Fig. 5: 最初の SPA

⇓

Fig. 6: 最初の Apache Cordovaアプリ作成
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Fig. 7: Apache Cordovaアプリのディレクトリ構造

1. Android用にビルド

⇓
2. 生成した Androidアプリをエミュレータで起動

⇓
3. Androidエミュレータ上でアプリケーションが起動

Fig. 8: Androidエミュレータによる動作確認

力文字列を JavaScript で受け取り，計算結果を表示するとい
うものである．ここで初めて指定 IDを持つフッタ HTML要
素を作成し，そこから文字列を受け取って処理を行うという
ハイブリッドアプリケーションを一から作成することになる．

Fig. 9: 数式計算機

Fig.9にその実行画面を示す．中央のロゴは不要なのでカッ
トし，数式計算機として必要なものだけを画面に残してもら
うようにした．この場合は「3 + 2」という数式が入力されて
いるので，テキストボックスの下に「結果：5」と表示されて
いる．
教材には HTMLの変更箇所や JavaScriptの例まで張り付け
てあり，どちらも 30行未満の修正で済むことから，ここでも
まごつく受講生は殆どいなかった．

3.4 課題 4: 2次方程式の解計算
思考力を試すため，初めて JavaScriptのコードを自力で穴埋
めしてもらうよう，課題 4を設定した．2次方程式 ax2+bx+c =
0の係数 a, b, cをテキストボックスから入力し，解を公式に基
づいて計算して表示するというものである (Fig.10)．

Fig. 10: 2次方程式の解計算
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2次方程式を解くことができることを確認した後は，a = 0
のケースにも対応できるよう，一次方程式 bx + c = 0を解く
部分を穴埋め式に記述してもらうこととした．
さほど難しくないと考えたが，まず最初の 2次方程式の解

を解く JavaScript の作成で手間取り，ソースコードは全て教
材に提示してあるにも関わらず，正しく動作させるまでに手
間取る受講生が少数ながら見受けられた．入力コードにミス
があっても，どこがおかしいかを特定するまでに時間かかっ
たようで，まずブラウザから実行を確認させ，「デベロッパー
ツール」からコンソールの表示と，JavaScriptのエラーが確認
できることを教える必要があった．
また，2 次方程式は解けるようになっても，1 次方程式を
解く処理を記述できずに時間切れになる受講生も多かった．
JavaScriptの文法に慣れていないことを考慮しても，頭を使っ
てアルゴリズムを考え，それに従ってコーディングするとい
う，平均的なプログラマなら常に行っている筈の作業に習熟
していないと，筆者には感じられた．また，実験時間の終わ
りが近づいており，焦って余裕がなくなっているせいである
とも考えられる．この課題の前に，もう少し易しめの課題を
追加することが望ましいのかもしれない．

3.5 課題 5: Indexed Databaseを用いた住所録
前述した通り，課題 5と課題 6は選択制とし，それぞれ各
ステップを踏んで徐々に完成形に近づけていく内容とした．
課題 5は，データを保持するためのデータベースを作り，住

所録として動作させるというものである (Fig.11)．ブラウザ側
でデータベースを扱うための仕組みは幾つか存在しているが，
今回は最新のレンダリングエンジンのみを使うことを想定し
ているため，indexed databaseを使うことにした．

Fig. 11: Indexed Databaseを用いた住所録アプリ

作成手順は下記の (1)～(5)の 5ステップである．

(1) データベースの作成

(2) データ追加

(3) データベース内容表示

(4) データ消去 (id指定)

(5) データベース完全消去

データベースを作成した後は，データの追記，内容表示，消
去，データベースの完全消去を行うようにしてある．CRUD
(Create, Read, Update, Delete)のうち，Updateに相当する更新
処理がないのは，他の処理に比べて手間がかかるため，実験時
間内に終了しないのではという危惧があったからである．た
とえ完遂しないとしても，やり方ぐらいは書いておいても良
かったかもしれない．
ここまでたどり着く学生は少数派で，時間内に完成に至っ
た学生は数人に留まった．じっくり内容確認する時間もない
ため，もう少しゆとりのある所で実施すべきテーマだったか
もしれない．フォームと画面推移を制御する JavaScript コー
ドを主とした index.htmlが 192行で，データベースを制御す
る純粋 JavaScript コードが 230 行というものであったが，本
学の平均レベルの学生には荷の思い内容であった．

3.6 課題 6: じゃんけんアプリ
課題 5で実用的なアプリを作成する内容を提示したので，課
題 6はじゃんけんをするだけの簡単なゲームを作成すること
とした．

Fig.12 に示すように，まずテキスト表示だけでじゃんけん
を行う骨組みを作り，これが動いたことを確認した後，それ
ぞれの手の画像ファイルと勝敗画像ファイルをテキスト版の
アプリにはめ込むという手順で作成するようにした (Fig.13)．

Fig. 12: じゃんけんアプリ：テキスト版

グラフィックス版の画面は Fig.14にあるようなものになる．
テキスト表示とは異なり，画像があるだけで印象が全く変わ
ることを体感的に理解してもらうことを目的とした．
とはいえ，本テーマにチャレンジする学生はごく少数で，最
後のグラフィック版まで完成させた学生は一人だけであった．

4. まとめと今後の展開
本研究室が作成してきたWebアプリケーション作成教材に
追記する形で構築した Apache Cordovaアプリケーション開発
教材は，粗削りながら，学生の能力に応じたところまで進め
る内容になっていることが確認できた．
時間の関係上，Androidアプリケーションはエミュレータの
動作確認を行うだけにとどまったが，もう少し時間の余裕が
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Fig. 13: テキスト版からグラフィックス版への作成手順の解説

Fig. 14: じゃんけんアプリ:グラフィックス版

あるところで，実機による動作確認と，iOSによるアプリケー
ション作成までできることを確認できるよう，本教材をブラッ
シュアップしていきたいと考えている．
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本教材作成は静岡理工科大学教育プロジェクト (B) 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．また，
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