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紀要の発刊に寄せて                          

                       学長 野 口  博   

 

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

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

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

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

として重要な業務となっています．  

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

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

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

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

市民レベルの言葉でわかりやすく伝えることなどが挙げられると思います． 

昨年度より，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での発刊とし

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

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

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

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

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

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

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

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

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

方々にとって，大いに役に立つ存在であることを願っております． 

2021 年 8 月 
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静岡県の精密技術のアンケート結果報告 

Report of Questionnaire Result on Precision Technology in Shizuoka Prefecture 

 
大塚 二郎＊、後藤 昭弘＊＊、大岩 孝彰+、酒井 克彦+、柴田 義文++ 

 
Jiro OTSUKA, Akihiro GOTO, Takaaki OIWA, Katsuhiko SAKAI and Yoshifumi SHIBATA 

 

Abstract: A questionnaire on precision technology in Shizuoka Prefecture was conducted by Advanced 

Precision Technology Committee (APT-com) in 2019. The total number of respondents was 62, of which 27 

were committee members and 30 were mold engineers. Regarding the image values of "precision and 

resolution", the distribution graph of the "precision" image is almost the same as usual and tends to concentrate 

on 1 to 100 µm. On the other hand, with regards to "ultra-precision", many respondents show an image value of 

1 µm or less. Among them, there were multiple respondents who indicated 0.1 nm (= 100 pm) and 0.01 nm (= 

10 pm), indicating that they are aiming for "pico technology" rather than "nanotechnology". And it was found 

that the shortage of engineers is a major problem, and that there are problems such as processing, measurement, 

and temperature control. It was also found that the percentage of companies that do not implement AI or IoT is 

high, and it is necessary to take measures as a committee. 

 

１．はじめに 

 本著者の一人が、1997 年に（財）浜松地域テクノポリ

ス推進機構の協力のもとに、静岡県の企業、公設試、大学、

22 か所を訪問し、精密技術の当時の当時の状況を見学・

把握し、意見をいただいた。同時に「精密・超精密技術に

関するアンケート」を行った 1)。全国レベルのアンケート

調査を行っていた精密工学会超精密位置決め専門委員会

のアンケート結果 2)と比べると、静岡県の技術レベルは約

10 年遅れているのではないかと推測された。そこで事務

局を（財）浜松地域テクノポリス推進機構として、1998

年に「精密技術研究会」（後に「先端精密技術研究会」と

改称）を企業 42 社、個人会員 6 名のもとに発足した 3)。

その目的は以下の通りである。精密技術研究会は、非営利

の独立した自主的研究組織として、新しい精密技術に関し

て基礎となる新しい現象や学問、実際の応用例などを中心

として情報交換を行い、関連分野の科学と技術の進歩に資

することを目的とし、それを達成するため、次の事業を行

う。 

（１） 年数回の講演会、講習会、企業訪問 

（２） その他本会の目的達成のため必要と認められる

事業 

その後、事務局を務めた浜松地域テクノポリス推進機構

は「浜松地域イノベーション推進機構」と名を変え先端精

密技術研究会の次のような方針が追加された。 

 先端精密技術に対して期待される AI（人工知能）、IoT 

                         
2021 年 2 月 26 日受理 
* 静名誉教授 
** 理工学部 機械工学科 
+  静岡大学 

++ 静岡技術移転合同会社 

（モノのインターネット）を意識しつつ 

（１） 新しい加工、計測、制御位置決めなどの技術を持

つ企業を訪問して、それらの技術について講演し

ていただき、産学官の業務連携をめざす。 

（２） 先端精密技術の要諦である基礎技術を重視する。 

 

 先端精密技術研究会（Advanced Precision Technology

を略して APT 研ともいう）は 2021 年で 23 年を経過するま

で、企業数 40 社、個人会員 20 となっている。（ただし、

県外からの参加 2 社も認めている） 

 
２．APT 研アンケート集計結果 

 以下、今回のアンケートの質問とその回答結果を順に示

す。まず、表１にアンケートの回答数を示す。先端精密技

術研究会会員 27 件、非会員 35 件の合計 62 件の回答をい

ただくことができた。非会員の回答者の多くは、2019 年

に、静岡県西部地区の金型メーカーを主な構成メンバーと

して発足した「金型技術研究会」の企業の方であり、今回

のアンケートの特徴になっている。 

 

表１ 回答数 

 

 回答件数 

合計 62 件 

会員 27 件 

非会員 35 件 

 

 

２．１ 質問［１］ 回答者について 

 質問［１］では、回答者について、所属、職種、関心事

項について質問した。 
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回答者の所属についての質問内容と回答結果を図１に

示す。1997 年の第１回アンケートから、大きな変化は見

られない。 

 

 

 

図１ 回答者の所属の分類 

 

 次に、回答者の職種についての質問を行った。質問内

容と回答結果を図２に示す。 

今までのアンケートと比べると、「②研究・開発」が減

少し、「⑥営業・営業技術」と「⑦その他（学生、個人事

業）が増加しているものの、大きな変化は見られない 3)。 

 

 

 
図２ 回答者の職種 

 

 

 

 次に、回答者の関心のある分野について質問した。質問

内容と回答結果を図３に示す。 

第１回（1998 年）アンケートより今回の第 6 回まで、

常に 1 位は「①加工」であり、２～４位は「②位置決め」、

「③計測」、「④制御（メカトロニクスを含む）」と変化な

い。「⑦CAD/CAM」が上位に入ってきたのが特徴である。

「⑨半導体」が消えてしまった。 

 

 

 

図３ 関心のある分野 

 

前問（３）で最も回答数の多かった「①加工」の分野の

内容についての質問を行った。質問内容と回答結果を図４

に示す。 

前問（３）で 1 位となった「加工」の内訳を見ると、「①

切削」が 1位であり、次いで「②研削・研磨」、「③塑性加

工」と続くが、４位に非会員の「④電気加工」が入ってき

たのが大きな変化である。これは、非会員に金型関係の方

が多いためである。 

 

 

（４）上記（３）の質問で「①加工」とお答えの方

にお聞きします。それは次のどれですか。 

□①切削 □②研削・研磨 □③塑性加工 □④電

気加工  □⑤その他（           ） 

（３）次の精密技術と思われる中に、貴社（貴方）

の関心のある物を選んでください（複数回答可）。 

□①加工 □②位置決め □③計測 □④制御（メカ

トロニクスを含む） □⑤機械要素 □⑥環境 □⑦

CAD・CAM □⑧トライボロジー □⑨半導体 □⑩

その他（           ） 

（２）あなたの職種を下記より選んでください（複

数回答可）。 

□①設計 □②研究・開発 □③加工技術 □④組立

技術 □⑤検査 □⑥営業・営業技術 □⑦その

他（     ） 

（重複あり） 

（１）あなたが所属する組織を選んでください（個

人も可）。 

□①企業 □②大学・高専など □③公的研究機関 

□④その他（     ） 
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図４ 関心のある加工技術 

 

 

２．２ 質問［２］ 精度・分解能について 

 質問［２］は本アンケートの中心部分である精度・分解

能についてのイメージ調査である。「精密」、「超精密」と

いう言葉からイメージするレベルを選択していただいた。

「精密」に対する質問内容と回答結果を図５に、「超精密」

に対する質問内容と回答結果を図６に示す。 

 今回のアンケート結果の特徴は以下のとおりである。 

（１）「「精密」のイメージ」のグラフより、ほとんどが

1～100μm に入っている。→平均 2.4μm以下。 

（２）非会員の中に金型関係者が多いが、鋳造やプラスチ

ック関係はイメージ値が「1mm 以下」の意見がある一方、

「μm 以下」レベルの金型を製造している回答者もあり、

イメージ値の幅が大きい。 

（３）「「超精密」のイメージ」の値のグラフは、今まで

にない分布を示していて、ほとんどが「1μm 以下」であ

り、その中で数件「0.1nm 以下」、「0.01nm 以下」があるの

は注目に値する。というのは、これは「100pm」、「10pm」

とピコテクノロジーを意識している複数の画期的な意見

であるからである。（1nm=103pm。原子の大きさはサブ nm

である。）ナノテクノロジーは、日本で 1975 年に定義され、

100nm 以下を扱う技術で、今や原子・分子を扱う成熟技術

となっている。それに対し、ピコテクノロジーは陽子、中

性子、電子等のレベルを扱う技術となり、静岡県にそれが

発芽しているのは大いに注目すべきである。 

（４）一方、工作機械では、精度サブミクロンの加工精度

をいかに達成するかが、超精密の鍵となっていることがわ

かる。 

 

 

 

図５ 「精密」のイメージ 

 

 

 

 

図６ 「超精密」のイメージ 

 

 なお、精度・分解能についての回答者からのご意見を以

下に記す。 

 

 ≪回答者のご意見≫ 

・機械の位置決め精度をイメージして記載しました。加工

面品位は Ra 10 nm 以下を目指しています。 

・一般の工業製品が対象です。 

・小型化工機の精度保証について、振動防止上の機械剛性

とモータ等による熱変位対策(コスト T のマッチング）が

難しい。 

・加工精度のイメージです。 

・技術の日進月歩が速い。 

・弊社には精密レベルまでしか工程が無く、超精密にはあ

まり縁がない状況である。 

・位置決めロボット用の電子制御ボードを作製しているが、

ロボットの精度までは理解が少ない。 

（２）超精密 

□①0.01nm 以下 □②0.1nm 以下 □③1nm 以下 

□④10nm 以下 □⑤100nm（＝0.1µm）以下 □⑥

1µm 以下 □⑦10µm 以下 □⑧100µm（＝0.1mm）

以下 

現時点において、一言で“精密”あるいは“超精

密”といった場合、どの程度の精度・分解能をイメ

ージされますか。  

（１）精密 

□①100nm（＝0.1µm）以下 □②1µm 以下 □③

10µm 以下 □④100µm（＝0.1mm）以下 □⑤1mm

以下 
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・軸加工時ですので、ベアリング部は±0.05 です。 

・現状塑性加工では 100 ㎛以下は精密とは言えない。実際

は 50 ㎛～30 ㎛以下となる鍛造ギヤなどの歯車精度は旧

JIS4 級以上を求められており、それをクリアするレベル

で精密と言える。塑性加工での超精密レベルは難しい。 

・上記回答は加工における精密程度。測定では 1/10 の精

度・分解能となる。 

・我が社の取り扱う金型の精度整合性は 0.001～0.002 以

下と 0.005～0.01 以内の寸法を確保できる加工と測定保

証となります。技術研究会で安定的な加工条件、測定方法

等学べればと思います。 

・新規開発品の 3 次元超精密微細加工(R2 ㎛ミーリング)

を行う上で、形状精度で 1 ㎛以下・面粗さで 10 ㎚以下の

客先要望が出ている。工作機・CAM ソフト・被削材・刃具

種類を厳選しても非常にハードルが高い。 

 

２．３ 質問［３］ 精密・超精密技術に属する事業の有

無 

 次に、回答者の事業の中に、精密・超精密技術に属する

ものがあるかどうかの質問を行った。「精密」についての

質問内容と回答結果を表２に、「超精密」についての質問

内容と回答結果を表３に示す。 

 

 

 

表２ 「精密」に属する事業の有無 

 

「①ある」の回答者合計 38 件  

会員 19 件 

非会員 19 件 

 

 

 

 

表３ 「精密」に属する事業の有無 

 

「①ある」の回答者合計 15 件 

会員 7件 

非会員 8件 

 

 上記（１）、（２）の質問に「①ある」と回答した方に具

体的な内容を記載していただいた。その内容を以下に示す。

（具体的な固有名詞等は、省略した。） 

 

 

 

 ≪回答内容≫ 

 ②超精密旋盤、超精密加工機（位置決め精度 10nm）

による加工研究を行っています。 

 ①音の伝わる速さ測定による濃度計測、３０μ程度

の振動による粘度計測および加工 

 ①サーボモータなどの位置決め精度 

 ①位置決め用カップリング ②位置決め用カップリ

ング 

 平面研磨 ｾﾝﾀｰﾚｽ研磨(5μｍ程度迄) 

 ①半導体治具関連、医療部品、光学系金型関連の加

工 ②成形金型やグラファイト治具等で製品に転写

される加工面品位 

 ①自動車部品 外径研削仕上げ加工 公差 8μ㎜ 

 ①位置決め技術・加工技術 

 ①木工機械のスピンドル 

 ①回転軸の芯振れ精度 

 ①ボールねじれによる精密位置決め。 ②ボールね

じによるナノメートルレベルの超精密位置決め 

 ①電動車に使われる部品 

 ①燃料噴射ポンプ他 

 ①レーザー関連・ファイバー関連 

 ①小型 5 軸加工機 

 ①燃料ポンプ、ターボハウジング 

 ①切削加工、組立調整位置決め 

 ①ペン先の成形寸法 

 ①②放電加工精度 

 ①マイクロエンドミルを用いた研究。②超精密切削

による切削特性に関する研究 

 ①3次元計測 

 ①高精度放電加工機 ②超高精度放電加工機 

 ①3Dスキャナ ②ナノ加工装置 

 ①機械加工 ②半導体 

 ①金型の製造(切削・研磨・放電加工・手仕上げ磨き） 

 ①プレス絞り加工においての径寸法 

 ①プレス金型製作における、切削加工精度 

 ①②エンコーダ 

 ①金型製作 

 ①②切削加工、位置度 

 ①金型，樹脂製品 

 ①プレス切断バリの高さ 

 ①旧 JIS4 級以上の鍛錬ギヤ成形 

（３）上記（１）（２）で、「①ある」とお答えの方

にお聞きします。それは何ですか。差し支えなけれ

ば、できるだけ具体的にお答えください。 

 

 精密技術①：                                

 超精密技術②：   

貴社（貴方）の扱っている事業の中に、精密・超精

密技術に属すると思われるのがありますか。 

（２）超精密技術  □①ある  □②ない 

貴社（貴方）の扱っている事業の中に、精密・超精

密技術に属すると思われるのがありますか。 

（１）精密技術   □①ある  □②ない 
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 ①ワイヤ放電加工、形彫放電加工 ②ナノ(ピコ)秒

レーザー 表面改質加工 

 ①精密金型加工 

 ①設計、製作(研削、放電、ミーリング、仕上げ) 

 ②超精密マシニングセンターによる 3 次元形状精度

±10㎛の加工実績を有する。 

 

２．４ 質問［４］ AI、IoT の導入状況 

 

 質問［４］として、在注目されている「AI」、「IoT」の

導入状況について質問した。質問の内容、回答の結果を図

７に示す。また、実施している場合の内容についても回答

していただいた。 

全回答数 53 件中、「①さかんに実施している」は 5 件あ

り、「②多少実施している」が 16件あるのは、称賛に値す

るのではないか。一方「③実施していない」が 32 件ある

のは気になる。業種によっては、上の「（２）回答者のご

意見」を見ても、実施は難しいのかもしれない。 

 ただし、本研究会は 4年前から AI、IoT を研究会の中心

方針としているので、厳しい環境下にあるものの、これか

ら大いに見学会、講習会、後援会を催していくことが求め

られていると考える。 

 

 

 

 
図７ AI、IoT の導入状況 

 

 

 ≪回答内容≫ 

 情報収集、セミナーの企画、参加 

 当社では導入していないが、取り扱いメーカーでは I

顧客様に IoT の PR をしている。 

 IoT に関してのみ自社設備において設備状態情報の

取込みや表示、ワーク情報とのひもづけ。他社への

IoT システムの販売。 

 IoT 技術を活用して全ての自社製品展示機の機械状

態を「見える化」してその情報をクラウドサーバー

に保存と同時に何処でも何時でもスマホ（タブレッ

ト、PC）等で確認したり、予防保全できるシステム

を提供している。 

 製造ライン設備のネットワーク化 

 画像処理において、AI技術の研究を始めている。 

 NC 加工機から発注するログデータを管理できる制御

システムを取り入れている。 

 工作機械周辺設備導入、新分野開拓 

 機械がデータを取得し、そのデータをグラフ化・視

える化をしています。さらに、そのデータを蓄積・

ビックデータ化そして、新たな提案の参考としてい

る。 

 IoT を予防保全の目的で製品に組み込んでいる。 

 K 社の V と呼ばれる画像認識 AI を多数販売した。M

社加工機の IoT で R と呼ばれる稼働監視とリモート

メンテを多数導入いただいた。 

 営業支援システム 

 マシニングセンターの稼働管理 

 IoT:生産設備の情報収集を一部 AI:製品検査を取

組み始めた。 

 生産現場の品質管理 

 自社製品への IoT 対応機能付加、自社製品への AI 組

込み検討 

 M 社の加工機に搭載されている機能を PR し販売して

いる。 

 生産ラインの稼働状況や動作データの監視 

 マシニングセンターのリアルタイム監視を行ってい

る。 

 

 ≪回答者のご意見≫ 

 将来導入は必要と考えているが、検討以前。 

 顧客様でも、IoT に興味があるが、何から手を付けて

良いのか、調査中。 

 これらの技術を活用してどのようなメリットが得ら

れるかが重要、生産性の向上やコスト低減及び新規

業務開拓等に繋げられるかがポイントと思います。

AI については前述で収集したビッグデータを以下に

活用できるかが焦点となり今後の課題と考えます。 

 AI に関する系統的な教育をぜひ検討して戴きたい。

（基礎～上級まで） 

 県内は AI、IoT ともに遅れていると思う。 

 つながるまでは、どのメータもできるとこまで来て

おります。今後はその活かし方や何を見られて使い

やすいようにできるかも必要でニーズも高くなって

いると思います。 

 設備メーカーが違っても、同一ソフトでの管理が望

（１）実施している場合、差し支えない範囲で、そ

の内容をお書きください。 

現在注目されている「AI」、「IoT」についてうかがい

ます。 

□①さかんに実施している □②多少実施している

□③実施していない 
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ましい。 

 IoT ではないが、通信を応用した制御基盤の開発経験

はあり。 

 鋳造関係では、これほどの精度は要求されない・凝

固・湯流れシミュレーションが「AI」「IoT」等に含

まれるのでしょうか？ 

 AI、IoT は大量なデータが必要なためできるだけ早く

から収集すべきであるが、何を収集すべきかが難し

く手をつけられずにいます。 

 高速・大容量化(5G)などの今後の展開 

 現在0.01以下の精度を確保する加工を当たり前のよ

うに行っているが、最適加工条件等を集約(データ

化)出来ておりません。AI,IOT 技術を組み入れた場合

の加工技術の具体的なビジョンが見いだせない現状

です。研究会では個々の加工技術に AI,IoT を組み入

れた研究開発に参画したいと思います。 

 IoT、AI に興味はあるが具体的に実務にどう繋げるか

のイメージが出来ないため、情報取りレベルに留ま

っている。 

 

２．５ 質問［５］ 精密技術に関する困りごと 

 最後の質問として、精密技術に関して、現在お困りの点

について質問した。質問内容とその分類に対する回答を図

８に示す。また、具体的な内容についてのご意見を記す。 

 

 

 

図８ 精密技術に関する困りごと 

 

 

 ≪回答者のご意見≫ 

 ③要素技術に対するアプリケーション開拓、外的要

因による誤差の縮小等 

 ④温度管理した部屋の不足 

 ③④⑤環境温度変化による機械の姿勢変化など 

 ②④⑥超精密加工を安定的に実現するためには超精

密加工機械、最適な工具、CAD/CAM プログラム、④恒

温設置環境のバランス良い対応が必須と考えます。 

 ①興味を持つ若者不足 

 ⑧インバーターの性能 

 ①県全体で基礎不足。 ②一般に諸測定機器が不足

している。④恒温室が非常に少ない。⑤上記の温度

コントロールができないので、当然熱膨張の問題が

出てくる。⑥精度をチェックしようにも県内にマス

ターなるべく物が少ない。⑧アナログの良さが忘れ

られている。これは全国的。日本全体が勉強不足で

ある→研究のレベル低下。 

 ②加工/計測設備と製品双方において 

 ①若手技術者に精密位置決めに関連するテーマが少

ない。 ③切削加工機で加工中の振動解析が困難。 

⑤小型加工機のためモータの発熱対策に苦慮する。 

 ②寸法公差内にすべて加工する技術 

 ①金型技術、加工技術に興味を持つ人材が少ない。

教育方法が分からない。 

 ②加工精度にバラツキがあり、原因の特定が難しい。 

 ①若い世代の育成 

 ①新卒採用が困難である。 

 ①大手メーカーの引き抜き ②古い設備の更新が追

い付かない ③都市部での製造は？ ④建屋が古い 

⑥検査が足りない ⑦新型設備は⤴  ⑧中小企業に

人材は集まりにくい。古い人はいつまでも居たがる。

新しい技術を導入しづらい。 

 ①新入社員の応募が少ない、定着率が低い。②プレ

ス型内部のたわみ等動的に計測したい。⑤量産によ

る型温度上昇に伴う膨張を定量的に把握できない。

⑦中国メーカーの低価格に追従することが出来てい

ない。 

 ①技術者の応募が少なく、育成に時間がかかる。 

 ①客先から良く聞く。②古い機械(20～30 年前)を使

っており更新できていない。 

 ②制御方法等の問題：CAM データと加工機の適正化 

 ⑥測定時間や検証の負荷 

 ①養成：若手(大・高)卒者の人材確保 

 ②0.01 以下の安定、正確、早い機上測定技術 

 ④加工による発熱、排気による室内、環境、温度対

策 

 ⑤機械、材料を含めた伸縮が明確化できていない。 

 ⑥各加工工程での正確で早い測定 

精密技術に関して現在お困りの点をお答えくださ

い。できれば（ ）内に具体的にご記入ください。 

□①技術者の不足、養成 （    ） 

□②加工、計測、制御方法等の問題（   ） 

□③外乱、振動等の問題  （       ） 

□④環境、温度等の問題  （              ） 

□⑤熱による伸縮    （                ） 

□⑥精度などの検証の問題（          ） 

□⑦低価格化の問題      （                ） 

□⑧その他           （                ）  
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 ①理詰めで技術開発を行える人材が不足。 

 ④５軸精密微細加工での磨きレス加工に向けたマシ

ン制御 

 

３．最後に 

 以上、アンケートの結果について報告したが、おおよそ、

次のようなことが言える。 

 

（１） 先端精密技術研究会員 27 件の他、非会員 35 件の

中に、多くの金型関係の方の意見が多く入ってい

ることがわかった。金型関係者に熱意が感じられ

た。半導体関係者がゼロになったのは残念である。 

（２） 質問 2 の「精度、分解能」のイメージの値につい

て、「精密」のイメージの分布グラフはほぼ例年

通りであり、1～100µm に集中する傾向がある。 

一方「超精密」に関しては、1µm 以下のイメージ

値を示す方が多いが、今までにない分布グラフと

なっている。その中で、 0.1nm（=100pm）、0.01nm

（=10pm）を示す方が複数あり、「ナノテクノロ

ジー」より「ピコテクノロジー」を目指している

ことは静岡県にとって望ましい状況にある。 

「精密」と「超精密」の認識値の各平均値は前回、

前々回アンケートより大きくなったが、これが何

を示すかは、明瞭ではない。 

（３） 質問３の“関心のある精密技術の種別”について、

6 回続けて第 1 位が「加工」であり、第 2～4 位

は「計測」、「位置決め」、「制御（メカトロニクス

を含む）」であることがわかった。そして、質問

［１］（４）の「加工」の内容を尋ねたたところ、

前回同様「切削」が半分近くを占めていた。特筆

すべきは、突然「電気加工」が入ってきたが、非

会員の方に金型関係者が入っているためと思わ

れる。 

（４） 質問 4 で、今話題の「AI」、「IoT」についてうか

がったところ、前回答数 53件中、21件が「①さ

かんに実施している」または「②多少実施してい

る」の回答だった。一方、「③実施していない」

が 32 件あり、特に先端精密技術研究会員の実施

数が少ないことがわかった。研究会として、今後

何等かの対策を取らねばいけないと考える。 

（５） 質問 5で、技術者の不足が大きな問題となってい

ることがわかった。次いで、加工、計測、温度管

理、制御方法等の問題が、前回までのアンケート

同様に解決できていないことがわかった。 

（６） 静岡県は三河地方と併せて、日本の「もの造り」

の中心になっているといっていい。依然自動車、

二輪車が盛んであるものの、産業の分野が広がり

つつある。例えば、光・音を利用した計測器の開

発など、独特の発展を示している。 

 

以上を考慮すると、先端精密技術研究会は、今回のアン

ケート結果を踏まえて、活動計画（特に、AI、IoT 等）を

考えなくてはいけないことがわかる。 

なお、産学官の連携について、共同研究の詳しい内容

は公表できないが、幹事が把握している範囲では、最近

15年間での共同研究は合計 17 件に達し、その中で 7 件

が商品化していることを付け加える。 
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金被覆電極を用いたフローレスレドックス電池の耐久性 

Durability of Flow-less Redox Battery with the Electrode Coated with Gold Film  

 

土肥 稔＊ 

Minoru DOHI 

 

Abstract: The battery which has taken tanks of the electrolyte and pumps from redox flow battery is called flow-less 

redox battery. Gold films were formed on sheet carbon as a double polar plate and sheet copper as an electricity 

collection board by sputtering technique. The durability of flow-less redox batteries was estimated by charging and 

discharging batteries repeatedly. I found out that the durability of the battery was improved by using the sheet carbon 

and the sheet copper on which gold films were formed. The sputtering to sheet copper was more effective than that to 

the sheet carbon.  

 

 

１．はじめに 

 近年，各地で台風や地震による大規模な停電が起きてお

り，その復旧には時間がかかっている．今後の自然災害の

脅威に対し，再生可能エネルギーの発電の普及だけでなく，

その蓄電システムの普及が重要な課題である．また，晴天

の土日に一部の太陽光事業者の発電を一時ストップさせ

る出力制御の問題もある．これらを解決するためには，蓄

電システムの研究は急務である． 

レドックスフローバッテリー（以下では RF 電池）は，

1974 年に NASA によりその基本原理が発表されて以来，

1980 年代に盛んに研究された電池である 1,2)．RF 電池は，

酸化還元反応を行う流通型電解セル，電解液を貯蔵するタ

ンク，電解液を循環させるポンプから構成される． 

RF 電池は，日本ガイシによって先に実用化されたナト

リウム・硫黄電池（NAS 電池）と比較されることが多い．

RF 電池の特徴としては，①室温で動作が可能，②高い安

全性，③長寿命，④大型化が可能，⑤希少資源の不要，な

どが挙げられる．NAS 電池はナトリウムイオンの伝導性

を高めるために 300～350℃で運転する必要があるのに対

して，RF 電池は室温で動作でき，熱源を必要としない．

また，NAS 電池に使われるナトリウムは空気に触れると，

激しく化学反応を起こし，爆発の危険性がある．これに対

して，RF 電池はそのような材料は使わず，また，仮に何

らかの原因で正負の電解液が混合したとしても，発火はし

ない．寿命に関しては，構造上消耗するものはほとんど無

く，繰り返しの充放電によっても電解質は劣化しない．そ

して，RF 電池の電池容量は電解質の量で決まるため，溶

液のタンクを増設するだけで大容量化が可能である．この

ことから，出力と容量の独立設計が可能となる．大容量化

が可能な RF 電池は，電力貯蔵用大型電池として NAS 電

池を超える可能性が期待される． 

バナジウム RF 電池の 1 セルあたりの起電力は約 1.4V

である．このセルを直列に繋ぐことで高電圧化が可能とな

る．隣あう正極と負極を電気的に接続する役割を果たして

いるのが双極板である．双極板には，電気抵抗が低く，硫

酸を含む電解液に対する耐食性があり，かつ，隣り合う正

極，負極それぞれの電解液を混合させないという性質が求

められる．耐硫酸性ということで，一般的には炭素系の双

極板が使用されている．CFRPは炭素繊維強化プラスチッ

クで，炭素繊維をエポキシなどの樹脂で固めたものである．

表面処理していないものは導電性がある．本研究でも使用

したが，入手したものは充放電を繰り返すと徐々に抵抗が

高くなり，最後は充放電できなくなることが分かった．

CIP 材は等方性黒鉛とも呼ばれ，グラファイトを等圧でプ

レスしたものである．電気抵抗は低く機械強度も高いが，

浸透性があり，そのままでは電解液を通すことが分かった．

カーボンシートは，膨張黒鉛を膨張，粉砕，プレスし，シ

ート状にしたものである．CIP材よりは浸透性が少ないも

のの，電解液は徐々に浸透する．また，グラファイトから

直接削り出して板状にしたものもあるが，割れやすく，か

つ入手が難しい． 

RF 電池から電解液のタンクと電解液を循環させるため

のポンプを外したものを，フローレスレドックス電池（以

下では FLRB）と呼ぶ 3)．本研究室では，RF電池の性能を

向上させるために，単セルの FLRB を作製し，充放電実験

を繰り返すことで，電池の評価を行ってきた．本研究では，

双極板（1セルでも双極板と呼ぶこととする）として入手

しやすいカーボンシートを用い，双極板または集電板（銅

板）に金をスパッタリングすることで，FLRB の耐久性向

上を試みた． 
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２．実験方法 

2.1 フローレスレドックス電池の作製 

 本研究室で作製した FLRB の概要図を Fig.1に示す．イ

オン交換膜（アストム，A-5060）を中心に，正極，負極と

もに，カーボンフェルト電極付き塩化ビニルフレーム，双

極板，集電板（銅板）を塩化ビニル板で挟み，ボルトで固

定した構造となっている．フレームのサイズは 110 

mm×110 mm×5 mmとし，90 mm×90 mmの電極が入る穴を

開けてある．電極のカーボンフェルトは日本カーボン製を

使用し，厚さ 10 mm とした．カーボンシート双極板の厚

さは，正極は 0.13 mm，負極は 1.5 mmとした．作製した

セルを Fig.2に示す．フレーム上部には直径 4 mmの穴が

開けてあり，そこから電解液が注入できるようになってい

る．正極の電解液には 1Mの硫酸バナジウム（Ⅳ）水溶液

を使用し，負極の電解液には 90～100℃の硫酸水溶液に酸

化バナジウム（Ⅲ）を入れ，3 時間攪拌，濾過して，1M

としたものを使用した． 

 FLRB の耐久性向上のため，スパッタリング装置

（ULVAC, VPS-050）を用いて，正極側の双極板または銅

板に金のスパッタリングを行った．作製した FLRBの仕様

を Table 1に示す．ここで，内側はカーボンフェルト電極

側を意味する． 

 
 

 
 

Fig.1 Schematic view of Flow-less Redox Battery 

 

 

Fig.2 Photograph of Flow-less Redox Battery 

 

2.2 充放電実験 

 充放電を繰り返すために Fig.3 の回路を作製した．リレ

ーは Arduino で制御し，充電電圧の上限を 1.8 V，放電時

間を 10 分間とし，充電と放電との間に 5 分間の待機時間

を設けた．定電流電源の電流値を 1.0 Aに設定し，電圧波

形に異常が出るまで充放電を繰り返した． 

 

Table 1 Specification of Flow-less Redox Batteries 

 金をスパッタした 

場所と時間 

FLRB 1 なし 

FLRB 2 双極板外側，15分 

FLRB 3 双極板内側，15分 

FLRB 4 双極板内外，各 15分 

FLRB 5 銅板内側，15分 

FLRB 6 銅板内側， 7分 

 

Fig.3 Circuit diagram 

 

３．実験結果 

 結果の一例として，FLRB 1 の電圧の時間依存性を Fig.4

に示す．Fig.4(a)は全体図，(b)，(c)，(d)は，それぞれ 10-13

時間，38-44 時間，65-68 時間の時間軸を拡大したもので

ある．図の(b)，(c)，(d)を比較すると，電圧は時間の経過

とともに以下のようになっている．①放電時の電圧が低下

している．開始時には 1.2 Vであった放電完了時の電圧は，

38時間後には急激に低下し，40時間を過ぎたあたりで 0.4 

V まで低下している．②充電後の待機時間での電圧が低下

している．開始時は 1.5 V であった電圧が，53時間あたり

から急激に低下し，終了時には 0.9 V になっている．③放

電後の待機時間での電圧が低下している．開始時は 1.4 V

程度であった電圧が，40 時間あたりから急激に低下し，

0.8 V 以下になっている．④充電時間が延びている．FLRB 

2 および FLRB 4～6 の結果も，変化が現れるまでの時間

は長くなったが，その傾向は FLRB 1 と同様であった．

FLRB 3 の電圧の時間依存性を Fig.5 に示す．Fig.5(a)は全

体図，(b)，(c)，(d)は，それぞれ 10-13 時間，83-86 時間，

110-116 時間の時間軸を拡大したものである．Fig.5 では，

特に，④の充電時間が延びる現象が特徴的に現れている．

実験開始時には 30 分であった 1 サイクルの時間が，実験

終了間際には約 120 分になっており，充電時間が 10 分か
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ら 100分に延びていることが分かる． 
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Fig.4 Time dependency on FLRB 1 voltage (a)0-70 h, (b)10-13 h, 

(c)38-44 h, (d)65-68 h 
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Fig.5 Time dependency on FLRB 3 voltage (a)0-120 h, (b)10-13 h, 

(c)83-86 h, (d)110-116h 

 

放電時の電圧が 1 V を切った時間を，その FLRB の耐久

時間と定義する．各 FLRBの耐久時間を Table 2に示す．

スパッタ処理していない FLRB 1 に対し，双極板または銅

板に金をスパッタ処理した FLRB の耐久時間は，すべて長

くなっている．双極板にスパッタ処理した FLRB 2，3，4

を比較すると，外側にスパッタした FLRB 2 の耐久時間は

それほど延びてはいない．これに対して，双極板内側にス

パッタした FLRB 3 の耐久時間は，FLRB 1 の 3.0倍に，双

極板の両面にスパッタしたFLRB 4は6.6倍になっている．

また，銅板にスパッタした FLRB 5 の耐久時間は FLRB 1

の 11.1 倍で最も長くなった．銅板へのスパッタ時間を半

分にした FLRB 6 の耐久時間は，FLRB 5の約 4分の 1と

なった． 

Table 2 Durability time 

 金をスパッタした 

場所と時間 

耐久時間 

(h) 

FLRB 1 なし 38 

FLRB 2 双極板外側，15分 40 

FLRB 3 双極板内側，15分 115 

FLRB 4 双極板内外，各 15分 250 

FLRB 5 銅板内側，15分 420 

FLRB 6 銅板内側， 7分 110 

 

 充放電を繰り返した後の電池の外観とイオン交換膜を，

それぞれ Fig.6 および Fig.7 に示す．Fig.6 は，正極側から

見た外観であるが，写真から銅板の一部が溶けて，穴が開

いていることが観察できる．負極側の銅板は溶けてはいな

かった．また，Fig.7 では，イオン交換膜表面に正極で溶

けた銅が析出し，膜全体が褐色を帯びていることが観察で

きる． 

 

 

Fig.6 Photograph of Flow-less Redox Battery after experiments 

 

 

Fig.7 Photograph of membrane after experiments 
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４．考察 

双極板または銅板に金をスパッタした FLRB の耐久時

間が，スパッタしていない FLRB1 と比べてすべて長くな

っていることから，金のスパッタに FLRB の耐久性を向上

させる効果があるということが分かった．双極板にスパッ

タ処理した FLRB の内，外側にスパッタした FLRB 2 の耐

久時間はそれほど延びてはいない．これは，電解液を注入

した直後から，電解液が双極板に染み込み，FLRB の劣化

が始まったと思われる．電解液が染み込んだ双極板は膨張

する．その結果，外側にスパッタした金の膜に亀裂が生じ，

電解液の銅板への接触を防ぐことができなかったものと

思われる．これに対して，双極板内側にスパッタした

FLRB 3 の金の膜は耐久時間を 75時間延ばしている．内側

への金のスパッタは電解液の侵入を防ぐのに効果的であ

ると考えられる．また，電解液の侵入は全体的ではなく，

どこか弱い箇所から部分的に起こったと考えられる．そし

て，外側にスパッタしていない FLRB 3 では，侵入した電

解液は銅板に達するとともに銅板を溶かし始めたと推測

される．このように考えると，FLRB 4では，内側のスパ

ッタ膜を突破した電解液は部分的であり，双極板をそれほ

ど膨張させることなく外側のスパッタ膜に到達し，外側の

スパッタ膜は亀裂を生じることなく，耐久性向上に効果を

示すことができたものと考えられる． 

今回の実験で，FLRBの耐久性向上に最も効果的であっ

たのは，銅板へのスパッタであった．これは，双極板に比

べて硬い銅板にスパッタしたことで，膜の弱い部分が発生

せず，電解液による銅の溶解を防ぐことができたものと考

えられる． 

銅板へのスパッタ時間を半分にした FLRB 6の耐久時間

は，FLRB 5の約 4分の 1となった．それでも，双極板内

側に 15 分スパッタした FLRB 3 と同程度の効果を示して

いる．このことから，銅板へのスパッタは，半分の金の量

で双極板内側へのスパッタと同程度の効果が得られるこ

とが分かる． 

劣化した FLRB の充放電では，①放電時の電圧が低下，

②充電後の待機時間での電圧が低下，③放電後の待機時間

での電圧が低下，④充電時間の増加，がみられた．この原

因について考える．劣化した FLRB では，集電板の銅が溶

け，Fig.7 で見られたように，銅がイオン交換膜表面に析

出していた．これにより，イオン交換膜の機能が一部失わ

れたものと考えられる．イオン交換膜は正極，負極の電解

液の混合を防ぐとともに，電気的中性を保つため，水素イ

オンを通過させる役割がある．銅が付着したイオン交換膜

が水素イオン通過の機能を失うと，充電時には正極側に水

素イオンが溜まる．その結果，正極の電位が上がり，電解

液の充電深度が不十分のまま FLRBの端子電圧が 1.8 Vに

達し，充電が終了してしまったものと考えられる．②充電

後の待機時間での電圧低下や③放電後の待機時間での電

圧低下も，充電深度の不足から説明が付けられる．また，

④充電時間の増加は，電解液が銅を溶かした際に，銅のイ

オン化に余分な電荷が使われたためであると考えられる． 

 

５．まとめ 

双極板，集電板として，それぞれ，カーボンシート，

銅板を用い，それらに金をスパッタすることで，FLRB の

耐久性向上を試みた．双極板では，集電板側よりもカーボ

ンフェルト側にスパッタする方が効果的であり，両面にス

パッタすることで，更に耐久性を向上できることが分かっ

た．また，双極板よりも集電板にスパッタする方が，耐久

性向上には効果的であることが分かった．それでも，最終

的には集電板が溶解していたことから，集電板に電解液が

接触しない構造を持つ FLRBの開発が，今後の課題である

と考えられる． 
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2021 年 6 月 1 日受理 
＊ 理工学部 建築学科 

環境・設備分野と意匠・計画分野の融合による 

建築デザイン教育プログラムの提案 

Proposal of architectural design educational method 

together environment / equipment field and design / planning field 

脇坂 圭一＊、鍋島 佑基＊ 

Keiichi WAKISAKA and Yuki NABESHIMA 

In this paper, we examined and proposed a building environment design method based on simulation, actual 

measurement, psychological experiments, and commissioning as performance verification, in collaboration with 

environment / equipment field and design / planning field. 

１．背景と目的 

 SDGs に配慮した教育研究が求められる中、建築学の領

域における取り組みが果たす役割は大きい。とりわけ、全

産業の中でも突出して大きいエネルギー消費量の削減に

関して､建築学領域は大きな責務を負っている。 

建築設計の領域においては、従来、とかくデザイン面に

目が向きがちで、建築設備・環境分野と建築意匠・計画の

教育・研究は専門分化し、融合が図られてこなかった。結

果的に、実際の設計においては、意匠が先行し、プロジェ

クトの後半で設備・環境面での対応が求められることにな

り、エネルギー消費量の削減に対して非効率な側面が強か

った。 

しかし、3.11 以降の地球環境問題への意識の変化から、

エネルギー消費量を最小化する手法を積極的に導入した

建築作品が発表されると共に、エネルギー消費量を最小化

する意匠、つまり融合的な建築デザイン手法への関心が高

まっている。 

近年、コンピュータ技術の進化、機器の廉価といった変

化により、大企業の研究所レベルでのみ可能だったシミュ

レーションが個人レベルで可能な状況になってきている。

同時に、種々のソフトウェアが開発されており、そうした

ソフトの教育への導入が待たれる状況である。しかし、こ

れらのソフトは、光、気流、熱と個別の環境要素を扱って

いるため、それらを統合したトータルな環境デザイン手法

が待たれている。 

本稿は、2019-2020 年度にかけて、意匠計画系教員と環境

設備系教員の協働により実施した「課題解決型教育プロジ

ェクト：シミュレーション・実測・心理実験を通したコミ

ッショニング（性能検証）による建築環境デザイン教育の

開発」について報告するものである。同プロジェクトでは、

学部教育プログラムの中で、シミュレーション・実測・実

験を通して、意匠と環境を統合した建築デザイン手法を修

得させることを目的とするものである。 

２．構成と方法 

本稿の構成を示す（図 1）。具体的には、１）光環境／気流

環境ソフトを用いたシミュレーション、２）光環境／気流

環境／熱環境要素の IoT 機器を用いた実測、３）一次エネ

ルギー消費量の実測と OPR（Owner's Project Requirement、

企画・設計要件書）の比較検証から見た環境改善、４）内

部・外部空間の居心地に関する心理実験、５）シミュレー

ション・実測・心理実験を通したコミッショニング（性能

検証）による建築環境デザイン教育の開発、以上の各章に

ついて検証を行いながら実施した。これらの各検討を「建

築セミナー（１年生）」「設計演習（１・３年生）」「建

築設備計画３」「建築環境実践研究 2」に教育プログラム

として組み込みながら、「ゼミ」「卒業研究」「卒業設計」

において研究テーマとして盛り込んでいった。 

なお、本稿では具体的な対象施設として本学建築学科棟

図 1.プロジェクトの構成 
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えんつりーを選定した。実測が容易であることの他、性

能検証を行う上で建築学生が日常的に過ごす空間を対象

とすることで具体的な改善手法を提案しやすいことを期

待した。 

 

３．気流環境／光環境ソフトを用いたシミュレーション 

３．１ 気流解析ソフトを用いた気流シミュレーション 

１）風配図の確認 

シミュレーションにあたって、えんつりーの立地環境を

把握する必要がある。関東から東海までの気象台における

風配図から、えんつりーの近傍の浜松に着目すると、春期・

冬期は西北西から、夏期・秋期は東からの卓越風が吹くの

に対して、静岡県内各都市の風配図は大きく異なると共に、

名古屋、横浜では夏期はほぼ南から、冬期はほぼ北から吹

くことを把握した（図 2）。名古屋と浜松を抽出して、各月

の風配図を用いて、卓越風のみでは無く、卓越風と異なる

方向から吹く月も少なくないこと、その具体的な風向につ

いて、月毎の変化を確認した（図 3）。 

２）卓越風による外部気流シミュレーション 

 まず周辺環境を含めた気流シミュレーションを行った

（図 4）。春分は西北西から、夏至は東から、秋分も東から

の卓越風が吹く。よって、春期は西面の開口部と反対側の

開口部、夏期、秋期は東面の開口部と反対側の開口部が入

力、出力部として重要である事がわかる。 

 春分は西北西からの卓越風が吹くことにより、西面から

の流入が期待できることがわかる。南側に立地する教育棟

の影響は少なくないと思われるが、南面からの流入もある

程度は期待できると思われる。 

 夏至および秋分は東からの卓越風が北東部の L 字型入

り隅に吹くことから、2〜4 階の出入口の扉の開閉が流入

量に強く影響を与えることがわかる。また、真北に対して

建物が振れているため、北面の開口部からの流入が期待で

きることがわかる。 

３）内部気流シミュレーション 

 内部の気流について、１階、4階の各季節におけるシミ

ュレーションを示す（図 5）。居室であるデザインスタジ

オに着目すると、全ての季節において、１階では運用上、

閉めている西側の扉を閉めた場合、ほとんど流入が期待で

きないが、開けた場合、春分に南側のデザインスタジオ１

で 1.4m/s となった他、無風か 0.5m/s 以下であった。 

また、春分には、西側出入口から流入した気流は南側エ

ントランス出入口から流出するのに対して、夏至、秋分に

は東面開口部から流入した気流が西側出入口から流出す

る状況が見られた。 

一方、4 階では、春分に西面の開口部から流入し、北面、

南面の開口部から流出する結果となった。しかし、南東の

意匠計画系エリアは無風に近い値であった。夏至および秋

分では、北側出入口から流入した気流が意匠計画系エリア

の南側開口部から流出する現象が見られた。 同時に、東

面出入口から流入した気流が西面開口部から流出する現

象が見られた。これらの流れから外れた南西の構造系エリ

ア、北西の環境系エリアでは、0.3m/s 以下と小さな値であ

った。 

 

 

図 2．都市別の風配図 

浜松 名古屋 

図 3．月別の風配図 

図 4．季節毎の外部気流シミュレーション 
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３．２ 光環境ソフトを用いた照度シミュレーション 

１）サンパス 

 照度シミュレーションにあたって、季節によって、時間

によって異なる太陽の位置、動きを一年間にわたって把握

し、日射を遮るべき時期、日射を取り入れるべき時期を検

討するため、サンパスを作成した（図 6）。 

２）照度シミュレーションの条件設定 

 解析ソフトには Climate Studio を用いた。同ソフトは、

図 5．季節毎、階別内部気流シミュレーション 

図 6．季節毎、時間毎のサンパス 
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米国 Solemma 社によって DIVA の後継ソフトとして開発さ

れ、モデリングソフトのライノセロスのプラグインソフト

と し て 用 い る こ と に な る 。 解 析 に あ た っ て 、

http://climate.onebuilding.org サイトよりダウンロー

ドした浜松のEPWファイルを読み込んだ。解析面はFL+700

とした。 

照度シミュレーションは、春分、夏至、秋分、冬至にお

いて、9時、12時、15時の時間毎、各階毎に行った。解析

結果は、UDI（Useful Daylight Illuminance）、sDA

（Daylight Autonomy）、Avg lux（Illuminance）として書

きだしたが、本稿では UDI（Useful Daylight Illuminance）

について（図 7）、Avg lux（Illuminance）について（図

8）、結果を示す。 

３）UDI（Useful Daylight Illuminance） 

 UDI とは、Useful Daylight Illuminance の略号で、解

析面が受ける一年間の照度を照度毎に色分けして表示し

たシミュレーションである。解析においては、0-100 lux

（濃青）、100-300 lux（緑青）、300-3000 lux（黄緑）、3000 

lux 以上（桃色）で区分した。100-3000lux を有用な昼光

照度として、その割合を見ると、１階は42%、2階は28.4%、

3 階は 25.4%、4階は 61.4%となった。 

 １階では、エントランスホールの桃色が顕著で、遮光の

検討を行う必要がある。デザインスタジオ 2 の南側は製図

を行うには照度が不足している。 

 2 階では、講義室（北側）の南側半分が 300lux 以下と

なり、昼光のみでは不足している。 

 3 階では、キッチン廻りが 100lux 以下となっている一

方、ラウンジ廻り、階段室廻りはフトコロの深い位置にあ

っても十分な昼光が得られ、トップライトの効果が認めら

れた。 

図 8．階毎の平均照度 

図 7．階毎の UDI(Useful Daylight Illuminance) 
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 4 階では、ほとんどが 300lux 以上となり、明るい空間

が広がっているが東側、南側に 3000lux 以上のエリアがあ

り、遮光の検討が必要となる。 

４）Avg lux（Illuminance） 

 Avg lux は、解析面が年間に受ける照度を平均値で算出

し、照度毎に色で表現したものである。解析においては、

0 lux から 2000 lux までを 10 段階、10 色で区分した。 

 1 階では、デザインスタジオ 1（南側）の南側ペリメー

ターゾーンが 2000lux 超となり、遮光の検討が必要であ

る。同様に、エントランスホール、講評室（北東側）の東

半分が 2000lux 超となり、遮光の検討が必要である。また、

デザインスタジオ 2（北側）では、ペリメーターゾーンと

廊下付近の照度の差が大きいことがわかる。 

2 階では、CAD 室（南西側）のペリメーターゾーンと廊下

側の照度の差が大きく、一方で、講義室（北側）の南側半

分以上が 200lux 以下となった。 

3 階では、南側の教員室のペリメーターゾーンと廊下側

の照度の差が大きく、北側の教員室と大きく異なっていた。 

4 階では、意匠計画系エリア（南東側）、構造系エリア（南

西側）のペリメーターゾーンの照度が高く、遮光の検討が

必要となる。 

 平均照度で見ると、１階が 2835lux、2 階が 789lux、3

階が 702lux、4 階が 1238lux であり、１階、4 階に改善の

必要があるエリアが多く含まれることが数値としても表

れている。 

 

４．光環境要素の実測 

 えんつりーの 4 階において、11 月 18 日の 12:00 前

後に照度の実測を行い、プロット図を作成した（図 9、

右図）。その上で、Climate Studio で作成したシミュ

レーション図との比較を行った。南側ペリメーターゾ

ーンの開口部付近、および東側ペリメーターゾーンの

開口部付近で見られる高照度の位置はシミュレーショ

ン、実測で比較的近い位置となった。北西側の環境系

エリアは、濃青色となっているが、シミュレーション

で 0-200lux に対して、実測では 100lux 台が多くを占

めながら、部分的に 200lux を超える値を示した。 

また、実測ではトップライト近傍で 1000lux 前後の値が

複数、測定できたが、シミュレーションでは低めの値とな

った。 

平均値で見ると、シミュレーションで 502 lux、実測で

477.85 lux となり、比較的近い数値となった。 

 

５．一次エネルギー消費量の実測と OPR の比較検証から

見た環境改善 

５．１ 電力使用動向 

 2017 年度から、えんつりーの運用が開始されたが、2020

年度で運用 4 年目を迎えることから、本建築物の本格的な

運用が始まった。4学年が揃ったことで運用となる。建築

物のエネルギー消費量については、省エネ＋創エネによる

ゼロエナジー化（ZEB）が進んでおり、本学科棟において

も、設計段階において一次エネルギー消費の削減を前提と

した設計がなされている。基準値では一次エネルギー消費

量は 1097.15 MJ/m2・年であるが、設計段階では 742.66 

MJ/m2・年と 32.3％の省エネ設計がなされており、ZEB 

Oriented の格付けを受けている。 

 

 

 

 

 

図 9．照度シミュレーション（左図）と照度実測（11 月 18 日、右図）の比較 

図 10．電力測定位置と項目 
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５．２ 建築学科棟における電力消費量計測 

 えんつりーは建築学科所属の学生が使用する建物であ

り、１F は製図室、講評室、２F は主に講義、３F は教員の

個室、４Fは各研究室の学生が使用している。延べ床面積

約 3,411 ㎡（1 階 827 ㎡，2 階 858 ㎡，3 階 853 ㎡，4 階

873 ㎡）である。 

測定は、各階分電盤(4 点)及びキュービクル(3 点)に設置

された電力ロガーを用いて行った。データ収録は SD カー

ドで行った。図に測定位置を示す（図 10）。また、表に測

定項目を示す（表 1）。分電盤は、照明、コンセント、換気、

空調、雑電灯の 5 項目、キュービクルでは、1、2 階及び

3、4 階の電灯、空調室外機、EV の 3 項目が計測される。

計測時の測定間隔は 1 時間ごとである。実測は 2018 年 1

月～2020 年 12 月に行った。2018 年 1 月～5 月、2019 年 6

月～9 月、2020 年 7 月はデータ欠損が確認されている。1

次エネルギー消費量E(MJ/m2・年)は消費電力WからEq.(1)

によって算出する。 

 

・・・(1) 

 

５．３ 電力消費量計測結果の分析 

 各年の月積算 1次エネルギー消費量を示す（図 11）。図

中には、年間の合計値を示す。ただし、2018 年と 2019 年

はデータ欠損のため、12ヶ月換算値を示す。各年の年間 1

次エネルギー使用量は 362-430 MJ/m2・年の範囲であり、

大きな差はない。完成年度である 2020 年はエネルギー使

用量の増加が予測されたが、明らかな使用増は見られなか

った。また、各年の中間期のエネルギー使用量は 167～426 

MJ/m2・年であったが、暖房期（11-2 月）は 382～741MJ/m2・

年、冷房期（7-9 月）は 293～683MJ/m2・年であることから

空調機器の利用によるエネルギー使用量の増加はおよそ

200-300 MJ/m2・年であることが明らかになった。2020 年

の 3-6 月は特にエネルギー消費量が低いが、これは中間期

であることに加えて、新型コロナウィルスに対応するため

リモート授業が行われており、学科棟の運用が殆ど行われ

ていなかったためである。休日と平日のエネルギー消費量

が示されているが、休日のエネルギー消費量は平日の

測定箇所 電力計 測定項目 測定間隔 

分電盤 
多回路エネルギーモニタ 

クランプ型 

各階照明電力 

FAN・全熱交換器電力 

コンセント・一般電力 

PAC 屋内機 

雑電灯 

1 時間毎 

キュービクル 
各階 PAC 室外機（動力） 

ＥＶ動力 

表 1．測定項目 
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30％程度であったことから、休日にも学科棟でエネルギー

消費行動が行われていると考えられる。 

図 12 内に各電力の年間の内訳を示す。本図から、ど

の年でも空調消費電力に 38-48%と、最も多くのエネルギ

ーが投入されており、削減の必要性があることが確認で

きた。次に、毎年 35%以上のエネルギーが雑電灯・その

他の項目に投入されている。この使途については割合と

して大きく、無視できない。例えば、学科棟外側に取り

付けられているスポットライトによる直接・間接照明な

どに多くの電力が投入されていると考えられる。FAN 動

力の割合が経年で 12%から 5%まで低下しているが、これ

もコロナ禍における窓開放による通風の影響が大きい。 

 

５．４ 外気温とエネルギー消費動向 

 図 13 に 2020 年の外気温と空調電力の消費動向を示す。

アメダスデータより各年の平均外気温を取得し、空調消費

電力と外気温の関係を比較した。図 13左図に 2020 年の平

日の空調消費電力を、 図 13 右図に 2020 年の休日の空調

消費電力を示す。 本図から、日平均外気温が 25 度以上に

なると冷房が稼働しており、冬期は 15℃以下になったら

暖房が稼働している。しかし、15℃~25℃の範囲において

も冷暖房が 200kWh まで上昇している時間帯があることか

ら、平日における空調電力の削減余地があることがわか

る。 

 休日に関しては、最大で約 800kWh を示した。これは、

大学見学会、オープンキャンパス、などのイベント等の休

日出勤が考えられる。2020 年の休日の空調電力消費量は、

300 GJ となっており、これら休日の利用を 0になると、

空調全体の 30%近い電力消費量削減が可能となる。 

図 14 に年間積算エネルギー使用量の設計値からの比較

を示す。まず、基準値である 1097MJ に対して、設計段階

で約 743 MJ/m2・年（ZEB Oriented）である。実績値とし

ては設計値を大きく下回っており、既に ZEB Ready に位

置付けることができる。しかし、ZEB に近づけるためには

さらなる省エネルギー化が求められる。例えば、空調電力

3割削減を達成する案を提案する。先ほどの分析のように、

休日の空調電力使用を完全に 0 にすることで、エネルギー

使用量は 339 MJ/㎡・年まで低減可能となる。 

 図 15．に設計値からの ZEB 格付けの変化を図示する。

前述の通り、設計値は ZEB Oriented であり、ZEB とはな

り得ないことが示されている。しかし、2020 年の実績値

では ZEB Ready に格付けできることがわかる。このこと

から、創エネを消費エネルギー量の 15%(61MJ/m2・年)確

保できれば Nearly ZEB に格上げ可能であることが明らか

となった。さらに ZEB に到達するためには 40％

(162MJ/m2・年)の創エネが必要となる。図中には改善案

として、休日の空調電力使用を完全に停止した時の過程

値を 2021 年度の目標値として示している。改善案では、

エネルギー供給量を 7%(23MJ/m2・年)とすれば Nearly 

ZEB、30％(99MJ/m2・年)とすれば ZEB が達成可能とな

る。 

 以上のことから、現状のエネルギー使用量から、ZEB

の達成に必要なエネルギー供給量が示された。ただし、

エネルギー使用量はコロナ禍の解消や大学院生の活動な

どによって今後大きく変化することが予測されるため、

継続的な測定が必要である。 

 

6．まとめ 

 本稿では、環境・設備系分野と意匠・計画系分野の連携

によって、シミュレーション・実測・心理実験とそれらの

コミッショニング（性能検証）を元にした建築環境デザイ

ン手法について、検討を行ってきた。 

 本プロジェクトでは、一連のシミュレーション、実測、

実証を教育プログラムとして、教育に導入することで、初

学年の段階から、環境要素を活かした建築デザインの意識

図 13．空調消費電力と外気温の関係（2020 年） 

図 15．設計値に対する実績値の ZEB 格付けの現状と目標値 
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図 14．年間電力比較 
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付けを行う試みを行ってきた。そうした教育とともに、一

部の学生は、卒業研究のテーマとして解析を深めたり、あ

るいは卒業設計の提案において建物の設計根拠として解

析を行う状況も見られた。とかく、感覚的、直感的になり

がちなデザイン行為を、エネルギー消費や気流の流れ方、

あるいは昼光の入り方についてビジュアルに把握しなが

ら検討を行う可能性やその教育効果について実感したと

ころである。一方で、建築空間として成立させるためには、

気流と照度、さらにはエネルギー消費を統合的に扱い、そ

れらを一つの空間に昇華させる必要がある。そうした統合

的デザイン手法とその教育についてはさらに検討が必要

となる。今後の展望として試みを継続するつもりである。 
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ステレオタイプ風景観の再生産

Reproduction of the Stereotyped View of Landscape 

秋山  憲治＊ 

Kenji  AKIYAMA 

Abstract: This paper aims at clarifying the situation of stereotyped view of landscape in Japan and the structure 

of reproduction of the view. To accomplish the aim, the transition of stereotyped view and the background of 

reproduction of the view are analyzed. The analyses of the transition are made on paintings, picture postcards 

and photographs. The analyses of the background are made on landscape of cherry blossoms taken as an 

example. Through these analyses the structure of reproduction of the stereotyped view is grasped. The 

reproduction that is problematic from the viewpoint of impressing landscape becomes clear. 

１．ステレオタイプ風景観の光と影 

（１）風景の把握

 本稿はすでに公表した１篇の小論「感じ入る風景の諸

相」１）をふまえて、ステレオタイプの風景観がもつ問題

性を指摘するものである。すなわち、風景の感じ方・と

らえ方においてステレオタイプが再生産されてきたこ

と、およびこの再生産は風景がもつ文化的豊饒化の潜在

力からみて問題性を帯びていること、以上を明らかにす

る。そのうえで、ステレオタイプが再生産される背景と

仕組みを考察する。例として、花を認識主体が感じ入る

対象の核とする風景（花風景）を取り上げる。 

 前述した小論において筆者は、風景を次のとおり把握

した。 

 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ない。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。また、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。一瞬の風景、一時的ある

いは反復的な風景、長期に亘って持続する風景、さらに、

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。 

 その上で、風景の諸相を、①感じ入る心の動きの内容

状態（どのように感じ入るのか）、②その動きの経路（何

をとおして感じ入るのか）、そして、③感じ入る対象の

核（何を中心に据えて感じ入るのか）という３つの次元

で把握した。 

①心の動きの内容状態は、当事者つまり感じ入る主体

が込めた主観的意味の相違に応じて、「探勝審美」「関

心好奇」「畏怖畏敬」「追憶追懐」という４種に整理した。

②経路は、非言語的感受の体系化と言語的感受における

意味付与の深度に応じて、「視覚」「複合的感覚」「説

明」「物語」「象徴」という５種に整理した。③対象の核

は、人間による関与の深度に応じて、「一次的自然」「二

次的自然」「物」「人」という４種に整理した。これら３

つの次元における種別を組み合わせたところ、行為者に

よる主題化を根幹とする風景の諸相が浮かびかがって

きた。 

 以上が前述した小論の概要である。この小論での把握

をふまえて、風景におけるステレオタイプの態様を考察

する。 

（２）ステレオタイプ風景観の問題性

前記の３つの次元についてステレオタイプの所在に

注目すると、まず①感じ入る心の動きの内容状態では、

論理的には「探勝審美」の場合が、もっともステレオタ

イプが生じやすいと考えられる。「探勝審美」「関心好

奇」「畏怖畏敬」「追憶追懐」のいずれも、感じ入る主体

が主観的意味を込めた内容状態であるが、「探勝審美」

は評価的な傾向が強く、価値意識が人々に共有されやす

いからである。「絵になる風景」「カメラ映え（写真映

え）のする景色」などといわれるとおり、「探勝審美」

が刻み込まれて「風景」になりがちである。とはいうも
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のの、「関心好奇」「畏怖畏敬」「追憶追懐」の場合でも

ステレオタイプが生じないわけではない。たとえば、バ

オバブの林立や異文化の伝統行事であれば「関心好奇」

の風景として扱われやすく、山奥の古寺や廃墟と化した

建造物であれば「畏怖畏敬」の風景として扱われやすく、

小学校の運動会や里山の民家であれば「追憶追懐」風景

として扱われやすいであろう。たとえば、「美しい…」

「なつかしい…」「神秘の…」といったテーマを掲げて

刊行された写真集において、どのような風景が取り上げ

られているかをみると、このような扱われ方の傾向がわ

かる。したがって、①感じ入る心の動きの内容状態では、

「探勝審美」の場合にステレオタイプが生じやすいとい

う論理的可能性があるとはいえ、「関心好奇」「畏怖畏

敬」「追憶追懐」の場合でもステレオタイプが生じると

考えられる。 

ステレオタイプの所在からみると、①感じ入る心の動

きの内容状態の次元よりも、②その動きの経路の次元と

③感じ入る対象の核の次元のほうが、重要と考えられる。 

②経路では、「物語」や「象徴」といった経路におい

てステレオタイプが生じやすいと考えられる。「物語」

と「象徴」は、「視覚」「複合的感覚」「説明」「物語」「象

徴」といった５種類の段階のうち、言語的感受が強く、

同時に言語を媒介とした意味付与が深い段階に該当す

るからである。換言すれば、風景を言語化して表現する

装置を明確にともなっているからである。「物語」や「象

徴」では、ステレオタイプの風景観が形成されるとそれ

が独り歩きし、ある対象の核が感じ入る風景であるか否

かを逆に規定するといった相乗作用が展開する。つまり

「物語」や「象徴」を作り出す、あるいは当てはめるこ

とによって、感じ入る風景を演出することである。たと

えば、歴史の舞台となった地、文芸作品ゆかりの地、「〇

〇八景」「〇〇四大祭り」「〇〇三大夜景」「世界遺産」

「絶景スポット」などは、「物語」や「象徴」を内在化

させている。これらは、現在でも各地に次々と作り出さ

れ、盛衰をともないつつ遍在している。「物語」や「象

徴」が人為的に付与されることによって、感じ入る風景

として演出され提供されることは珍しくない。 

③感じ入る対象の核注１）では、上記の②経路に連動し

た対象の核において、ステレオタイプが生じやすいと考

えられる。たとえば、白砂青松、深山幽谷、初日の出、

古城、伝統祭事、「〇〇富士」「〇〇松島」などを核とす

る対象である。これらは、感じ入るに値する対象の核と

して、扱われ続けてきた傾向の強い例である。これらは、

空間を視覚的にとらえた像の核、すなわち物的存在とし

ての単なる対象の核ではなく、「物語」や「象徴」結び

つけられたものとして存在している。なお、これらの対

象の核が「物語」や「象徴」と連動するには、両者間の

連動に相当の反復が必要である。「物語」や「象徴」と

感じ入る対象の核との相互作用、さらには相互作用にも

とづくステレオタイプの再生産には、時間の蓄積が前提

だからである。以上のとおり、対象の核が「一次的自然」

「二次的自然」「物」「人」といった相違に、ステレオタ

イプの生じやすさの程度は基本的に関係しないと考え

られる。 

ステレオタイプの風景観は、文化の生成における必然

的な帰結の一種とみることもできる。文化は「型」や「様

式」を内包しているからである。むしろ、「型」や「様

式」の形成をもって、文化の顕在的態様ということもで

きる。しかしながら、ステレオタイプ風景観の肥大化に

は難点がつきまとう。それは、二つの面における風景の

希薄化・貧困化である。 

一つ目は、ある対象を風景として主題化する認識（主

体が感じ入る力）が弱まる危険性である。具体的に換言

すれば、「絶景」と銘打ってマスメディアから与えられ

た風景、追憶追懐を呼び覚ますものとして写真集などに

おいてカテゴライズされた風景、古より風光明媚の地と

して権威づけられた風景などに、自らの「感じ入る」を

同調させたり、すり寄らせたりすることが過剰になるお

それである。この過剰さは、各自の風景観が豊饒化する

機会を阻害していると考えられる。 

まず客観的に風景が存在していてそれを主体が認識

するのでなく、自ら感じ入ることによって対象が風景に

なるのであるから、どのように感じ入るのか、何をとお

して感じ入るのか、何を中心に据えて感じ入るのかは、

主体によって、また同一主体であってもその時々によっ

て、多様なはずである。ある主体にとっての風景という

限定、そのときの風景という限定がありうる。したがっ

て他者と共有する同一の風景やある主体にとって常時

同一の風景が成立するとは限らない。 

他者とある対象を共有する風景が過剰であるなら、そ

れは画一化された風景観の現れであり、ある対象が主体

にとって常に不変の風景であるなら、それは固定化され

た風景観の現れである。画一的な風景観や固定的な風景

観には、ある対象を風景として主題化する認識（主体が

感じ入る力）の弱まりが内在化している。 

二つ目は、一つ目の結果として、ある対象を新たに「風

景」として見出しにくくなる危険性である。この危険性

は、ある対象を風景として主題化する認識（主体が感じ

入る力）の弱まりに依拠している。  

その一方で、新たに「風景」として見出す可能性を促

す動きがある。それは主に交通の手段・経路の発達によ

って主体が移動し、訪れることができる可能性の増大で

あり、それによって、「風景」として見出す際に存在し

ていた時間と空間の制約を緩和しつつある。それは、あ

る時期、ある場所において、従来とは異なったさまざま

な「風景」が発掘されることである。20世紀晩期から現

在までの日本社会に限っても、里山、棚田、古民家、干

潟、コンビナート・工場、廃墟などが、「風景」として
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新たに見出されて、あるいは再発見されて注目を集めた。

これらの「風景」でさえ時間的経過とともに陳腐化する。

そして、「里山○○コンクール」「棚田百選」「なつかし

い古民家」「廃墟の美学」「ラムサール条約登録湿地」

「工場夜景ツアー」といった形で「物語」や「象徴」に

昇華され、ステレオタイプ風景観の生成へ向かいつつあ

る。 

文化が伝達され共有されるものである以上、伝達と共

有の過程において革新が陳腐化することは不可避であ

るから、新たな「風景」とステレオタイプ化された「風

景」との関係も、この不可避的な渦中にあるといえよう。

したがって、ある対象を新たに「風景」として見出す際

にも、一つ目で挙げた画一的な風景観や固定的な風景観

が干渉する危険性は十分に推測される。新たに見出すこ

と自体を抑制する危険性も考えられる。 

ステレオタイプ風景観の肥大化には、以上のとおり、

二つの面における風景の希薄化・貧困化という難点があ

る。 

２．風景をめぐるステレオタイプの変遷 

（１）風景をめぐるステレオタイプの流れ

この章では、日本社会において、風景をめぐるステレ

オタイプがどのように変容してきたかを考察する。個人

の次元ではなく社会の次元であるから、表現され、伝達

され、ある範囲の人々に共有された一種の文化として、

風景をめぐるステレオタイプを取り上げることにする。 

ステレオタイプが込められた表現、伝達、受容は、絵

画、写真、語句・文章、詩歌、庭園といった媒体への各

種の関与をとおして行われる。その媒体の変遷を跡づけ

ると、名所絵→写真（名所絵はがき・風景カレンダー）

→写真（ソーシャルメディア上の個人撮影写真）という

大きな流れがみられる。この流れのなかにステレオタイ

プが集約的に見いだされるのである。この大きな流れは、

感じ入る心の動きの経路（または媒介状態）についてみ

ると、「象徴」「物語」から「視覚」への重心の移動であ

ると考えられる。 

この重心の移動は、「視覚」「複合的感覚」「説明」

「物語」「象徴」という５種類の経路における感じ入る

行為の高度化、つまり「視覚」→「複合的感覚」→「説

明」→「物語」→「象徴」という段階上昇に逆行する動

きである。一般原則からいえば、「視覚」から「複合的

感覚」への移動は非言語的感受の体系化の進行であり、

「説明」から「物語」へ、「物語」から「象徴」への移

動は言語的感受における意味付与の深化である。 

したがって「象徴」「物語」から「視覚」への重心の

移動は、反対に、言語的感受における意味付与の弱まり

であり、非言語的感受の非体系化の進行でもある。平た

くいえば、複雑から単純へ、理屈から率直へ、間接から

直接へ、観念から即物へと、感じ入る行為の動態が移り

変わったことを反映している。しかし、「象徴」「物語」

といった文化的な正統性や威信を帯びやすい経路から、

あたかも解放されたかにみえても、ステレオタイプの風

景観が生じる可能性が消えるわけではない。ステレオタ

イプ風景観は、「視覚」といった経路でも、十分に生じ

うるのである。 

（２）名所絵

名所絵は、平安時代の屏風絵に始まり、その後は絵巻

物に引き継がれ、江戸時代の浮世絵まで続いたといわれ

る。つまり、名所絵という系譜が日本美術史に存在し、

当時の屏風絵、絵巻物、浮世絵のなかに、モティーフと

して名所が描かれた作品が生み出され、鑑賞されたわけ

である注２）。 

名所と謳われる以上、著名な風景だったはずである。

ただし著名な風景とは、人口に膾炙しただけの風景でな

かったであろう。名所絵において当初は、和歌の歌枕と

された地の風景こそが名所であり、それがモティーフと

して描かれたからである。つまり視覚優位で名所を描写

した絵画ではない。歌枕の地を描いた名所絵は、平安時

代に始まり、鎌倉時代、室町時代を経て、その一部が江

戸時代まで続いたとされる。歌枕は各地に存在し、なか

でも「松島」「富士山」「天橋立」などは、名所絵に多く

描かれている。「瀟湘八景」のように漢詩と和歌の両方

に詠まれた海外の地も、名所絵にたびたび描かれている。

歌枕とされない地は、風光明媚であっても名所に値する

ものではなく、描かれるモティーフになりえなかった。 

当時の名所絵は、歌枕という形で特定の地名に特定の

情緒が結合され、「感じ入るべき」風景として設定され

たうえでの作品である。また、名所絵は、歌枕にちなむ

という「説明」と、先行する和歌が存在するという「物

語」と、特定の情緒を連想させる地名という「象徴」を

併せ持った作品である。歌枕とされた地名は、単なる位

置情報ではなく、謂われ・由来・故事などに結びついた

知識偏重的な情緒を喚起する「象徴」といえる。訪れた

ことがない地、直接伝え聞いたことがない地であっても、

歌枕が醸し出す知的な情緒ゆえに、描写に値する風景、

鑑賞に値する風景とみなされるのである。 

つまり歌枕に裏づけられた名所絵は、身体的な非言語

的感受よりも主知的な言語的感受が、著しく優越した風

景観を反映した作品である。しかも歌枕という一種のス

テレオタイプによって強く規定された風景観の所産と

いえる。「瀟湘八景」の「遠浦帰帆」「煙寺晩鐘」「同庭

秋月」「平沙落雁」などと、それらに対応した「近江八

景」の「矢橋帰帆」「三井晩鐘」「石山秋月」「堅田落雁」

などを描いた名所絵は、ステレオタイプ風景観の典型的

な表出といえよう。 

歌枕を題材にした名所絵には、相当の識字能力、言語

感覚、文芸知識をもった人々でなければ、描かれた当時、

接することはなかったであろう。少なくとも室町時代ま
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では、風景を眺め、感じ入るという日常的な個々の行為

を超えて、風景を主知的に鑑賞するという生活習慣は、

限られた階級だけが保有した文化である。したがって歌

枕というステレオタイプは、広範な人々に幅広く普及し

た風景観ではなかったと考えられる。 

しかし一方でその後、歌枕に無関係な地の風景が絵画

に描かれている。室町時代からの洛中洛外図における京

の各所や、江戸時代の一目図や浮世絵における江戸や主

要街道の各所が、その好例と考えられる。特に江戸時代

の名所浮世絵では、歌枕に無縁であっても、題材とする

にふさわしいとみなした地であれば、画家（絵師）はそ

の地に情緒を込めて描き出したのであろう。封建社会の

成熟にともなって行楽・旅行や木版画絵図が都市部であ

る程度普及し、町人階級が名所浮世絵を入手するように

なって、描き出された地が逆に名所として人々に認識さ

れる相互作用が展開したと考えられる。 

名所浮世絵は歌枕から解放された意味で、ステレオタ

イプではない風景観の契機になったであろう。そして人

気のあった名所浮世絵によって作り出された風景の地

の一部は、新たな名所として人々の間で認識されていっ

たと推測される。たとえば初代歌川広重の「名所江戸百

景」「東海道五十三次」にみられる「降雨」「霧」「雪景

色」などの気象状態、「茶屋」「渡し舟」「馬場」「呉服

屋」「とろろ屋」などの生業の場、「松明取り」「渡し船」

「馬市」「祭り」「凧揚げ」「花火」「干瓢」などの風物を

ともなって浮世絵に描き出された地が、名所として人々

の間に定着し、そのうち一部の風景が一種のステレオタ

イプへと変容していったであろう。

しかし名所浮世絵に新たに描き出された多数の地が、

その後も名所として固定化したわけではない。むしろ名

所と見なされるほどの評判を維持できず、次第に忘れ去

られた地のほうが圧倒的に多かったと考えられる。名所

浮世絵の最盛期は江戸時代後期であるが、名所浮世絵に

新たに描かれた風景が、その後の近代化の過程において、

名所旧跡の地あるいは景勝の地として、注目を集め続け

た地はほとんどなく、大都市の一地域や旧宿場町の中小

都市という平凡な扱いを受けてきた。この意味において、

「名所」すなわち「感じ入るべき風景」というステレオ

タイプの風景観を生み出すことは、基本的になかったの

であろう。なお、富士山は歌枕以来の名所であり、名所

浮世絵において新に新たに描き出された風景ではない。 

名所浮世絵に描かれた風景の地のほとんどが、その後、

近代において「感じ入るべき」風景へと移行しなかった

ことには、視覚重視の風景観が興隆したという背景があ

ると考えられる。視覚重視の風景観は、すでに鎌倉時代

から胚胎しており、歌枕に裏づけられた名所の風景に対

して、景色を意味する「景気」を尊重する風景観といえ

る。そしてこの「景気」を重んじる風景観は、江戸時代

に写実を重視する一群の絵画に流入し、「風景」という

新しい概念をもたらしたと指摘されている２）。南画系の

画家からは、陰影法や透視遠近法を用いた写実重視の

「真景図」も生まれたといわれる３）。それらの写実重視

の絵画は名所浮世絵とは系統が異なる絵画である。しか

し同時に、一部の名所浮世絵をはじめとする名所絵にも

写実性の強い遠近表現が導入されたという。また、当時

伝来した写真の表現からの影響も指摘されている４）。こ

のような視覚重視の流れのなかで、名所絵という風景の

表現様式が退き、終焉を迎えたということである５）。 

（３）風景写真の絵はがき

この視覚重視の流れは、写真の普及によって加速した

と考えられる。すでに江戸時代後期、日本社会に写真が

伝来し、前述した名所絵の一部にみられた写実表現にも

影響した可能性が指摘されている６）。そして近代化の過

程において、当初の写真は限られた好事家や愛好者が撮

影し、画像に見入り保存する関与形態だった。その後、

写真師とよばれた写真業者が冠婚葬祭、入学・卒業式な

どの行事、観光地訪問などの機会に一種の記念として撮

影して販売し、画像は消費者が見入り保存する関与形態

へと変化した。そして自己所有のカメラで撮影し、画像

に見入り保存する関与形態へと移り変わった。このよう

に写真をめぐる関与形態の重心が移行していった。さら

に近年では、携帯電話機などで自ら撮影した画像を、見

入り保存するにとどまらず―むしろ、それらをあまり

重視せず―、インターネットをとおして他者へ発信す

る関与形態が出現している。 

このように移り変わってきたなかで、ステレオタイプ

風景観のありように影響を及ぼした写真画像の普及と

して、観光地の写真絵はがきと風景写真のカレンダーを

挙げることができよう。本稿では観光地の写真絵はがき

を取り上げることにする。 

カメラや現像・プリントが低価格化する以前は、観光

地を訪れた際に、待機している写真業者に撮影を依頼し

て高価な画像を購入するか、あるいは当地の絵はがきを

購入することによって、訪問先の観光地を視覚的に表現

した思い出の画像とすることが行われていた。ただし、

写真業者が撮影した画像は高価であるから、観光用の絵

はがきを購入することが手軽であり一般的だった。絵は

がきは広告用や世相紹介用として、もともと写真ではな

く絵画やデザイン作品を印刷したものであり、絵画やデ

ザイン作品の絵はがきはその後も美術表現として存続

し、現在に至っている７）。 

絵はがきのうち観光用のものは、絵画やデザイン作品

の絵はがきもあるが、近代化の進行とともに急速に写真

が主流となった。写真を絵はがき用紙に印刷する技術も

次第に向上し、鮮明な写真絵はがきが、見る者の視覚に

直接訴えて観光地を強く印象づける効果をもたらした。

観光地に対して人々が抱く視覚イメージの形成に、写真

絵はがきが強い影響を及ぼしたのである。 
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写真絵はがきは、「繰り返し同じ場所・景物が撮影さ

れ、しかも同じような構図の平均化された写真がむしろ

特徴となる。オリジナリティや他と異なる表現が追求さ

れるのではく、よく売れるものに同質化され、均質化さ

れ、平均化されるのである８）」と指摘されるとおり、個々

の観光地の風景を視覚イメージとして人々に固着させ

る効果があったと考えられる。すなわち観光地の写真絵

はがきをとおして、生産者側と消費者側との間で相互に

影響を及ぼす過程で、ステレオタイプ化された観光地風

景が浸透し、定着していったと考えられる。正確にいえ

ば、ステレオタイプ化された観光地風景が写真絵はがき

という媒体をとおして再浸透し、再定着したのであろう。 

特に当初は、個々の観光地に点在する旧来の名所また

は準名所を撮影した写真絵はがきが、主流だったからで

ある。名所旧跡や知られた景勝地を撮影した写真絵はが

きは、生産者側にとっては無難な商品であり、消費者側

にとっては予想どおりの充足感を得られる土産物だっ

たのであろう。ただし観光地の写真絵はがきは、旧来の

名所絵に依拠した風景あるいは文人好みの風景みから、

自然景観そのものに対する視覚的把握へと重心が移行

していったのであろう。たとえば和歌山県の和歌の浦を

撮影した写真絵はがきの発行種類数をみると、白砂青松

と穏やかな海辺という定番化した風景に対して、荒波の

打ち寄せる海岸という当地の自然実態の風景が増加し

ていったことが指摘されている９）注３）。 

 このような変化がみられたとしても、観光地をめぐる

写真絵はがきは、ステレオタイプ風景観の反映という性

質が強いといえよう。名所旧跡や知られた景勝地はもと

より新たに付加したスポットであっても、観光地の地元

関係者にとっては、当地の魅力をさらに高めるステレオ

タイプの風景を作り上げ、そのイメージを普及、定着さ

せることが、集客に好都合だったからである。観光地訪

問者にとっても、当該観光地に付着したステレオタイプ

の風景に接して、期待にそった安堵感と充足感を得られ

たからである。 

写真絵はがきは、新たに付加したスポットであっても、

従来の枠組みまたはその延長線上に準拠した風景とし

て取り込んだ。この意味でステレオタイプ風景観を補強

する傾向が強かったといえる。たとえば、広大な砂浜と

夕日、満開の桜と残雪の山並み、青山の雄大な瀑布、花

畑と陽光に輝く海、荒磯と白亜の灯台、紅葉に彩られた

渓流、雪化粧した旧宿場の街並み、瀟洒な洋館、重厚な

古民家、林立する高層ビル、赤レンガの建物群、なまこ

壁の蔵通りなどは、観光地の写真絵はがきに典型的にみ

られる風景である。これらの風景は、名所旧跡でもなく

知られた景勝地でもなかったスポットを、ステレオタイ

プの風景へと押し込んでいった所産である。観光地が異

なっても、似たような風景が写真絵はがきに取り上げら

れ、ステレオタイプの風景観を補強していったと考えら

れる。 

（４）風景の個人撮影写真

観光地の写真絵はがきは、自己所有のカメラでモノク

ローム写真を撮影することが主流だった時代に隆盛を

極めていたが、経済的生活水準の上昇にともなって自己

所有のカメラでカラー写真を撮影することが普及する

と、次第に衰退していった。この隆盛と衰退は、高度経

済成長期の観光地の写真絵はがきが、現在では懐古趣味

的な収集や売買の対象品になって市場に出回っている

ことからうかがえる。自己所有カメラによるカラー写真

に込められた観光地風景の画像は、撮影者とその身近な

人々という私的な範囲の人々が見入り保存する程度だ

ったため、ステレオタイプ化された風景を新たに、ある

いは再び生み出すほどの影響力をもたなかったと考え

られる。つまり好まれる風景が私的世界に留まることで

個別化し、全体としてはステレオタイプ化された風景が

希薄化したのである。 

この傾向は、携帯電話機で撮影した写真の画像をデジ

タルデータで保存するようになっても、基本的に変わら

なかった。むしろ写真を容易に撮影し保存できる携帯電

話機によって、観光地風景にかぎらず私的世界の日常風

景をも手軽に写真撮影する習慣が普及したため、風景の

ステレオタイプ化は抑制されたと考えられる。

ところが、携帯電話機のなかでもスマートフォンの普

及を背景に、ソーシャルメディアをとおして、風景を含

む個人撮影写真を広範な人々に向けて発信する情報行

動が広がった。同時に、その発信された個人撮影写真を

見る情報行動も、広範な人々に定着した。特に一部の発

信愛好者たちは、自ら発信した画像がソーシャルメディ

ア空間で人気を集めることを追求していった注４）。その

ため、幅広く好まれる写真画像の制作を重視するように

なり、ここから再びステレオタイプ化された視覚に訴え

る風景が生み出される土台が出現した注５）。このソーシ

ャルメディア上の個人撮影写真にみる固着したイメー

ジの風景と、そこに潜むステレオタイプの風景観は、第

３章の花風景の事例において具体的に取り上げる。 

３．花風景にみるステレオタイプの現状 

 この章では、花風景、すなわち花を感じ入る対象の核

とする風景を取り上げ、日本社会の文化状況におけるス

テレオタイプの現状を考察する。花風景は、山野湖海、

建造物、行事などを対象の核とする風景に比較して、ス

テレオタイプを追究するうえで以下の特徴をもってい

る。 

一つ目として、花風景の場合、心の動きの内容状態、

すなわち当事者つまり感じ入る主体が込めた主観的意

味は、「探勝審美」「関心好奇」「畏怖畏敬」「追憶追懐」

という４種の状態のうち、圧倒的に「探勝審美」が優越

していて、種々の状態に拡散していない。したがって、
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心の動きの内容状態の相違とステレオタイプの形成程

度との関係に、目配りする必要がない。 

二つ目は、植生という自然地理的制約を一部ともなう

が、花風景の場合、基本的に所在地との結合による制約、

すなわち地理的位置による被規定性がない。花風景は

「どこであっても美しい」とされる傾向が明らかに強く、

特定の場所でなくても感じ入る対象の核になることが

できる。したがって、所在地の相違とステレオタイプの

形成程度との関係に目配りする必要がない。地理的位置

による被規定性が強かったのは、すでに述べた歌枕を題

材にした名所絵である。ただし花風景の場合、開花期と

いう面で時間的な被規定性をともなうため、開花植物が

少ない冬季の花風景には、ステレオタイプが生じやすい

かもしれない。 

三つめは、花を核とする風景は他を核とする風景に比

較して普遍的に好まれる傾向が強く、花風景を絵画、写

真などによって表現し鑑賞するだけでなく、花風景を眺

めるため行楽や旅行でその地を訪れる、あるいは花風景

を眺めるため栽培や作庭でその風景を作り出すなど、花

風景への関与をめぐって多様な営みが存在している。多

様な関与の営みがあるなかで、それらを通貫するように

形成されたステレオタイプは、それぞれの営みにおいて

どのように発現するか注目に値する。 

四つ目は、上記三つ目と関連するが、花風景の核であ

る花は、原生花園や高山植物群落のように自生的な場合

から、花風景の創出を意図しないが花風景として見出さ

れうる花卉畑・果樹園の場合を経て、植物園・庭園のよ

うに作為的な場合まで、花の産出における人為の程度に

幅がある。作為的な場合は、風景に感じ入る心の動きの

経路として、「説明」「物語」「象徴」といった言語的感

受が顕在化しやすいので、ステレオタイプを生じやすい

と考えられる。 

 以上の特徴をふまえつつ、多種多様な花のうち事例と

して桜を核とする花風景を考察する。桜は全国各地に植

栽され、花見というポピュラーな季節行事をともない、

精神論的な意味合いさえ与えられて、人びとの認識に深

く刷り込まれているからである。桜の花風景が有するこ

のような特異性は、桜をめぐってステレオタイプの風景

観を生み出す土台の存在を予測させる。 

 そこで、花風景のうち桜を核とする風景が、どのくら

いの比重を占めているかを、インターネット上にアップ

ロードされた画像件数と写真集における作品点数から

確認する。 

インターネット上にアップロードされた花風景の画

像件数のうち、桜を核とする花風景の画像件数を調べる

と、表１・表２に記載したとおり、春に開花する他の主

要な木本４種類（梅、桃、つつじ、藤）に比較して、全

体的傾向として明らかに件数の多いことがわかる。 

表１ 画像ヒット件数：「植物名」「花」「風景」 

漢字表記 ひらがな表記 カタカナ表記

梅 1220 うめ 501 ウメ 26.2 

桃 1980 もも 210 モモ  689 

桜 6750 さくら 3520 サクラ 2300 

躑躅 59.7 つつじ 511 ツツジ 169 

藤 501 ふじ 594 フジ  338 

「植物名」「花」「風景」は当該語に限定した。 

単位：万件、2020年 3月 19日検索。 

表２ 画像ヒット件数：「植物名」「花」「景色」 

漢字表記 ひらがな表記 カタカナ表記

梅 1520 うめ 86.5 ウメ 15.3 

桃 642 もも 105 モモ   69.6 

桜 1150 さくら 470 サクラ 111 

躑躅 11.3 つつじ 52.7 ツツジ  56.5 

藤 483 ふじ  65 フジ 184 

「植物名」「花」「景色」は当該語に限定した。 

単位：万件、2020年 3月 19日検索。 

表 1は、桜を含むこれら５種類の各植物名と「花」と

「風景」の語に限定し、この３語を「かつ」の論理的関

係に置いて検索した結果、ヒットした画像の件数（概数

表示結果）であり、表２は、桜を含むこれら５種類の各

植物名と「花」と「景色」の語に限定して、この３語を

「かつ」の論理的関係に置いて検索した結果、ヒットし

た画像の件数（概数表示結果）である。両表ともに、

Google で 2020年 3月 19日に検索した結果である。念の

ため、５種類の植物名は、漢字、ひらがな、カタカナの

３種類の表記に区別して検索した。 

「花」という語を入れた理由は、５種類の各植物名を

語として限定しても、人名、団体名、地名などの固有名

詞に該当する画像が混入する可能性があり、それをでき

るだけ排除するためである。たとえば「モモ」というペ

ットがいる「風景」の画像に対して、「花」の語を加え

ることによって、それを排除できるからである。それで

も、富士山を指し示す「ふじ」「フジ」が混入して、た

とえば富士山を背景にした何らかの花の風景・景色の画

像が含まれていた。「ふじ」「フジ」の場合を除いて、こ

のような混入が生じたとしても、ヒット件数の桁が十万

から千万までと極めて大きいため、表中の比較において

は混入件数による影響は無視してよいであろう。 

件数そのものをみると、表１では５種類の植物のうち、

漢字表記では「桜」の 6750 万件に対して、次いで多い

「桃」が 1980 万件あり、ひらがな表記では「さくら」

の 3520 万件に対して、次いで多い「ふじ」が 594 万件

であり、カタカナ表記では「サクラ」の 2300 万件に対

して、次いで多い「モモ」が 689万件である。いずれの

文字表記の場合も、桜が他の４種類の植物に比較して圧

倒的に件数の多いことがわかる。表２では、漢字表記で

は「桜」の 1150 万件に対して、「桃」の 1520 万件が上

回っており、ひらがな表記では「さくら」の 470万件に

26 Vol. 29, ２ ０ ２ １



対して、次いで多い「もも」が 105万件であり、カタカ

ナ表記では「サクラ」の 111 万件に対して、「フジ」の

184万件が上回っている。ただし前述したとおり、富士

山を指し示す「フジ」の混入を考慮する必要がある。漢

字表記では、桜が他の４種類の植物に比較して明らかに

件数の多いことがわかる。ひらがな表記とカタカナ表記

では、桜は５種類のうち２番目に多い件数であるが、1

番目に多い植物と同じ桁の範囲内の件数である。 

以上のことから、春に開花する代表的な木本類のうち、

全体的傾向として明らかに桜の件数の多いことが確認

できる。これは、多くの人々の認識において春の花の風

景・景色といえば、まず桜を思い描く傾向の反映と考え

られる。両表に挙げたとおり、春に開花する木本の代表

的な植物が他にも多々あるものの、人びとの認識におい

て桜の比重が極めて大きいことがわかる。 

次に市販または公開されているいくつかの写真集に

掲載された作品点数のうち、桜を核とする花風景の作品

点数を調べると、表３に記載したとおり、開花している

他の各種植物に比較して、全体的傾向として明らかに件

数の多いことがわかる。 

表３ 写真集における作品点数 

写真集名称 作品総点数 うち桜の花の点数 その他の花の合計点数 

①『1319人の風景写真―四季のいろ―』 1319 89＋α 200前後 

②『第 51回富士フィルムフォトコンテスト作品集』

（ネイチャーフォト部門）

（自由写真部門）

71 

71 

1 

5.5 

3 

0.5 

③『遺したい日本の風景Ｘ：自然と営み』 90 7 12 

④『第 93回国展作品図録』 173 1 2 

α：画像から桜とみなせるか多少でも不明確な場合をαと表記した。 

○○前後：花が核となっているか不明確な場合を除いて、概数を記載した。

0.5：２種類の花がともに核となっている作品では１種類あたり 0.5とみなした。 

資料出所：①日本風景写真協会編『1319人の風景写真―日本風景写真協会創立 10周年記念「四季のいろ」―』日本風景写真協会、

2011年。②富士フィルム株式会社編『第 51回富士フィルムフォトコンテスト作品集』富士フィルム株式会社、2012年。③日

本風景写真協会編『遺したい日本の風景―Ⅹ 自然と営み―』光村推古書院、2015年。④国画会写真部編『第 93回国展

作品図録』国画会、2019年。 

これらの写真集は花風景にテーマを限定した写真集

ではないが、それでも風景をテーマとする写真集におい

ては、①では桜の約 89 点の作品に対して、他の花はあ

じさい、蓮、コスモス、桃、スイレン、ヒガンバナ、椿、

菜の花、梅、スイセン、ヒルガオなど 20 種類、合計し

て約 200点の作品が掲載されている。③では桜の７点の

作品に対して、他の花は桃、あじさい、レンゲ、ルピナ

ス、菜の花、ヒガンバナなど８種類、合計して 12 点の

作品が掲載されている。①③からは、他の多種類の花に

比較して、桜の比重が大きいことがわかる。 

テーマが風景に限定されていない写真集においても、

②（自由写真部門）では全 71 点のうち桜が 5.5 点を占

めている。しかし、自由応募である②に比較して本格的

な写真家の芸術的作品を集めた傾向の強い④では、全

173点のうち桜は１点にすぎない。ここから、写真の撮

影・作品制作において桜を核とする風景が、芸術性を醸

し出す被写体というよりは、ポピュラーな人気を反映し

た被写体であることが垣間見ることができる。 

以上のとおり、インターネット上にアップロードされ

た画像件数と写真集における作品点数からみて、桜を核

とする風景が、他の花風景に比較して特異な比重の大き

さを示しており、桜の比較優位という程度ではない。こ

の桜に対する選好の偏りは「花風景といえば、まず桜」

という一種のステレオタイプ風景観の現れであると考

えられる。しかもこの桜への偏りは、たんなる個人の選

好と風景観を超え、現代日本社会における広範な人々に

共有されている選好であり、風景観であると考えられる。 

４．花風景にみるステレオタイプの背景 

前章では、桜に偏った花風景が生み出されていること

を確認した。そして、桜へのこの偏りをステレオタイプ

風景観の現れとしてとらえた。それでは、この状況をも

たらしている背景は何であろうか。ここで、桜をめぐる

ステレオタイプ風景観の背景を探ることにする。背景と

して、語意、季節の指標および生活空間における、桜へ

の固着した偏りを取り上げる。 

 まず語意としては、例として「花」の語意を挙げるこ

とができる。辞典類の記述では、比喩的な語意を除けば、

「花」とは第一に、種子植物、特に被子植物の有性生殖

器官全般を指すほかに、第二に、桜の花を指すことが通

説である。ただし第二には、梅の花を加えている記述も

みられる。「花」といえば種々の花のうち特に桜の花を

指すことは、平安時代後期からであり、それ以前は梅の

花を指していたことが、語意の時代的変遷として定着し

た理解になっている。 

「花」を桜の花とみなすことについては、たとえば小
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野小町の著名な短歌「花の色は移りにけりないたづらに

わが身よにふるながめせしまに」が、平安時代に編纂さ

れた古今和歌集においては、抽象的・一般的に花を指す

と現在解釈されているが、その約 300年後、鎌倉時代に

編纂された小倉百人一首においては、桜の花を指すと現

在解釈されている。そして後者における解釈には、撰者

である藤原定家が、この短歌の「花」を桜の花とみなし

たことが影響している、と指摘されている。さらに、古

今和歌集の編纂当時は、桜を特定するのではなく、漢語

としての「百花」や歌の言葉としての「千種の花」に由

来する抽象的・一般的な「花」の概念が生きていたと指

摘されている 10）。したがって、この短歌に限らず、後世

において「花」を桜とみなしがちな解釈が独り歩きし、

補強されて現在に至っているのであろう。すなわち固定

観念的な「花」の理解である。 

季節の指標としては、例として気象庁による生物季節

観測の観察対象を挙げることができる。生物季節観測と

は、全国の気象官署で、植物の発芽・開花・落葉の日、

昆虫や鳥類の鳴き声を初めて聞いた日、同じく姿を初め

て見た日などを指標として、季節の変化を把握する一つ

の方法である。観察対象とする動植物の種目には変遷が

あるが、1953 年から現在までデータが蓄積されている
11）。 

表４ 生物季節観測種目（植物） 

あじさい開花 あんず開花 あんず満開 いちょう発芽 いちょう黄葉 いちょう落葉 

うめ開花 かえで紅葉 かえで落葉 かき開花 からまつ発芽 ききょう開花 

くり開花 くわ発芽 くわ落葉 さくら開花 さくら満開 さざんか開花 

さるすべり開花 しだれやなぎ発芽 しば発芽 しろつめくさ開花 すいせん開花 すすき開花 

すみれ開花 たんぽぽ開花 チューリップ開花 つばき開花 でいご開花 てっぽうゆり開花 

なし開花 のだふじ開花 ひがんざくら開花 ひがんざくら満開 ひがんばな開花 もも開花 

やまつつじ開花 やまはぎ開花 やまぶき開花 ライラック開花 りんご開花 

 資料出所：hptts://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html 

最終検索日：2020 年 3 月 13 日 

2021年からは大幅に縮小されるが、観察対象の植物に

は、表４のとおり、あじさい、いちょう、うめ、かえで、

たんぽぽ、でいご、なし、ライラック、りんごなど、身

近な野生植物、庭園木、果樹、地域特性をともなう植物

を含む 41 種目が設定されてきた。表中の記載からわか

るとおり、「さくら」については開花日と満開日という

２つの種目が設けられ、「ひがんざくら」についても開

花日と満開日という２つの種目が設けられている。全 41

種目のうち、開花日と満開日が設けられているのは、

「さくら」と「ひがんざくら」である。 

気象庁のこの生物季節観測のホームページには、「さ

くらに関する情報」の項目が独立して設けられ、各地の

過去の開花日、過去の満開日、本年の開花状況、本年の

満開状況が詳しく紹介されている。このデータの一部は、

毎年春季にテレビ、インターネット、新聞などの気象情

報（天気予報）において、桜の開花予測や満開予測、あ

るいは「桜前線」などとして繰り返し紹介されていると

おりである。桜の花に関するこの情報提供は一種の疑似

環境の作出であり、人々に桜を核とする花風景を、毎年

のように想起させる機能を果たしている。 

以上のことから、観察対象の種々の植物のなかでも、

桜が特別に重い扱いを受けていることがうかがえる。も

ちろんこの特別な扱いは、気象庁による桜への愛着では

なく、広範な人々の桜に対する関心に応えて気象庁が対

処した結果であろう。とはいえ、長年に亘る桜に対する

この特別な扱いが、桜は重視されるべきものだという認

識を人々にもたらすことは否めない。桜に対する人々の

認識と桜に対する気象庁の扱いが相乗作用して、桜を核

とする花風景が反復的に補強されていると考えられる。 

 生活空間としては、例として道路緑化樹木を挙げるこ

とができる。道路を緑化するためさまざまな種類の高木

と中低木が各地に植栽されており、これらの樹木は、

人々が見物に訪れる目当ての景物ではなく、日々の生活

において接する存在という性質を色濃く帯びている。目

新しさを欠くものの、日常の風景を思い描くとき、その

中に刻み込まれている存在である。生活環境という慣れ

ゆえに、「街路樹といえば〇〇の木」「道路沿いには〇

〇の木が当たり前」という固定的な認識を形成しやすい。 

 道路緑化樹木の時期別、種別の本数は、表５に示すと

おりである。これは、国・地方公共団体および高速道路

会社が管理している道路緑化樹木のうち高木（樹高 3m

以上の樹木として管理する樹種）の総本数と、そのうち

上位 10 種の樹種の本数である。表中の記載からわかる

とおり、サクラ類の本数は、直近の調査年に当たる 2017

年では 520千本であり、総本数 6701千本のうち 7.8％を

占めている。30 年間の推移をみると、サクラ類は 1987

年から 2017 年まで一貫して２位を占めている。道路緑

化樹木としてサクラ類は代表的な樹種といえよう。樹木

は一般に寿命が長く、植樹後の植え替えを頻繁には実施

しないため、上位樹種の劇的な交代はみられない 12）。 

一貫して１位を占めているイチョウと２位のサクラ

類について、数値の推移を追うと、1987年ではイチョウ 
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表５ 道路緑化樹木（高木）の上位 10 種の本数と推移   単位：千本 

順

位 

1987年 1997年 2007年 2017年 

樹 種 本数 樹 種 本数 樹 種 本数 樹 種 本数 

１ イチョウ 486 イチョウ 591 イチョウ 572 イチョウ 547 

２ サクラ類 260 サクラ類 428 サクラ類 494 サクラ類 520 

３ プラタナス類 258 ケヤキ 412 ケヤキ 478 ケヤキ 462 

４ トウカエデ 238 トウカエデ 317 ハナミズキ 333 ハナミズキ 362 

５ ケヤキ 133 クスノキ 247 トウカエデ 317 トウカエデ 312 

６ カシ類 129 プラタナス類 229 クスノキ 271 クスノキ 261 

７ クスノキ 128 ハナミズキ 210 モミジバフウ 196 ナナカマド 189 

８ ナナカマド 110 ナナカマド 193 ナナカマド 196 日本産カエデ類 183 

９ シダレヤナギ 109 シラカシ 179 プラタナス類 163 モミジバフウ 173 

10 ニセアカシア 106 日本産カエデ類 144 日本産カエデ類 150 クロガネモチ 148 

総本数 3708 総本数 6208 総本数 6675 総本数 6701 

1992，2002，2012 の各年は記載を省略。 

資料出所：飯塚康雄・船久保敏『わが国の街路樹Ⅷ』国土交通省国土技術政策総合研究所、2018 年、69 ページ。 

486 千本に対してサクラ類 260 千本だったが、徐々にサ

クラ類の本数が追い上げて、30年後に当たる 2017年で

は、イチョウ 547千本に対してサクラ類 520千本まで接

近している。サクラ類以外では、ハナミズキとケヤキの

本数が明らかに増加傾向にある。上位 10 位以内の樹種

のうち、花または花苞が目立つ樹種はサクラ類とハナミ

ズキの 2 種にとどまっており、2017 年時点でサクラ類

520 千本に対してハナミズキ 362 千本である。直近調査

時点での本数と 30 年間の本数の推移から、道路緑化樹

木においてサクラ類は比重の大きい樹種といえる。街路

樹の花風景といえば、サクラ並木が代表的といえよう。 

サクラ類が有する大きな比重は、道路管理機関による

桜への愛着というよりはむしろ、桜に対する一般的な人

気を推しはかって管理機関が対処した結果であろう。と

はいえ、サクラ類を重んじるこの対処は、他の花木では

なく桜の街路樹が当たり前のものだという認識を人々

にもたらす機能を果たす。桜に対する人々の認識と桜に

対する道路管理機関の扱いが相乗作用して、桜を核とす

る街路の花風景が反復的に補強されていると考えられ

る。 

以上のとおり、語意、季節の指標および生活空間の各

例からみて、桜を偏重する概念や扱いが社会に定着して

いることが、桜の花が花風景を席捲している背景の一部

をなしているのであろう。語意と季節の指標は人々にと

って情報環境の一部であり、生活空間は人々にとって物

的環境の一部である。ただし、どちらの環境も人為が加

えられた環境である。このような環境のもとで、桜を核

とする花風景が特別に意味付与され、ステレオタイプな

風景観が再生産されていると考えられる。 

５．ステレオタイプ風景観の再生産 

 これまで、第１章では、風景に関する３つの次元から

みたステレオタイプの態様とステレオタイプ風景観の

問題性を考察し、第２章では、名所絵、風景写真の絵は

がきおよび風景の個人撮影写真を取り上げて、風景にお

けるステレオタイプの変遷を考察した。そして第３章で

は、インターネット上の花風景の画像と市販または公開

されている写真集を例として、桜を核とする花風景にみ

るステレオタイプの現状を考察し、第４章では、語意、

季節観測および生活空間を例として、第３章の背景を考

察した。 

たとえば花風景については、「花風景といえば桜」

「春の風景といえば桜」というようなステレオタイプの

風景が表出されたり、発信されたりしていると同時に、

桜に偏った情報環境と物的環境の実態という背景が存

在し、ステレオタイプの風景を現出する風景観が生み出

されている。また、桜をめぐるそのようなステレオタイ

プの風景とその母体になっている風景観が優勢な状況

下で、桜に偏った情報環境と物的環境が維持または増強

されている。つまり、桜をめぐる固着したイメージの表

出・発信と、桜に偏った情報環境と物的環境という実態

の両者が、相互に影響を及ぼしつつ、このステレオタイ

プの風景観を再生産している。 

桜を核とする花風景は、花木品種や花見の由来、開花

予測などの「説明」、桜にまつわる古典文芸作品や歴史

上の出来事に結びつけられた「物語」、生と死、華やか

さと儚さ、規範と逸脱などの多義性と相互矛盾をともな

った「象徴」13）、これらの「感じ入る」経路を重層的に

備えた風景である。それゆえステレオタイプの風景観を

再生産しやすかったと考えられる。しかし現在では、写

真画像をとおした「視覚」という直接的な「感じ入る」

経路が優勢の状況であるにもかわらず、その風景が広範

な他者に向けて表出され、発信され、人々に容易に共有

されているため、ステレオタイプの風景観を再生産しつ

つあると考えられる。「感じ入る」経路のうち低次と思

われた「視覚」優位の風景であっても、その蓄積と普及・

浸透さらに情報環境・物的環境との相互作用によって、

結果的にステレオタイプの風景観を再生産するのであ
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ろう。 

一方、桜を核とする花風景は、歴史的に日本文化の一

部分として成立しているのであり、桜以外の花を核とす

る花風景に比して明らかに優勢なだけで、ステレオタイ

プ風景観の反映ではないという見解が予想される。しか

し前述したとおり「説明」「物語」「象徴」が重層化され

た下で、桜への偏重という現象が生じてきたことや、重

層化から離れた「視覚」優位の現状でも、桜への偏重と

いう現象が形を変えて存続していること、また、環境と

の相互作用をとおして、そのような現象をもたらす構造

が成立している。したがって桜を核とする花風景の表面

的な優勢ではなく、ステレオタイプの風景観から必然性

をもって生み出された現象としてとらえるべきであろ

う。ステレオタイプの風景観から生み出される構造が成

立しているからこそ、「視覚」優位の状況でも花風景に

おける桜への偏重という実態が存続しているのである。

「視覚」優位の風景であっても、事後的に「説明」「物

語」「象徴」といった言語的感受を発掘したり、創出し

たりして、平板化した風景を作為的に補強しうる注６）。 

このようなステレオタイプの風景観は、桜を核とする

花風景に現れるとは限らない。現状では、桜以外の花風

景に現れる見込みはないと考えられるが、何らかを偏重

する構造が形成されれば、そこにステレオタイプの風景

観が活性化し、花風景に限らずある種の風景が席捲する

ことで、そのような風景観が具現する可能性が考えられ

る。 

また、すでに述べたとおり、歌枕の地を風景として描

いた名所絵、風景写真の絵はがきも、ステレオタイプ風

景観を反映した所産である。前者は、感じ入る心の動き

の経路について「説明」「物語」「象徴」といった言語的

感受の強い経路によって支えられていた。そしてその背

後には、正統性と威信を帯びた文化の構造が存在してい

た。後者は、「視覚」重視の流れに現出した風景である

が、絵はがきの生産者側・販売者側による定番化した観

光地風景の描写と、消費者側が満足する風景イメージと

の相互作用の下で成り立っていた。その背後には、風景

の商品化という経済の構造が存在していた。 

すなわち、感じ入る心の動きにおいて、言語的感受が

強い経路であっても非言語的感受が強い経路であって

も、ステレオタイプ風景観は十分に機能し、再生産され

うるとうことである。ただし、心の動きの５種類の経路

のうち、視覚だけでなく聴覚、触覚、嗅覚などの「複合

的感覚」は、ステレオタイプ風景観に関与した「視覚」

「説明」「物語」「象徴」のいずれでもない消去法的な論

理において、風景の豊穣化にとってひとつの手がかりに

なる可能性がある。それゆえ、「複合的感覚」を尊重す

る風景観の所在と仕組みを探る必要があろう。いずれに

せよ、風景の革新という観点から、ステレオタイプ風景

観の生成と動向を注視することが、風景の豊饒化を追求

するうえで必要と考えられるのである。 

注 

注 1）主体が感じ入る対象のうち核になっている存在を

指す。空間の像でいえば、通勤者群と駅舎という２種

類の核のほかに、駅前広場、道路、街路樹、自転車、

空模様なども朝の通勤風景を構成している。 

注 2）日本の名所絵には、大和絵－景物画－名所絵とい

う系統とともに、漢画のうちの山水画の系統があった

といわれる 14)。 

注 3）絵はがきの変遷が詳細に考察されるなかで、写真

や視覚が重みを増していった風景観の変容が論じら

れている 15)。 

注 4）絵画や写真として「生産」された風景は、複製技

術に支えられ、商品として「流通」し「消費」された

といわれる 16)。 

注 5）視覚の突出にともなう風景の平板化は、表現・伝

達媒体の発達を土台として 20 世紀にも生じていたと

いう 17)。 

注 6）写真や映像などの複製された自然のイメージが、

自然そのものとの接触のなかに身を置くことを不可

能にしたと指摘されている。この接触は、複合的感覚

に相通じると考えられる 18) 。 
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労働主体としての個人の役割 

―職業概念の一前提を再検討する枠組み― 

Role-set Taken by Each Individual Worker 

 : A Framework for Reconsidering a Prerequisite of the Concept of Occupation 

 

秋山  憲治＊ 

 Kenji  AKIYAMA 

  

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

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

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

though the types of work are regarded as occupation in contemporary society. This paper provides the 

framework for reconsidering the role-set. Future studies can explore the types of work.  

 

１．個人の役割への着目 

本稿の目的は、職業が労働主体としての個人の役割で

あるとする黙示的な前提について、社会的実在としての

職業におけるその構造的な状況と背景などを考察して

位置づけ、この黙示的な前提を職業概念に置くことの含

意と問題性と可能性を検討するものである。ただし、社

会的実在としての職業における個人の役割の経緯と動

向に関する検討は次稿で取り上げることにし、本稿では

職業における個人の役割について、視点や概念を整理し、

次稿においてこの役割を解明するための枠組みを提示

する。なお本稿は、理念型としての職業が個人単位の労

働として成立しうるのか、個人の役割として成立しうる

のか、この黙示的な前提が今後の労働のあり方を考える

上で、どのような問題性と可能性をもっているか、とい

った問題関心にもとづいている。 

本稿に先立って筆者は４篇の小論、すなわち、①「職

業における自己実現志向の問題性」、②「職業概念と自

己実現イデオロギー」、③「分業の形成と展開―職業

概念の前提として―」、④「市場における労働成果の

交換―職業概念の前提として―」を公表した１）。こ

れらのうち①②をとおして、筆者は職業における自己実

現イデオロギーの実践的問題性と理論的問題性を追究

した。前者の問題性は、自己実現イデオロギーが学校教

育、キャリア形成、企業経営などをとおして、職業生活

の疲弊と職業世界の劣化を看過する機能を果たしてい

ることであり、後者の問題性は、ドイツの Beruf（天職）

の観念が日本の社会学に移植され、それを背景に自己実

現イデオロギーが職業概念に結びつけられたことによ

って、理念に偏った概念が定着していることである。そ

こで、本稿を含む一連の論考では、職業が社会的実在と

して形成されてきた仕組みに立ち返って、職業概念を再

構築することを試みる注１)。 

職業概念には、職業という行為が労働の一形態である

こと、労働の対価として生計維持に充てうる収入をとも

なうことなどの明示的な諸前提とともに、分業、労働成

果の市場交換、個人の役割、理念的正当性といった黙示

的な諸前提を見出すことができる注２）。この黙示的な諸

前提のうち、分業を取り上げた論考が③であり、労働成

果の市場交換を取り上げた論考が④である。 

本稿では③④に次いで、個人の役割を取り上げること

にする。個人の役割を取り上げる理由は、職業の実態に

おいて、個人ごとの役割が未熟だった歴史があったり、

個人ごとの役割化が 21 世紀初頭の現時点まで遅れて進

行中だったりと、黙示的前提であることを疑う経緯や動

向がみられるからである。たとえば、19 世紀末・20 世

紀初頭の日本の工場にみられた親方請負制、20世紀中盤

の「日本的経営」にみられた集団主義的な人事・労務管

理、1960・1970年代の先進諸国にみられた「労働生活の

質」あるいは「労働の人間化」の追求における自律的・

半自律的作業集団、現在でも日本の自営業の家族従業者

に幅広くみられる無償労働などである。すでに述べたと

おり、個人の役割をめぐる経緯と動向については次稿で

取り上げることにし、本稿では、職業における個人の役

割について視点や概念を整理し、個人の役割を解明する

ための枠組みを提示する。 

 

２．個人単位の労働 

 職業概念においては、個人単位の労働であることが暗

黙の前提になっている。すなわち個人ごとにとらえた労

働である。たとえば職業概念を示すにあたって、分類上
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の操作的定義ではあるが、「統計基準日本標準職業分類

（平成 21 年 12 月設定）」では、職業を「個人が行う仕

事」であり、仕事とは「一人の人が遂行するひとまとま

りの任務や作業」を指すという原則を定めている。「国

際標準職業分類（ISCO-08）」においても、「仕事」と「職

業」との関係的位置づけおよび定義は、「日本標準職業

分類」とほぼ同様である１）。一方、「日本標準産業分類

（平成 19 年 11 月改定）」では、産業とは「事業所が行

う活動」としている２）。このように操作的定義において

も、職業が個人単位の活動であるとして、産業との区別

が明示されている。 

また、社会学の辞典・事典のうち、もっとも明確に個

人単位の活動であることを述べたものは、次のとおりで

ある。「職業とは、社会的分業体系における個人の地位

と役割を表すものであり、社会的に割り当てられた役割

を果たすことにより、その経済的報酬によって自己と家

族の生計を支え、その社会的評価によってある一定の社

会的地位を得、かつまた個人的能力の発現によって充実

感を見出す可能性のある、個人の社会的に有用な継続的

活動である」３）。すなわち、「個人の地位と役割」「個人

的能力の発現」「個人の社会的に有用な継続的活動」と

いった語句が盛り込まれていることからわかるとおり、

職業が個人単位の活動であることを前提にしている。 

この点は、職業の概念に関する各種の辞典・事典の記

述に共通している。「個人が独立の社会的単位として存

在するために…」、「個々人が自立して生活し、その社会

的人間としてのアイデンティティを確保するために…」、

「個人は職業に従事することにより社会的分業の一端

を担うことで当該社会の一員として受け入れられるだ

けでなく…」のとおり、職業概念において個人が主語と

して前面に打ち出されている４）。職業はあくまで個人を

単位とする概念なのである。また、職業（occupation）

の定義おいて、目的とするものを追求するという面をも

った活動であり、その追求をする主体が個人であるとさ

れている５）。 

 以上のとおり、職業は個人単位の活動とされる。この

活動が、経済的生産という観点からすれば労働であるこ

とはいうまでもない。個人単位の労働とされることの背

景の一つとして、近代化のイデオロギーを挙げることが

できる。近代化を支えたイデオロギーは相互に関連する

いくつかの要素によって構成されているが、職業概念を

方向づけたものは、そのうち個人の存在と行為に対して

正当性と優越性を与える理念である。個人は他に還元で

きない最小の単位であり、集団ごとではなく個人ごとに

振舞い、扱われることが、あるべき姿として社会に浸透

した。しかも、社会のたんなる原子的な構成素を超え、

社会を構築する営為の主体として描き出されたのであ

る。 

労働についていえば、前近代の共同体において身分秩

序の下で運命的に割り当てられ、半強制的に従事させら

れた労働から解放され、自由な意思にもとづいて個人が

選択し、従事する労働へと変化することが謳われた。し

かし近代化の進行過程において大半の職業は、自由な意

思にもとづく個人各人の労働が成立しないうちに、各人

の人格を捨象した個々の労働力へと変質していった。こ

のように、職業という社会的実在が近代化の過程で形成

された以上、近代化イデオロギーの一部分をなす個人へ

の価値づけと、そのイデオロギーを具現した制度化が、

職業概念に強く作用したといえよう。 

職業が個人単位の労働とされることには、他にもう一

つ主要な背景を挙げることができる。それは、労働が身

体活動として主に把握されてきたことである。直接に物

質的財貨を生産する労働には、このように把握される傾

向が強かった。この把握は、前近代においては特に顕著

であり、労働と、現代では職業とみなされている他の諸

活動との区別、たとえば行政、組織運営、販売、金融、

医療、法務、宗教、教育などとの区別も、ほとんどの場

合この点を指標としていた。現代でも、ホワイトカラー

の職業を労働とみなしたがらない日常感覚が人々の間

に残存している。 

 身体活動として労働を把握することは、労働が個人各

人の動作という外面的形態に依拠した視点に立脚して

いる。奴隷のように強制された労働であっても、動作を

司る脳髄は個人各人の身体に個別に存在している以上、

労働の動作は個人ごとに実行されている、という単純な

解釈が可能である。 

ところで、労働には目的志向性が本質的に内在してい

るとされてきた。つまり労働は、意図せざる結果として

何かを生み出すといった目的を欠如した行為でもなく、

遊びのようにそれ自体を目的とする行為でもなく、目的

を実現するための手段的な行為であるとされてきた。こ

のような認識や遊びとの区別は、労働のとらえ方として

定着している。したがって、この性格がたとえ労働する

当事者の認識において弱い場合があるとしても、その動

作は、少なくとも何らかの形で目的を志向している意思

の現れと解釈されるのである。この意思は、当然ながら

労働する当事者個人ごとの意識であるから、身体活動と

してとらえた労働は個人単位なのである。 

 しかしながらひとくちに個人単位とはいえ、その労働

には、作業の次元と役割の次元との相違が存在している。

作業の次元とは、労働における技術的作業過程の側面で

あり、この次元では、労働に携わる者の技術的能力の投

入が焦点をなしている。一方、役割の次元とは、労働に

おける他者との関係存在すなわち社会的行為過程の側

面であり、この次元では、労働に携わる者の意思や自律

性・他律性が焦点をなしている。前者の次元と後者の次

元において、個人が労働の単位であることは異なった様

相を呈する。後者の次元については、第３章で検討する
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こととし、ここでは前者の次元を取り上げる。前者の次

元、すなわち作業の次元における労働の個人単位性であ

る。 

 作業の次元において労働に携わる者の個人単位性が

成り立つには、仮説として次の４条件が必要と考えられ

る。前述したとおり、この４条件は労働における技術的

作業過程の側面からみたものである。すなわち各人の作

業において、 

①一人分にふさわしい作業の量であること（作業量） 

②作業の質が必要な水準を満たしていること（質水

準） 

③作業の内容が相互に関連づけられていること 

（内部関連性） 

④作業の範囲が他の者と区別されていること（対

外境界性） 

である。①は、一人分の作業量に対して過小または過剰

ではなく適量であるか、という点である。過小であれば

従事者個人にとっていわば片手間仕事になり、過剰であ

れば従事者個人が十分に遂行できず、一人が担う範囲が

曖昧化せざるをえないから、個人としての単位性が不十

分である。②は、作業の質が労働として成熟しているか、

という点である。未熟であればいわば研修中や見習い中

のように、個人としての単位性が不十分である。③は、

一人が担う範囲内で作業内容が相互に断絶せず関連づ

けられているか、という点である。相互に断絶していれ

ば作業内容が分離状態であり、一人の作業として未統合

であるから、個人としての単位性が不十分である。④は、

一人の作業として他の者の作業から分立しているか、と

いう点である。未分立であれば、作業範囲の外縁に他の

者との境界が存在しないのであるから、個人としての単

位性が不十分である。 

 以上のとおり、各人の作業において４条件を満たすこ

とが、労働における個人の単位性に必要と考えられる。

これらの条件は技術的作業過程の形式的な条件である

が、個人としての単位性の成立にとって、第一段階とし

て必要といえよう。したがってこの条件を満たさない実

在の労働を、労働における個人としての単位性の観点か

ら、どのように把握すべきか問われるのである。 

 

３．役割遂行としての個人単位の労働 

 第２章において、職業が個人単位の労働として把握さ

れてきたこと、およびその背景をふまえ、労働における

個人単位性、すなわち個人単位の労働が成立する条件を

考察した。しかしながらそれらの条件は技術的作業過程

の形式的な条件であり、労働における個人の単位性の成

立にとって、いわば第一段階といえる。それに対して第

二段階は、個人の役割としての労働である。すなわち労

働において役割が個人単位に遂行されることは、個人単

位の労働が成立するための実質的な条件であり、技術的

作業過程を超えた社会的行為過程としての労働への従

事を問うことに当たる。 

 役割は他者との関係性において存在するから、職業の

黙示的前提となっている個人の単位性を、労働に従事す

る者の意思の効力や自律性・他律性のあり様といった観

点から問ううえでふさわしい。また役割は、従事者に内

面化しているため、本人が自覚的に主題化していない場

合から、達成目標や責任といった目的志向の枠組みのな

かで本人が自覚的に主題化している場合までを包含し

ている。それでも自覚的に主題化しているか否かにかか

わらず、労働をめぐる何らかの社会関係またはその集積

としての集団（雇用関係、分業・協業、職場集団、対消

費者・対取引先など）のもとで、役割の遂行は他者から

期待されている（当然そうするだろうと予測されている）

のであるから、従事者の労働が社会的行為過程として展

開しているとみなすことができる。期待どおりに遂行し

ない（当然そうするだろうという予測に反する）場合で

あっても、それは他者からの期待に対する消極的あるい

は否定的な態度の現れであるから、やはり従事者の労働

が社会的行為過程として展開しているとみなすことが

できる。さらに役割である以上は、何らかの社会関係の

もとで、一過的ではなく継続あるいは反復によって安定

している。すなわち役割は、時間的持続のなかで存立し

ている。 

以上のことから、役割の遂行を問うことは、労働にお

ける個人の実質的な単位性、つまり形式ではなく社会的

実在としての単位性をとらえるうえで有用と考えられ

る。労働において役割が個人ごとに遂行されるか否かは、

個人単位の労働という職業概念の黙示的前提を再検討

する有力な手がかりといえる。 

なぜなら、集団的統制が強い労働形態や組織化された

労働形態の場合、個々の従事者において役割遂行の個人

単位性がかえって疑わしい可能性が考えられるからで

ある。従事者たちの寄せ集め状態であって組織化されて

いない労働形態であれば、役割遂行は必然的に個人単位、

それも原初の労働形態ゆえに散在する個人単位にとど

まる。しかし労働自体が遊びや気晴らしとは異なって目

的意識を内在化させた行為であるから、次第に効率向上

のため労働集団内での統制や経営体内での組織化が生

じざるをえない。それらの内部で分業・協業が組み立て

られ、個々の従事者の役割が相互に関連づけられていく

のである。 

このような関連づけにおいて、個々の従事者の役割が

曖昧化する面が出現する。もちろん全面的には曖昧化し

ないであろうが、権限と絡んだ職務範囲や責任と絡んだ

労働成果について、従事者個人ごとの役割が曖昧化する

可能性が考えられる。労働集団内での統制や経営体内で

の組織化が、システムとしての活動である以上、全体を

構成する各部分としての従事者各人が、相互に依存しあ
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う関係として存立することは不可避である。近代化の流

れの下で目的合理的に個々の従事者の役割を全体とし

て体系的に整えようとするとき、従事者個人ごとの役割

の曖昧化という逆説が生じうるのではないだろうか。 

 以上をふまえて作業の次元を超えた役割の次元、すな

わち役割遂行としての労働における個人の単位性が成

り立つには、仮説として次の４条件が必要と考えられる。

前述したとおり、この４条件は労働における社会的行為

過程の側面からみたものである。すなわち各人の役割遂

行において、次のとおりである。 

①対他者性があること 

②独立性があること 

③専門性があること 

④安定性があること 

①は、職場構成員、組織管理者、近接職種従事者、ク

ライエントなどとの間に社会関係が存在していること

である。それらの社会関係における当人の対他者性の態

様は、他者に対して、たとえば対等な分担協力者である、

指揮命令序列における下位者である、職域問題の競合相

手である、生産者・供給者であるなど、従事者の労働の

諸局面においてさまざま役割となりうる。 

②は、他者との社会関係が存在するにもかかわらず、

労働する従事者の人格が行為者として他者から独立し

ていることである。すなわち、当人の労働の諸局面に亘

り、顕在的または潜在的に行為主体として何らかの意思

を込めることができることである。この意思とは、協力

志向、目標達成意欲、不充足感、競争心、責任自覚など

多様な形をとる。 

③は、従事者の労働内容が狭すぎず・広すぎずの範囲

で専門化していることである。この専門化は、一定範囲

の知識・技術・技能が高度化することに支えられている。

労働内容が狭すぎれば知識・技術・技能が偏っていて専

門性が高まらず、広すぎれば知識・技術・技能が統合せ

ず専門性が高まらない。専門性によって、その従事者な

らではの担当が労働内容の面で明確化する６）。 

④は、その労働への従事が一定期間、たとえば１年間

以上に亘って継続または反復していることである。つま

り労働への従事が時間的に安定していることが必要で

ある。短期間の従事では、一過的な社会的行為の連続に

とどまり役割まで至らない。安定性によって、その従事

者ならではの担当が時間の面で明確化する。 

以上のとおり、各人の役割遂行において４条件を満た

すことが、労働における個人の単位性に必要と考えられ

る。これらの条件は社会的行為過程の実質的な条件であ

り、個人としての単位性の成立にとって、第二段階とし

て必要といえよう。したがってこの条件を満たさない実

在の労働を、労働における個人としての単位性の観点か

ら、どのように把握すべきか問われるのである。 

 

４．役割遂行の主体 

 これまで個人単位の労働であるとする職業概念の黙

示的前提を再検討するため、労働を２つの次元に分けて

作業における個人単位性成立の条件および役割遂行に

おける個人単位性成立の条件を検討してきた。しかし、

労働のうちでも職業という形態の労働は、役割遂行につ

いて独自の意味を帯びている。すなわち、目的意識とい

う従事者の自覚的な意思をもった役割遂行であるとい

う含意が、職業概念には存在している。 

 役割遂行には、どの程度注力するか、他の役割との優

先順位はどうか、具体的にどのように振舞うかといった

行為者の思考が介在する。支配者に隷属する関係におけ

る役割の遂行であっても、たとえば行為者がどの程度自

発性を込めるか、どのように役割演技をするかといった

思考にもとづいて、遂行の様相が異ならざるをえない。

また、労働自体が目的に対する手段的行為であるから、

たとえ労働成果の態様―たとえば最終完成品―を

認識していなくても、担当する範囲内における労働成果

の態様―たとえば焼成工程の完了状態―を認識す

ることは不可欠である。従事者の目標達成意欲が低いと

しても、労働は目的意識を内在化させているから、各人

は自ら従事する労働の手段性―何を目指して、あるい

は目指すよう強いられて労働しているのか―を少な

くとも認識せざるをえない。 

 そのうえで職業であれば、役割遂行一般や労働一般以

上に、従事者の自覚的な意思という性質がその概念に刻

み込まれている。ちなみに、自覚的な意思にとどまらず

「天職」といった使命感を帯びた職業の存在様式は、Ｍ．

ヴェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義

の精神』における「労働」と「職業」との区別に反映し

ている注３）。「職業」への「天職」という性格づけは著し

い例であるとしても、たとえば社会学の定説化した職業

概念に含まれている「社会の分業体系における特定の役

割の遂行」という性質は、当人の労働が分業体系のなか

に位置し、その分業体系にどのように関与しているのか

を、従事者が認識していることを意味している。もちろ

んこの認識には、グローバルな分業と連動した全体社会

における経済的生産役割といった鳥瞰的な認識から、自

ら所属する経営体の職場集団における職務分担といっ

た体験的な認識までの幅がある。それでも従事者が自ら

の役割をまったく認識せず、第三者の視点で分業体系の

なかでその役割遂行を客観的に確認する、ということで

はない。少なくとも、従事者は分業体系におけるその役

割を、何らかの形で認識しつつ遂行する、という意味で

ある。 

 職業が何らかの意思をもった役割遂行であることは、

その遂行の主体がどのような行為者であるかを問わざ

るをえなくなる。職業である以上、役割遂行の行為者は

労働の従事者であるが、理念化された「主体性」の有無
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とまでいかなくても、その従事者がどの程度主体であり

うるか、あるいはどの程度主体的に遂行しているかが問

われるのである。なぜなら、第２章で述べたとおり、近

代化過程においてほとんどの職業は、自由な意思にもと

づく個人各人の労働が成立しないうちに、各人の人格を

捨象した個々の労働力へと変質していった経緯がみら

れるからである。 

役割遂行としての職業における主体の性質について

は、「肉体労働」と「精神労働」という代表的な対比の

把握が従来からみられる注４）。この把握は、もちろん質

的な二分法ではなく、両者を対極に置いた量的な差異に

依拠する区別である。「肉体労働」と「精神労働」との

対比は、近代化した社会における労働に対して適用され

たから、労働のうちでも職業としての労働をめぐる把握

といってよい。この把握では、肉体労働よりも精神労働

が従事者の主体的な行為を可能にする労働であると、通

常みなされてきた。しかしながら、身体を用いない労働

がありえない一方で、精神を用いない労働もありえない。

身体も精神もともに投入することで労働が成立するの

である。身体を動かすことが中心の労働と、精神を注ぎ

込むことが中心の労働という区別も、表面的な把握にと

どまる。 

肉体労働と精神労働について言葉としては、肉体労働

（manual work）の“manual”とは、「手で」あるいは「手

でなす」に当たると指摘されている７）。他方、精神労働

とは、神経と頭脳のエネルギーの支出であると指摘され

ている８）。このような識別は、ブルーカラーとホワイト

カラーとの労働の差異が比較的明瞭だった時期までは

妥当性をもっていたが、近代化された生産現場において

科学的知識に裏づけられた技能を発揮する労働の定着

や、事務所において文書や計算の単調な処理に傾斜した

労働の拡大にともなって、従来からの肉体労働と精神労

働との相違が実態として曖昧化していった。このような

変化は、先進諸国では 20 世紀中盤に当たる産業社会の

高度化の下で進行した。グレーカラー、イエローカラー、

ピンクカラーといった俗称的な職種表現が出現したの

も、この高度化の下である。 

この曖昧化という当時の実態に対し、労働疎外や生き

がいの問題に関連して、「知識労働」と「単純労働」と

いう軸が提起された９）。その軸は、ホワイトカラーとブ

ルーカラーとの差異に交差しつつ、他方の次元では、「ア

センブラー型加工労働」「監視・保守労働」「合理化され

た職場の事務、販売、サービス等の労働」などにみられ

る「単純労働」と、「専門職」「技術職」「管理職」や「技

能者（テクニシャン）」「多能工」などにみられる「知識

労働」との差異をとらえるものだった。その後、さまざ

まな労働現場へのコンピュータ・システムの導入にとも

なって労働内容が変化し、従事者の自律性・他律性の様

相が大きく変化していった。とはいえ、自律性・他律性

にかかわる問題は現在でも存続している。 

前述のとおり提起された単純労働と知識労働という

軸を検討すると、両者は次元が異なると考えられる。な

ぜなら単純労働とは知識を用いない労働ではなく、定型

的な労働ということである。その対極は非定型的な労働

に当たるが、定型と非定型という相違は、根本的には自

主的な判断を行使できるか否か、すなわち自律性の強弱

である。一方、知識を用いない労働はありえないので、

ここでいう知識労働の「知識」とは、経験と理論が統合

した裏づけをもった科学的知識を指し、その対極には理

論の裏づけを欠いた、あるいは経験と理論が統合してい

ない断片的な体得的知識を指すといえる。 

以上の考察から、自律性－他律性の軸と、科学的知識

－体得的知識の軸との交差を描き出すことができる。た

だしこの章では役割遂行の主体の態様、すなわち従事者

がどの程度主体でありうるか、あるいはどの程度主体的

に遂行しているかを問うているので、科学的知識－体得

的知識の軸ではなく、自律性－他律性の軸を取り上げる
注５）。すると自律性－他律性の軸には、他者による拘束・

制約の有無強弱が反映している。職業において他者によ

る拘束・制約を排除するには、従事者に専門的能力やフ

ォーマルな権限などが必要である。指揮命令序列におけ

る服従的地位、上位者の専門的能力を補佐する部分的能

力、クライエントや取引先への自己犠牲的な隷属、労働

手段に備わっている人間への束縛などによって、構造的

に従事者の自律性が弱まり他律性が強まらざるをえな

い。 

 このような構造的背景をもった自律性・他律性が、役

割遂行としてどのように現出するのかを問うには、労働

における役割遂行の構成素を析出する必要がある。換言

すれば、その従事者がどの程度主体でありうるか、ある

いはどの程度主体的に遂行しているかを問うには、この

構成素を明らかにすることが必要である。構成素ごとに、

より具体的に自律性・他律性を問うことが可能になるか

らである。そこで、この役割遂行の過程にそってとらえ

ると、以下の構成素が考えられる。 

①目的認識 

②手段選択 

③能力投入 

④作業実行 

⑤結果確認 

⑥責任負担 

労働は、すでに述べたとおり本来的に目的意識を備え

た手段的行為であるから、まず、従事者の①目的認識と

②手段選択という構成素が、この過程に存在する。①は

目的の具体化や目標設定をめぐる自律性・他律性であり、

②は方法論や手法・技法の選択・採用をめぐる自律性・

他律性である。次いで、従事者の③能力投入と④作業実

行という構成素が、この過程に存在する。③は用いる能
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力の全体性・体系性（部分性・断片性）の強弱であり、

④は実際の作業における自主性（被統制）の強弱である。

さらに、従事者の⑤結果確認と⑥責任負担という構成素

が、この過程に存在する。⑤は目的実現度や目標達成度

の確認や評価における自主性（被統制）の強弱であり、

⑥は結果に対する責任の負い方をめぐる自主性（被統制）

の強弱である。 

従事者個人が役割遂行としての職業においてどのよ

うに、またどの程度主体でありうるかを問うためには、

包括的な役割遂行全般ではなく、以上のとおり構成素の

相違に対応して従事者の自律性・他律性を検討していく

ことが必要と考えられる。６種の構成素全般に亘って自

律性が強い職業、反対に他律性が強い職業が想定され、

また一部の構成素については自律性が強く、他の構成素

については他律性が強い職業が想定されるからである。 

 

５．個人役割解明の枠組み 

 以上各章の考察から、職業における個人の役割、特に

次稿において個人の役割をめぐる種々の職業の経緯と

動向を解明するためには、役割遂行の構成素ごとに、

Ａ：技術的作業過程において個人の単位性（個人単位の

労働）が成立する４条件を満たしているか、およびＢ：

社会的行為過程において個人の役割（労働における個人

単位の役割遂行）が成立する４条件を満たしているかに

ついて、検討することが必要である。それによって、個

人の役割という黙示的な前提を職業概念に置くことの

含意と問題性と可能性を、社会的実在としての職業をと

おして明らかにすることができよう。 

 ただし、役割遂行の６要素に対して、Ａの４条件とＢ

の４条件をすべて組み合わせて検討することではない。

役割遂行の要素ごとに、対応するＡの条件の種別とＢの

条件の種別が異なるからである。たとえば役割遂行の

「目的認識」要素については、Ａの条件のうち「質水準」

「対外境界性」やＢの条件のうち「専門性」が特に問わ

れると考えられる。また、役割遂行の「結果確認」要素

については、Ａの条件のうち「質水準」やＢの条件のう

ち「独立性」が特に問われると考えられる。社会的実在

としての種々の職業においては、役割遂行の要素によっ

て、深く関与するＡの種別とＢ条件の種別が異なると考

えられるのである。 

この枠組みをもって、役割遂行におけるＡとＢの条件

がどのように、どの程度満たされているかを、いくつか

の職業について次稿で検討する。それによって、職業が

労働主体としての個人の役割であるとする黙示的な前

提について、職業概念に置くことの含意と問題性と可能

性を明らかにしていく。その際、取り上げる職業につい

ては、集団の営為から個人の役割へ変化した、あるいは

変化しつつある場合と、個人の役割へ変化していない、

あるいは個人の役割が成立していない場合が、ふさわし

いと考えられる。一方、個人の役割から集団の営為への

変化という一種の逆行は想定しがたい。近代化という大

きな流れにおいて、個人の存在と行為が重みをもって位

置づけられてきたことに反するからである。他の営為へ

の変化の兆しではなく、むしろ本質的に個人の役割にな

りがたい部分が、職業に内在している可能性が想定され

る。 

 個人の役割へ変化した場合として、本稿第１章で言及

した、親方請負制や自律的・半自律的作業集団が挙げら

れる。これらはその後衰退し、職場において個人の役割

へ変化していったものである。同様に言及した集団主義

的な人事・労務管理は、確かにその後は衰退していった

ものの、職場において全面的に個人の役割へ変化したと

いいきれず、存続している部分があると考えられる。自

営業家族従業者の無償労働については、基本的には存続

している。しかし一方で、農家世帯における家族経営協

定の普及のように個人の役割が明確化する動きもみら

れる。 

 このように、社会的実在としての職業における個人の

役割の経緯と動向はさまざまであるが、職業実態をふま

えた個人の役割に関する検討を次稿で行っていきたい。 

 

注 

注 1）再構築が必要な理由の詳細については、小論③10)

の第１章を参照。 

注 2）黙示的な諸前提の詳細については、小論③の第２

章を参照。 

注 3）他に「職業労働」（Berufsarbeit）という語も用い

られている。なお、「職業」という語は用いられないが、

「労働」と「仕事」とを区別して把握する理論や思想

はめずらしくない。 

注 4）他に「単調労働」「単純労働」と「頭脳労働」とい

う対比も用いられてきた。 

注 5）従事者の自律性・他律性に影響するものとして、

小集団活動、経営参加、労働者自主管理、労働者協同

組合など各種の仕組みや形態が、構想、試行または実

施されてきた。それぞれの目的や思想は異なっていた

が、いずれにおいても自律性の向上を追求する視点に

立っていた。一方、近年、「自律」を掲げた雇用労働の

動向について危うさが指摘されている 11)。  
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友人との温泉入浴による共体験効果 

Co-experience Effects of Hot-spring Bathing with Friends 

本多 明生＊ 、杉山 歩＊＊ 
Akio HONDA and Ayumu SUGIYAMA 

Abstract: Earlier studies have demonstrated mood improvements during and after hot-spring bathing. However, 

no report has described a study of co-experience effects of hot-spring bathing. We conducted an experiment 

with 15 female college students to elucidate mood improvement effects of hot-spring bathing with or without 

friends. Participants completed the short-form Profile of Moods States (POMS-2) before and after hot-spring 

bathing to report mood changes. Results showed mood improvement after hot-spring bathing with or without 

friends. A co-experience effect was observed only for the Friendliness subscale of the POMS-2. The observed 

effect might be interpreted as "Hadaka no tsukiai (naked relationship or communication)" in Japanese culture, 

which refers to breaking down barriers and getting to know one another well in the relaxed home-like 

hot-spring atmosphere. 

1．はじめに

入浴には，体の汚れを落として清潔に保つ働きだけでは

なく，体を温めて血液循環を増進させる，発汗を促す，エ

ネルギー代謝を高める等の多様な働きがある 1-2）．入浴の

なかでも温泉入浴はストレスを解消してリラックスをも

たらす効果が高いとされているが，そのストレス軽減効果

には上述した入浴効果に加えて，温泉水に含まれる温泉成

分，温泉の臭いや色，温泉地帯の景観から生み出される癒

し等が相乗的に関与すると考えられている 1）, 3）．しかし，

従来の研究は，天然温泉入浴とさら湯入浴の比較 4）や泉

質別にみた温泉の効果 5）などに代表されるように温泉成

分に注目する傾向があり，その他の要因について十分な知

見が得られているとは言い難い．温泉入浴によるストレス

軽減効果に多様な要因が関与するのであれば 1）, 3），従来

の研究が注目してこなかった新たな要因を取り上げて実

証的な知見を得ることには意義があるだろう． 

このような考えから，我々は，友人との温泉入浴による

共体験が気分や温泉の印象にどのような影響を及ぼすの

かを調べることで温泉科学に新たな知見を得ることを試

みた．具体的には，本研究では，同一の温泉に一人で入浴

するか，それとも友人と共に入浴するかという入浴体験の

違いが温泉入浴に伴う気分改善効果や温泉に対する印象

に差異をもたらすのかを実験によって検討した． 

人間は社会的な動物であることから，様々な体験を他者

と共有することで自己と他者との関係性を強めようとす

る傾向がある 6）．例えば，一人で食事するよりも友人と食

事したほうがリラックス効果は高いこと 7），一人での飲酒

はネガティブ感情のコーピングと関係するが，他者を交え

た飲酒はポジティブ感情を高める働きがあることなどが

知られている 8）．このように飲食場面を取り扱った研究 7-8）

からは，他者との共体験によって気分改善効果やストレス

軽減効果がもたらされることが報告されている． 

我が国には「裸の付き合い」という言葉がある．この言

葉は，隠し事がないような親しい間柄，非常に親しい友人

関係をあらわす比喩表現として使用されているが，それだ

けではなく，他者と一緒に入浴する意味も有している．し

たがって，この言葉からは，入浴場面には飲食場面と同様

に社交の場としての役割・機能があること，他者と共に入

浴することには自己と他者の関係性を強める働きがある

ことが伺える．事実，全国の既婚男女 1,000 名を対象にし

た調査によれば，家族や友人と一緒にお風呂に入ることで

心の距離が縮まると感じると回答した人の割合は 61.1％

（最も多く回答したのは 20 代男性で 85.0％）にのぼった

ことが報告されている 9）．従来の研究 7-8）からは，他者と

の共体験には気分改善効果やストレス軽減効果があるこ

とが報告されていることから，友人との温泉入浴には一人

での温泉入浴とは異なる気分改善効果やストレス軽減効

果が生じる可能性がある．しかしながら，従来の研究は，

入浴にストレス軽減効果があることを明らかにしてはい

るものの 1-3），我々が知る限り，他者と共に入浴すること

には心の距離を縮めるような人間関係改善効果があるの

かを実証的に調べた研究は存在していない． 

以上の背景から，我々は，同一の温泉で，一人で入浴す

る条件と友人と共に入浴する条件を設けて，友人との温泉
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入浴による共体験が気分や温泉（泉質）の印象にどのよう

な影響を及ぼすのかを実験によって探索的に検討した． 

2．方法  

2.1 実験参加者 

実験者（20 代の女性）と友人関係にあり，実験者と一

緒に温泉入浴することを同意した大学生と社会人 15 名

（全員女性，平均年齢 22.5 歳（SD 2.77））． 

2.2 実験環境ならびに分析指標 

（１） 実験環境

 山梨県甲府市の温泉施設「源泉湯燈屋」の研究協力を得

て 2015 年 11 月中旬から 12 月上旬にかけて実験を実施し

た．同施設の泉質は弱アルカリ性単純温泉である．同施設

の HP（http://www.akariya.info/yudokoro/）によれば泉質は

「単純温泉ではありながら，その成分はナトリウムイオン，

塩素イオン，炭酸水素イオンを豊富に含み，ポカポカと身

体を温め，保湿効果も高く，さらに肌を柔らかくするため

「美肌の湯」としても多くの人に親しまれております．」

と説明されている．当該施設は，（1）かけ流し温泉であっ

たこと，（2）湯処が広くバラエティがあったこと，（3）清

潔感やサービスの安心感があったこと，（4）年中無休（設

備点検等を除く）で実験スケジュールが立案しやすかった

こと，（5）所属機関から距離が近く利用しやすかったこと

など理由から実験環境に相応しいと判断した． 

（２） 気分に関する指標

比較的長く持続する感情状態のみならず，揺れ動く一過

性の感情を素早く評価できる国際的な尺度である気分プ

ロフィール検査第 2 版（Profile of Mood States 2nd Edition;

POMS2）の短縮版を使用した（以下 POMS2 短縮版）10）．

同検査は気分プロフィール検査（Profile of Mood States;

POMS）の改訂版だが，POMS は温泉入浴に関する複数の

研究で利用されている 11-13）．本研究では“今現在，どのよ

うに感じているか”を時間枠とし，「人づき合いが楽しい」

「希望がもてない」など POMS2 短縮版の全 35 項目につ

いて 5 件法（まったくなかった（0）～非常に多くあった

（4））で回答することを求めた．下位尺度は AH（怒り―

敵意），CB（混乱―当惑），DD（抑うつ―落ち込み），FI

（疲労―無気力），TA（緊張―不安），VA（活気―活力），

F（友好）である．これらの下位尺度の得点をもとに，ネ

ガティブな情動状態全般の推定値として TMD（total mood

disturbance）を算出することができた．

（３） 温泉（泉質）の印象に関する指標

SD 法（Semantic Differential 法）を用いて，温泉（泉質）

の主観的な印象に関する知見を得ることにした．SD 法で

使用する形容詞対は，事前に議論を行い「ぬるい―熱い」

「硫黄の匂いがしない―硫黄の匂いがする」「濁った―透

明な」「かたい―やわらかい」「ピリピリした―なめらか

な」「心地よくない―心地よい」「あたたまらない―あた

たまる」「ぐったりした―スッキリした」「カサカサした

―ツルツルした」「嫌いな―好きな」とし，各形容詞対に

対して 6 件法（1～6; 左の形容詞の数値が小さくなり，右

の形容詞の数値が大きくなる両極性尺度）で評価を求めた． 

2.3 手続き 

 順序効果を相殺するために，初日は一人で温泉入浴し，

後日実験者と共に温泉入浴する群（7 名）と，初日は実験

者と共に温泉入浴し，後日一人で温泉入浴する群（8 名）

を設定して実験参加者を振り分けた．一人での入浴条件と

友人との入浴条件の実施間隔は 1 週間程度とした．友人と

の入浴条件では，実験参加者と実験者とのコミュニケーシ

ョンについて特別な制限は設けなかった．研究の倫理的配

慮に関しては，研究実施時の所属機関には倫理委員会が設

置されておらず，審査を受けられ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 14）に従って慎重に対

応した．具体的には，実験参加者に，実験前に目的・方法・

研究協力の任意性と研究参加への撤回の自由等について

文書と口頭による説明を行い，実験参加に対する同意を文

書で得た．さらに，温泉入浴によって予期しない健康被害

が発生することを避けるために，（1）自分のペースで入浴

して構わないが入浴時間は 30 分程度を目処とすること，

（2）体調に異変があった場合はただちに入浴をやめるこ

と，（3）必要に応じて水分補給を行うこと，（4）急激な体

温の変化を生じる可能性が高いサウナや水風呂の利用は

避けることなどを実験参加者に求めた．実験参加者は，い

ずれの入浴条件においても，温泉入浴 30 分前に POMS2

短縮版に回答し，温泉入浴を行い，再度 POMS2 短縮版に

回答して，最後にSD法を用いた温泉の印象評価を行った．

温泉入浴後の時間経過によって気分や温泉に関する印象

の評価が影響を受けることが想定されたことから，入浴後

は 30 分以内に評価を行うように求めた． 

3． 結果 

3.1 気分に関する分析結果 

POMS2 短縮版の結果を Table 1 に示す．実験参加者が一

人で温泉入浴した条件（一人での入浴条件）と実験者と共

に温泉入浴した条件（友人との入浴条件）における温泉入

浴前後の POMS2 短縮版の尺度得点（AH 得点，CB 得点，

DD 得点，FI 得点，TA 得点，VA 得点，F 得点，TMB 得

点）を比較した．各尺度得点を従属変数，条件要因（2 水

準; 一人での入浴条件，友人との入浴条件）とフェーズ要

因（2 水準; 入浴前，入浴後）を独立変数とした二要因分

散分析を行った． 

その結果，条件要因の主効果は示されなかった．フェー

ズ要因の主効果は CB 得点（F (1, 14) = 8.66, p < .05），DD

得点（F (1, 14) = 6.20, p < .05），FI 得点（F (1, 14) = 14.11, p 

< .01），TA 得点（F (1, 14) = 15.62, p < .01），VA 得点（F (1, 

14) = 10.19, p < .01），TMD 得点（F (1, 14) = 15.95, p < .01）

で示された．条件要因とフェーズ要因の交互作用が F 得点

で認められた（F (1, 14) = 6.83, p < .05）．単純主効果の検
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定の結果，（1）友人との入浴条件の F 得点は入浴前と比べ

て入浴後に上昇したこと（p < .01），（2）入浴後の F 得点

は友人との入浴条件のほうが一人での入浴条件よりも高

かったこと（p < .05）が示された． 

Table 1. POMS2 短縮版の平均値（M）と標準偏差（SD） 

下位尺度 
入浴前 入浴後 

M（SD） M（SD） 

AH（0~20） 
一人での入浴 1.80（2.93） 0.93（2.05） 

友人との入浴 1.47（2.90） 0.33（1.25） 

CB（0~20） 
一人での入浴 3.94（3.47） 2.20（2.26） 

友人との入浴 4.00（3.81） 1.33（1.74） 

DD（0~20） 
一人での入浴 3.67（4.92） 2.67（3.73） 

友人との入浴 3.27（4.43） 1.27（1.81） 

FI（0~20） 
一人での入浴 5.27（3.84） 1.67（2.06） 

友人との入浴 5.27（4.54） 2.07（2.39） 

TA（0~20） 
一人での入浴 5.33（4.32） 2.27（2.59） 

友人との入浴 4.07（3.00） 1.87（2.22） 

VA（0~20） 
一人での入浴 6.80（3.56） 9.53（4.92） 

友人との入浴 7.00（4.46） 10.27（4.67） 

F（0~20） 
一人での入浴 10.73（3.13） 10.67（3.03） 

友人との入浴 11.13（3.34） 13.00（2.85） 

TMD
（-20~100） 

一人での入浴 13.20（18.97） -0.20（11.85） 

友人との入浴 11.07（18.94） -5.00（8.47）

3.2 温泉（泉質）の印象に関する分析結果 

 SD 法の結果を Table 2 に示す．一人での入浴と友人と

の入浴という条件の違いによって，温泉（泉質）の印象に

差異があるのかを検討するために，形容詞対の評定値に対

して t検定を行った．その結果，条件間で差異が示された

形容詞対は認められなかった． 

Table 2. SD 法の平均値（M）と標準偏差（SD） 

形容詞対 
一人での入浴 友人との入浴 

M（SD） M（SD） 

ぬるい（1）―熱い（6） 3.60（0.61） 3.67（0.60） 

硫黄の匂いがしない（1） 
―硫黄の匂いがする（6） 

2.07（0.93） 1.93（0.85） 

濁った（1）―透明な（6） 4.40（1.02） 4.80（0.98） 

かたい（1） 
―やわらかい（6） 

4.40（1.02） 4.60（0.71） 

ピリピリした（1） 
―なめらかな（6） 

5.13（0.88） 5.07（1.00） 

心地よくない（1） 
―心地よい（6） 

5.33（0.79） 5.53（0.72） 

あたたまらない（1） 
―あたたまる（6） 

5.67（0.47） 5.40（0.80） 

ぐったりした（1） 
―スッキリした（6） 

5.07（0.85） 5.20（0.83） 

カサカサした（1） 
―ツルツルした（6） 

5.00（0.89） 5.13（0.72） 

嫌いな（1）―好きな（6） 5.47（0.72） 5.33（0.70） 

4． 考察 

本研究は，同一の温泉で，一人で入浴する条件と友人と

共に入浴する条件を設けて，友人との温泉入浴による共体

験が気分や温泉（泉質）の印象にどのような影響を及ぼす

のかを調べた． 

はじめに温泉入浴が気分に及ぼす影響について説明す

る．分析の結果，一人で入浴するか，友人と共に入浴する

かという条件の違いには関係なく，（1）POMS2 短縮版の

ネガティブ感情の指標である CB（混乱―当惑），DD（抑

うつ―落ち込み），FI（疲労―無気力），TMD が入浴前と

比べて入浴後に低下すること，（2）ポジティブ感情の指標

である VA（活気―活力）が入浴前と比べて入浴後に上昇

することが示された．したがって，従来の研究 1-5）, 11-13）

が指摘してきたように，温泉入浴には，疲労を減らし，活

気・活力を養う気分改善効果やストレス軽減効果があるこ

とを支持する知見が本研究からも得られたといえるだろ

う．飲食場面を取り扱った研究 7-8）からは，他者との共体

験によって気分改善効果やストレス軽減効果が生じるこ

とが報告されていたことから，本研究においては，友人と

の入浴には一人での入浴と比べて高い気分改善効果やス

トレス軽減効果が生じることも期待していた．しかしなが

ら，この考えを裏付ける具体的な知見は得られなかった． 

一方，POMS2 短縮版の F（友好）においては，一人で

入浴するか，友人と共に入浴するかという条件の違いによ

って特徴的な変化が生じていることを示す結果が得られ

た．具体的には，友人と入浴することによって友好的な気

分が高まること，そして入浴後の友好的な気分は友人との

入浴条件のほうが一人での入浴条件と比べて高いことが

示された．過去の調査によれば，家族や友人と一緒に入浴

することで心の距離が縮まると報告する人が多いことが

知られている 9）．本研究の結果は，友人との温泉入浴によ

る共体験効果が友好的な気分において選択的に生じるこ

とを示唆しており，これらの知見を総合的に考察すれば，

友人との温泉入浴には心の距離を縮めて自己と他者の関

係性を強める働きがあることを示したといえる．したがっ

て，本研究は，我が国で「裸の付き合い」と形容されるこ

とがある，友人との温泉入浴による共体験には実際に人間

関係を強化・改善する働きがあることを実証的に確認した

画期的な研究として位置づけることができるだろう． 

次に温泉入浴が温泉（泉質）の印象に及ぼす影響につい

て説明する．分析の結果，一人で入浴するか，友人と共に

入浴するかという条件の違いは，温泉の印象の違いには寄

与しなかった．したがって，友人との温泉入浴による共体

験が温泉の印象に影響を与える可能性は低い．温泉の印象

評価は，入浴時の温泉の質（温泉成分など）によって規定

される部分が大きいのかもしれないが 4-5），従来の研究を

発展させて，温泉入浴を視覚や聴覚，体性感覚など複数の

感覚情報を統合することで成立している事象として捉え

なおすことには一定の意味があると考える．例えば，この
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考えに則って，入浴時の感覚情報等を実験的に操作するこ

とで，温泉に対する印象がどのように変化するのかを調べ

ることは入浴剤の開発や温泉施設が提供するサービスの

高度化等を実現するうえで有効だろう． 

今後の研究課題について述べる．1 つ目は研究の再現性

に関する課題である．本研究の実験参加者は実験者と友人

関係にある 15 名で，実験環境は山梨県甲府市にある特定

の温泉施設に限定されていた．したがって，同様の実験を

実施することによって研究の再現性に関する知見を得る

必要がある．追試を行う際には，他の温泉施設を利用して

同様の実験を行えば，本研究で報告した知見が特定の温泉

や温泉施設に依存した現象なのかという素朴な疑問に対

しても解を示すことができるだろう． 

2 つ目は研究結果の一般化に関する課題である．本研究

の実験参加者は，実験者と友人関係にある 20 代の日本人

女性であった．したがって，実験者と友人関係にない人，

男性，他年齢層，日本人以外を実験参加者に設定した場合

に同様の結果が得られるのかについては不明確である．現

状では，研究結果の一般化には課題があると判断するのが

妥当であることから，今後の研究では，実験参加者の条件

を変更することによって，当該課題の解決を図ることが望

ましい．昨今，日本の温泉文化をユネスコ無形文化遺産に

登録しようという動きがある 15）．もし，研究結果の一般

化に関する更なる知見が得られれば，日本の温泉文化の新

たなアピールポイントのひとつになるかもしれない． 

3 つ目の研究課題は，本研究が明らかにした，心の距離

を縮めて自己と他者の関係性を強めるという友人との温

泉入浴による共体験効果が温泉入浴に特異的な現象なの

かを明らかにする必要がある．例えば，他者に対する否定

的な態度を友人と共有することには親密さを高める効果

があることから 16），本研究で見出した現象を温泉入浴に

固有のものとして見なすことは難しいかもしれない．この

課題については，入浴以外の共体験（例えばメディア視聴

やゲーム，合唱 17）など）を設定して更なる検討を行い，

総合的な考察を実施することが有効だろう． 
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国際共修教育における異文化間コミュニケーション能力の育成 

Developing Intercultural Competencies through Cross-Cultural Education 

谷口 ジョイ＊、谷口 正昭＊＊ 

Joy TANIGUCHI and Masaaki TANIGUCHI 

Today, the practice of cross-cultural education for multiethnic student groups with diverse languages and 

cultural backgrounds has been expanding in universities and colleges in Japan. However, there are many 

problems to be solved when Japanese students and international students interact in class. To improve the 

cross-cultural learning, students who do not share language, culture, and values need intercultural competencies, 

that is, skills related to global communication. This paper identified the problems that the participating students 

have in intercultural classes, and effective intervention to facilitate student’s acquisition of intercultural 

competencies based on observation and semi-structured interview. 

１．はじめに 

近年, 日本の大学では, 学生の多様な言語・文化的背景

を生かした教育実践が拡大している（末松, 2019）. 留学

生と日本人学生がともに学びを深める取り組みは「国際共

修」「多文化間共修」などと呼ばれ, 双方の異文化理解を

促す意義深いものである. しかし, こうした学習活動を実

践する上での制約については十分な議論がなされている

とは言えない. 本研究では, 日本人学生と留学生が相互交

流によって学び合う授業の実践にあたり,どのような問題

や課題が生じるのか,またどういった教育的介入が効果的

であるのかを明らかにすることを主な目的としている. 

日本の大学で学ぶ外国人留学生数は増加の一途をたど

り, 大学の更なる国際化を目指す政府は, さまざまな施策

を展開している. これに伴い, 大学教育のグローバル化も

試行錯誤の段階を経て, 新たな局面を迎えている.このよ

うな背景から, 現在, 多様な言語や文化的背景をもった学

生や, そのコミュニティを教育資源として生かし, 日本人

学生と留学生が相互に学び会える機会を拡充しようとい

う議論が高まっている（竹井, 藤原, 2020）. 

一方, 日本人学生と留学生が対話を通してともに学び

合う授業の実践には, 問題や課題が山積している. 言語や

文化, 価値観を共有しない学生同士が, 対話を通して学び

の質を高めるためには, 時間と労力だけでなく, 異文化間

コミュニケーション能力, すなわち, コミュニケーション

に関わる特殊なスキルが要求される. こうした現状を踏

まえ, 本研究では, 多様な言語・文化的背景をもった学生

と日本人学生がともに学び合う授業において, どのよう

な課題があるのかについて, 参加観察及び事後想起イン

タビューに基づき検討することを研究課題の中核として

いる. 

２．先行研究及び本研究の目的 

ここでは, 先行研究によって得られた知見について述

べる. 多くの国や地域において, 教育の国際化は重要な課

題であり, 異文化間教育の視点から「国際共修授業」につ

いて, その理念や意義について論じられているが, 文脈の

違いから, 日本の大学への適用可能性が低いものも多い. 

EU圏や米国, オーストラリアにおいては, 1990年代から, 

多様な言語や文化をもつ学生によって構成される学習コ

ミュニティに関する研究が行われており, 理論的な枠組

みや方法論の構築に関する先駆的な研究がなされている

（Barett, et al., 2014）.  

大学生の異文化間コミュニケーション能力（global, 

international, and intercultural competencies）について, 米国

の 9 大学において大規模な調査を行なった Sonia and 

Troisi（2013）では, 留学生との交流やコースワークへの

共同参加といった,キャンパス内での国際共修活動への参

加は, 学生の異文化間コミュニケーション能力の発達に

大きく寄与し, 海外留学を経験した学生と比較しても, そ

の傾向が顕著であることを示唆している.  

日本国内においても, 2010 年前後から, 学生の多様性

がもたらす教育的効果についてその潜在的可能性が指摘

され, 実践例が共有されるようになっている. 末松（2017）

では, 国内の大学における国際化教育に関する議論を概

観した上で，異文化間コミュニケーション能力を育成する

海外留学，及び国内における国際共修の意義について検討

を加えている. また, 留学生と日本人学生が共に学ぶ正課

内外の授業や活動について，国内の現状を解説し,今後の
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展望を述べている. 

国内の国際共修に関する研究は歴史が浅く, 限られた

研究者や教育実践者が個別の事例や課題, 展望について

論じている段階である. また, 先行研究においては, 授業

計画・実践・評価のサイクルの確立や学習成果の向上につ

いて論じられることが多く, 本研究が扱う, 日本人学生及

び留学生双方の意思疎通場面で見られる課題や制約につ

いて論じた研究はまだ少ない. また, グループでの議論や

交流の際, 留学生と日本人学生の間で, どのようなコミュ

ニケーション上の問題が生じるかについての記述は, 筆

者の知る限りほとんど行われていない. 

本研究の目的は以下二点である. 

(1) 日本人学生と留学生がともに学び合う授業において,

双方のコミュニケーションにどのような問題が生じるの

かを, 参与観察により記述・考察する. 特に, グループで

の議論や協働作業の場面においての制約を分析する. 

(2) 日本人学生と留学生が主体的に関わり合う授業の中

で, 双方の学生の「異なる言語や文化, 多様性に対する意

識」がどのように変化するのかを, 面接調査によって明ら

かにする.  

３．調査方法 

本研究では, 日本人学生と留学生が主体的に関わり合

う教育活動の中で,どのような問題が生じ, また双方の学

生の異文化間コミュニケーション能力にどのようなもの

であるのかを明らかにする. 授業内に行われるグループ

ディスカッションや協働作業の場面を観察し, さらに, 事

後想起インタビューによって, 自身の異文化間コミュニ

ケーション能力を内省し, その変化を探る.

(1) 参与観察：多様な言語, 文化をもつ学生と日本人学生

がともに学び合う複数の授業を長期にわたり継続して観

察し, 録画・録音資料からデータを得る. 調査は第一筆者

が静岡理工科大学で担当する授業で行い, 15 週間にわた

りデータを収集した. 得られた資料から, グループ内での

議論や協働作業においてどのような交流が行われ, どう

いった問題が生じているのかを把握し, 具体的な学習活

動の場で集められた「やりとり」に基づいて, その特徴を

洗い出す作業を行った.授業の概要については以下のとお

りである.  

科目名：「英語コミュニケーション論」 

受講者数：正規学部生 20名（うち留学生はネパール 1名, 

ベトナム 3名の合計 4名） 

授業の概要：英語及び日本語によるコミュニケーションの

諸相や特性を学び, 他者とコミュニケーションをとる機

会の充実を図る. また, グループ活動や口頭発表等を通し

て, 自らを表現できるような教室活動を展開する. 日本語

と英語の共通性や差異に焦点を当て, 非言語コミュニケ

ーションなど個別のテーマについて議論を深める. 授業

で扱うテーマは, 語用論, 意味論, 社会言語学, 応用言語

学, 異文化理解等である. 

以下, 第６週の授業を例にあげ, どのような国際共修活動が

行われたかを記す. この授業では「異なる文化を有する人との

コミュニケーションについて理解する」, 「対話を通して、異文

化について情報のやり取りや意見の交換をし、異文化体験を

行う」という目標を掲げ, トランプを用いた異文化シミュレーショ

ン「バーンガ（Barnga）」が行われた. これは、グループ毎にル

ールが異なるトランプゲームを無言で行い, グループ間を学

生が移動した際にも, ルールの説明がなされないままゲーム

が進行する, という活動である. 学生は, この活動を体験した

後, 「ゲームをしている最中, どのような気持ちがしたか」

「話せないことは, あなたの感情にどのように影響した

か」といった内容についてグループで話し合う. その後

「ゲームは現実世界では, どのような状況に対応するか」

「ゲームを通して学んだ最も重要なことは何か」といった

現実社会への応用可能性について, グループディスカッショ

ンを行い,その内容についてクラス全体で共有する.

Fig.1 異文化シミュレーション Barnga 

また, この授業においては 学生同士で意思疎通を図る

際の使用言語を指定していない.これは,  translanguaging

（Garcia and Li, 2014）という概念に基づいており.学生は

自身の言語レパートリーの中から場面に応じた語彙や表

現を戦略的・創造的に使用することが求められた.  

(2) 面接調査: 調査対象となる授業に参加する 20 名の学

生への半構造化インタビューをコース中に 2 回実施した. 

上記の参与観察で得られた資料に基づき, 事後想起イン

タビューを行い, どのような気づきがあったか, 交流上の

問題や障壁となったことについて聴取を行った.主なテー

マとして, (1) 国際共修場面における課題 (2) 異文化間

コミュニケーション能力の内省及び変化, について焦点

が当てられ, 必要に応じて, 質問の補足や追加がなされた. 

面接は全て録音機で記録され, 文字転記したものを用い

て分析を行なった. 得られたデータは,質的データ分析法
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に基づき, 質的データ分析ソフトウェア MAXQDA を用

いてコード化, カテゴリー抽出, 概念生成を行なった. 

4．結果と考察 

4.1 国際共修活動初期 

国際共修活動の初期においては, 【対話の困難さ】*, 【関

係構築の困難さ】に起因する活動の停滞が見られた.  

対話の困難さに関しては, 日本人学生, 留学生の双方が

「教員から与えられた指示や課題を行う」という学習経

験を積んできているため, 対話を通した学びに困難を感

じていることが明らかとなった. つまり, 学生同士の交

流を通して学び合う仕組みを経験していないことから, 

こうした活動に戸惑う日本人学生や留学生が少なくなか

った. さらに留学生は, 日本語の言語運用能力が不十分

であるとの認識から, 日本人学生との協働学習に対し, 

明確な見通しが立てられずにいたことが以下の発話から

も見て取れる. 

発話 1 

S（留学生）: 留学生が怖い, めんどくさいとか思われて

るかなって.（中略）そう. だから、聞くのがすごい… 本

当にできないときしか聞かないんですよ. できれば聞か

ないようにするんですけど、もう仕方ないなって思って聞

く. 

発話 2 

C（留学生）: うーんと, 難しい言葉説明するときは, 通

じないとき多い. 自分の日本語の能力はね, あんまり, 

なんか, 普段, 何, 日常会話が普通にできるのが, 専門

の言葉になると, ちょっと分かりづらいところがある. 

言語運用能力による意思疎通の難しさについては, H（日

本人学生）も授業後に提出する内省レポートの中で以下の

ように指摘している. 

私は Mくん（筆者注：留学生）とはおなじグループでたく

さん会話する機会がありました. プレゼンテーションを

するとき LINE で相談をされました. その時私は日本語で

こうすればいいよと文章を送りました. そのあと Mくんか

らわかったと返信をもらいました. しかし私は Mくんが日

本語が苦手であることが分かっていたため英語で本当に

理解できたかと質問をしました. そしたら Mくんはなにも

理解ができなかったという予想外の答えが返ってきまし

た. 私はとても驚きました. そこから私は英語でまた説明

を始めました.しかし英語で会話が始まると私も理解する

ことができない部分が出始めてしまいました.（中略）私

* 【】内は質的データ分析法によって抽出した概念を示し

ている.

が M くんと意思疎通ができたと思い LINE を終えて M くん

の作ったスライドを見たとき私の思っていたように伝え

ることはできていなかったことを知りました. 

この問題に対して, 教員は, 非母語によるコミュニケー

ションについて「どのような工夫がなされるべきか」「ど

のような言語環境を作り出すべきか」といったメタ的な

問いを学生に投げかけることで, 意思疎通のあり方に再

考を促した. その結果,日本人学生は「やさしい日本語」, 

つまり母語を相手に伝わるよう調整して話す工夫を試み

るようになった. また, 留学生の日本語の誤用に関して

も, 形式的な面ではなく, 発言の質に関わるような誤り

に注意を向けるようになった.  

さらに, 日本人学生に関しては, 相互に関係を構築す

るまでにある程度の時間を要するという問題に直面して

おり, 【関係構築の困難さ】を感じていた.学生主体の「対

話を通した学び」は, グループの各構成員が適切な役割

を担い, 活動の進捗状況を確認し合うなど, 自律的にグ

ループを組織する必要がある.この点に関しては, 活動

経験を蓄積することで解決が見られた. 

発話 3 

A（日本人学生）：やっぱいきなり, 初対面でいきなりって

いうのは無理です. 

発話 4 

Y（日本人学生）：そもそも、留学生と交流どころか, 他の

学生とコミュニケーションがない. 

以上, 活動初期の段階では, 多様な言語・文化的背景

をもった学生と日本人学生がともに学ぶ教育活動におい

て,その活動形態に不慣れであることから, 意見交換の

場を効果的に創出することが困難であった. 加えて, 言

語能力の非対等性の問題から, 対話への主体的参加が一

層阻まれるという問題があった.  

4.2 国際共修活動後期 

活動の後期に実施した授業観察, 及び面接調査におい

て,学生らは 【ロールモデルによる気づき】が喚起され

ていた.  例えば K（日本人学生）は, グループ内である

日本人学生が留学生と円滑に意思疎通を図っている場面

を振り返り「なんか大事なのは（中略）、いかに相手に伝

わるように簡単にその要点を押さえて話すかみたいなと

ころだと. そこが大事なんだって.」と発言するように, 

他の学生の振る舞いから新たな気づきがもたらされてい

た. また, この気づきは次第に【新たな自己の創出】へ

とつながっていた. F（日本人学生）の内省レポートには

「留学生が日本語で話すことを頑張ってくれていたこと

を実感し, また彼らの国についてなにも理解していなか

ったことに気づきました. 日本に住んでいるからと言っ
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て友達の国について何も調べず日本の当たり前を押し付

けてしまっていたことに申し訳ないと感じました.」とあ

り, 自主的な学びが促され, 異文化間コミュニケーショ

ン能力の向上に結びつくような「気づき」が喚起された

ことが分かる. 

最後に, コース終盤においては, 国際共修活動が【受容

する場・される場】として学生の間で共有されていること

が明らかとなった.本研究への参加学生は, グループで行

う協働学習の経験が乏しく, コース初期には言語や文化

背景の異なる学生と議論の場をもつことに困難を感じて

いた. しかし,活動後半には, 複雑かつ多面的な視座をも

って,対話者を受容することが可能となっていた. 具体的

には,「A（日本人学生）はすごい優しいし, よく理解して

くれるんですよ. なんにも言わなくても, あ、こういう問

題が分からないよねって. ま, いいよ, ちょっと後で説明

してあげるよって. 何も聞かなくても.」や, 「多分, A

がいなかったら,多分, 大学辞めたと思う.すごい, 一緒に

頑張ろうよって, めちゃめちゃ言ってて, 言われて. 辞め

ますよって言ったら, 絶対辞めないで, 助けるからって.」

といった留学生 Sの発言にも見られるように, 共感性をも

って他者を受容し, 支援できるようになっていた. 

5. まとめ

本研究では, 国際共修活動を記録, 分析し, 言語や文化

的背景の異なる他者との対話を通じて異文化理解の向上

に結びつくような学習が喚起されたかについて調査を行

った.調査の結果, 活動の初期段階において学生らは,教

員からの指示や与えられた課題に取り組むという受動的

な学習経験の蓄積により, 対話を通した学びに困難を感

じており, 学生同士の交流を通して学び合う仕組みに戸

惑う日本人学生や留学生が少なくなかった.これには, 言

語運用能力の制約やグループを自律的に組織する経験の

乏しさが関連していた. 一方, 活動後期になると,異文化

間コミュニケーション能力の高い学生をロールモデルと

捉え, 対話により学びの質を向上させる手法に自ら気づ

きを得るようになっていた. こうした気づきにより, 新た

な解釈をもって自己の行動や価値観を変容させ, 言語や

文化の異なる他者を受容し, 支援できる存在へと成長す

る過程が観察された. 

 指導者の介入については, メタレベルでの問いを投げ

かけることで, 学生が事態を外側から客観的に捉えられ

るよう促すことが有効であった. 現状を分析し, 概念とし

て整理し, 工夫することで, 多様な言語や文化を学びのリ

ソースとして有効に活用することが可能となった.

今後, 異文化理解を育成する教育体制の整備が期待さ

れることからも, 日本人学生と留学生が接点をもつ機会

を授業の内外で創出することが肝要である. また,本研究

のような事例分析を重ねることで, 学生の異文化間コミ

ュニケーション能力の獲得プロセスをより精緻化し, 国

際共修を実践する上での課題やその解決方法について議

論を深めることが求められる. 
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AVX2を用いたPythonプログラミング環境における
多倍長精度線形計算高速化の試み

Trial acceleration of multiple precision linear computation with AVX2 on Python
programming environment

幸谷 智紀∗

Tomonori KOUYA

Abstract: Current Python programming enviroment in 2020 does not have any reliable and effieicent
multiple precision floating-point (MPF) arithmetic except the “mpmath” package based on GNU MP(GMP)
and MPFR libraries. Although it is well known that multi-component type MPF library can be utilized for
middle length precision arithmetic under 200 bits, they are not widely used in Python environment. In this
paper, we describe our BNCmatmul library, which is more accelerated MPF linear computation library with
AVX2 techniques and can be combined with RDD.py as shown on our paper in 2020, and demonstrate more
efficient MPF linear computation than only with RDD.py through bechmark tests on Core i9 environment.

1. 初めに

Python1) はスクリプト言語の一種であり，今や科学技術計
算だけでなく，深層学習・機械学習等，幅広い領域で使用され
る汎用環境，所謂「Pythonエコシステム」として広く全世界
に普及しつつある．そのエコシステムを下支えする NumPy,
SciPyといった高速性を求められるパッケージやモジュール群
は，既存のコンパイラ言語である C/C++によってライブラ
リ化されたものが使用される．スクリプトをその都度解釈し
て実行するインタプリタはどうしても動作的にコンパイラが
吐き出す機械語コードに比べると低速になる．Julia2) のよう
にそれを克服しようという野心的なプロジェクトはあるもの
の，慣れ親しんだ信頼性の高い Pythonエコシステムを使い
続けたいというニーズは根強い．故に，任意精度浮動小数点
演算を必要とする高性能計算のためには，土台部分に Python
スクリプトではなく，コンパイラ言語を用いた信頼性の高い
ライブラリを使用する必要がある．

2020年現在のPython環境にはMPFRやGNU MP(GMP)
をベースとした任意精度浮動小数点演算が可能なmpmathパッ
ケージ以外，有望な多倍長精度演算パッケージが存在しない．
比較的精度が低い場合は，IEEE754 binary32や binary64を
複数使用するマルチコンポーネント方式に基づく多倍長浮動
小数点演算が有用であることが知られているが 10)，これらは
まだ Python環境で広く使われているとは言い難い．本論文で
は昨年度示したマルチコンポーネント型多倍長精度演算ライ
ブラリRDD.py12)と併用でき，更にAVX2を用いて高速化し
た多倍長精度線形計算ライブラリ BNCmatmul8) が Python
環境でも使用でき，かつ RDD.pyより高速な線形計算が可能
であることを示す．

2. AVX2による多倍長精度線形計算の高速化
コンピュータの処理速度を上げるには，ハードウェアの動
作周波数を上げるか，同時に使用できるハードウェア資源を
増やして並列化する他ない．現状，ハードウェアの集積度が
頭打ちになりつつあり，消費電力を減らす社会的圧力が高い
ことから前者を推し進めるのは困難な状況にあり，後者の方

2021 年 5 月 27 日 受理
∗情報学部 コンピュータシステム学科

法が広く使われるようになっている．Fig.1に示すよう，スー
パーコンピュータでは計算ノード (computing node) を高速
なネットワークで束ね，計算ノード内でも多数のコアを持つ
CPUや GPUを複数と搭載し，CPUコアや GPU内でのミ
クロレベルの並列化も行い，基本線形計算や画像処理等，高
速化に向いた手法を複数組み合わせ，MPI, CUDA, OpenCL,
OpenMP等を使ってソフトウェアレベルで最適化を行うこと
が，処理能力を高めるためには必須のタスクとなっている．

Computing
Node 0

Computing
Node 1

Computing
Node 2

Computing
Node 3

CPU 0 GPU 0

Core0

AVX2AVX2AVX2

Core0

AVX2

Core1

AVX2AVX2AVX2

Core1

AVX2

Core2

AVX2AVX2AVX2

Core3

AVX2AVX2AVX2

MPI

CUDA, 
OpenCL

OpenMP,
Pthread

immintrin.h

CPU 1 GPU 1

CPU 2 GPU 2

CPU 3 GPU 3

Fig. 1: 並列レベルとプログラミング手法

我々は既にMPIを用いた多倍長精度計算ライブラリ BNC-
pack5)6)をリリースしており，OpenMPを用いた並列化も様々
な多倍長精度行列乗算アルゴリズムに適用して高速化を行った
BNCmatmulライブラリ 8)を公開している．唯一，CPUコア
内で，1命令で複数の計算を同時に行う SIMD(Single Instruc-
tion, Multiple Data)命令を使用した高速化は行ってこなかっ
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た．我々が使用している任意精度演算ライブラリMPFR(Fig.2
上)を下支えする GNU MP(GMP)のMPNライブラリでは
SIMD命令を使った最適化を行ってはいるが，完全に SIMD
命令の能力を生かしたものではないという指摘もある．
また，Dekker4) の無誤差変換技法 (error-free transforma-

tion)を用いたマルチコンポーネント方式の固定精度演算 (Fig.2
下) には，小武守らの Lis7) が実装した Double-double(DD)
精度の SIMD化が既にあり，AVX2(Advanced Vector eXten-
sions 2)3) を使用することで，疎行列・ベクトル乗算に対して
3 倍程度の高速化が達成でき，MATLAB でも有用であるこ
とが示されている 9) が，3倍々精度 (Triple-double, TD)，4
倍々精度 (Quadruple-double, QD)向けの SIMD化は広く公
開されたものが存在していない．

_mpfr_prec

_mpfr_sign

_mpfr_exp

*_mpfr_d

0 1 2 3

Precision 

in bits

Sign

Exponent

Mantissa
Pointer to 

mantissa

± exponent Mantissa

IEEE754 double
dd_a[0]

± exponent Mantissa

IEEE754 double
dd_a[1]

± exponent Mantissa

IEEE754 double
qd_a[0]

± exponent Mantissa

IEEE754 double
qd_a[1]

± exponent Mantissa

IEEE754 double
qd_a[2]

± exponent Mantissa

IEEE754 double
qd_a[3]

Double-double(DD)

Quadruple-double(QD)

± exponent Mantissa

IEEE754 double
td_a[0]

± exponent Mantissa

IEEE754 double
td_a[1]

± exponent Mantissa

IEEE754 double
td_a[2]

Triple-double(TD)

Fig. 2: MPFR, DD, TD, QDのデータ型

DD精度演算については先行研究 7)で示されている通り，条
件分岐がなくスムーズに SIMD化できるが，TD精度演算や
QD 精度演算については，正規化処理の内部に条件分岐が含
まれており，そのままでは SIMD化できない箇所が残る．そ
こで，今回我々は正規化処理部分は AVX2のデータ型_m256d
を 4つの double型変数を格納した配列として使用できるこ
とから，バラして実装することで処理の一貫性を保つように
した．
以下，基本線形計算で使用する DD, TD, QD精度の加算・
乗算の SIMD 化したアルゴリズムとパフォーマンスについ
て触れる．本論文で示すベンチマークテストはすべて下記の
Corei9環境で行ったものである．

Intel Core i9-10900X (3.6GHz, 10 cores), 16GB
RAM Ubuntu 18.04.2, GCC 7.3.0

2.1 無誤差変換技法とDD精度加算・乗算
今回我々はこのうち，binary64を 4つまとめた_m256dデー
タ型を用い，これに対する四則演算命令を C から利用でき
る_mm256_[add, sub, mul, div]_pd関数や FMA(Fused
Multiply Add)に相当する_mm256_fmadd_pd関数を使用して
無誤差変換技法の主要機能である QuickTwoSum，TwoSum,
TwoProd-FMA 関数を SIMD 化し，それぞれ AVX2Quick-
TwoSum (Algorithm 1), AVX2TwoSum (Algorithm 2),

AVX2TwoProd-FMA (Algorithm 3) 関数として利用した．

以下，a, b, c, dは_m256dデータ型であり，それぞれ 4つの
binary64浮動小数点数a = (a0, a1, a2, a3), b = (b0, b1, b2, b3),
s = (s0, s1, s2, s3), e = (e0, e1, e2, e3)を持つものとする．

QuickTwoSumと TwoSumは次のように書き換えられる．

Algorithm 1 (s, e) := AVX2QuickTwoSum(a, b)
s := _mm256_add_pd(a, b)
e := _mm256_sub_pd(b, _mm256_sub_pd(s, a))
return (s, e)

Algorithm 2 (s, e) := AVX2TwoSum(a, b)
s := _mm256_add_pd(a, b)
v := _mm256_sub_pd(s, a)
e := _mm256_add_pd(

_mm256_sub_pd(a, _mm256_sub_pd(s, v)),
_mm256_sub_pd(b, v)

)
return(s, e)

FMA を利用する TwoProd 関数は Algorithm 3 のように
AVX2TwoProd関数に書き替えられる．

Algorithm 3 (p, e) := AVX2TwoProd(a, b)
p :=_mm256_mul_pd(a, b)
e :=_mm256_fmadd_pd(a, b, −p)
return(p, e)

DD 精度演算についてはこれらの無誤差変換機能の単純な
組み合わせて構築されているため，行列乗算に利用する加算
と乗算は素直に SIMD 化して実装できる．今回はこれらを
AVX2DDadd (Algorithm 4) と AVX2DDmul (Algorithm
5) として実装した．

2.2 TD精度加算と乗算
3 倍精度浮動小数点演算用の正規化手法として，Fabiano
らは VecSum と VSEB(k) (VecSum with Blanch) を組み
合わせて，演算結果を正規化するようにしていることから，
VecSumと VSEB(n)のうち SIMD化できる倍精度四則演算
や無誤差変換を AVX2関数を用いて書き換えたものをそれぞ
れ AVX2VecSum，AVX2VSEB(n)と書くことにする．前者
は完全に SIMD化できるが，後者は_m256d変数の要素毎の比
較を伴う if文があり，今回はこの部分は SIMD化していない．
加算 (TDadd)は，x[3]= (x[0],x[1],x[2]), y[3] =(y[0],y[1],y[2])

の和 r[3] =(r[0],r[1],r[2]) を求めるものである．まず最初に
xと y をマージソートしてから VecSumで正規化し，しかる
後に VSEB(3) で 3 倍精度浮動小数点数として正規化して r

を返す．これを SIMD 化したものが下記の AVX2TDadd 関
数 (Algorithm 6) となる．前述の通り，このアルゴリズムの
うち，完全に SIMD化できているのは VecSum関数のみで，
Merge関数は全くできておらず，VSEB(n)関数はごく一部を
除き SIMD化できていない．
後述するように，これは全く高速化の余地がないため，QDadd
において，x[3] = y[3] = 0として 3倍精度化した TDaddqを
実装し，これを SIMD化した AVX2TDaddq (Algorithm 7)
を使用した．

Fabianoらは Accurate乗算と，演算数の少ない Fast乗算
の二つを提唱している．我々は後者の乗算を TDmul として
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Algorithm 4 r[2] := AVX2DDadd(x[2], y[2])
(s, e) := AVX2TwoSum(x[0], y[0])
w :=_mm256_add_pd(x[1], y[1])
e :=_mm256_add_pd(e, w)
(r[0], r[1]) := AVX2QuickTwoSum(s, e)
return (r[0], r[1])

Algorithm 5 r[2] := AVX2DDmul(x[2], y[2])
(p1, p2) := AVX2TwoProd − FMA(x[0], y[0])
w1 :=_mm256_mul_pd(x[0], y[1])
w2 :=_mm256_mul_pd(x[1], y[0])
w3 :=_mm256_add_pd(w1, w2)
p2 :=_mm256_add_pd(p2, w3)
(r[0], r[1]) := AVX2QuickTwoSum(p1, p2)

Algorithm 6 r[3] := AVX2TDadd(x[3], y[3])
(z0, ..., z5) := AVX2Merge(x[0], x[1], x[2], y[0], y[1], y[2])
(e0, ..., e5) := AVX2VecSum(z0, ..., z5)
(r[0], r[1], r[2]) := AVX2VSEB(3)(e0, ..., e5)
return (r[0], r[1], r[2])

Algorithm 7 r[3] := AVX2TDaddq(x[3], y[3])
s0 :=_mm256_add_pd(x[0], y[0])
s1 :=_mm256_add_pd(x[1], y[1])
s2 :=_mm256_add_pd(x[2], y[2])
v0 :=_mm256_sub_pd(s0, x[0])
v1 :=_mm256_sub_pd(s1, x[1])
v2 :=_mm256_sub_pd(s2, x[2])
u0 :=_mm256_sub_pd(s0, v0)
u1 :=_mm256_sub_pd(s1, v1)
u2 :=_mm256_sub_pd(s2, v2)
w0 :=_mm256_sub_pd(x[0], u0)
w1 :=_mm256_sub_pd(x[1], u1)
w2 :=_mm256_sub_pd(x[2], u2)
u0 :=_mm256_sub_pd(y[0], v0)
u1 :=_mm256_sub_pd(y[1], v1)
u2 :=_mm256_sub_pd(y[2], v2)
t0 :=_mm256_add_pd(w0, u0)
t1 :=_mm256_add_pd(w1, u1)
t2 :=_mm256_add_pd(w2, u2)
(s1, t0) :=AVX2TwoSum(s1, t0)
(s2, t0, t1) :=AVX2ThreeSum(s2, t0, t1)
t0 :=_mm256_add_pd(_mm256_add_pd(t0, t1), t2)
(r[0], r[1], r[2]) :=AVX2Renorm3(s0, s1, s2, t0)
return (r[0], r[1], r[2])

実装し，VSEB関数以外を SIMD化した AVX2TDmul関数
を実装した．

Algorithm 8 r[3] := AVX2TDmul(x[3], y[3])
(zup

00 , zlo
00) := AVX2TwoProd-FMA(x[0], y[0])

(zup
01 , zlo

01) := AVX2TwoProd-FMA(x[0], y[1])
(zup

10 , zlo
10) := AVX2TwoProd-FMA(x[1], y[0])

(b0, b1, b2) := AVX2VecSum(zlo
00, zup

01 , zup
10 )

c :=_mm256_fmadd_pd(x[1], y[1], b2)
z31 :=_mm256_fmadd_pd((x[0], y[2], zlo

10)
z32 :=_mm256_fmadd_pd( x[2], y[0], zlo

01 )
z3 := _mm256_add_pd(z31, z32)
s3 := _mm256_add_pd(c, z3)
(e0, e1, e2, e3) := AVX2VecSum(zup

00 , b0, b1, s3)
r[0] := e0

(r[1], r[2]) := AVX2VSEB(2)(e1, e2, e3)
return (r[0], r[1], r[2])

ちなみに，TDmulについても，QDmulの 3倍精度版を作成
してベンチマークテストを実施してみたが，TDmulよりもよ
いパフォーマンスを得られなかったことから，今回はTDaddq
と TDmulの組み合わせで行列乗算を実装した．

2.3 QD精度加算と乗算
QD演算については，計算量の少ない Sloppy版の加算と乗
算に基づき，一部AVX2化したRenorm関数を用いてAVX2-
QDadd(Algorithm 11)とAVX2QDmul(Algorithm 12)を実
装した．

Algorithm 9 (a, b, c) := AVX2ThreeSum(x, y, z)
(t1, t2) := AVX2TwoSum(x, y)
(a, t3) := AVX2TwoSum(z, t1)
(b, c) := AVX2TwoSum(t2, t3)
return (a, b, c)

これらの QD演算では必要となる，3つの浮動小数点数 x,
y, z の加算を TwoSum を用いて行い，その誤差も得られる
ThreeSum も AVX2 化したものを使用する。3 つの返り値
a ≈ x + y + z, b, cを返す ThreeSum(Algorithm 9)と，2つ
の返り値 a ≈ x + y + z, bを返す ThreeSum2(Algorithm 10)
の 2つを QD演算で使用する。

Algorithm 10 (a, b) := AVX2ThreeSum2(x, y, z)
(t1, t2) := AVX2TwoSum(x, y)
(a, t3) := AVX2TwoSum(z, t1)
b := _mm256_add_pd(t2, t3)
return (a, b)

無誤差変換技法と，2種の ThreeSumを使用して実装した
AVX2化した加算 (AVX2QDadd)を Algorithm 11に示す。
同様に，AVX2 化した乗算 (AVX2QDmul) を Algorithm

12に示す。
後述するように，正規化に当たる AVX2Renorm関数以外
では完全に AVX2化できており，DD,TDより AVX2による
高速化が十分に達成できている．今回詳細は省くが，MPFR
212bits精度より行列乗算の性能は格段に高速化されたことで，
QD以上のマルチコンポーネント型基本線形計算でもMPFR
より高速化できる余地が広がったと言える．
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Algorithm 11 r[4] := AVX2QDadd(x[4], y[4])
s0 :=_mm256_add_pd(x[0], y[0])
s1 :=_mm256_add_pd(x[1], y[1])
s2 :=_mm256_add_pd(x[2], y[2])
s3 :=_mm256_add_pd(x[3], y[3])
v0 :=_mm256_sub_pd(s0, x[0])
v1 :=_mm256_sub_pd(s1, x[1])
v2 :=_mm256_sub_pd(s2, x[2])
v3 :=_mm256_sub_pd(s3, x[3])
u0 :=_mm256_sub_pd(s0, v0); u1 :=_mm256_sub_pd(s1, v1)
u2 :=_mm256_sub_pd(s2, v2); u3 :=_mm256_sub_pd(s3, v3)
w0 :=_mm256_sub_pd(x[0], u0); w1 :=_mm256_sub_pd(x[1], u1)
w2 :=_mm256_sub_pd(x[2], u2); w3 :=_mm256_sub_pd(x[3], u3)
u0 :=_mm256_sub_pd(y[0], v0); u1 :=_mm256_sub_pd(y[1], v1)
u2 :=_mm256_sub_pd(y[2], v2); u3 :=_mm256_sub_pd(y[3], v3)
t0 :=_mm256_add_pd(w0, u0)
t1 :=_mm256_add_pd(w1, u1)
t2 :=_mm256_add_pd(w2, u2)
(s1, t0) := AVX2TwoSum(s1, t0)
(s2, t0, t1) := AVX2ThreeSum(s2, t0, t1)
(s3, t0) := AVX2ThreeSum2(s3, t0, t2)
t0 :=_mm256_add_pd(_mm256_add_pd(t0, t1), t3)
(r[0], r[1], r[2], r[3]) := AVX2Renorm(s0, s1, s2, s3, t0)
return (r[0], r[1], r[2], r[3])

Algorithm 12 r[4] := AVX2QDmul(x[4], y[4])
s0 :=_mm256_add_pd(x[0], y[0])
(p0, q0) := AVX2TwoProd(x[0], y[0])
(p1, q1) := AVX2TwoProd(x[0], y[1])
(p2, q2) := AVX2TwoProd(x[1], y[0])
(p3, q3) := AVX2TwoProd(x[0], y[2])
(p4, q4) := AVX2TwoProd(x[1], y[1])
(p5, q5) := AVX2TwoProd(x[2], y[0])
(p1, p2, q0) := AVX2ThreeSum(p1, p2, q0)
(p2, q1, q2) := AVX2ThreeSum(p2, q1, q2)
(p3, p4, p5) := AVX2ThreeSum(p3, p4, p5)
(s0, t0) := AVX2TwoSum(p2, p3)
(s1, t1) := AVX2TwoSum(q1, p4)
s2 :=_mm256_add_pd(q2, p5)
(s1, t0) := AVX2TwoSum(s1, t0)
s2 :=_mm256_add_pd(s2, _mm256_add_pd(t0, t1))
s1 :=_mm256_add_pd(s1, _mm256_mul_pd(x[0], y[3]))
s1 :=_mm256_add_pd(s1, _mm256_mul_pd(x[1], y[2]))
s1 :=_mm256_add_pd(s1, _mm256_mul_pd(x[2], y[1]))
s1 :=_mm256_add_pd(s1, _mm256_mul_pd(x[3], y[0]))
s1 :=_mm256_add_pd(s1, q0)
s1 :=_mm256_add_pd(s1, q3)
s1 :=_mm256_add_pd(s1, q4)
s1 :=_mm256_add_pd(s1, q5)
(r[0], r[1], r[2], r[3]) := AVX2Renorm(p0, p1, s0, s1, s2)
return (r[0], r[1], r[2], r[3])

2.4 ベクトル型を用いたベンチマークテスト

ここでは今回使用したベクトル・行列演算のデータ型につ
いて解説する．通常，多倍長精度浮動小数点数は一つの構造
体としてまとまっており，これを並べて配列として使用する
ことが一般的である．しかし，同じ精度のマルチコンポーネ
ント型浮動小数点数を AVX2 の_m256d 型データ単位で扱う
場合，同じ演算をまとめて 4つ同時に実行することで効率を
上げる必要がある．前述したように，DD,TD,QD精度演算で
はそれぞれ 2, 3, 4つの_m256d型データを読み書きする必要
があり，ベクトル・行列要素を配列一つにまとめて置く形式
では，高性能な読み書きが期待できる_m256d型データの連続
呼び出し (Load/Store関数)が使えず，binary64(IEEE 2進
倍精度浮動小数点数型)データを個別に読み出し (Set)・書き
込む必要がある．
そこで，今回我々は DD, TD, QD 精度データをそれぞれ
各コンポーネントごとに binary64 データの一次元配列に分
割してベクトル・行列要素を格納する形式を採用した．これ
により，例えば TD精度演算の場合，Fig.3に示すように，3
回の load命令を 2セット実施することで AVX2TDadd演算
(rtd_[add, mul]関数)に必要な被演算データを渡すことが
できる．binary64ごとの読み書きを行うよりも多くのケース
で高速な処理が必要になることが期待できる．
実際，DD, TD, QD精度それぞれで，2つの n次元実ベク
トル a = [a1 a2 ... an]T , b = [b1 b2 ... bn]T を生成し，各
要素の加算 (ai + bi) と乗算 (ai · bi) を行った時の各精度の
演算回数 (DD MFLOPS, TD MFLOPS, QD MFLOPS)を
Corei9の環境で計測した結果を Fig.4，Fig.5，Fig.6に示す．
これらのグラフは，AVX2 Load/Store 命令を用いて AVX2
演算を行った場合 (AVX2 L/S,Fig.3左図)，一要素に全ての
コンポーネントをまとめて配列としてベクトル要素を並べて
AVX2 Set命令を用いてAVX2演算を行った場合 (AVX2 Set,
Fig.3右図)，AVX2を一切使用しない場合 (Normal)の 3種
類でMFLOPS値を各グラフの縦軸に示している．EPYCで
も同様の傾向になることを確認している．

Fig.4より，DD精度演算は計算量が少ないため，Load/S-
tore関数を利用すると CPUのキャッシュの影響が強く出るこ
とが分かる．実際，全てのベクトルがキャッシュに収まる際の
性能が最高に高く，1.5倍程度の差が出てくる．キャッシュサ
イズを超える次元数になると，AVX2化による影響がほぼな
くなり，加算・乗算どちらもほとんど同じ DD MFLOPSに
収斂していく．

Fig.5では左図の加算ではオリジナルの 3倍精度演算 (TDadd)
による結果も併せて示してあるが，AVX2化のメリットは全く
見えず，約 26 TD MFLOPSしか出ていない．これはMerge
関数の性能が著しく低いために引き起こされている．従って，
性能向上のために前述したように TDaddq を用いたところ，
通常演算で 75 TD MFLOPS，AVX2 化すると Load/Store
使用時で 115 TD MFLOPS，Set使用時で 123 TD MFLOPS
の性能を得られることが分かった．TDmul演算ではAVX2化
のメリットは薄く，せいぜい 20 TD MFLOPS程度の性能向
上に留まっている．なお，Load/Store使用時に Set使用より
性能が下がったのはこの Corei9の場合のみである．DD演算
よりキャッシュによる影響はごく少ないことも分かる．

Fig.6では，キャッシュサイズによる影響はほとんど見られ
ず，安定的に AVX2化による性能向上が達成できていること
が分かる．QDadd演算では約 4倍，QDmul演算では約 2倍
の高速化が達成されている．QD精度より長いマルチコンポー
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element[0]

element[1]

element[2]

0 1 2 3 4 ・・・5

0 1 2 3 4 ・・・5

0 1 2 3 4 ・・・5

TDVector a

element[0]

element[1]

element[2]

0 1 2 3 4 ・・・5

0 1 2 3 4 ・・・5

0 1 2 3 4 ・・・5

TDVector a

element[0]

element[1]

element[2]

0 1 2 3 4 ・・・5

0 1 2 3 4 ・・・5

0 1 2 3 4 ・・・5

TDVector c

element[0]

element[1]

element[2]

0 1 2 3 4 ・・・5

0 1 2 3 4 ・・・5

0 1 2 3 4 ・・・5

TDVector c

_bncavx2_rtd_[add, mul](in_c, in_a, in_b)

in_a[0] = _mm256_load_pd(&a->element[0][0])
in_a[1] = _mm256_load_pd(&a->element[1][0])
in_a[2] = _mm256_load_pd(&a->element[2][0])

TDVector b

element[0]

element[1]

element[2]

0 1 2 3 4 ・・・5

0 1 2 3 4 ・・・5

0 1 2 3 4 ・・・5

element[0]

element[1]

element[2]

0 1 2 3 4 ・・・5

0 1 2 3 4 ・・・5

0 1 2 3 4 ・・・5

TDVector b

element[0]

element[1]

element[2]

0 1 2 3 4 ・・・5

0 1 2 3 4 ・・・5

0 1 2 3 4 ・・・5

in_b[0] = _mm256_load_pd(&b->element[0][0])
in_b[1] = _mm256_load_pd(&b->element[1][0])
in_b[2] = _mm256_load_pd(&b->element[2][0])

①

②

③

_mm256_store_pd(&c->element[0][0], in_c[0])
_mm256_store_pd(&c->element[1][0], in_c[1])
_mm256_store_pd(&c->element[2][0], in_c[2])

④

tdfloat a[0]

tdfloat a[1]

val[0] val[1] val[2]val[0] val[1] val[2]

val[0] val[1] val[2]val[0] val[1] val[2]

tdfloat a[2] val[0] val[1] val[2]val[0] val[1] val[2]

tdfloat a[3] val[0] val[1] val[2]val[0] val[1] val[2]

tdfloat a[4] val[0] val[1] val[2]val[0] val[1] val[2]

tdfloat a[5] val[0] val[1] val[2]val[0] val[1] val[2]

・・・ ・・・

tdfloat b[0]

tdfloat b[1]

val[0] val[1] val[2]val[0] val[1] val[2]

val[0] val[1] val[2]val[0] val[1] val[2]

tdfloat b[2] val[0] val[1] val[2]val[0] val[1] val[2]

tdfloat b[3] val[0] val[1] val[2]val[0] val[1] val[2]

tdfloat b[4] val[0] val[1] val[2]val[0] val[1] val[2]

tdfloat b[5] val[0] val[1] val[2]val[0] val[1] val[2]

・・・ ・・・

in_a[0] = _mm256_set_pd(
a[3].val[0],a[2].val[0], 
a[1].val[0], a[0].val[0])

in_a[1] = _mm256_set_pd(
a[3].val[1], a[2].val[1], 
a[1].val[1], a[0].val[1])

in_a[2] = _mm256_set_pd(
a[3].val[2], a[2].val[2],
a[1].val[2], a[0].val[2])

in_b[0] = _mm256_set_pd(
　b[3].val[0], b[2].val[0],
　b[1].val[0], b[0].val[0])

in_b[1] = _mm256_set_pd(
         b[3].val[1], b[2].val[1], 

  b[1].val[1], b[0].val[1])
in_b[2] = _mm256_set_pd(

  b[3].val[2], b[2].val[2], 
  b[1].val[2], b[0].val[2])

_bncavx2_rtd_[add, mul](in_c, in_a, in_b)

tdfloat c[0]

tdfloat c[1]

val[0] val[1] val[2]val[0] val[1] val[2]

val[0] val[1] val[2]val[0] val[1] val[2]

tdfloat c[2] val[0] val[1] val[2]val[0] val[1] val[2]

tdfloat c[3] val[0] val[1] val[2]val[0] val[1] val[2]

tdfloat c[4] val[0] val[1] val[2]val[0] val[1] val[2]

tdfloat c[5] val[0] val[1] val[2]val[0] val[1] val[2]

・・・ ・・・

c[3].val[0] = in_c[0][3]; c[2].val[0] = in_c[0][2];
c[1].val[0] = in_c[0][1]; c[0].val[0] = in_c[0][0];

c[3].val[1] = in_c[1][3]; c[2].val[1] = in_c[1][2];
c[1].val[1] = in_c[1][1]; c[0].val[1] = in_c[1][0];

c[3].val[2] = in_c[2][3]; c[2].val[2] = in_c[2][2];
c[1].val[2] = in_c[2][1]; c[0].val[2] = in_c[0][2];

①

②

③

④

tdfloat a[0]

tdfloat a[1]

val[0] val[1] val[2]

val[0] val[1] val[2]

tdfloat a[2] val[0] val[1] val[2]

tdfloat a[3] val[0] val[1] val[2]

tdfloat a[4] val[0] val[1] val[2]

tdfloat a[5] val[0] val[1] val[2]

・・・ ・・・

tdfloat b[0]

tdfloat b[1]

val[0] val[1] val[2]

val[0] val[1] val[2]

tdfloat b[2] val[0] val[1] val[2]

tdfloat b[3] val[0] val[1] val[2]

tdfloat b[4] val[0] val[1] val[2]

tdfloat b[5] val[0] val[1] val[2]

・・・ ・・・

in_a[0] = _mm256_set_pd(
a[3].val[0],a[2].val[0], 
a[1].val[0], a[0].val[0])

in_a[1] = _mm256_set_pd(
a[3].val[1], a[2].val[1], 
a[1].val[1], a[0].val[1])

in_a[2] = _mm256_set_pd(
a[3].val[2], a[2].val[2],
a[1].val[2], a[0].val[2])

in_b[0] = _mm256_set_pd(
　b[3].val[0], b[2].val[0],
　b[1].val[0], b[0].val[0])

in_b[1] = _mm256_set_pd(
         b[3].val[1], b[2].val[1], 

  b[1].val[1], b[0].val[1])
in_b[2] = _mm256_set_pd(

  b[3].val[2], b[2].val[2], 
  b[1].val[2], b[0].val[2])

_bncavx2_rtd_[add, mul](in_c, in_a, in_b)

tdfloat c[0]

tdfloat c[1]

val[0] val[1] val[2]

val[0] val[1] val[2]

tdfloat c[2] val[0] val[1] val[2]

tdfloat c[3] val[0] val[1] val[2]

tdfloat c[4] val[0] val[1] val[2]

tdfloat c[5] val[0] val[1] val[2]

・・・ ・・・

c[3].val[0] = in_c[0][3]; c[2].val[0] = in_c[0][2];
c[1].val[0] = in_c[0][1]; c[0].val[0] = in_c[0][0];

c[3].val[1] = in_c[1][3]; c[2].val[1] = in_c[1][2];
c[1].val[1] = in_c[1][1]; c[0].val[1] = in_c[1][0];

c[3].val[2] = in_c[2][3]; c[2].val[2] = in_c[2][2];
c[1].val[2] = in_c[2][1]; c[0].val[2] = in_c[0][2];

①

②

③

④

Fig. 3: Load/Store命令で呼び出せる TDベクトルデータ型 (左), set命令のみ利用する TD配列 (右)
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Fig. 4: DD精度ベクトル要素の加算と乗算の DD MFLOPS
の推移
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Fig. 5: TD精度ベクトル要素の加算と乗算の TD MFLOPS
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Fig. 6: QD精度ベクトル要素の加算と乗算の QD MFLOPS
の推移

ネント型の多倍長精度演算では，AVX2化によりこの程度の
性能向上が達成できるのではないかと予想される．
以上の結果より，Load/Store命令を用いたマルチコンポー
ネント型多倍長精度演算が，ベクトルデータ型には性能向上
に寄与できる要素が大きいことが示された．ベクトル演算だ
けでなく，行列・ベクトル乗算や行列乗算においても，この
形式を用いることで高速化できることが予想される．

3. Python環境における多倍長精度線形計算の実装
我々は既に Python プログラミング環境においても，QD
精度以下であれば gmpy2が提供するMPFRより高速な計算
が可能であることを示した 12)．しかしながら，これは単純行
列乗算アルゴリズムだけの実装であり，キャッシュメモリの
ヒット率の向上や演算量を減らすブロック化アルゴリズムや
Strassenアルゴリズムを使って更に高速化した行列乗算に比
べると圧倒的に低速である．
そこで，今回我々は AVX2を用いて高速化を行った BNC-

matulライブラリを使用し，これらのアルゴリズムと計算時
間の比較を Corei9環境で行った．ソフトウェア構成は Fig.7
に示した通りである．
我々のDD, TD, QD精度基本演算関数は c dd qd.hにCの

inline関数として実装されたものがベースになっており，これ
を rdd.hからMPFR関数と同様の引数順に修正したマクロを
介して呼び出して使用する．これを rdd.cに Cの静的関数と
して定義したものを DLL(Dynamic Linking Library)にした
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Fig. 7: Python環境における多倍長精度線形計算のソフトウェ
ア階層

ものが librdd.so であり，Python のクラスはこの DLL 内の
関数を呼び出して実装されている．我々は既に，この Python
クラスの性能はmpmath並で，gmpy2のMPFRに比べて著
しく低速であり，行列乗算用の C関数を rdd.cで定義して使
用した方が高速であることを示している 12)．

BNCmatmul も，rdd.h を用いて実装された行列乗算ライ
ブラリであるが，前述したようにブロック化アルゴリズムと
Strassenアルゴリズムを実装しており，これを使用するだけ
で単純行列乗算より高速になることは既に示している 11)．今
回 AVX2 を用いて実装したのは，DD, TD, QD 精度の基本
線形計算で，ブロック化，Strassenアルゴリズムの実装その
ものは全く変更しておらず，AVX2の高速化の恩恵は同じ関
数を使用しながら受けることができる．
今回新たに BNCmatmul の行列，ベクトル演算を使用す

るために定義したデータ型と関数の定義は下記に示すような
ものである．これは TD 精度のベクトル (tdvector) と行列
(tdmatrix)であるが，DD精度，QD精度のベクトルや行列
も同様の定義を行っている．

Listing 1: TDVector と TDMatrix データ型と DLL 関数の
定義

# TDVector class
# TD vector
#typedef struct {
# long int dim; // dim <= real_dim
# long int real_dim; // multiplier of

_BNC_D_WIDTH
# double *element[TDSIZE];
#} tdvector;
#typedef tdvector *TDVector;
class tdvector(ct.Structure):

_fields_ = [
("dim", ct.c_long),
("real_dim", ct.c_long),
("element", ct.ARRAY(ct.POINTER(ct.c_double),

3))
]

# init_tdvector
init_tdvector = libbncmatmul.init_tdvector
init_tdvector.argtype = [ct.c_long]
init_tdvector.restype = ct.POINTER(tdvector)

# free_tdvector
free_tdvector = libbncmatmul.free_tdvector
free_tdvector.argtype = ct.POINTER(tdvector)
free_tdvector.restype = None

# dd array to tdvector
# TDVector vec -> tdfloat array
# void set_tdfloat_tdvec(tdfloat ret[], int

ret_dim, TDVector vec);
set_tdfloat_tdvec = libbncmatmul.

set_tdfloat_tdvec
set_tdfloat_tdvec.argtype = [ct.POINTER(ct.

c_double), ct.c_int, ct.POINTER(tdvector)]
set_tdfloat_tdvec.restype = None

# tdfloat array -> TDVector ret
# void set_tdvector_tdfloat(TDVector ret, tdfloat

array[], int array_dim);
set_tdvector_tdfloat = libbncmatmul.

set_tdvector_tdfloat
set_tdvector_tdfloat.argtype = [ct.POINTER(

tdvector), ct.POINTER(ct.c_double), ct.c_int]
set_tdvector_tdfloat.restype = None

# TDMatrix class
# TD matrix
#typedef struct{
# long int row_dim, col_dim;
# long int real_row_dim, real_col_dim; //

multiplier of _BNC_D_WIDTH
# double *element[TDSIZE];
#} tdmatrix;
class tdmatrix(ct.Structure):

_fields_ = [
("row_dim", ct.c_long),
("col_dim", ct.c_long),
("real_row_dim", ct.c_long),
("real_col_dim", ct.c_long),
("element", ct.ARRAY(ct.POINTER(ct.c_double),

3))
]

# init_tdmatrix
init_tdmatrix = libbncmatmul.init_tdmatrix
init_tdmatrix.argtype = [ct.c_long, ct.c_long]
init_tdmatrix.restype = ct.POINTER(tdmatrix)

# free_tdmatrix
free_tdmatrix = libbncmatmul.free_tdmatrix
free_tdmatrix.argtype = ct.POINTER(tdmatrix)
free_tdmatrix.restype = None

# td array to tdvector
# TDMatrix mat -> tdfloat array
# void set_tdfloat_tdmat(tdfloat ret[], int

ret_dim, TDMatrix mat);
set_tdfloat_tdmat = libbncmatmul.

set_tdfloat_tdmat
set_tdfloat_tdmat.argtype = [ct.POINTER(ct.

c_double), ct.c_int, ct.POINTER(tdmatrix)]
set_tdfloat_tdmat.restype = None

# tdfloat array -> TDmatrix ret
# void set_tdmatrix_tdfloat(DDMatrix ret, tdfloat

array[], int array_dim);
set_tdmatrix_tdfloat = libbncmatmul.

set_tdmatrix_tdfloat
set_tdmatrix_tdfloat.argtype = [ct.POINTER(

tdmatrix), ct.POINTER(ct.c_double), ct.c_int]
set_tdmatrix_tdfloat.restype = None

以上で定義したBNCmatmul(Fig.7)の関数は，DLL化した
libbncmatmul-0.21.soとAVX2による高速化した libbncmatmul-
0.21 avx2.so，どちらを呼び出しても同じ形式で使用できる．

4. 行列ベクトル乗算と行列乗算の性能評価

以上の準備を行って用意した RDD.py ベースの行列乗算
(MM, RDD)，rdd.cに施した Cによる実装 (MM, C PTR)
の計算時間を Table 1に示す．今回はこれに加え，行列・ベ
クトル乗算 (MV, RDD) と C による実装 (MV, C PTR) も
併せて示す．
使用した n × n 実行列 A，B と n 次実ベクトル x は次の
通りである．

A =
[ √

2 (i + j − 1)
]n

i,j=1
, B =

[ √
3i

]n

i,j=1
, x =

[ √
5i

]n

i=1
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Table 1: Pythonコードによる実装比較 (単位:秒)
n = 128 MM,RDD MM,C PTR (R/C) MV, RDD MV,C PTR (R/C)

DD 4.00 0.015 (266.7) 0.0305 0.000139 (219.4)
TD 4.55 0.073 (62.3) 0.0372 0.000577 (64.5)
QD 5.15 0.206 (25.0) 0.0386 0.00165 (23.4)

MP(212) 3.11 N/A
MPFR(212) 0.89 N/A

n = 1024
DD 2216.6 15.5 (142.7) 2.03 0.008 (267.1)
TD 2582.0 75.6 (34.2) 2.33 0.035 (66.6)
QD 2865.0 164.3 (17.4) 2.57 0.101 (25.4)

MP(212) 2042.5 N/A
MPFR(212) 668.5 N/A

これらを用いて，行列・ベクトル乗算 b := Axと，行列乗算
C := AB を計算した．
既に示したとおり，Corei9環境でもMPFR(212 bits)計算

に比べ，Cによる QD実装は約 4倍高速である．rdd.cによ
る C実装は DD精度で 143～267倍，TD演算で 34～67倍，
QD演算で 17～25倍高速である．従って，AVX2による高速
化した行列乗算，行列ベクトル乗算は，rdd.cによる C実装
と比較して行うことにする．

AVX2を用いて高速化した行列乗算，行列・ベクトル乗算
がどの程度高速になったかを，MM, C PTRの計算時間との
比，すなわち高速化率で示した図を Fig.8と Fig.9に示す．
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Fig. 8: Cによる単純実装と比較しての AVX2利用による高
速化率 (n = 128): 行列乗算 (MM, 左図)，行列・ベクトル乗
算 (MV, 右図)，
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Fig. 9: Cによる単純実装と比較しての AVX2利用による高
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DD精度で行列乗算は最大 12.5倍，QD精度で最大 7.8倍
の高速化を実現できたことが分かる．Strassenアルゴリズム
は分割統治法に基づいて演算量を減らしたものであり，その
効果も相まって高速化率が高くなっている．
反面，TD演算は Fig.5で分かるように AVX2でも乗算の
高速化はあまり行えず，そのせいもあって行列乗算，行列ベ
クトル乗算どちらにしても AVX2による高速化率は低く，最
大 6.3倍に留まっている．

5. まとめと今後の展開

AVX2 による高速化の結果，DD, TD, QD 精度行列乗算，
行列ベクトル乗算いずれも高速化でき，Pythonプログラミン
グ環境でも十分性能を発揮できていることが示された．
今後の課題としては，OpenMPによるマルチコア向けの並
列化を行ってさらなる高速化を行うとともに，直接法 (LU分
解)，Hessenbergリダクション，QR分解等，広く利用されて
いる各種線形計算アルゴリズムに対して高性能化を行い，実
用的な多倍長精度線形計算環境を整備していく．
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教師なし深層異常検知を用いたプロトタイピング
Quick Prototyping Using Unsupervised Deep Anomaly Detection

江原遥 ∗*
Yo EHARA

Abstract : Deep Autoencoding Gaussian Mixture Model (DAGMM) 7) is a deep-learning-based anomaly
detection method: unlike previous anomaly detection methods, it can be used to model high-dimensional
vectors in low-dimensions. DAGMM is unsupervised: it does not require any supervision for anomalies.
Instead, from the given set of high-dimensional feature vectors, DAGMM method jointly learns how to express
the vectors in low dimensions and how to cluster the vectors in low dimensions. Outliers are automatically
identified as vectors distant from any of the cluster centers. This feature is beneficial for quickly prototyping
demonstration systems because it does not require any supervision. In this study, we show that bachelor students
not familiar with deep learning can build demonstrations and analyses quickly thanks to DAGMM.

1. はじめに
教師なし深層異常検知 7)は，近年提案された深層学習
に基づく異常検知の 1つである．7)の従来の異常検知手
法に対する利点・特徴は，次のようである．

(1) 高次元空間（例：100次元以上）では，どのデータ
点も異なるように計算されてしまう次元の呪い問題
に対応するため，高次元データに対する異常検知手
法である．

(2) どのデータ点が異常であるかを示す「教師データ」
が不要である．

(3) 高次元ベクトルを低次元空間に射影する手法である
ため，可視化に利用できる．

これらの特徴は，卒業研究のように，デモシステムを
とりあえず作成してみる「プロトタイピング」の目的で
は有用であると考えられる．新しい研究課題に対して人
工知能を適用しようとした際に生じる主な問題は，人工
知能に模倣させるためのデータ（教師データ）がないと
いう点である．したがって，卒業研究などで学生が新し
い研究課題に興味を持ったとしても，人工知能に模倣さ
せるための教師データを作成するところから始めなけ
ればならない事が多い．教師データの作成作業は，問題
を理解する上で重要なステップであるという意見もある
ものの，人工知能が模倣するのに十分な教師データを作
成するためには，相当な時間と労力がかかり，単調作業

2021年 5月 26日受理
∗ 情報学部　コンピュータシステム学科

である側面も否めない．いずれにせよ，教師データ作成
のステップを短縮する事は「とりあえず，動くシステム
を作ってみる」というプロトタイピングの上で，重要で
ある．
教師データ作成の負担を軽減する方法としては，他に，
教師データ作成の作業を，有償でインターネットを通じ
て他者に外注してしまう「クラウドソーシング」という
方法もある．しかし，クラウドソーシングでは，作業者
の作業能力を担保することが難しいという問題もある．
また，クラウドソーシングでデータを集めたとしても，
通常は最低 1日はプロトタイピングに時間がかかる．こ
れより早く，例えば講義のような短い時間で「とりあえ
ずシステムを作ってみたい」という場合には，クラウド
ソーシングを用いたアプローチは適切とは言えない．
そこで，本稿では，試みとして，学生が興味を持った
課題に対して全く教師データを用いずに，DAGMMを
使ったプロトタイピングを行う手法を提案する．実際に，
2名の卒論生がこの試みに参加し，2名とも，3日程度
でシステムを用いて分析するところまで可能になった．
一方，評価用データがないため，定性的な結果しか報告
できないという問題が残った．本稿では，学生の許可を
得たうえで，学生が行った研究について詳述する．
関連研究
人工知能，特に機械学習分野は近年急速に発達してき
たため，機械学習や深層学習を用いたシステムのプロト
タイピングについては，知る限り広く普及している定番
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の手法はない．機械学習を扱うプログラミング教室など
でも，実際に，自分の興味のあるテーマで深層学習を用
いたシステムを作成するのに必要な期間としては，2か
月程度が準備されている 1)．実際に具体的な手法の中身
まで理解するためには，数か月程度の時間が必要である
事は確かであろう．近年の深層学習の手法では，有名な
手法であっても，翌年には別の手法の方が良いことが判
明したり，高精度に動作する理由が後から判明すること
も多く，手法の中身を全ての利用者に理解させることま
でが必要とは必ずしも言えない．
ベースとなる手法が将来的に入れ替わることが予想さ
れるのであれば，ベースとなる手法の定性的な傾向を迅
速につかむことが望ましい．本研究では，そうしたプロ
トタイピングを扱う．
2. DAGMM

深層異常検知の近年の代表的な手法として，DAGMM7)

が挙げられる．DAGMM は，クラスタリング手法とし
て有名な混合ガウスモデル（Gaussian Mixture Model,
GMM）を深層化し，異常検知の機能を持たせた手法であ
る．高次元ベクトルを次元圧縮し，低次元表現で GMM
に基づくクラスタリングをした上，直感的には各クラス
タ中心からの距離の和として理解できる「エネルギー値」
を計算し，どのクラスタ中心からも遠い点を異常として
検知する．

DAGMMは，入力ベクトル ®𝑥をオートエンコーダを用
いて低次元表現 ®𝑧に変換し，®𝑧から ®𝑥を再構成する深層
学習モデルである．再構成したベクトルを ®𝑥 ′ = 𝑔(®𝑧𝑐; 𝜃𝑑)
とし，低次元表現を ®𝑧𝑐 = ℎ(®𝑥; 𝜃𝑒)とする．再構成したベ
クトルと元の入力の近さを測る関数を ®𝑧𝑟 = 𝑓 (®𝑥, ®𝑥 ′)とす
る．ここで，この近さとしては複数の関数が利用できる．
DAGMMの特徴は，低次元表現と再構成の誤差をつなげ
た ®𝑧 = [®𝑧𝑐 , ®𝑧𝑟 ]を最終的な潜在表現として利用することで
ある．再構成の誤差が，潜在表現空間での距離に直接影
響する．潜在表現のクラスタリングは，典型的な GMM
の表記にならい，式 1で定義される．ここで，𝐾 はクラ
スタ数，𝑁 はデータの数，MLNはMulti Layer Network
の略である．また，クラスタ 𝑘 の混合係数は式 2，平均
と分散共分散行列は式 3となる．

p = 𝑀𝐿𝑁 (z; 𝜃𝑚), �̂� = softmax(p) (1)

𝜙𝑘 =
𝑁∑
𝑖=1

�̂�𝑖𝑘
𝑁
, (2)

𝜇𝑘 =

∑𝑁
𝑖=1 𝛾𝑖𝑘 ®𝑧𝑖∑𝑁
𝑖=1 𝛾𝑖𝑘

, ®̂Σ𝑘 =
∑𝑁
𝑖=1 ˆ𝛾𝑖𝑘 (®𝑧𝑖 − �̂�𝑘 ) (®𝑧𝑖 − �̂�𝑘 )>∑𝑁

𝑖=1 �̂�𝑖𝑘
(3)

ある入力 ®𝑥の潜在表現 ®𝑧について，これが異常である
度合いは，式 4のエネルギー関数の値であらわされる．

これは，直感的には，𝑘 番目のクラスタの中心 �̂�𝑘 から
®Σ𝑘 を用いて ®𝑧 への距離を測り，全クラスタからの距離
の和が大きい ®𝑧を異常と判定していると解釈できる．も
ちろん，「異常」の比率はデータに依存する．7)の例では，
単純に，エネルギー値上位 20%を異常と判定している．

𝐸 (®𝑧) = − log
©«
𝐾∑
𝑘=1

𝜙𝑘
exp

(
− 1

2 (®𝑧 − �̂�𝑘 )> ®Σ−1
𝑘 (®𝑧 − �̂�𝑘 )

)
√���2𝜋 ®̂Σ𝑘 ���

ª®®®®¬
(4)

訓練は，ニューラルネットワークのパラメタ 𝜃𝑒, 𝜃𝑑 , 𝜃𝑚

に対して，下記の目的関数を最小化することで行う．𝐿
はベクトルの再構成に関する損失関数，𝑃は罰則項であ
り，𝜆はハイパーパラメタである．

𝐽 (𝜃𝑒, 𝜃𝑑 , 𝜃𝑚) =
1
𝑁

𝑁∑
𝑖=1

𝐿 (®𝑥𝑖 , ®𝑥 ′𝑖) +
𝜆1

𝑁

𝑁∑
𝑖=1

𝐸 (®𝑧𝑖) + 𝜆2𝑃(Σ̂)

(5)

3. プロトタイピングのテーマ
DAGMMは高次元の異常検知手法であるが，まずは，
高次元ベクトルに対して異常検知を行いたい動機を卒研
生に理解させる必要があった．そこで，8名の卒研生全
員に対して，Bidirectional Encoder Representations from
Transformers (BERT) 6)を用いた，テキストから，テキス
トの意味を表現する空間への変換の例を 30分程度説明
した．その後，深層異常検知の基本的な動作を 30分程
度で概説し，テキストの意味的な外れ値の同定が BERT
と DAGMMを組み合わせることで実現できるかもしれ
ないこと，DAGMMの自然言語処理への応用については
ほとんど先行研究がない事を説明した．その後の相談の
結果，2名の卒研生が本研究の深層異常検知を用いた研
究を行いたいと申し出た．

1名は，「小説家になろう」のテキストから，意味的な
外れ値となる文を探すことで，特徴的な表現が抽出でき
ないかというアイデアを提案した．1名は，英語読解の
ためのテキスト集合から，意味的な外れ値となる文を探
す研究テーマを申し出た．
4. 「小説家になろう」のプロトタイピング実験内容
タイトルデータデータは「なろう分析記録 2)」の「『な
ろう小説 API』を用いて、なろうの『全作品情報データ
を一括取得する』Pythonスクリプト※コード改良しまし
た」という記事にて紹介されているプログラムを利用し
た. 「小説家になろう」累計人気順の上位 10作品を取
得した（表 1）．なお文章については追記や作者の一言
など本篇に関係のない部分や 20文字以上の長い行を取
り除いた.
各小説に対して，𝑘 = 2の DAGMMを適用し，2次元

で可視化した結果が図 1である．𝑘 = 2とした理由は，異
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表 1: 本文データ行数．タイトルは，https://syosetu.com/より引用．
タイトル 空白を除く全行数 除去後の行数

転生したらスライムだった件 70601 20910
とんでもスキルで異世界放浪メシ 64216 23819

無職転生　-異世界行ったら本気だす - 134136 68896
ありふれた職業で世界最強 87435 22331

Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 131594 25045
デスマーチからはじまる異世界狂想曲 104804 32188

ヘルモード　～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～ 41458 12415
陰の実力者になりたくて！ 17923 8436

八男って、それはないでしょう！ 84932 23240
蜘蛛ですが、なにか？ 56015 26578

図 1: 転生したらスライムだった件

表 2: 「転生したらスライムだった件」異常値上位
文章はhttps://ncode.syosetu.com/n6316bn/より引用．

順位 値 文章
1 0.81996584 子供だな。
2 0.81976426 暴風、破壊、腐食、滅び。
3 0.81943774 「勿体無きお言葉――」
4 0.8194159 うん。言わなくても解ってる。
5 0.819387 変化は唐突であり、苛烈だった。
6 0.8193684 それに、理由はそれだけではなく……。
7 0.81933355 その攻撃により、近藤は致命傷を負う。
8 0.81930774 しかしそれも一時凌ぎであった。
9 0.8192735 第 12試合……ハクロウｖｓシオン

10 0.8192479 お前、50万個って、ひょっとして……

常値と正常値の 2クラスタに分類する方が解釈が容易で
あると考えたためである．また，少なくとも単語の意味
的多様性については 𝑘 = 2で十分であるという報告があ
ることも理由の 1つである 5)．
この図 1は主に大きい二つのクラスタが確認できる. 下
部に存在する小さいクラスタは会話，上部に存在する大
きなクラスタはそれ以外といった様子である．セリフの
クラスタで多いものは疑問符・感嘆符が最後にあるクラ
スタが多いようである．さらに小さいが登場人物の叫び
と擬音語のクラスタなどもある.そしてロールプレイン
グゲームに用いられる単語のクラスタも存在している.
表 2の上位の結果を見るとセリフの割合はあまり多く
なく，登場人物の心の中の言葉,そして場面の説明の中
で，並列など特徴的な表現をしているものが抽出できて
いるように見える．ロールプレイングゲームに用いられ
る単語の異常値はそこまで高くないことが分かる．

図 2: とんでもスキルで異世界放浪メシ

このように，各小説に対して，DAGMMを用いた可視
化を行い，定性的な性質を調べた．その結果を下記に述
べる．図のキャプションは，作品名である．
図 2はあまりクラスタがまとまっていないものが多い．
つまり様々な特徴を持った文章がある作品だということ
がわかる．このクラスタにもロールプレイングゲームに
用いられる単語のクラスタ，登場人物の叫びや擬音語の
クラスタは存在している．しかし「転生したらスライム
だった件」のクラスタの大きさよりも大きいクラスタで
あった．

図 3: 無職転生　-異世界行ったら本気だす -

この図3は上下に分かれている大きなクラスタと，小
さなクラスタが見て取れる．上部のクラスタはセリフ以
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外を多く含むクラスタ，下部のクラスタはセリフ多く含
むクラスタである．

図 4: ありふれた職業で世界最強-

図 4の約 7割がセリフのクラスタであり,右端には楕
円型の無言のクラスタが存在している.

図 5: Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活

図5のクラスタは大きな楕円型のクラスタが特徴であ
る.

図 6: デスマーチからはじまる異世界狂想曲

図6の大きなクラスタは約 𝑦 = 0軸を境界にして上部

がセリフ，下部がセリフ以外で分かれている．左側の外
れた位置には英単語を多く含んだクラスタが存在して
いる．

図 7: ヘルモード　～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世
界で無双する～

図7の中央のクラスタは約 𝑥 = 0軸を境界として左側
がセリフの集合，右側がそれ以外の集合である.その大
きなクラスタの下部には多くの小さなクラスタが存在し
ている．

図 8: 陰の実力者になりたくて！

図8のクラスタは約 𝑦 = 0軸を境界として右側がセリ
フ，左側がそれ以外のクラスタとなる．
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図 9: 八男って、それはないでしょう！

図9では約 𝑦 = −8から約 𝑦 = 58,約 𝑥 = −56から約
𝑥 = 5の間に存在しているクラスタがセリフ以外である．
それ以外のクラスタはセリフである．約 7割がセリフで
あることがわかる．

図 10: 蜘蛛ですが、なにか？

図10では，最も大きなクラスタはセリフ以外のクラス
タである．また，約 2割がセリフのクラスタである．こ
の作品にはロールプレイングゲームに用いられる単語の
クラスタも存在している．さらに登場人物の心の声のク
ラスタがあるという特長がみてとれる．
4.1 会話率について
会話率とは「なろう API」にて計算されている会話の
割合である. 求め方は「会話率 -なろうデベロッパー 3)」
によれば，次のとおりである：“会話行÷ (地の文+会話
行)× 100で会話比率を求めています。” 式の中にある
会話行とは “「”で始まり “」”で終わる一つの行のこと
定義されている．

表 3: 異常度の高い文例．Extensive Reading Central より文例
を引用．

異常度 文例
9.156665 Well, if you are one of these people, try to

get through this thought.
4.7371583 You see, this is a problem that you will go

through one way or the other.
2.2981603 It can happen to teachers.

図 11: 会話率．タイトルは 4) より引用．

解析した一部の作品のセリフのクラスタの割合がかな
り高かったが，元々の会話率の図 11を見てみると多くて
も半分以下の割合であることがわかる．セリフの割合が
高くなってしまった理由については，文字数が 20文字
以上になってしまい除外された文章にあまり会話文が含
まれていなかったことが考えられる．
5. 英語教材に対するプロトタイピングの実験内容
まず，文献 8)の再現実験を行ってもらった．次に，静岡
理工科大学で用いている英語多読教材（Extensive Reading
Central, https://www.er-central.com/）のうち Level
5の 1文書に対して BERTと DAGMMを適用し，異常
度の高い文例を表 3に，列挙した．この表の各文は，単
語頻度を用いた難易度推定では，同程度の難度の例文で
あるが，実際の異常度の値には大きな違いがある．おそ
らく，テキスト中で他の文にない表現が抽出されている
ことが示唆される．
6. おわりに
本稿では，卒研生 2名に対して，深層異常検知を用い

たプロトタイピングを行ってもらった．どちらの学生も，
数日程度で，自分から深層異常検知を用いた分析を行え
るようになった．一方，教師データを作成する必要性が
ない点はスムーズに進んだ一方，定性的な結果にとどま
り，結果の解釈が難しい問題が残った．小説の分析にお
いては，セリフとセリフ以外を峻別する程度の可視化は
できたものの，それ以上の結果については，解釈が難し
い．将来的には，教師データを使わないことにこだわる
のではなく，研究テーマに対して必要な教師データ作成
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の作業量を見積もることが可能となることが望ましいと
思われる．
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『駿遠へ移住した徳川家臣団』における岡田清直・岡田錠次郎の謎（その３） 

The Re-examination on the brief history of OKADA Kiyonao/OKADA Jyojiro in MAEDA’s book,vol.3 

小栗 勝也＊ 
Katsuya OGURI 

（承前、「３．資料ごとの調査結果」の続き。注の番号も継承） 

 №25の『江戸幕臣人名事典第一－四巻』（平成元年、新

人物往来社）は、浜松市立中央図書館の蔵書を確認した。

前田氏が見たものは、書名中に「第一－四巻」と記されて

いるから全 4 巻のもの（これを①とする）である。同書は

その後、内容が改訂され、かつ 1 冊にまとめられたものが

出版されている（②とする）。上記図書館には 2 種類とも

あったので、筆者は両方を確認した。①の第 1 巻の正確な

書誌情報は、『江戸幕臣人名事典 第一巻』（監修：小西四

郎、編集：熊井保・大賀妙子、発行：新人物往来社、1989

年 5 月 15 日）である。第 2 巻以下は、他の情報は同じで

あるが、発行時期のみが異なっている。「第二巻」は 1989

年 8 月 10 日、「第三巻」は 1990 年 3 月 1 日、「第四巻」は

1990 年 12 月 1 日である。②の正確な書誌情報は、『改訂

新版 江戸幕臣人名事典 全一巻』(熊井保編、1997 年 1

月 1 日、新人物往来社）である。 

前田氏が見たのは全 4 巻本の方であるが、前田氏はその

刊行年を平成元年と記している。しかし上記の通り、この

4巻本のうち、平成元年（1989 年）に刊行されたのは第 1

巻と第 2 巻のみである。前田氏は、この 2巻だけしか見な

かったのであろうか。それでは役に立たないはずであるか

ら、第 3 巻から発行年が変わっていることを知らずに不正

確な刊行年を記したのではないかと想像される。 

 本書の調査結果を記すと、①では第 1巻の 250 頁に岡田

錠次郎の情報がある。②では、255 頁に岡田錠次郎の情報

が記されている。①②共に、明治になる前の経歴のみが記

されている。また、いずれにも岡田清直の情報はない。 

なお、①旧版と②改訂版では岡田錠次郎の情報に差異が

見られる。その差異については、既に拙稿「用行義塾の教

師・岡田清直先生について」（袋井市文化協会・袋井市教

育委員会編集発行『文芸袋井』第 12 号、平成 30年 3月 1

日、所収）で述べているので、それを参照頂くことにして、

ここでは説明を省く。なお、上記拙稿において筆者は、①

の第1巻中の岡田錠次郎の掲載箇所を253頁と誤記してい

る。250 頁が正しいので、この場を借りて訂正しておきた

い。 

①②において、旧幕臣情報の出典の多くは、かつて江戸

城の多聞櫓に保管されていた文書が基になっている（②の

6 頁）。岡田錠次郎の情報も、多聞櫓文書の「明細短冊」

に依っている。それは現在、国立公文書館に所蔵されてお

り、｢箱館奉行支配定役元〆岡田錠次郎 明細短冊」（請求

番号：多 003899）の名で登録されている。上記『文芸袋

井』掲載稿を脱稿した後、筆者は国立公文書館を訪れ、岡

田錠次郎の明細短冊の実物を見た上で、その場で複写の依

頼手続きを行い、複写物を入手している。手書きの崩し字

で達筆のため、筆者には難読の文字が多く、また虫食いが

激しく欠字部分があるので全体の判読が難しい。『江戸幕

臣人名事典』の初版と改訂版で岡田錠次郎の情報が異なる

のは、改めて実物を読み直した関係者が、新しい（正しい）

解釈を与えたためであると考えられる。 

 前田氏は、この人名事典①から、表２で示した岡田錠次

郎の情報のうち、明治になる前の殆どの部分（すなわち【C】

【E】【F】【H】【J】の箇所）を引用している。ここでは、

そのことだけを紹介しておきたい。 

なお、前田氏が引用した情報の中には重大な問題がある。

それは錠次郎の年齢についてであるが、それについては本

稿の後半に置いた考察の所で詳述したい。 

 №26 の『嶽陽名士傳』（昭和 24 年、山田万作）は、浜

松市立中央図書館、国立国会図書館デジタルコレクション

(Web）の両方で蔵書を確認した。実物の奥付には、編纂兼

発行人が山田萬作（静岡市安西）、印刷人が前島格太郎（有

渡郡大里村）、製本所が中川然良（静岡市七間町）と記さ

れている。但し、発行時期は前田氏が記す昭和 24 年では

なく、｢明治」24年 10 月 17 日が正しい。前田氏のミスの

誤記と考えられる。両図書館とも登録書名は新字体の「岳 
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陽名士伝」となっているが、実物には「嶽」が使われてい

るので、書名は前田氏が記す「嶽」でも「岳」でも問題は

ない。この本には岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

 なお、本書とは別に、『岳陽名士録』という酷似した名

前の薄い冊子が両図書館に存在している。著者は同じ山田

萬作であるが、出版が明治 24 年 11 月 7 日で半月程遅い。

印刷人も先の本とは異なり、海野初太郎となっている。ほ

ぼ同時期でタイトルも似ているので混乱するが、『名士

録』の方は人名が列記されているのみで、各人の紹介文が

一切なく、余り役には立たないものである。なぜこのよう

なものが存在するのか不思議に思う。もしかすると、分厚

い『名士伝』に収録されている人物のみを索引的に紹介す

る目的で作られたのかも知れない。しかし、その想像が正

しいかどうかは分からない。はじめ筆者も混乱したので、

注意を促すために、この情報を記しておきたい。もちろん、

こちらにも岡田清直・錠次郎の名はない。 

 №27 の『静岡のひとびと』（昭和 49 年、静岡市教育委

員会）は、浜松市立中央図書館に蔵書があり、そこで確認

した。但し、正しいタイトルは『静岡の人びと』であり、

前田氏が記す「ひとびと」は間違いである。発行元は静岡

市教育委員会で、編者は飯塚伝太郎である。また、発行時

期の詳細は昭和 49 年 3 月 25 日である。ここにも岡田清

直・錠次郎の情報はなかった。 

 №28 の『郷土の発展に尽した人々』（昭和 56 年、静岡

県教育委員会）は、磐田市立中央図書館の蔵書を確認した。

但し、筆者が見た書は、上巻と下巻の 2 冊から成るもので

ある。前田氏は上下巻があるとは記していない。奥付によ

ると、いずれも発行は昭和 56 年 3 月 20 日であるが、そこ

には「二版発行」とのみ記されていて、初版の情報は記さ

れていない。もしかすると、初版が別にあり、それは上下

の 2 冊ではなく 1冊のみであったと仮定し、それを前田氏

が見たとしたら、前田氏の記録は間違っていないことにな

る。しかし、同じ昭和 56 年のうちに、全 1 冊のものと全

2冊の 2種類を教育委員会が発行することは考え難い。実

態はどうであったのかは不明である。いずれにしても、こ

の資料の上下 2 冊には岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

 №29の『郷土の先達』（平成 2年、鈴木富男著）は、袋

井市立袋井図書館の蔵書を見た。前田氏は、平成 2年、鈴

木富男著、としか記していないが、更に記すべき書誌情報

がある。実物の表紙に記されているタイトルは『郷土の先

達 第一輯』である。但し、奥付には「第一輯」の文字は

なく、「郷土の先達」とのみ記されている。奥付だけを見

て書誌情報を記せば前田氏の記録のようにはなるので、第

一輯の文字がなくても前田氏が誤ったことにはならない。

発行時期の詳細は平成 2 年 1 月 31 日で、発行元は富士市

立中央図書館である。富士市立図書館双書第一輯として作

られたものである。また、同名タイトルの「第二輯」も存

在している。鈴木富男『郷土の先達・第二輯』(富士市立

図書館双書第二輯、平成 9 年 11 月 3 日、富士市立図書館

発行）がそれであり、これも袋井図書館に所蔵されている。

しかし、前田氏は平成 2 年としか記録していないので、第

二輯は見ていないことになる。第一輯、第二輯とも、岡田

清直・錠次郎の情報はなかった。 

 №30 の『静岡県徳行録』（昭和 16 年、静岡県）は、磐

田市立中央図書館の蔵書を確認した。但し、同図書館所蔵

の資料は、原資料をコピーし、それを製本したものである。

実際のタイトルには、冠として「教育勅語下賜五十年記念」

の文字があり、「教育勅語下賜」と「五十年記念」は 2 行

に分かち書きされている。昭和 16 年 3 月 31 日に静岡県が

発行したものである。ここにも岡田清直・錠次郎の情報は

なかった。 

 №31 の『静岡県人物誌』（昭和 49 年、静岡県）は、浜

松市立中央図書館および国立国会図書館デジタルコレク

ション（Web）の所蔵を確認できたので、両方とも確認し

た。前田氏は書名として「人物誌」と記しているが、実物

は「誌」ではなく｢志」であり、『静岡県人物志』が正しい。

静岡県の編集によるもので、昭和 49 年 2 月 15 日に名著出

版から発行されている。岡田清直・錠次郎の情報は記され

ていなかった。 

 №32の『東海三州人物誌』（大正 3年、伊東圭一郎著）

は、浜松市立中央図書館に蔵書があり、筆者はそこで確認

した。大正 3 年 9月 5 日に静岡民友新聞社から発行された

ものである。但し、前田氏が記すタイトルは 2 箇所で間違

っている。第 1に、末尾の「誌」は不要である。同図書館

では、原著をコピーしたものを製本して所蔵しているが、

製本時の背文字に記された文字は「東海三州人物」で、｢誌」

は入っていない。しかし、実はこれも正しくない。コピー

された元の資料の扉や目次部分には「東海三州の人物」と

あり、「の」の 1文字が入っている。製本した図書館側も、

前田氏も、そのことに気付いていない。これが第 2 の間違

いである。正しい書名は『東海三州の人物』である。この

本には、岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

 №33 の『静岡育英会会報』は、磐田市立中央図書館に

第 4 号（昭和 4 年 1月、編集・発行＝財団法人静岡育英会）

のみが所蔵されており、その号については内容の確認がで

きた。そこには、用行義塾を支えた足立家本家の当時の当

主「足立隆二」の名が、寄付者の 1 人として記されてはい

たが（39 頁）、岡田姓の人物は「岡田竹五郎」(29 頁、45

頁）が寄付者として記されているのみで、岡田清直・錠次

郎の情報はなかった。 

なぜ、磐田市立中央図書館にこの 1冊だけが収蔵されて
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いるのかは不明である。県内の他図書館においても、国会

図書館でも、『静岡育英会会報』の所蔵はどこにも確認す

ることができなかった。前田氏は自身の本の中で、この資

料に対して「(育英会）」の略語を付しているので、何人も

の人物の典拠資料として用いていることが伺える。従って、

相当数の資料を見ているはずであるが、氏はどこでこの会

報を見たのであろうか。残念ながら、筆者は上の 1 冊のみ

しか調査できていない。 

 №34 の雑誌『同方会誌』（昭和 52 年、立体社）は、再

復刻版が磐田市立中央図書館に所蔵されており、筆者はそ

こでこれを見た。元々は、明治29年から昭和16年の間に、

旧幕臣の子孫によって組織された同方会が発行していた

機関誌『同方会報告』、および後継誌の『同方会誌』の全

65 号を 10 巻に合本して、昭和 53 年に立体社から復刻出

版されていた。前田氏は「昭和 52 年」と誤記しているが、

立体社による復刻は昭和 53 年である。氏は、この時の立

体社による復刻版を見たことになる。 

しかし、上記図書館に所蔵されているものは、立体社の

復刻版を更に再復刻する形で、平成 23 年 9 月 20 日にマツ

ノ書店が発行した全 10 巻＋総目次のものである。筆者が

見たのはマツノ書店による再復刻版であり、前田氏が見た

ものとは異なるが、中身は同じなので問題はない。立体社

のものは、筆者には見つけることができなかった。 

 この資料には、前掲№5 の「静岡学問所局」の名が付さ

れた教員名簿（合本の第 7巻所収）や、前田氏が使ってい

ない明治 2 年 2月の「静岡藩職員録」（同第 7巻所収）、｢静

岡藩静岡学問所職員同小学校掟書」（第 8巻所収）、牧野原

に入植した「精鋭隊惣名前（慶応四辰年四月）」（第 9 巻所

収）などの資料も収められている。それ以外にも、筆者は

全頁に目を通したが、どこにも岡田清直・錠次郎の情報は

記されていなかった。 

 №35の雑誌『旧幕府』（合本四冊、原書房）は、沼津市

立図書館の蔵書を確認した。但し、前田氏は合本 4 冊と記

しているが、実際は 7 冊の合本から成る復刻版である。明

治 30 年 4 月 22 日に発行された『旧幕府』第１号から、最

終号である第 5 巻第 7号（明治 33 年 8 月 25 日発行）まで

を全 7 冊の合本にまとめ、昭和 46 年 4 月 20 日から昭和

46年 7月 15 日までの間に、原書房が発行した復刻版であ

る。前田氏は原書房と記しているので、明らかに復刻版を

見たはずである。原書房の復刻版は合本 7 冊のものしかな

いのに、なぜ前田氏は合本 4 冊と記したのであろうか。氏

は合本が 7 冊あることを知らないのか、7冊のうち 4 冊だ

けしか見なかったということなのであろうか。 

 この『旧幕府』には、函館戦争に関与した旧幕府側の人々

を記した人名録が何度も掲載されるなど、資料として貴重

なものが含まれている。また、前掲№１の資料と同タイト

ルの「駿藩各所分配姓名録」が 2 回に亘って掲載されてい

る(合本五の中にある）。但し、府中奉行の中台信太郎から

始まる点は、前掲№１の所で記した③と同じであるが、③

に収録されている人名数より遥かに少ない。府中に分配さ

れた者の一部だけを紹介した資料なのであろうか。 

 この『旧幕府』の中で、「合本六」に収録されている『旧

幕府』第 4 巻第 3号の 1 頁から「安政六年未年五月改 函

府人名録」が掲載されている。その中で、箱館奉行の「支

配勘定格」の「定役元〆」の下に位置する「定役下役」の

3 番目に「スツヽ 岡田錠次郎」（原文縦書き）の名が記

されていた（2頁）。筆者が求めている岡田清直･錠次郎に

関係する情報はこれだけであった。「スツヽ」は「寿都」(す

っつ）のことである。この定役下役は「高三十俵三人フチ

／役フチ三人フチ／役金三十五両」（「／」は小栗が付した

もので改行を意味する）と記されている（同頁）から、当

時の岡田の禄高を知ることができる。 

しかし、前出№25 の『江戸幕臣人名事典』の最新版で

ある全１巻の資料では、彼は安政 6年 4月に「定役」を与

えられたことになっているから、「安政六年未年五月改」

の時点では「定役下役」ではなかったはずである。どちら

が正しいのであろうか。なお『江戸幕臣人名事典』から、

岡田が箱館詰を命じられて、寿都から箱館に移るのは翌安

政 7 年であることも分かるので、安政 6年の時点ではまだ

｢スツヽ」にいたことになる。安政 6 年に岡田が寿都にい

たという点について、2つの資料は一致しているが、肩書

きに相違が見られる。その違いの理由は分からない。 

また、『江戸幕臣人名事典』から、岡田の禄は「高八十

俵三人扶持六十七俵御足高一人扶持御足扶持役扶持□□

人扶持役金四十五両」とあるので、これが最高の禄高であ

ったとすると、上記の「高三十俵三人扶持」という記録は、

その半分にも満たない量である。 

ちなみに福沢諭吉の父・百助は中津藩の下士であったが、

宛がわれていた禄は 13 石 2 人扶持である(5)。福沢は『福

翁自伝』の中で自家の身分について、「足軽よりは数等宜

しいけれども士族中の下級、今日で云えば先ず判任官の家

でしょう」と述べている(6)。判任官とは大臣や地方長官等

から任命される最下級の官吏であり、いまなら県庁に勤め

る公務員レベルの役人と考えたらよいであろう。下級とは

いえ、決して最底辺の役人ではない。この禄高は微禄であ

ると『福澤諭吉事典』は述べているが(7)、当時の日本で圧

倒的多数を占めていた普通の人 （々例えば百姓）と比べた

ら、経済的社会的には恵まれていたと言うべきであり、赤

貧洗うが如き極貧家庭であったわけではない。侍の中では

下級であったというだけのことである。 

 福沢と比較すると岡田錠次郎の身分はどのようなもの

になるのであろうか。1 石が何俵に当るかは時代や地域に

よって差があるらしいが、よく言われる換算式に当てはめ

て、仮に 1石を 10斗、1俵を 4斗と考えると、1石は 2.5

俵となる。福沢の 13 石は 32.5 俵となり、岡田の 30 俵よ

りやや多い。岡田は 1 石分だけ福沢に劣ることになる。安
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政 6 年頃の岡田錠次郎はその程度の身分であった。 

 しかし、岡田はその後、上述した通り、最後は 80 俵ま

で得る身分になっているから、福沢家を遥かに超え、まず

まずのレベルまで出世できていたと言えよう。 

 ところで『旧幕府』中の記録から、岡田錠次郎の安政 6

年時点での肩書きが分かり、しかもそれは№25 の『江戸

幕臣人名事典』の情報とは異なっているので、前田氏が、

2つの文献における情報の違いに気付いていたならば、自

身の著書にも何か記して然るべきである。しかし、そのよ

うな記述は何もない。記述がないということは、前田氏は

『旧幕府』を見てはいても、そこに記録されていた岡田錠

次郎に関する情報には気付かなかったか、気付いていても

意図的に無視したかのどちらかになろう。 

 なお、この『旧幕府』には、岡田清直に関する情報は何

もなかった。 

 №36の『明治宝鑑』（明治 45 年、原書房）については、

前田氏が記すような明治時代に原書房から出版されたも

のは存在するはずがない、と筆者は初めから疑っていた。

原書房は戦後、復刻版を多く手掛けている会社なので、明

治ではなく昭和の 45 年に原書房から復刻され、それを前

田氏は見たのではないかと想像した。その想像は正しかっ

た。昭和 45 年に原書房から同書の復刻版が出されており、

それが静岡県立中央図書館に所蔵されていることが分か

った。筆者もそこで復刻版を確認した。 

 復刻版の書誌情報を記すと、『明治宝鑑 全一巻』(明治

百年史叢書第 140 巻、昭和 45 年 3 月 20 日、復刻原本＝明

治 25 年発行、編者・松本徳太郎、発行所・原書房)となる。

編者の松本は、原本の扉に「松本徳太郎編纂」と記されて

いる人物であり、オリジナルの編者であって復刻時の編者

ではない。復刻版にはなぜか、復刻に際して記されるよう

な文章がどこにもなく、原本のみがそのまま復刻製本され、

しかし奥付だけは原本の奥付を省いて復刻時の新しい奥

付だけを付した形になっている。二千頁を越す大部の書物

である。 

 ちなみに、原本の明治 25 年刊の実物は国立国会図書館

デジタルコレクションにあり、筆者はそちらについても確

認をしている。そこには原本当時の奥付があり、そこから

書誌情報を記すと、編纂兼発行人・松本徳太郎、明治 25

年 9 月 20 日発行となっている。明治 25 年の刊行物には、

前田氏が記すような原書房の文字はどこにもなく、発行は

松本個人の責任になっている。以上のことから、前田氏が

見たものは明治 45 年のものではなく、昭和 45年に原書房

から復刻された『明治宝鑑』であると断定できる。 

この資料には岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

 №37の雑誌『史談会速記録』（昭和 46年、原書房）は、

沼津市立図書館の所蔵が確認できたので、そこで見た。蔵

書は前田氏が記すように原書房から発行されたものであ

るが、それは復刻版である。原書房と記していることから、

前田氏も復刻版を見ていることになる。 

また、復刻版全体は 40 冊以上の膨大な量があるが、前

田氏は「昭和 46 年」（1971 年）とだけ記しているので、

発行された復刻版の時期を、その年だけに限ると「合本一」

から「合本五」までの５冊のみが該当する。残りはそれ以

降に発行され、最後は昭和 51年に及んでいる。前田氏は、

昭和 46 年のものしか見ていないことになるので、筆者も

同じ 5 冊のみを調べることにした。しかし、前田氏が例の

如く、正確な出版年を把握せず、最初の出版年だけを記せ

ば全部を網羅できると誤解している可能性はあり、従って、

前田氏が全部を見ている可能性はある。それを考えると、

筆者も全部を見る必要はあるのだが、時間の都合上、ここ

だけは筆者の仕事が省けるのに都合のよい解釈をして、5

冊のみを見ることにした。その意味で、当該資料の悉皆調

査はできていないことを正直に記しておく。 

 対象とした合本 5冊の正確な書誌情報を、それぞれの奥

付を基に記しておく。『史談会速記録（全四十六巻）(合本

一）』は、編者:史談会、発行所：原書房【以下、編者と発

行所は全て同じなので略す】、昭和 46 年 7 月 20 日発行（復

刻原本＝明治 25 年・26 年発行）で、「第一輯」から｢第六

輯」までが収録されている。『史談会速記（全四十六巻）(合

本二）』は、昭和 46 年 9 月 20 日発行（復刻原本＝明治二

十六年発行）で、「第七輯」から「第十一輯」までが収録

されている。『史談会速記（全四十六巻）（合本三）』は、

昭和 46 年 10 月 20 日発行（復刻原本＝明治 26 年～27 年

発行）で、「第十二輯」から「第十七輯」までが収録され

ている。『史談会速記（全四十六巻）（合本四）』は、昭和

46年 11 月 20 日発行（復刻原本＝明治 27 年発行）で、「第

十八輯」から「第二十二輯」までが収録されている。『史

談会速記（全四十六巻）（合本五）』は、昭和 46 年 12 月

10 日発行（復刻原本＝明治 27 年発行）で、「第二十三輯」

から「第二十六輯」までが収録されている。 

 以上を調べたが、岡田清直・錠次郎の情報は何もなかっ

た。なお、既述の通り、以後の合本については実物を調べ

ることはしなかったが、念のため、そこにも何らかの情報

があるか否かを簡便に確かめるため、復刻版に付された総

索引（全合本が対象）だけは調べることにした。総索引の

書誌情報を示すと、吉田常吉編『史談会速記録・総索引』

(昭和 51 年 4 月 25 日、原書房）である。この索引でも、

岡田清直・錠次郎の情報は何もなかった。 

 №38の『静岡県現住者人物一覧』（高室梅雪著）は、国

立国会図書館デジタルコレクションの蔵書を WEB で確認

した。但し、資料実物の奥付に記された編輯兼発行人は「高

室茂廣」である。しかし、表紙及び扉部分には「高室梅雲

著」と記されているので、前田氏の記録は間違いではない。

同一人物の本名か雅号かの違いであろう。発行時期は明治

29年 7月 29 日である。ここにも岡田清直・錠次郎の情報
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はなかった。 

№39の『沼津兵学校』（昭和 61 年、沼津市明治史料館）

は、袋井市立袋井図書館の蔵書を確認した。沼津市明治史

料館の編集・発行によるもので、昭和 61 年 8 月 1 日の発

行である。写真が多用され、やや薄めではあるが立派な冊

子である。この資料からは岡田姓の人物として、沼津兵学

校付属小学校教授の中に「岡田宣（素読教授方）」（旧名は

隆三、号は老峰であるとの情報もある）があること（35

頁）、沼津兵学校で学んだ資業生の中に「岡田正」(第４期

資業生、旧名は鉦八郎、沼津に残り教員として活躍した。

最後は静岡中学）があること（44 頁）、同じ資業生の第 3

期生として「岡田顕次郎」があること（65 頁）は分かっ

たが、岡田清直・錠次郎の情報は何もなかった。 

 №40 の『沼津兵学校とその人材』（昭和 15 年、大野虎

雄著）は、浜松市立中央図書館に所蔵されており、筆者は

そこでこれを見た。但し、タイトルは『沼津兵学校と其人

材』であり、前田氏が記す「その人材」ではない。同図書

館に登録されている書誌情報にも「その人材」と記されて

いるけれども、現物を見ると、どこにも「その」の平仮名

は使われていない。また副題として「附属小学校並沼津病

院」とある。著者兼発行者は大野虎雄で、昭和 14 年 5 月

30 日の発行（非売品）となっている。筆者が見たものは、

前田氏が記す昭和 15 年発行ではなく、昭和 14年発行のも

のであるが、翌年に再発行されたのであろうか。それとも

単なる前田氏の誤記であろうか。 

 ここには、上記№39 と同じく、岡田顕次郎、岡田鉦八

郎（正）（以上 82 頁）、岡田隆三（香峰）（№39 の雅号と

異なっている。119 頁）の名が見られるのに加え、沼津兵

学校附属小学校の生徒として「岡田志摩吉」（121 頁）が

あるが、岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

 №41 の『沼津兵学校付属小学校』（昭和 18 年、大野虎

雄著）も、浜松市立中央図書館の蔵書を見た。著者兼発行

者は大野虎雄で、昭和 18年 6月 10 日の発行（非売品）で

ある。ここにも、付属小学校の素読教授方として「岡田隆

三（香峰）」（11頁）、付属小学校の後身小学校である集成

舎変則科の教師として英語の「岡田正」（20 頁）、沼津中

学校の一等助教諭としての｢岡田正（数、英）」（24 頁）の

名が記されていたが、岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

 №42の『静岡名墓誌』（昭和 7年、柘植清著）も、浜松

市立中央図書館に所蔵を確認できたので、筆者はそこでこ

れを見た。柘植清は編輯兼発行人で、昭和 7 年 9 月 20 日

に谷島屋書店内・麗澤叢書刊行会から発行されている。こ

こにも岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

№43 の『牧ノ原開拓士族名簿』（昭和 39 年、金谷郷土

史研究会）については、前田氏は第 1編では上の様に「牧

ノ原」と記したが、なぜか第 2 編では「牧の原」、第 3 編

では「牧之原」と書き直している。この資料について筆者

は、浜松市立中央図書館の蔵書を初めに見た。そこでの書

名は『牧之原開拓士族名簿』である。但し、なぜか冒頭が

4頁から始まっていて、1～3 頁が欠けている上に、末尾は

76頁までしかない。目次には 78頁以下に付録があること

が記されているのに、それがない。また、奥付もないので、

本資料が昭和 39 年のものであることを実物で確認するこ

とができなかった。同館の蔵書は、コピーを製本したもの

であるが、完全な形で再現できていないことが容易に想像

できた。そこで、別に所蔵場所がないかを探した所、島田

市立金谷図書館に蔵書があることが分かったので、そこで

調査を行った。 

 金谷図書館には完全な形のものが 2種類、所蔵されてい

た。表紙及び奥付から 2 つの書誌情報を正確に記すと、1

つ目は『牧之原開拓士族名簿』（表紙右肩にのみ「金谷郷

土史資料」とある。発行者・金谷郷土史研究会、文筆責任

者・金谷小学校・鈴木武雄【ほか計 16 名の連名】、昭和

39 年 1 月 20 日第一刷、昭和 41 年 2 月 1 日第二刷（改訂

増補））【これを①とする】で、2つ目は『牧之原開拓士族

名簿』(表紙右肩にのみ「金谷郷土史資料」とある。発行

者・金谷郷土史研究会、文筆責任者・金谷小学校・鈴木武

雄【ほか計 16名の連名】、昭和 39 年 1 月 20 日第一刷、昭

和 41 年 2 月 1 日第二刷（改訂増補）、昭和 62 年 8 月 1日

第三刷(復刻））【これを②とする】である。 

書誌情報における①と②の違いは、「第三刷」の情報が

追加されていることのみである。また、①②ともに、改訂

増補の発行に対して「第二刷」と記しているが、改訂した

上に増補しているため、初版とは異なるので、本来は第 2

版と記すのが正しい。単に「第二刷」と記す場合は、前と

同じ版を用いて 2 回目の増刷をしたという意味になるか

ら、改訂や増補があったならば同じ版ではないので、「第

二刷」と記すと矛盾することになる。版や刷の意味を正確

に知らないまま、奥付の表記をしていることが分かる。 

同様に、②において、「第三刷（復刻）」と書かれている

が、この文字の意味するところは、同一の版を用いて 3

回目の増刷を行ったということである。実際には、その前

の改訂増補版を基にして復刻したのなら、第 2 版第 2刷と

するか、復刻版第 1 刷とするのが正しい表記の仕方である。

実際に②の中身を見ると、①とほぼ同じであるが、唯一、

冒頭に「牧之原開拓士族名簿原本」のモノクロ写真が 1

枚挿入されている点が異なっている。その意味で、①とは

中身が同一ではないので、新しい版として発行されたこと

になるから、第 3 版第 1刷または復刻増訂版第 1 刷とすべ

きであった。 

以上の点は，プロの仕事による出版物ではないことを考

慮すれば致し方のないことではある。プロの仕事でないこ

とは、この資料が全て手書き文字によるガリ版刷り(B4
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版)を山折にして袋綴じにした簡易製本冊子（B5 版）であ

ることからも類推できる。出版社や印刷所は一切関与して

いないので、手製の冊子と言ってもよい。 

以上の情報から、書名で使われる地名として前田氏は何

種類も記していたが、正しいものは「牧之原」であること

が分かる。また、昭和 39 年に最初の版が出版されている

けれども、金谷図書館に残されているものは、いずれもそ

の後の改訂版であり、昭和 39 年刊そのものではない。そ

れでも金谷図書館の OPAC の登録情報では出版年が 1964

年（昭和 39年）とだけ記されているので、昭和 39年のも

のと誤解されても仕方がない。前田氏はそれを見てメモを

したのであろうか。ちなみに、浜松市立中央図書館の登録

情報では 1986 年となっており、22年後の年が記録されて

いるが、これはコピーの製本版を収蔵した年という意味で

あろう。前田氏は 1986 年と記していないので、浜松の図

書館でこれを見ていないことは確実である。 

 さて中身の調査結果についてであるが、この資料の 4

頁右下に「○岡田秀民／為八」（「／」は改行を意味し小

栗が付したもの。「秀民」の左に並べて「為八」が記され

ている）の文字があり、47 頁には岡田為八の履歴明細短

冊の内容が記されている。また、78 頁には「岡口惣三郎」

が、末尾 90 頁の人名索引には「岡田惣三郎」と「岡田為

八」があった。まず 4頁の秀民と為八については、秀民の

別名が為八であろうと考えた。しかし、末尾の索引では「岡

田為八」しかなく、秀民の文字がないところを見ると、為

八が通常に用いられていた名前であって、秀民の方が別名

と言うべきかもしれない。ただ、47 頁にある岡田為八の

紹介文中には、なぜか秀民の文字はどこにも記されていな

い。また末尾の索引では「岡田惣三郎」とあるが、該当箇

所にあるのは 78 頁の「岡口惣三郎」であった。「田」を略

記して「口」と書いたのか、本来「岡口」が正しいのに索

引で「岡田」と誤記したのかの、どちらかであろうと思わ

れる。特に本書中では「田」を「口」に略記する形は他に

はないので、「岡口」が正しいのではないかとも想像でき

るが、どちらが正しいかは正確には分からない。 

いずれにせよ、記載がある岡田は上記の 2 名のみであり、

岡田清直・錠次郎の情報は何もなかった。 

 なお、この資料に関連して、後掲の№112 で述べる文献

中にも、「金谷町役場所蔵」の「牧之原開拓士族名簿」ほ

か 2 点を用いて「牧之原開拓士族移住所別氏名」をまとめ

たリストが収録されているので、参照頂きたい。 

 №44 の『牧ノ原開拓史考』（昭和 49 年、大石貞雄）に

ついては、前田氏は第 1編で「牧ノ原」と記し、第 2編で

は「牧の原」としたが、いずれも間違いで、正しくは「牧

之原」である。袋井市立袋井図書館と磐田市立中央図書館

に蔵書があり、筆者はそこで両方とも確認した。正しいタ

イトルは『明治維新と茶業 牧之原開拓史考』である。袋

井図書館の蔵書は昭和 49 年 3 月 20 日発行の初版であり、

磐田市立中央図書館の蔵書は、昭和 56 年 3 月 1 日発行の

再版である。発行元は静岡県茶業会議所である。著者は前

田氏が記す通りである。 

この本の中にも、末尾に資料として「資料 牧之原開拓

士族名簿」が収録されている。その中に記された岡田姓の

人物は「岡田忠勤」(231 頁）のみであり、なぜか上記№

43 に出ていた他の岡田姓の名はなかった。また、この末

尾資料の名簿にも、また本書のどこにも、岡田清直・錠次

郎の名はなかった。 

 №45の『維新前後の静岡』（昭和 16年、小山有言）は、

浜松市立中央図書館に収蔵されており、そこで確認した。

但し、昭和 16 年 7 月 1 日に第 1 刷が発行されているもの

の、同図書館の蔵書は昭和 50 年 1 月 30 日発行の第 2刷で

ある。発行は安川書店で、著者は前田氏が記す通りである。

ここにも岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

 №46 の『教育と人物』（昭和 45 年、高天神城戦史研究

会）は、磐田市立中央図書館の蔵書を確認した。昭和 45

年 3 月 10 日に高天神城戦史研究会から発行されている。

前田氏は記していないが、著者が明記されており、それは

増田実である。末尾に人名索引があるが、そこにある岡田

姓の人物は岡田良一郎、岡田良平、岡田平助のみで、本文

を含め、岡田清直・錠次郎の情報は何もなかった。 

 №47 の『帝国海軍教育史１巻』（昭和 48 年、原書房）

は、静岡県立中央図書館の蔵書を見た。奥付から正確な書

誌情報を記すと、海軍教育本部編『帝国海軍教育史（第１

巻）』（明治百年史叢書第 334 巻、1983 年 7月 30 日、原書

房）となる。これは復刻本であり、1911 年に発行された

同名書が原本である。ここには岡田平次、岡田啓介の名は

記載があるが（共に 480 頁）、岡田清直・錠次郎の情報は

なかった。 

 №48の『横須賀海軍船廠史』（大正 4 年、横須賀海軍工

廠）は、浜松市立城北図書館の蔵書を確認した。但し、同

館の蔵書は、これも明治百年史叢書第 170 巻として原書房

から復刻発行（昭和 48 年 3 月 20 日一刷、昭和 54 年 10

月 30 日二刷）されたものである。この 1冊には、『横須賀

海軍船廠史 自元治元年紀／至明治六年紀』【「／」は小栗

が付したもので改行を示す。「自元治元年紀」と「至明治

六年紀」の部分は「／」の部分で分かち書きになっている。

以下も同じ】(大正 4 年 9 月 27 日、横須賀海軍工廠発行、

印刷所・横須賀海軍工廠）、『横須賀海軍船廠史 自明治七

年紀／至明治二十年紀』（大正 4年 9 月 27 日、横須賀海軍

工廠発行、印刷所・中正社）、『横須賀海軍船廠史 自明治

二十一年紀／至明治三十五年紀』（大正 4年 9 月 27 日、横

須賀海軍工廠発行、印刷所・中正社）の 3 冊がまとめて収

録されている。それぞれの本文の 1 頁目には第一巻、第二
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巻、第三巻とも記されている。 

前田氏は、発行年月日として原本の大正 4 年を採用して

いるが、本当に大正年間に発行されたものを見たのであろ

うか。№47 の文献も同じ明治百年史叢書の復刻版である

が、それには復刻時の発行年と、復刻版の発行元である原

書房の名を記している。それに対して、ここでは復刻版の

書誌情報を一切記していないので、復刻版ではなく原本を

見たということになろう。筆者は間違いなく復刻版を見た

が、中身は同じなので、調査上は何の問題もない。 

調査の結果は、原本の第一巻部分の 197、199、218、222

頁に岡田井蔵の名はあるが、復刻版全体を通して、岡田清

直・錠次郎の情報はなかった。 

 №49の『横須賀製鉄所の人びと』（昭和 58年、富田仁・

西堀昭 共著）も、浜松市立城北図書館の蔵書を見た。現

物には、副題として「花ひらくフランス文化」と記されて

いる。また、前田氏が記す 2人の著者以外に、監修者とし

て高橋邦太郎の名がある。昭和 58 年 6 月 17 日の発行で、

発行元は有隣堂である。ここにも岡田清直・錠次郎の情報

はなかった。 

 №50 の『箱館戦争始末記』（昭和 48 年、栗賀大介著）

も、浜松市立城北図書館の蔵書を確認した。昭和 48 年 4

月 26 日、新人物往来社の発行で、著者は前田氏が記す通

りである。この本に収められている「箱館降伏人名簿」の

中に、「岡田治郎」「岡田斧吉」（以上 179 頁）、「岡田敬

助」（183 頁）が、また「箱館戦争幕軍戦没者氏名考」の

リストの中に、「岡田斧吉」「岡田鉄之助」「岡田作次郎」

(以上 186 頁）が、更に「蓮華寺賊名前」の「七ノ間」の

中に「岡田彦三郎」が、加えて「五稜郭戦争に参加した新

撰組百四十二名の隊士編成名簿」の中に「岡田栄太郎（又

は岡田米太郎）」（201 頁）があることは確認できたが、岡

田清直・錠次郎の情報は何もなかった。 

 №51の『新撰組事典』（昭和 48年、新人物往来社）は、

浜松市立中央図書館の蔵書を確認した。但し、実物のタイ

トルは『新選組事典』であり、前田氏が記す「撰」の文字

ではなく「選」が用いられている。一般に、新撰組も新選

組も両方とも用いられているが、この本の題名は「新選組」

が正しい。編者、発行所ともに新人物往来社で、昭和 48

年 3 月 30 日の発行である。ここにも岡田清直・錠次郎の

情報はなかった。 

 №52 の『勝海舟全集別巻二海舟記』（昭和 57 年、勁草

書房）は、浜松市立城北図書館の蔵書を見た。実物の奥付

から正確な書誌情報を記すと、勝部真長・松本三之介・大

口勇次郎編『勝海舟全集 別巻２ 海舟宛書簡・海舟別記

ほか』（1982 年 4 月 15 日、勁草書房）となる。 

この本に収録されている「24 箱舘表脱走人員并びに軍

艦種類、戦没姓名」の中に、松前で戦死した岡田斧吉の名

があり（583 頁）、また「25 慶應四年四月十一日、水戸

御供姓名」の中に小人目付の岡田政次郎（594 頁）の名が、

更に「26 明治戊辰、徳川陸軍勤務の組織」の中に岡田豊

後守（595 頁）の名が、｢27 戊辰の変、脱走人、諸藩へ

預けられし者の姓名」の中に岡田新六（600 頁）、岡田松

太郎（602 頁）、岡田芳次郎（606 頁）の名があったが、岡

田姓の人は以上で、岡田清直・錠次郎の記載はなかった。 

 №53 の『静中静高百年史上巻』（昭和 53 年、同編集委

員会）は、浜松市立中央図書館の蔵書を確認した。静中静

高百年史編集委員会の編で、静岡高等学校同窓会の発行

(昭和 53 年 10 月 7 日）による非売品の資料である。上下

2巻の本で、発行日も同じである。前田氏は上巻のみしか

記していないが、明治期を記しているのは上巻なので、そ

れだけに限定して見たのであろう。筆者も上巻のみを見た。 

この本からは、明治 19 年 7 月 31 日発令の県立静岡中学

校職員を記したリストの中に「任三等教諭」として「岡田

正」があり、彼の明治 17 年時点の職務校（前任校）は｢沼

津」（沼津中学校のこと）であることも分かる（76 頁）。

更に 302 頁の表から、彼は静岡中学で「数学、地理」を担

当し、助教諭兼舎監として明治 30 年 3 月 26 日まで務めた

ことも分かる。岡田姓の人物について本書から判明する情

報は以上であり、岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

 №54 の『静岡県教育史』（昭和 48 年、静岡県教育史刊

行会）は、静岡県立中央図書館の蔵書を見た。同書は静岡

県教育研修所の編集、静岡県教育史刊行会の発行によるも

ので、通史篇上巻下巻、資料編上巻下巻、及び年表統計編

の全 5 冊で構成されている。前田氏は書名だけしか記して

いないので、5冊のうちどれを見たかは特定できない。し

かし、それぞれの発行年月日は通史篇上巻が昭和 47 年 11

月 3 日、同下巻が昭和 48 年 3 月 31 日、資料編上巻と下巻

が共に昭和 48 年 10 月 31 日、年表統計編が昭和 49 年 3

月 31 日なので、前田氏が記す昭和 48年の刊行は 3冊のみ

となる。その 3 冊を調査すれば、前田氏の調査を再検証す

る作業は済むが、筆者は 5 冊全部を見た。 

 筆者にとって本書は初めて見るものではなく、同書の通

史篇上巻に用行義塾のことが記されていることは既に承

知していた。しかし岡田のことは、この本では何も見た記

憶がない。今回、改めて全 5冊を調査し直したが、やはり、

岡田清直・錠次郎の情報は何もないことが分かった。 

 №55 の『静岡県警察史』（昭和 53 年、同編纂委員会／

編集委員会）は、浜松市立中央図書館の蔵書を確認した。

但し、同名の文献は次の 4冊が存在する。いずれも「静岡

県警察史編さん委員会」の編集で、静岡県警察本部から発

行されたものである。前田氏は編者について「編纂委員会」

または「編集委員会」と記しているが、正しくは「編さん
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委員会」である。4 冊の内訳は、①『静岡県警察史 上巻』

(昭和 53 年 11 月 25 日）、②『静岡県警察史 下巻』（昭和

54 年 3 月 30 日）、③『静岡県警察史 資料編』（昭和 54

年 12 月 5 日）、④『静岡県警察史 自昭和 50 年 至平成

14 年』（平成 14 年 2 月 28 日）、である。前田氏は昭和 53

年と記しているので、氏が見たものは、このうちの①のみ

であると想像できる。しかし筆者は全部を調査した。 

同書から、岡田姓の人物を探すと、明治 7 年の聴訟課の

役人として「岡田透」(権少属、出身は愛知県）がいたこ

と（43頁）、明治 6年の文書の中で浜松県の第一大区に設

置の「番人」の 1 人として「岡田正信」がいたこと（81

頁）、その岡田正信が明治 7 年の浜松市の大火で消防に尽

力したとして金壱円の賞与を受けていること（387 頁）、

また、自由民権運動関連の記述の中で岡田良一郎が演説し

ていること（1095 頁以下）などの情報が分かる。但し、

これらは筆者が求める岡田ではない。他の資料の多くがそ

うであったように、筆者が求める岡田はここでも皆無であ

ったかと言えば、今回は例外的にそうではなかった。 

予想もしていなかったことであるが、本書から岡田清直

の名を見つけることができた。明治 6 年 12 月 18 日付けの

｢番人取扱之儀ニ付伺」と題された文書の中で、差出人と

して名が記された3人の中の1人として彼の名が記されて

いた。これは、仕事をした番人等に昼食や草鞋を提供して

もよいか等々を浜松県に対して伺いを立てる文書で、連名

の 3 人はいずれも当時の大区長である(88～89 頁）。浜松

県には 3 つの大区が設置されており、そのうち岡田清直は

第三大区長であったことは、前田氏の本でも紹介されてい

るし、他の資料からも判明している。 

大区長の連名による文書なので、岡田個人の意思を伺え

る資料ではないが、実際に大区長として彼が任務を遂行し

ていたことを証明する珍しい資料である。同様の資料とし

て筆者が知るものは、これを含めて僅かに２例があるのみ

で貴重なものである。なお、２例のうちのいま１つの例は、

掛川学校のために第三大区長の岡田清直が寄附をしたこ

とにより木盃を授与されたことの記録であり、後掲№106

の所で紹介した②がそれである。 

しかしながら、前田氏が参考にした文献の中にそれらの

記録があるにも拘わらず、岡田が大区長連名で県に要望を

出していたことや、木盃を授与されたことは、前田氏の本

では無視されている。取るに足らないものと判断したのか、

気付いていなかったかのいずれかであろう。これらの事柄

は小栗が初めて紹介する情報となる。 

 №56の『静岡県史』（資料編一七・近現代二、平成 2 年、

静岡県）（資料編一六・一七 近現代一、静岡県）は筆者

個人の蔵書で確認した。前田氏は第 3 編で資料編 16 を追

加し計２冊分を参考文献として記したが、そこで記された

｢近現代一」の文字は資料編 16 にのみ有効で、資料編 17

には無効なので、16 と 17 を併記した場合には不正確な表

記となる。そのことに気付いていないようである。2冊の

正確な書誌情報を記すと、『静岡県史 資料編 16 近現代

一』（編集･発行：静岡県、平成元年 3 月 20 日）と『静岡

県史 資料編 17 近現代二』（編集･発行：静岡県、平成 2

年 3 月 20 日）である。 

 このうち、資料編 16 では、「83 静岡藩職員録（明治 3・

3 月末）」の中に「横須賀勤番組」の「世話役」14 人中の

1人として「岡田錠次郎」の名がある（126 頁）【これを①

とする】。この「静岡藩職員録」は同書 105 頁に注記があ

る通り、静岡県立中央図書館所蔵の「静岡御役人附」のこ

とである。既に№3 の「静岡御役人附」の所でも紹介した

通り、前田氏はこの『静岡県史 資料編 16』所収の「静

岡御役人附」に依拠しているので、この部分については№

3 と重複することになる。 

しかし前田氏は『静岡県史 資料編 16』を別の参考文

献として独立して表記したのであるから、「静岡御役人

附」以外の部分でも利用したことになろう。筆者が求めて

いる岡田清直・錠次郎についても、「静岡御役人附」以外

でも使える資料が本書には幾つか存在した。以下にそれを

記す。 

 資料編 16 に収録されている「10 浜松県官員録(明 6

年）」の中に、「第三大区長」として「士 岡田清直」の名

が記されている（330 頁）【これを②とする】。更に｢25 学

区取締に三宅均他三十九名を任命（明 6・2月）」の中に学

区取締の 1 人として「岡田清直」の名が記されており(652

頁）【これを③とする】、「46 浜松県番人章程(明 6・12

月）」の中にも大区長の 1 人として「岡田清直」の名があ

る（767 頁）【これを④とする】。加えて「1 浜松県一覧

表（明 6年）」にも「第三大区」の「長」として｢岡田清直」

の名がある（1259 頁）【これを⑤とする】。なお、№11 で

言及した「32 静岡県職員録(明 11・5 月）」（355 頁以下）

には、岡田清直・錠次郎の名はなかった。 

次に資料編 17 では岡田清直・錠次郎の情報は何もなく、

岡田性の人物では岡田良一郎の名が最も多く記載されて

いる。良一郎以外では、君沢郡田方郡の郡長「岡田直臣」

(9 頁、64 頁）、県収税属の「岡田孝一」（62 頁）、榛原郡

戸長のうち大江村組の「岡田勉治」（68 頁）、城東郡戸長

のうち東大淵村組の「岡田仙次郎」（69 頁）、沼津中学校

三等教諭の「岡田正」（73 頁）、浜松宿後道の「岡田安貞」

(178 頁）、清水町人民総代日誌に登場する「岡田林平」(201

頁）、自由党静岡支部常議員の「岡田多作」（259 頁）、勧

業委員名簿に記載のある倉真村の「岡田多作」（338 頁）、

県の「岡田庶務課長」（500 頁）、静岡市で摺附木（マッチ）

販売店を開いた「岡田鍬蔵」（520 頁）、掛川銀行株主の「岡

田良平」（572 頁）があるのみであった。 

 以上のように、岡田清直・錠次郎に関する情報があった

のは資料編 16 のみであった。そのうち①は、表２の【K】

の部分（横須賀勤番組世話役）に触れる内容ではあるが、

調査された明治3年3月末時点で岡田錠次郎がその地位に
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あったことが分かるだけであり、前田氏が記すように、そ

の世話役になったのが明治 2 年であることは、ここからは

分からない。№3 の所でも述べた通り、明治 2年という時

期は別の情報に依らなければ説明できないのである。 

また、②④⑤はそのまま表２の【M】の部分（第３大区

長）の根拠として使える証拠資料となる。しかし、③（学

区取締）については、前田氏は気付かなかったか、気付い

た上で無視したのかは不明だが、岡田の履歴を紹介する文

章の中に何も記していない。 

 №57 の『明治初期の静岡県史料』（昭和 42 年、静岡県

史料刊行会）は、その名の文献を幾ら探しても見つけるこ

とができなかった。国立国会図書館の蔵書検索でも、また

静岡県内の公立図書館・大学図書館の蔵書を一度に検索で

きる「おうだんくんサーチ」でも、この名の資料は登録さ

れていない。しかし、「の」の 1 文字を除いた『明治初期

静岡県史料』ならば、よく知られた資料であり、静岡県内

なら大抵の図書館で見ることができる。 

№17 の所で記したように、前田氏は「官員履歴」の資

料の収録書として、氏の書籍第 1 編では「明治初期の静岡

県史料」と記したが、第 3編では「明治初期静岡県史料・

第 1 巻・静岡県史料刊行会」と書き直している。そこで、

｢の」を付した書名は前田氏の誤記と判断し、『明治初期静

岡県史料』がこれであると断定した。筆者は初め袋井市立

袋井図書館でこれを見たが、後に筆者個人の蔵書として入

手することができたので、手元でも再確認した。 

 『明治初期静岡県史料』は全 5巻から成るもので、いず

れも編者は静岡県史料刊行会、発行は静岡県立中央図書館

葵文庫である。発行時期は全て異なっており、1年おきに

刊行されている。第１巻が昭和 42 年 3 月 31 日、第 2巻が

昭和 43 年 3 月 31 日、第 3巻が昭和 44 年 3 月 31 日、第 4

巻が昭和 45 年 3 月 31 日、第 5巻が昭和 46 年 3 月 31 日で

ある。前田氏が記す出版時期は昭和 42 年のみであるから、

氏は全5巻のうち第1巻のみを見たことになるかもしれな

いが、全てが昭和 42 年の刊と誤解している可能性もある。

筆者は全 5 巻の全てを調査した。 

結果は以下に示す通り、岡田清直･錠治郎に関する情報

が２つ見つかった。他の岡田姓の人物についても幾つか情

報を得たが、煩雑になるので、ここでは省略する。岡田清

直･錠治郎に関する情報として、以下（１)、(２）の２点

を記しておきたい。 

（１）『明治初期静岡県史料』第 1 巻では、『文芸袋井』第

12号（平成 30 年 3 月 1 日、袋井市文化協会・袋井市教育

委員会編集発行）掲載の拙稿「用行義塾の教師・岡田先生

について」で紹介した『浜松市史 史料編六』（昭和 38

年 12 月 15 日、編集兼発行者・浜松市役所）343 頁に掲載

されている岡田清直の浜松県官吏としての任免記録と同

じものが、ここにも掲載されていた（982 頁）。下に転記

しておく。 

浜松県貫属士族 

岡田清直 

明治七年二月 

三十七年一月 

明治六年癸酉八月廿七日 

一 任浜松県権少属 

下等月給下賜ル 

同七甲戌二月廿七日 

一 免本官 

 このうち「下賜ル」の部分は、『明治初期静岡県史料』

第 1 巻でも、同書の底本となった国立公文書館の静岡県史

料（後掲№106 の③のこと）でも、また、『浜松市史 史

料編六』でも、全てでそのように記されている。しかし、

筆者が上記『文芸袋井』第 12 号で、この履歴を引用紹介

した際には、筆者のミスで「下賜ス」と記していた(33 頁）。

正しくは「下賜ル」なので、この場を借りて訂正しておき

たい。 

 ｢下賜ル」は「下（くだし）賜（たまわ）る」と読むの

であろう。「下賜」(かし）には、下賜する、下賜される、

という言い方があり、それに習った形で「下賜ス」という

表現も実際に使われているので、筆者はそれと混同して、

上記拙稿で誤記していた。これに対して、「下賜ル」の表

現は、下部の「賜(たまわ）る」だけであれば、有り難く

受けるという意味で、受け取る側が使う言葉として普通に

使われるが、その上に「下」の１字が置かれているので面

倒になってくる。受け取る側の言葉であるとすれば、下さ

れたものを有難く頂戴する、と理解できるし、授ける側の

言葉であるならば、「下す」を丁寧に表現する言い方と解

釈することもできる。いずれが正しいのか、この方面に詳

しくない筆者には正確な所はよく分からなかった。 

しかし、調べてみると、「下賜る」や「下し賜る」の用

例は他にも幾つも存在しており、例えば国立国会図書館デ

ジタルコレクションのサイト冒頭にある検索窓に「下し賜

る」と入れて検索（「下賜る」「下賜ル」ではヒットしない）

すると 5 件が該当する。詳しい書誌情報を割愛して用例の

み示すと、『飯沼復讐記』に「秀吉公左文字の刀を初五郎

に下し賜る事」が、『越前松平家家譜』に「金百円下シ賜

ル旨」が、『創立四十年史』(岡山県第一岡山商業高校）に

｢青少年学徒に勅語を下し賜る」があり、その他『箱根権

現躄仇討』の 2種の版に上の『飯沼復讐記』と同じ文言が

ある。また、検索ではヒットしなかった「下賜ル」の文字

も、国会図書館デジタルコレクションにある『日本教育史

資料集 五』の 358 頁 2 行目に、｢御加米百六十五石下賜

ル」がある。これらの例では、いずれも、下す側の行為を

丁寧に表現した用法となっている。岡田の履歴にある｢下
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賜ル」の文字も、これらと同じと考えてよいであろう。 

 次に、この岡田の任免記録から分かる事柄と、注目すべ

き点について記す。この文書から、岡田は明治 6 年 8 月

27 日に浜松県の権少属に任命され、下等月給の支給を受

けたが、翌 7 年 2 月 27 日にその任を免ぜられた（解任さ

れた）ことが分かる。また明治 7年 2月時点で、彼の年齢

が 37 歳 1 ヶ月であることも判明する。以上の情報に関し

て、本稿では次の 2 点に着目しておきたい。 

第 1 に、明治 6年 8 月という時期についてだが、これは

彼が浜松県の第三大区長に任命された時から、半年後に当

たる。『浜松市史 三』（昭和 55 年 3 月 26 日、編集兼発行

者・浜松市役所。浜松市文化遺産デジタルアーカイブで全

頁の画像が閲覧可）によると、浜松県には明治 6 年 2月に

3つの大区が設置されている（13 頁）。前出の№56 の②で

紹介した資料の１つ『浜松県官員録』には、明治 6 年 5

月時点での大区長の名が記されているが、その中に、確か

に第三大区長として岡田清直の名が記されている（『静岡

県史 資料編 16』330 頁）。2 月から 5 月の間に大区長の

人事に異動があったという記録はないので、大区が設定さ

れた同年 2 月の時から、岡田は第三大区長であったと考え

られる。 

 前田氏の記述では、表２の【L】【M】の部分にある通り、

｢明治 6 年」に「浜松県権少属」、「浜松第三大区長」と記

されていて、この年に 2 つの肩書きを得ていることが分か

るが、記載の順序から、前田氏は権少属が先で、次に第三

大区長になったと理解しているように見える。しかし、実

態は第三大区長になった方が先であるから、前田氏の記録

は順序が逆になっていると言える。 

 第 2 に、明治 7 年 2 月時点で岡田清直の年齢は 37 歳 1

ヶ月であることが分かったので、これを逆算することで彼

の生年を推定することができる。明治 7 年 2月は改暦後な

ので年だけを西暦に直せば済む。明治 7 年は 1874 年なの

で、同年 2 月から 37 年 1 ヶ月前は、1837 年 1 月となる。

日にちが分からないが、1 月のどこかであることは確かな

ので、1 月 1 日から 31 日までを和暦に直すと、1837 年 1

月 1 日は天保 7年 11 月 25 日、1 月 31 日は天保 7 年 12 月

25 日である(8)。この間のどこかで生まれたことになる。 

前掲・表 2 の【D】の部分で示したように、前田氏は岡

田の生年を天保 8 年と記しているが、上の計算では前年の

天保 7 年末に生まれたことになる。 

 従って、明治 7 年 2 月に 37 歳 1 ヶ月であるという同資

料の情報を根拠として、前田氏が年齢を推計したのかは疑

わしいことになる。あるいは、確かに、上のような発想か

ら年齢を推測したものの、どこかで計算を間違えたか、別

の理由からそのように判断した可能性もあるかもしれな

い。別の理由の場合、最も考えられることは、明治 7 年で

37 歳というのは、数え年であると前田氏は考え、そのた

め単純に明治 7 年から 37 年前の天保 7 年を生まれ年とは

せず、翌年の天保 8 年が生年と判断したのかもしれない。 

それとも、全く別の根拠から、岡田の生年を特定したの

かもしれない。いずれにせよ、前田氏が根拠を何も記して

いないので、全てが闇の中となってしまっている。 

 ただ、前田氏が岡田に関する参考文献として唯一、明記

した「江戸」、すなわち『江戸幕臣人名事典』では、岡田

錠次郎の年齢に関して、最初の版では「子歳七十五」と、

改訂新版では「子歳四十五」と、異なる年齢ではあるが、

明確に年齢が記されている。 

『江戸幕臣人名事典』の典拠資料は、国立公文書館にあ

る江戸城多聞櫓に残された資料であるが、その中にある岡

田錠次郎の明細短冊の現物を筆者も確認している。そこに

は、年齢の「四」の部分に相当する文字の左半分が欠けて

いて、本当に「四」であるのかが判定し難い。最初の版で

は、調査をした人はこれを「七」と読んでいる。これは、

欠けていない残りの部分から、そう読み取ったと思われる

が、どう考えても、欠けていない残りの小さな部分だけを

見て、それを 1文字分の「七」と判定するのは無理がある。

初版で「七」と読まれた部分は、他の箇所で明らかに「四」

と書かれている文字の右側部分に形が酷似している。やや

クセのある字体ではあるが、筆者にも、この部分は「四」

に見える。従って、「子歳四十五」で良いと思う。 

 そこで問題となるのは、「子」（ね）の年がいつの年を指

しているのか、という点である。それを考えることで岡田

の正しい生年に近づくことができるはずである。このこと

に関しては、本稿の後段に置いた考察の中で詳述している

ので、それを参考にして頂きたい。 

（２）『明治初期静岡県史料』第 4巻では、「当県貫属御国

内修行人名」【当県は浜松県のこと･･･小栗注】のリストの

中に、「横須賀組」の 1人として、「支那学」を学ぶために

｢自費」で「静岡県」に「留学」した者として「岡田鎌太

郎」があり、さらにその岡田鎌太郎は「錠治郎倅」である

と記されている（440 頁）。すなわち、岡田錠次郎の子息

が岡田鎌太郎ということになる。表 2 の【G】の情報がこ

れにあたる。このリストは、「同年【明治 5 年のこと･･･

小栗注】三月中管内学校教官等級並外交御国内共修行生取

調書ヲ上申ス蓋是ヨリ先公達アルニ基ケルナリ左ノ如シ」

の文（427 頁）から始まる資料の中にあるものなので、明

治 5 年の早い時期までに、岡田鎌太郎の静岡県留学は決ま

っていたことになる。【G】の部分で、前田氏は「明治 5

年」という時期を記しているが、その時期を記せたのは、

この資料の取り調べ時期を承知していたためであると想

像される。この部分の前田氏の記録の仕方には、筆者も異

存はない。 

 以上、（１）（２）の２点が、この史料から分かる岡田清

直･錠次郎に関する情報の全てである。 

 №58 の『顕要職務補任録』は、国立国会図書館近代デ

ジタルライブラリーに原本の上下 2 巻が、また、浜松市立

城北図書館に全 4 巻から成る復刻版が所蔵されているこ
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とが分かり、筆者は主に後者で内容を確認した。 

 但し、前田氏は、文献名として『顕要職務補任録』と記

しているが、国会図書館も城北図書館も登録されているも

のは『明治史料顕要職務補任録』である。「明治史料」の

文字が付くか否かの違いであるが、結論から言うと、いず

れでもよいと言える。筆者は国会図書館所蔵の原本（Web）

も、復刻版も両方とも見たが、復刻版は原本を忠実に全面

写植で復刻しているので、本文の中身は同一であった。本

書の扉部分には「明治史料」の文字はなく、大きな文字で

｢顕要職務補任録」と記されており、また本文の左右両端

の罫線枠外の全部に｢顕要職務補任録」と記されている。

本書の中で「明治史料」の 4文字（但し全て「明治」と「史

料」の分かち書き表記）を含む題名が置かれているのは、

目次の冒頭行と巻末最後の行（下巻のみ本文冒頭の行も）

のみであり、まったく目立たない。同じ本の中で、タイト

ルが｢顕要職務補任録」と「明治史料顕要職務補任録」が

混在しているので、どちらを用いてもよいと言える。従っ

て、｢顕要職務補任録」と記した前田氏の表記も間違いで

はない。ただ、復刻版では表紙も背表紙も奥付も、本のタ

イトルはすべて「明治史料顕要職務補任録」で統一されて

いる。 

原本についてタイトル以外の書誌情報を記すと以下の

ようになる。奥付には本のタイトルの記載はそこにはなく、

著作者総代人・金井之恭、著作権譲受人・小嶋彦七、発行

所・成章堂の記載があり、これらは上下巻とも共通してい

る。発行日は異なっており、上巻は明治 35 年 9 月 23 日で

あるが、下巻は明治 36 年 3 月 5 日発行、明治 36 年 5 月

27 日再版発行である。下巻は再版発行のものであるが、

復刻版ではそれが無視されて、なぜか初版発行年月日年だ

けが記されている。初版のみを用いて復刻したということ

になるのであろうか。 

次に復刻版について記す。全 4 巻を順に奥付の情報から

記すと以下のようになる。『明治史料顕要職務補任録（「明

治」と「史料」は全て分かち書き･･･小栗注） 一』（続日

本史籍協会叢書第五期、明治 35 年 9 月 23 日発行、昭和

56 年 8 月 20 日覆刻、編者・日本史籍協会、発行･東京大

学出版会【編者と発行元は全て同じ、以下略】）、『明治史

料顕要職務補任録 二』（明治 35 年 9 月 23 日発行、昭和

56年 8月 20日覆刻）、『明治史料顕要職務補任録 三』(明

治 36 年３月 5 日発行【但し再版発行日は記されていな

い･･･小栗注】、昭和 56 年 9 月 20 日覆刻）、『明治史料顕要

職務補任録 三』（明治 36 年３月 5日発行、昭和 56 年 11

月 30 日覆刻）となる。この復刻版では「一」と「二」で

原本の上巻 1 冊分が 2分冊で収録されており、「三」と「四」

が下巻に相当する。頁数も全て原本のままである。 

 さて、この文献の中身であるが、上巻では参議や大臣、

また元老院、貴族院、衆議院の議員について記されており、

下巻は各県知事や中央各省の部局長クラスの高官、また武

官、教官、法官、衆議院議員の追補が記されている。地方

については、静岡県も含め知事クラスのみが記録されてい

るだけなので、岡田清直・錠治郎のような人物が登場する

はずはない。実際に岡田の情報は何もなかった。 

№59 の『静岡市史（近代）』（昭和 44 年、静岡市）は、

袋井市立袋井図書館の蔵書を確認した。書誌情報は前田氏

が記す内容に間違いはないが、実物の奥付から、より正確

に記すと『静岡市史・近代』（昭和 44 年 4 月 1 日、編集発

行・静岡市）である。タイトルのみは表紙の記載に従うと

｢・」は消えて『静岡市史 近代』になるから、どちらで

もよいことになる。内容は明治から第二次大戦後までを扱

う全 1396 頁の大部の書である。ここにも岡田清直・錠次

郎の情報はなかった。 

 №60の『静岡市史（近代史料）』（昭和 44年、静岡市）

は、磐田市立中央図書館の蔵書を見た。正式なタイトルは

『静岡市史 近代史料』（表紙）または『静岡市史・近代

史料』（奥付）である。昭和 44年 4月 1日に、静岡市の編

集・発行で出版されている。上記№59 と同時に刊行され

たことになる。 

ここには、先に№6 で示した「御入国御人数町宿帳」が

収録されており、そこには岡田清直・錠次郎の情報がない

ことは先に紹介したので、ここでは割愛する。 

 同書ではそれ以外にも、「〔一三〕官員録－明治八年－

抄録」の中に、浜松県の権中属として「ギフ 岡田治興」

と、少属として「ハママツ 岡田良一郎」（「ハママツ」

は分かち書き）（共に 414 頁）が、足柄県の中属として「ア

シガラ 岡田直臣」（415 頁）があったが、他に岡田姓の

人物はなかった。また、「〔一四〕職員録－明治一二年－抄

録」の中に、「君沢田方郡 韮山町」（「君沢」と「田方」

は分かち書き）の「郡長 岡田直臣」（423 頁）と、「佐野

城東郡」 掛川駅」（「佐野」と「城東」は分かち書き）

の「郡長 岡田良一郎」（424 頁）の名はあるが、他には

岡田姓はなかった。これら以外も全てに目を通したが、ど

こにも岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

 №61の『静岡市史編纂資料』（昭和 2年、静岡市役所）

は、静岡県立中央図書館の「おうだんくんサーチ」による

と、磐田市立中央図書館と静岡県立中央図書館等に全 6

巻が所蔵されていること、また、そのうち昭和 2 年刊行の

ものは、１、２、４巻のみであることが分かる。「静岡市

史編さん資料」のタイトル名では更に多数のものが確認で

きるが、前田氏は「編さん」ではなく「編纂」と記してい

るので、「編纂」の文字をタイトルに用いている資料のみ

を今回の調査対象とした。すると上の 6 冊のみに限定され

る。 

筆者は磐田市立中央図書館で 6 冊全てを確認した。それ

らの正確な書誌情報を記すと、『静岡市史編纂資料 第壹

巻』（昭和 2 年 4 月 15 日、編纂兼発行所･静岡県静岡市役
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所【編纂兼発行所は全て同一なので、以下は略す】）、『静

岡市史編纂資料 第弐巻』（昭和2年5月24日）、『静岡市

史編纂資料 第参巻』（昭和3年1月31日）、『静岡市史編

纂資料 第四巻 明治維新当時の静岡』（昭和 2 年 12 月

15 日）、『静岡市史編纂資料 第五巻』（昭和 3 年 8 月 10

日）、『静岡市史編纂資料 第六巻』（昭和 4 年 4月 10 日）

となる。 

これらの全てにおいて岡田清直・錠次郎の情報は何もな

かった。 

（5）福沢諭吉事典編集委員会編『福沢諭吉事典』（慶応義塾

150 年史資料集別巻 2）（2010 年 12 月 25 日、慶應義塾）16

頁。

（6）福澤諭吉著･松崎欣一編『福翁自伝 福澤全集緒言』

（2009 年 5月 30 日、慶應義塾大学出版会）4頁。

（7）注（5）に同じ。

（8）加唐興三郎編『日本陰陽暦日対照表（下巻）』（1993 年 9

月 30 日、ニットー）1474 頁。

（2021 年 2月 26 日提出。閲読者の指摘を受け微修正した原稿を

5月 11 日に再提出。本誌本巻同時掲載の（その 4）に続く）
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2021 年 5 月 11 日受理 
＊ 情報学部 情報デザイン学科 

『駿遠へ移住した徳川家臣団』における岡田清直・岡田錠次郎の謎（その４） 

The Re-examination on the brief history of OKADA Kiyonao/OKADA Jyojiro in MAEDA’s book,vol.4 

小栗 勝也＊ 
Katsuya OGURI 

（承前、「３．資料ごとの調査結果」の続き。注の番号も継承） 

 №62 の『浜松市史（史料編五）』（浜松市役所）は、筆

者個人の蔵書があり、それで確認した。書誌情報を正しく

記すと、『浜松市史 史料編五』（昭和 37 年 3 月 31 日、編

集兼発行者・浜松市役所）である。同書の 360 頁に岡田清

直の情報が記載されている。すなわち、明治 6 年 2月に浜

松県令から「学区取締」を任命した布達の中に、「岡田清

直」の名がある。前出№56 の『静岡県史 資料編 16 近

現代一』の中にある③の資料＝学区取締の任命情報と同じ

ものである。岡田錠次郎の情報は何もなかった。 

 №63の『駿東郡沼津町誌』（昭和 55 年／昭和 55復、沼

津町役場）は、浜松市立中央図書館に蔵書があり、筆者は

そこでこれを見た。書誌情報を正しく記すと、『駿東郡沼

津町誌（沼津資料集成７）』（昭和 55年 2 月 29 日、著者：

沼津町役場、編輯･発行：沼津市立駿河図書館）となる。

前田氏は第 2 編で「昭和五五年復」と記して「復」の文字

を追加しているが、それは、この本が、大正時代に沼津町

によってまとめられたものを飜刻して発行されたもの（本

書冒頭の辻真澄「まえがき」より）だからであろう。ここ

には岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

 №64 の『沼津市誌』（昭和 36 年、沼津市役所）も、浜

松市立中央図書館の蔵書を確認した。但し同館には、『沼

津市誌』の名でヒットするものが、以下①～⑤の 5 種類が

ある。すなわち、①『沼津市誌 上巻』（昭和 36 年 3 月

30 日、編集・沼津市誌編集委員会、発行・沼津市）、②『沼

津市誌 中巻』（昭和 36 年 3 月 10 日【上巻より先の発

行･･･小栗注】、編集･発行は同上）、③『沼津市誌 下巻』

（昭和 33 年 11 月 15 日【下巻が最初の発行･･･小栗注】、

編集･発行は同上）、④『沼津市誌』（昭和 32 年 8 月 10 日、

編輯・市誌編纂委員会、発行・沼津市）【藁半紙に印刷さ

れた薄い冊子で、表紙に「中間報告」、「資料集３」、また

市長の序文に「市誌中間報告第三集」の文字がある･･･小

栗注】、⑤『沼津市誌 全』（昭和 12 年 1 月 1 日、編著者・

沼津市役所内沼津市郷土研究会、発行・蘭契社書店）、の

5冊である。 

 前田氏の本では、沼津市役所の発行または編集と読める

記載の仕方であるが、実物では沼津市はあっても沼津市役

所のものは存在しない。氏が、市と市役所を同一と見なし

たと想像され、正確でないことに変わりはないが、ここで

はこれ以上に追及しないこととする。前田氏が記す残りの

情報、すなわち沼津市誌と昭和 36 年の情報を共に満たす

ものは①と②の２つのみである。従って、他は無視しても

よいのだが、筆者は 5 種類の『沼津市誌』を全て見た。 

その結果、①の 618 頁に、沼津市の裁判所で大正 8年 6

月から「監督判事」を務めた岡田純次郎の名があること、

また③の 40 頁、「沼津兵学校附属小学校役 （々明治二年末

調）」の中に「素読教授方」として「岡田隆三（香峰）」が、

同じ③の 46 頁では「集成舎変則」に務めていた教師の中

に「岡田正」があること、更に 50 頁では、この岡田正は

沼津中の職員として記録されていることが分かった。加え

て⑤では、市議会議長の岡田吾一（148 頁）、沼津兵学校

の資業生であった岡田顕次郎（181 頁）と岡田鉦八郎（182

頁）、附属小学校の教員としての「岡田光峰」（214 頁）、

素読方の「岡田隆三」（215 頁）、中学職員の岡田正（一等

助教諭）（218 頁）、韮山代官の手代「岡田三郎」（408 頁）、

の名を確認できる。5種類の『沼津市誌』から判明する岡

田姓の人物は以上であり、岡田清直・錠次郎の情報は何も

なかった。 

 №65の『群馬県史資料編二一』（群馬県史）（昭和 62年

史編纂委員会／昭和 62 年 同史編纂委員会）は、国立国

会図書館デジタルコレクションの蔵書を同図書館内で見

た。正確な書誌情報は『群馬県史 資料編 21 近代現代 5』

(昭和 62 年 12 月 3 日、編集・群馬県史編さん委員会、発

行・群馬県）である。同書に添付されている附表まで全て 
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を見たが、岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

 №66の『城下町相良区史』（昭和 61 年、榛原郡相良町）

は、袋井市立袋井図書館の蔵書を確認した。正確な書誌情

報は、『城下町相良区史』（昭和 61 年 10 月 1 日、発行者・

相良区区長八十宇三郎、編集者・川原崎次郎、発行所・城

下町相良区史刊行会）である。ここにも岡田清直・錠次郎

の情報はなかった。 

 №67 の『千代田誌』（昭和 59 年、同編集委員会）は静

岡大学附属図書館の蔵書を、静岡理工科大学附属図書館と

の相互貸借制度を利用して、理工大図書館に取り寄せても

らい、それで確認した。ここでいう「千代田」は、昭和 9

年に静岡市に吸収合併された｢千代田村」のことを指す。

その合併 50 周年を記念して作られたのが本書である。書

誌情報を正確に記すと、『千代田誌』（昭和 59 年 10 月 1

日、編集・安本博、発行・千代田誌をつくる編集委員会）

となる。 

 ここからは、巴川改修功労者頌徳碑の起工発起功労者の

1人に「故岡田伊之助」があること（137 頁）、上足洗耕地

整理組合の監督として「岡田光隆」があること（142 頁）、

安倍郡会議員で入江町から選出された第 4 期の議員とし

て「岡田大三」があること（325 頁）、静岡市との合併時

の役職者でもある千代田村村会議員の「岡田辰三」がある

こと（371 頁）、「岡田繁太郎之墓」の紹介があること（842

頁）、本書作成の賛助会員の中に「岡田新三郎」があるこ

と（1283 頁）は分かったが、岡田姓の人物に関する情報

はこれで全てであり、岡田清直・錠次郎については何も記

載がなかった。 

 №68 の『神奈川県資料第八巻』（昭和 47 年、神奈川県

立図書館）は、その名で存在する資料はなく、存在するも

のは『神奈川県史料』のみである。「資料」ではなく「史

料」が正しい。筆者は、国立国会図書館デジタルコレクシ

ョンのものを同館内で見た。正確な書誌情報を記すと、『神

奈川県史料 第八巻 附録部一』（昭和 47 年 2 月 20 日、

編集発行・神奈川県立図書館）である。タイトル中の｢資」

の 1 字のみは誤っているが、他は前田氏の記す通りである。 

 内容は官員履歴のみで構成された史料集で、その中には

神奈川県士族の岡田利正（155 頁、340 頁）、神奈川県平民

の岡田宗直（350 頁）、神奈川県士族の岡田正薫（745 頁）

の 3 名の岡田姓があった。しかし、岡田清直・錠次郎の情

報はなかった。 

 №69 の『ある幕臣からみた明治維新 初代駅逓正杉浦

譲』（昭和 52年、高橋善七）は、前田氏は第 1編では書誌

情報をこのように記したが、第 2 編では『初代駅逓正杉浦

譲』（昭和 52年、高橋善一）としている。この本について

は、浜松市立城北図書館に蔵書があり、筆者はそこで確認

した。正しい書誌情報は、『初代駅逓正 杉浦譲 ある幕

臣からみた明治維新』【「初代」と「駅逓正」は分かち書き。

駅逓正には「えきていのかみ」のルビあり･･･小栗注】(高

橋善七、昭和 52年 8月 20 日、日本放送協会、NHK ブック

ス 293）である。第 1編で前田氏が記したタイトルは正題

と副題が逆になっている。また、著者は高橋善七が正しく、

第 2 編で前田氏が記した善一は誤記である。同書には岡田

清直・錠次郎の情報はなかった。 

 №70 の『大久保一翁』（昭和 54 年、松岡英夫著）は袋

井市立袋井図書館の蔵書を確認した。前田氏が記す書誌情

報に誤りはないが、正確にはサブタイトルが付されており、

松岡英夫『大久保一翁 最後の幕臣』（昭和 54 年 4 月 25

日初版、昭和 54年 6月 20 日再版、中公新書）と記すのが

正しい。ここにも岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

№71 の『後は昔の記他』（昭和 45 年、林薫著）は、浜

松市立城北図書館の蔵書で確認した。前田氏は林の名を

｢薫」と記したが、「董」（ただす）が正しい。城北図書館

の蔵書から正確な書誌情報を記すと、『後は昔の記他 林

董回顧録』（東洋文庫 173、校注者・由井正臣、発行・平

凡社、1970 年 10 月 10 日初版第１刷、1987 年 1 月 20 日初

版第 7 刷）となる。筆者が見たのは 1987 年の第 7 刷であ

るが、前田氏は 1970 年（昭和 45 年）の初刷を見たのであ

ろう。ただし同じ「初版」であるから、内容は同一である

ので第 7 刷のものでも問題はない。また、奥付では『後は

昔の紀他』と記され、「紀」の文字が使われているが、本

書の表紙その他の所ではすべて「記」が使われているので、

奥付の方が誤植であると考えられる。この本には、いずれ

も林董による『林董伯自叙伝回顧録』（｢林董伯」と「自叙

伝」の文字は分かち書き…小栗注）と『後は昔の記』（2

重括弧は原文のまま…小栗注）、『日英同盟の真相』の 3

種の作品が収録されて 1 冊となっている。3作品の全てを

見たが、岡田清直・錠次郎の情報は何もなかった。 

№72の『名ごりの夢』（今泉みね述）も浜松市立城北図

書館の蔵書を見た。正しい書誌情報は、『名ごりの夢 蘭

医桂川家に生れて』（東洋文庫 9、著者・今泉みね、昭和

38 年 12 月 10 日、平凡社）で、サブタイトルがある。こ

の書にも岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

 №73 の『江原素六』（昭和 60 年、辻真澄著）は掛川市

立中央図書館の蔵書を確認した。前田氏が記す書誌情報は

間違ってはいないが出版社の情報が欠けている。正確に記

すと、辻真澄『江原素六』（昭和 60 年 1 月 15 日、英文堂

書店）となる。さらに表紙の下部には「駿河新書」とあり、

カバー裏側には「その第 1」の文字もある。同書にも岡田

清直・錠次郎の情報はなかった。 
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 №74 の『朝霧の覚』（昭和 10 年、池田忠一著）は、国

立国会図書館デジタルコレクションで公開されており、筆

者は WEB 上でそれを見た。前田氏は書名を『朝霧の覚』と

記しているが、「霧」ではなく「露」であり、『朝露の覚』

が正しい。その他の書誌情報も含めて正確に記すと、池田

遵養軒著『朝露の覚』（池田忠一遺著、非売品、昭和 10

年 4 月 10 日、編纂兼発行人・池田宏、印刷所・中屋三間

印刷㈱）となる。これは豊田･山名・磐田郡長などを務め

た池田忠一の「自伝的遺稿」(『静岡県史 資料編 17』の

｢解説」1138 頁）であり、長男の宏（『朝露の覚』110 丁右）

が編集・発行したものである。本書では岡田良一郎（岡田

社長も含む）の名が多数散見され、岡田良平（岡田文相も

含む）も幾つか見られる他、岡田理事官（地方局長、106

丁右）もあったが、岡田清直・錠次郎の情報は皆無であっ

た。 

 №75 の『石坂周造研究』（昭和 52 年、前川周治著）は

静岡県立中央図書館の蔵書を確認した。正確な書誌情報は、

前川周治『石坂周造研究 ―志士・石油人としての両半生

―』（昭和52年1月【月までしか記されていない…小栗注】、

三秀社）である。同書 93 頁に、「岡田周蔵（上州浪人で別

名朽葉新吉）」が記されているが、岡田姓の人物の記述は

これのみで、岡田清直・錠次郎は何も記されていなかった。 

 №76 の『前島密自叙伝』（昭和 31 年、伝記刊行会）は

富士市立中央図書館の蔵書を見た。奥付から正確な書誌情

報を記すと、前島密『前島密 前島密自叙伝』（1997 年 6

月 25 日、日本図書センター）となり、日本図書センター

による｢人間の記録」シリーズの第 21巻として本書が刊行

されている。但し、これは復刻版である。底本となったの

は、前島密著『前島密自叙伝』（1956 年、前島密伝記刊行

会）である（冒頭の「凡例」より）。前田氏は、復刻版で

はなく原書を見たことになる。筆者は富士市立中央図書館

の復刻版しか探せなかったので、それを見たが、中身は同

じであるから今回の調査では問題はない。ここにも岡田清

直・錠次郎の情報は何もなかった。 

 №77 の『福地桃痴』（昭和 40 年、柳田泉著）は、浜松

市立城北図書館に蔵書があり、筆者はそこでこれを見た。

但し、前田氏が書名として記した「桃痴」は誤記で、「桜

痴」が正しい。正確な書誌情報は、『福地桜痴』（人物叢書

129、著・柳田泉、編集者・日本歴史学会、昭和 40 年 12

月 10 日、吉川弘文館）である。同書にも岡田清直・錠次

郎の情報はなかった。 

 №78の『平賀敏君伝』（昭和 6年、同伝記編纂会）は沼

津市立中央図書館の蔵書を確認した。実物の奥付には書名

はないが、背文字と本文冒頭 1行目に「平賀敏君傳」とあ

る。奥付から分かることは、編纂兼発行代表者が三輪小十

郎であること、平賀敏君伝記編纂会から昭和 6年 12 月 14

日に発行されていることである。本文中に「私は」という

主語で書かれている部分と、第３者的な書き方の部分が混

在しているので、一部は自叙伝の原稿が含まれているのか

もしれない。この書にも、岡田清直・錠次郎の情報は何も

なかった。 

 なお本書の中に、平賀が紹介して岡田良一郎を福沢諭吉

に引き合わせたとき、岡田が報徳の教えを広めたいという

持論を述べると、福沢は仰向けに寝転んで膝を立てたまま、

二ノ宮尊徳のような「そんな古臭い事」は言わずに、私の

文明論を聞きなさい、と言われたという場面が紹介されて

いる（87～88 頁）。本稿の目的とは関係ないが、当時の福

沢が古い、新しい、の基準で単純化し、福沢の考える新し

い文明論のみを重視していたことが伺えて、面白いと思っ

た。 

報徳思想は、日露戦争後の日本において、日本を豊かに

する 1 つの手段として活用すべく、明治末から大正期に内

務省が特に注目して取り上げ、中央報徳会を設置するなど

して全国的な啓蒙運動が展開されたこともあった(9）。筆者

も、日本に根付く良きものを大いに利用して構わないと考

える 1 人であり、後に福沢もそれに近い立場になるのだが、

当時の福沢は西洋文明を日本に移植する必要性を訴える

ことに必死な時代であったが故に、そのような態度を取っ

たのであろうか。｢古臭い」の一言で報徳思想が排斥され

ては、岡田良一郎もさぞ面食らったに違いない。この時、

岡田良一郎は福沢のことを「手に合はぬ人」だと否定的に

評価したようである（同書 88 頁）が、岡田からすれば当

然であろう。福沢の原理主義的かつ単純な態度は、未知の

思想を日本人に定着させる為に当時においては有効であ

ったのかもしれないが、同時にまた、無駄に敵を多くして

いたようにも思う。福沢のことを悪く言う同時代人が多い

のも致し方ないことであろう。 

№79 の『坂本竜馬を斬った男今井信郎』（昭和 46 年、

今井幸彦著）は、前田氏が見た昭和 46 年刊のものは見つ

けられなかったが、2009 年刊行の本を国立国会図書館で

確認した。実物の本で確認した。同書の奥付から正確な書

誌情報を記すと、今井幸彦『坂本龍馬を斬った男』（2009

年 12 月 12 日、新人物往来社《新人物文庫》）となる。但

し、同書の表紙には副題が付いており、『坂本龍馬を斬っ

た男 幕臣今井信郎の証言』とある。 

同書中の説明によると、この本は元々、1971 年（昭和

46 年）に新人物往来社から刊行されたものが、更に昭和

58 年に同社から『坂本竜馬を斬った男』の題名で刊行さ

れ、その上に改題、再構成して 2009 年に文庫版として刊

行されたものである。前田氏は最初の昭和 46 年刊行の本

を見たことになるが、その時の書名は前田氏が記すように

『坂本竜馬を斬った男今井信郎』であったのであろうか。

最初の本を確認できないので、前田氏の記述が正しいか否
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かは不明である。いずれにせよ、同じ出版社から 3 度に及

ぶ改訂重版がなされたことになり、よく読まれた本である

ことが分かる。以上の経緯が分かっているので、筆者が見

た国会図書館の本でも内容的には差はないと考えられる。

この本にも岡田清直・錠次郎の情報は何もなかった。 

 №80 の『海軍事始 肥田浜五郎の生涯』（昭和 50 年、

土屋重朗著）は磐田市立中央図書館の蔵書を確認した。前

田氏は何故か書名を書き間違えており、正しい書誌情報は、

土屋重朗『近代日本造船事始 ―肥田浜五郎の生涯』（昭

和 50 年 4 月 25 日、新人物往来社）である。肥田は咸臨丸

の機関長として、咸臨丸がアメリカに渡った時の航海に参

加した人物である。この書にも、岡田清直・錠次郎の情報

はなかった。 

№81の『はままつ歴史発見』（昭和 62 年、神谷昌志著）

は、浜松市立城北図書館の蔵書を見た。正確な書誌情報を

記すと、『はままつ歴史発見』（神谷昌志、昭和 62 年 8 月

22 日、静岡新聞社）となる。同書 144～145 頁に岡田勘右

衛門の名はあるが、岡田姓の人物はそれだけであり、岡田

清直・錠次郎の情報はなかった。 

№82の「山路愛山研究」（『静岡近代史研究』4 号）は、

磐田市立中央図書館に蔵書があり、筆者はそこでこれを見

た。正しい書誌情報は、川崎司「山路愛山研究―第二の故

郷 静岡―」（『静岡県近代史研究』第 4 号、静岡県近代

史研究会発行、1980 年 10 月 10 日）である。ここには岡

田清直の情報が記されている。すなわち、高木壬太郎（後

に青山学院院長となる）が、掛川の「岡田清直」の漢学塾

で学んだ、とある（69 頁）。しかし、前田氏の本では、岡

田を紹介する項目の中で、岡田が掛川で塾を開いていた事

実を記載することはなかった。前田氏は、岡田のことを記

す際に、この文献に記されている情報を無視したか、記さ

れていることに気付かなかったことになる。なお岡田錠次

郎に関する情報は、ここにはなかった。 

№83の『赤松則良半生記』（昭和 52 年、赤松範一編注）

は、袋井市立袋井図書館の蔵書を確認した。奥付から正し

い書誌情報を記すと、『赤松則良半生談』（東洋文庫 317）

（1977 年 11 月 18 日初版第 1刷、1989 年 3 月 20 日初版第

7刷、編注者・赤松範一、平凡社）となる。前田氏が記す

表題の末尾の文字「記」は誤りで、「談」が正しい。前田

氏は昭和 52 年としか記していないので第１刷を見たこと

になるが、筆者が見た第７刷も同じ初版であるので、中身

は同一である。同書 252 頁の関係人物略伝の中で「岡田井

蔵」はあるが、他に岡田姓の人物はなく、岡田清直・錠次

郎の情報はなかった。 

№84 の『幕末下級武士の記録』（昭和 60 年、山本政恒

著）は、富士宮市立中央図書館の蔵書を見た。より詳しく

書誌情報を記すと、山本政恒『幕末下級武士の記録』(校

訂者・吉田常吉、昭和 60 年 11 月 10 日、時事通信社）と

なる。ここにも岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

 №85 の『静岡県近代史研究』十五、十六号（静岡県近

代史研究会）は、磐田市立中央図書館の蔵書を確認した。

同誌第 15 号は 1989 年 10 月、第 16号は 1990 年 10 月の発

行である。ここにも岡田清直の情報があった。すなわち、

第 15 号所収の川崎司「高木壬太郎と『呉山一峰』」の中で、

高木が「遠州掛川村の漢儒（蘭学者とも）・岡田清直の家

塾」で学んだことが記されている（182 頁）。上述の№82

の時と同様に、前田氏はここから岡田清直の情報を引き出

して、自身の本の中で紹介することはなかった。第 15号、

16号の全部の中で、岡田清直に関する記述はこれのみで、

他は岡田錠次郎も含め情報は何もなかった。 

№86の『静岡県郷土研究』（静岡県郷土研究会）は、袋

井市立袋井図書館および浜松市立中央図書館に蔵書があ

り、筆者は 2箇所でこれを見た。前田氏は『静岡県郷土研

究』と記すのみで、そのうちのどれを見たかは記していな

い。従って全部が対象であると判断し、全てを確認した。 

『静岡県郷土研究』は第１輯が昭和 8 年に、最後の第

20輯は昭和 18 年に刊行されており、今日では合本化され

た復刻版として、それを見ることができる。筆者も復刻版

を見た。復刻版の書誌情報を記すと、『静岡県郷土研究』

（編者・静岡県郷土研究協会、発行・国書刊行会、昭和

57年 5月 30 日、全 8 巻）で、全巻とも発行日は同じであ

る。前田氏は原本の発行母体を「研究会」と記しているが、

「研究協会」が正しい。 

ここからは岡田姓の人物として、以下①～⑪の情報を抽

出できる。①復刻版の合本第 2 巻所収の第 3輯 202 頁（頁

は合本の頁、以下同じ）に記載がある沼津兵学校附属小学

校の｢初代正則末期又は変則学出身者氏名」の中に「岡田

志摩吉」の名がある。②同 2 巻所収の第 4 輯の 442 頁に、

明治５年の整理後の浜松県官吏として少属の岡田治興、及

び権少属の岡田良一郎の名がある。③合本第 3 巻所収の第

5輯の232頁に、清水市入江尋常高等小学校校長として「岡

田忠雄」の名がある。④同 3巻所収第 6輯の 492 頁に「三

州吉田駅御油駅」の人で、「書 狂歌 號香雪園 岡田米

次郎」の名がある。⑤合本第 4巻所収の第 7輯に、地租改

正に関連して岡田良一郎の名が複数記されている。⑥同 4

巻所収の第 8 輯の 273 頁に、韮山代官江川氏直営の鋳造場

の従事者で代官所附属職員の「岡田三郎」の名があり、こ

の岡田は後に「君沢田方郡長岡田正臣」になっていること

も分かる。⑦合本第 5 巻所収の第９輯で、沼津兵学校の資

業生（第３期）として「岡田顕次郎」（83 頁）が、同第４

期として「岡田鉦八郎（正）」（84 頁）がいたこと、更に

沼津兵学校附属小学校役々」の中に「素読教授方」として

78 Vol. 29, ２ ０ ２ １



｢岡田隆三（香峰と號す）」（97 頁）がいたことが分かる。

⑧合本第 6 巻所収の第 12 輯に、遠州報国隊の留守部の 1

人として「岡田土佐（岡田美都衛）」の名があることが分

かる。⑨同 6巻所収第 14 輯の 535～536 頁には、掛川の「岡

田與八」に学んだ「斉藤先生」の墓石の記録がある。また、

⑩合本第 7 巻所収の第 16 輯で、「敬身舎」の定期試験人名

表に「岡田萬吉」（236 頁）、「岡田常次郎」（237 頁）の名

があり、更に、静岡県の報徳事業を紹介する記事（269 頁

以下）の中で掛川・岡田家の人物が幾度も登場している。

⑪合本第 8 巻所収第 19 輯の 225 頁に、東海人物誌の中に

｢掛川駅」の「算術 倉真 岡田十平」があることが紹介

されている。 

岡田姓の人物に関する情報は以上であり、岡田清直・錠

次郎に関するものはなかった。 

№87の「山田大夢」（地方史静岡６号）は、磐田市立中

央図書館に蔵書があり、筆者はそこでこれを見た。正しい

書誌情報は、市原正惠「山田大夢「戊辰後経歴」―駿州移

住一士族の記録―」（『地方史静岡』第 6 号、昭和 51 年

11 月、静岡県立中央図書館編・発行）となる。ここにも

岡田清直・錠次郎の情報は何もなかった。 

№88 の『転向明治維新と幕臣』（昭和 44 年、しまねき

よし著）は、静岡県立中央図書館の蔵書を確認した。正し

い書誌情報は、しまね・きよし『転向―明治維新と幕臣』

(1969 年 2 月 15 日、三一書房、三一新書 642）である。著

者名に「・」が、書名に「―」（ダッシュ）が入る。この

書に岡田清直・錠次郎の情報は何も記されていなかった。 

№89 の『日本海軍お雇い外国人』（昭和 63 年、篠原宏

著）は、浜松市立城北図書館の蔵書を見た。書誌情報を詳

しく記すと、『日本海軍お雇い外国人 幕末から日露戦争

まで』(篠原宏、中央公論社（中公新書）、昭和 63 年 9 月

25 日）となる。岡田清直・錠次郎の情報は何もなかった。 

№90の『幕末おろしゃ留学生』（平成 3年、宮永孝著）

も浜松市立城北図書館に蔵書を確認した。正しい書誌情報

は、『幕末おろしや留学生』（宮永孝《法大教授》、1991 年

1 月 30 日、筑摩書房）である。ここにも岡田清直・錠次

郎の情報はなかった。 

№91 の『江戸幕府役職集成（増補版）』（平成 2 年、笹

間良彦著）は、筆者の個人蔵書で確認した。筆者の手元に

あるものは、笹間良彦『江戸幕府役職集成（増補版）』（昭

和 40 年 6 月 20 日初版、平成 2年 5 月 20 日 12 版、雄山閣

出版）で、前田氏が見たものと同一のものである。 

なお、前田氏の本の第 2編・巻末資料では資料名が「修

成」とされていたが、それは誤記で「集成」が正しい。ま

た、同じ第 2 編には、同じ資料名で増補版よりも前のもの

も記されており、筆者はそれを後の№103 としてリストア

ップした。増補版より前のものは、増補版よりも情報量が

劣ることを意味するので、実質上、増補版を見れば増補版

よりも前の情報も確認したことと同じになる。従って、№

103 の所では特に解説をせず、ここでまとめて記すことに

する。 

なお、浜松市立中央図書館にも『江戸幕府役職集成』が

所蔵されており、筆者はそこでも見たが、それには「増補

版」の文字はなく「新装版」とだけ記されていた。同図書

館の蔵書について書誌情報を奥付から記すと、笹間良彦

『江戸幕府役職集成』(1999 年 11 月 5 日、新装版、雄山

閣出版）となる。1999 年は平成 11 年で、前田氏が見た平

成 2 年版よりも後の版になる。1999 年版の奥付から更に

詳しく記すと、初版が昭和 40 年に刊行されたことは同様

に記されており、以後、平成 9 年に第 17 版まで改版され

たことまでが分かる。浜松市立中央図書館の「新装版」は

1991 年（平成 11 年）の発行であるが、どうやら平成 2 年

から平成 11 年に至るどこかの時点で、｢増補版」から「新

装版」に呼び名が変更されたようである。本書の変遷を隈

なく記すことが本稿の目的ではないので、その変更がいつ

行われたのかまでは追及しなかったが、新しい版になると

｢増補版」の文字が消えている事実と、かつては「増補版」

が存在した事実をここに記しておきたい。 

この資料には平成 2 年の増補版でも、平成 11 年の新装

版でも、いずれも岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

№92 の『山中庄治日記』（昭和 49 年、沼津市立駿府図

書館）は、掛川市立中央図書館の蔵書を確認した。正しい

書誌情報は、『山中庄治日記 ―沼津勤番組の記録―』(昭

和 49 年 2 月 28 日、沼津市立駿河図書館）である。サブタ

イトルが付いているほか、発行者名の「駿府」は「駿河」

が正しい。著者編者の名はないが、発刊のことばを同図書

館館長の辻真澄（「辻」は 1 点しんにょうが正しいが、ワ

ードで表示できないため、これで代替した）が、解説を四

方一㳽が書いている。ここにも岡田清直・錠次郎の情報は

なかった。 

№93の「旧幕臣中野悟一」（『静岡県近代史研究』9号）

は、磐田市立中央図書館に蔵書があり、筆者はそこでこれ

を見た。この文献の正確な書誌情報を記すと、平野日出雄

｢旧幕臣中野梧一の波乱の生涯」(『静岡県近代史研究』第

9号、1983 年 10 月）となる。中野の名は、前田氏が記す｢悟」

は間違いで、「梧」が正しい。ここにも岡田清直・錠次郎

の情報はなかった。 

№94 の『浜岡人物誌 佐倉・比木編』（昭和 62 年、同

編集委員会）は、袋井市立袋井図書館の蔵書を確認した。

書誌情報を詳しく記すと、『浜岡人物誌 佐倉・比木編』

(昭和 62 年 3 月 18 日、編集・浜岡人物誌佐倉・比木編編
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集委員会《代表 榑林勝太郎》、発行「浜岡町立浜岡東小

学校内 浜岡人物誌佐倉・比木編 編修委員会事務局」、

印刷・静岡教育出版社）となる。本書には岡田清直・錠次

郎の情報は何もなかった。 

№95 の『関口隆吉の生涯』（昭和 58 年、八木繁樹著／

八木茂樹著）は掛川市立中央図書館の蔵書を見た。正しい

書誌情報は、八木繁樹『関口隆吉の生涯』（1983 年 8月 20

日、緑蔭書房）で、前田氏が第 2 編で記した著者名＝八木

｢茂樹」は誤記である。岡田清直・錠次郎の情報は何もな

かった。 

№96 の『山岡鉄舟の一生』（昭和 42 年、牛山栄治著／

牛山英治著）は、国立国会図書館デジタルコレクションの

蔵書を同館内で見た。正しい書誌情報は、牛山栄治『山岡

鉄舟の一生』（昭和 42年 10 月 5 日初版発行、昭和 43年 2

月 11 日訂正再版発行、春風館）である。著者名は前田氏

が第 2 編で記した「英治」は間違いである。また発行所の

春風館の住所には「牛山方」とあるので、私家版の可能性

が高い。この本にも岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

№97 の『勝海舟の参謀 藤沢志摩守』（昭和 49 年、安

西愈著）は、富士市立中央図書館の蔵書を確認した。前田

氏が記す書誌情報に誤りはないが、奥付の情報からより詳

しく記すと、安西愈『勝海舟の参謀 ―藤沢志摩守』（昭

和 49 年 7 月 20 日、新人物往来社）となる。但し、表紙に

は題名の中に「―」（ダッシュ）はないので、前田氏が記

したように記しても間違いではない。ここにも岡田清直・

錠次郎の情報はなかった。 

№98の『徳川慶喜公伝』（昭和 43年、渋沢栄一著）は、

袋井市立中央図書館の蔵書を見た。但し、同図書館で筆者

が見たものは、平凡社の東洋文庫全 4 巻である。渋沢栄一

による『徳川慶喜公伝』は、元は大正期に刊行された全 8

巻（本伝 4冊、附録 3冊、索引 1冊）のものであるが、東

洋文庫版では、そのうち本伝 4 冊分のみが文庫本として刊

行された（東洋文庫第１巻中の「解説」301 頁）。 

東洋文庫版 4 冊の書誌情報を記すと以下のようになる。

『徳川慶喜公伝 1（全 4 巻）』（東洋文庫 88、1967 年 4 月

10 日初版第 1 刷、1989 年 2 月 28 日初版第 13 刷、渋沢栄

一、平凡社）、『徳川慶喜公伝 2（全 4巻）』（東洋文庫 95、

1967 年 7月 10 日初版第 1刷、1989 年 2月 28 日初版第 12

刷。以下、著者の渋沢栄一は同じなので略す）、『徳川慶喜

公伝 3（全 4 巻）』（東洋文庫 98、1967 年 9 月 10 日初版第

1 刷、1989 年 2 月 28 日第 12 刷）、『徳川慶喜公伝 4（全 4

巻）』（東洋文庫 107、1968 年 1 月 10 日初版第 1 刷、1989

年 2 月 28 日第 11 刷）。 

前田氏は、昭和 43 年刊行のものを用いたと記している

が、東洋文庫版で昭和 43年（1968 年）に初めて刊行され

たものは第 4 巻のみである。同じ年に増刷された 1～3 巻

があったと仮定して、それを用いたのであれば、全 4 冊に

ついて「昭和 43 年」とのみ記すのは合理的であるが、同

年に増刷があったという仮定が正しいか否かは分からな

い。いずれにしても、昭和 43 年と記していることから、

前田氏が用いたのは東洋文庫版の方であって、間違っても

大正期の原本でないことは確実である。 

筆者は東洋文庫版全 4 巻の全てを見た。そこには岡田清

直・錠次郎の情報は何もなかった。 

№99の『大森鐘一』（昭和 5年、池田宏編）は、静岡県

立中央図書館の蔵書を確認した。書誌情報をより正確に記

すと、『大森鐘一』（昭和 5 年 3 月 3 日、昭和 6 年 8 月 10

日再版、編纂兼発行者・池田宏、非売品）である。なお池

田は「故大森男爵事歴編纂会代表者」である。ここにも岡

田清直・錠次郎の情報はなかった。 

№100 の『史料からみた勝海舟』（昭和 49年、田村栄太

郎著）は、富士宮市立中央図書館の蔵書を見た。より正確

な書誌情報を記すと、田村栄太郎『史料からみた勝海舟』

(昭和 49 年 4 月 15 日、雄山閣）となる。同書 115 頁に軍

艦奉行の岡田雄次郎の名はあったが、他に岡田姓の人物は

なく、岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

№101 の『父渋沢栄一』（昭和 34 年、渋沢秀雄著）は、

国立国会図書館デジタルコレクションの蔵書を同館内で

確認した。但し、同書は上下 2巻の書であるが、いずれも

発行年が同じで、前田氏は上下の文字を記していないので、

2巻とも見たものと解釈して、筆者も両方を見た。正確な

書誌情報を記すと、渋沢秀雄『父 渋沢栄一（上巻）』（昭

和 34 年 3 月 18 日、実業之日本社）、渋沢秀雄『父 渋沢

栄一（下巻）』（昭和 34年 4月 15 日、実業之日本社）とな

る。ここにも岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

№102 の『江戸幕府勘定所史料』（勘定所）（昭和 61年、

吉川弘文館）は、静岡理工科大学附属図書館が他の図書館

との間で締結している相互貸借サービスの制度を利用し

て、和歌山大学附属図書館の蔵書を借り受けてもらい、そ

れで確認した。奥付から正確な書誌情報を記すと、村上

直・馬場憲一編『江戸幕府勘定所史料 ―会計便覧―』（昭

和 61 年 2 月 25 日、吉川弘文館）である。同書中に勘定奉

行の「御勝手方」以下、各役職者の名が多数列記されてい

る部分があり、そこには何人もの岡田姓の人物はあったが、

岡田清直・錠次郎の名はなかった。その他、本書全部を見

ても同様であった。 

№103 の『江戸幕府役職集成』（昭和 62 年、雄山閣出版）

については、前出№91 の所に記してあるので、それを参

照のこと。 
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№104 の『江戸幕府旗本人名事典』（平成 2年、原書房）

は、浜松市立中央図書館の蔵書を確認した。この書は第 1

～4巻までと別巻を合わせた 5巻で構成されている。書誌

情報のうち、石井良助･監修、小川恭一・編著、原書房･

発行は全てに共通で、異なるのは発行時期のみである。第

1 巻が 1989 年（平成元年）6 月 30 日、第 2 巻が同年 8 月

30 日、第 3 巻が同年 10 月 30 日、第 4 巻が同年 12 月 12

日、別巻が 1990 年（平成 2 年）5月 30 日である。前田氏

が記す発行年は平成 2 年なので、別巻のみを見たことにな

る。しかし、そこで出来ることは総索引で個人を探すこと

であり、肝心の個人の情報は第 1 巻以下によらねばならな

いから、平成 2 年とだけ記すのは現実性に欠けており、不

正確な記録だと思われる。そこで筆者は 5 冊全てを見た。 

第 1 巻には「あ行」から「か行」までの人名が収録され

ており、そこに岡田伊織善一から岡田竜蔵善隣（377～384

頁）まで多数の岡田姓の人物が紹介されている。また第 4

巻にも、岡田栄助から岡田栄助(同姓同名の別人物）まで

(127～128 頁）何人もの岡田姓の人物が記され、更に別巻

では上記と同じ岡田姓の人物が全て索引に登場している

(225 頁）。以上の全てにおいて、岡田清直･錠次郎の名は

なかった。 

№105 の『牧の原開墾の曙覚書』（平成 2 年、榛葉禮一

著）は、静岡理工科大学附属図書館の相互貸借制度を利用

して、静岡県立中央図書館の蔵書を借り受け、それを確認

した。同書の表紙には「記録に見る／牧之原開墾の曙覚書」

(｢／」は改行を意味し、小栗が付したもの）と記されてお

り、前田氏が記す表記と若干異なるが、奥付では前田氏が

記す書名に似た「牧之原開墾の曙 覚書」と記されている。

表紙と奥付にある書名で前田氏の記録と異なるのは、前田

氏が記す「の」ではなく「之」が使われている点である。

正しい書名の文字は「牧之原」である。また、表紙にある

｢記録に見る」は奥付にはないので、これを付けても付け

なくても、どちらの題名も正しいことになる。ちなみに静

岡県立中央図書館の登録情報には、「記録に見る」の文字

も付されている。題名以外の書誌情報としては、著者・榛

葉禮一、平成 2 年 9 月 28 日発行を加える程度である。出

版社の記載はなく、編集発行者が田中工房、印刷が掛川採

光堂と記されているのみなので、私家版と思われる。ここ

には岡田清直･錠次郎の情報は何もなかった。 

№106 の東京府史料ほか各県史料（国立公文所館所蔵）

については、№129 の神奈川県史料ほか各県史料（国立公

文書舘）とも関連しているので、ここにまとめて記してお

きたい。前田氏は国立公文書館（公文「所」館や公文所「舘」

と前田氏は記しているが「公文書館」が正しい）で各県の

史料を見たことが、ここから分かるが、具体的に記してい

るのは東京府史料と神奈川県史料の名だけである。それ以

外については、その「ほか」の「各県史料」と記していて、

どの県のものであるかが特定されていないので、全県が対

象に含まれ得ることになる。このような書き方は、書く時

には楽な方法ではあるが、具体性に欠くので証拠の出典を

示す方法としては不適切である。後に再調査をしようとす

る人間を苦しめることにもなる。全てを対象にした再調査

は不可能なので、候補を絞ることにした。真っ先に行うべ

きは、岡田の情報が含まれる可能性が最も高い静岡県の史

料である。 

国立公文書館のホームページから「所蔵資料」の検索を

しようとすると「国立公文書館デジタルアーカイブ」のペ

ージに移行し、そこから検索が可能となっている。そこか

ら「静岡県史料」を検索すると 1件が該当し、更にその結

果から「件名一覧」を選ぶと、「件名･細目一覧」として

56件が表示される。最初の 1 件目は「県治紀事本末１（明

治元-7 年）」であり、最後の 56 件目は「修史館稿本（明

治 8-13 年）」である。すべて WEB 上で公開されているが膨

大な分量である。それでも筆者は全てを確認した。いずれ

も手書きの文書である。 

その結果、上の詳しい検索結果 56 件の中で 12 件目に表

示される「県治紀事本末 遠江国之部 3（明治 4-7）」の中

にある「当県貫属御国内修行人名」の「横須賀組」の中に、

｢静岡県留学支那学／自費」（「／」は小栗が付したもので

改行を意味する）の 1人として「錠次郎倅」の「岡田鎌太

郎」の名が記されていること【これを①とする】、また同

じ 12 件目の史料中にある明治 6年 9 月 2日付けの「申達」

で、｢学資金寄附者」への「章典」が列記されている中に、

「金拾二円七拾五銭」を「掛川学校」に寄附した「第三大

区長」の「岡田清直」があり、彼に「木盃」が授けられた

という記録があること【これを②とする】が分かった。さ

らに、14 件目の「県治紀事本末 遠江国之部 5（明治 4-7）」

の中には、明治 6年 8月 27 日付けで｢岡田清直」が「浜松

県権少属」に任ぜられ、7 年 2 月 27 日付けで「免本官」

になったことを記す履歴記録があった【これを③とする】。

岡田清直に関する情報は以上であり、岡田錠次郎に関する

情報は何もなかった。 

ところで以上の①、③の情報は、筆者にとって既知のも

ので、本稿でも紹介済みの情報であるが、それもそのはず

である。この国立公文書館の静岡県史料は、後に『明治初

期静岡県史料』（前出№57）が刊行された際に底本とされ

たものなのである(『明治初期静岡県史料 第一巻』1 頁

の「序」を参照）。従って上記①の情報は、№57 の所で紹

介した（２）の情報と同一であり、また③の情報は№57

の所で紹介した（１）の情報と同じである。②については

№57 の所で紹介できなかったので、筆者がそれを調べて

いる時に見落としたか、№57 の史料では記載が省かれた

かのいずれかしかない。恐らくは筆者の見落としであろう。

なお、②の資料的価値については、№55 の所で述べてい

るので、そちらを参照頂きたい。 
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静岡県史料の次に、前田氏が名を明記している府県の史

料を調べることにした。「ほか各県」の書き方では何も特

定はできないが、前田氏が県名を明記したものについては、

氏は確実に見ているはずだからである。 

そのうち「神奈川県史料」について、静岡県の場合と同

様の手順で検索したところ、全 64 件の件名･細目一覧が表

示された。１件目が「神奈川県史 制度部 職制・禄制・

禁令・規則（明治 8-10 年）」で、最後の 64 件目が「雑綴」

である。静岡県の分だけで筆者は調査に疲れ果てていたの

で、ここでは悉皆調査は断念し、代わりに情報が得られ易

そうな｢履歴」の情報が件名に含まれているものだけを見

ることにした。神奈川県史の場合、詳細結果の 14 件目と

して表示される「神奈川県史 附録 官員履歴１（明治元

-11 年）」から 18件目の「神奈川県史 附録 官員履歴（明

治 11-17 年）」までの連続 5件の史料、及び 63 件目の「神

奈川県史 附録（旧足柄県合併之部） 官員履歴（明治元

-9年）」の合計 6件がそれに該当する。これらも WEB 上で

全て見ることができるので、それで調べた結果、岡田清

直・錠次郎に関する情報は何も見出せなかった。 

次に、「東京府史料」について、同様に検索すると 51

件がヒットした。このうち 1 件目のものは「東京府史料」

全体が１件として登録されている情報のことで、そこにあ

る「件名一覧」を更にクリックすると、最初に表示された

51件中の 2件目以降から始まる 50件が表示されるのみで

ある。従って、実質的には、この 50 件が「東京府史料」

ということになる。それでも量が多いので、ここでも悉皆

調査は断念し、件名に｢履歴」の文字が含まれているもの

のみに限定することにした。すると、51 件で表示される

結果の中の 42 件目の「東京府史料 附録之部 履歴 1（明

治元-8 年）」から 45 件目の「東京府史料 附録之部 履

歴 4（明治元-8 年）」までの連続した 4 件に限定される。

これらも全て WEB 上で調査したが、岡田清直・錠次郎に関

する情報は何もなかった。 

岡田清直･錠次郎は明治以降、静岡県以外の府県とは縁

が無いことは分かっているので、神奈川や東京の史料を探

しても情報が得られないであろうことは想像していた。そ

れでも調べたのは、前田氏の調査を再検証するのが今回の

目的だからである 

しかし筆者が調査できた範囲は、悉皆調査を行った静岡

県を除くと、神奈川県及び東京府の史料で履歴の情報があ

る部分に限定される。その他の県については何も調査でき

ていない。前田氏が記す「ほか各県」に該当する全府県の

分を調査することは、もとより不可能なことではあるけれ

ども、筆者が行った今回の調査では残念ながら、ここまで

が限界であった。そもそも、いかにも多くの史料を調べま

したと言わんばかりに、「ほか各県」というような表記を

せずに、実際に調べた分だけを正確に記しておいて欲しか

ったと切に思う。その手間は面倒なことであるけれども、

必要な手間のはずである。 

№107 の『静岡県近代史研究』（静岡県近代史研究会）

は、今日も発行され続けている学術誌である。岡田清直・

錠次郎を記すに当たって前田氏が用いたのは、前田氏の本

の第 3 編を出すまでに用いた資料ということになるので、

第3編が発行された1997年 10月までのものを見ればよい

ことになる。1997 年 10 月発行の同誌は第 23 号なので、

創刊号からそこまでを調査した。調査はすべて、浜松市立

中央図書館の蔵書を用いた。 

同誌に共通する書誌情報は、発行者が「静岡県近代史研

究会」であること、同会の連絡先として静岡大学の教員（時

期によって異なる）の研究室が気付として記されているこ

とである。編者の名は無いが、静岡県近代史研究会の編で

よいであろう。以下、発行時期を記すと、創刊号は 1979

年 3 月 1 日、第 2号は 1979 年 10 月 10 日、第 3号は 1980

年 5 月 10 日、第 4号は 1980 年 10 月 10 日、第 5 号は 1981

年 5 月 10 日、第 6号は 1981 年 10 月 10 日、第 7 号は 1982

年 8 月 15 日、第 8号は 1982 年 10 月 10 日、第 9 号は 1983

年 10 月 10 日、第 10 号は 1984 年 8 月 30 日、第 11 号は

1985 年 9月 20 日、第 12号は 1986 年 9 月 30 日、第 13 号

は 1987 年 10 月 1 日、第 14 号は 1988 年 10 月 10 日、第

15号は 1989年 10月 10日、第16号は 1990年 10月 10日、

第 17 号は 1991 年 10 月 10 日、第 18 号は 1992 年 10 月 10

日、第 19 号は 1993 年 10 月 10 日、第 20 号は 1994 年 10

月 10 日、第 21 号は 1995 年 8 月 15 日、第 22 号は 1996

年 10 月 10 日、第 23 号は 1997 年 10 月 10 日である。 

このうち第 4 号所収の川崎司「山路愛山研究―第二の故

郷 静岡―」の中に、高木壬太郎が掛川の「岡田清直」の

漢学塾で学んだことが紹介されている（69 頁）。しかし、

この記録は、前田氏の本の中で岡田清直の経歴を記す部分

で用いられなかった。そのことは、前掲№82 の所で述べ

た通りである。 

また、第 15 号所収の川崎司「高木壬太郎と『呉山一峰』」

でも、高木が「掛川村の漢儒（蘭学者とも）・岡田清直の

家塾へ」通っていたことが記されている（182 頁）が、こ

れも前田氏の本では採用されなかった。このことも前掲№

85 の所で既に紹介している。 

以上、『静岡県近代史研究』からは、岡田清直の情報が

2件記されていたが、前田氏の本ではいずれも無視されて

いたことが分かる。また、岡田錠次郎については何も情報

がなかった。 

№108 の『地方史静岡』（同研究会）は、袋井市立袋井

図書館に創刊号から第 28 号まで（但し第 22号は欠号）所

蔵されていたので、その全部を確認した。欠号の第 22 号

は浜松市立中央図書館の蔵書を見た。第 28 号は平成 12

年（2000 年）の発行で、前田氏の本の第 3 編が刊行され

た 1997 年を超えているので、必要な調査範囲は全てカバ

ーできている。 
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同誌の正確な書誌情報を記すと、創刊号から第 9 号まで

は編集が静岡県立中央図書館資料課、発行が静岡県立中央

図書館であり、第 10 号～15 号までは編集･発行が地方史

静岡刊行会で、その事務局が静岡県立中央図書館内に置か

れていた。第 16 号以降は全て、編集・発行が地方史静岡

刊行会で、その事務局は黒船印刷㈱内となっている。発行

時期は創刊号が昭和 46 年 7 月 1 日、第 2 号は昭和 47 年 7

月 1 日、第 3 号は昭和 48 年 8 月 30 日、第 4 号は昭和 49

年 8月 30 日、第 5号は昭和 50 年 10 月 1 日、第 6号は昭

和 51 年 11 月 30 日、第 7号は昭和 52年 11 月 30 日、第 8

号は昭和 53 年 11 月 30 日、第 9 号は昭和 54 年 11 月 30

日、第 10 号は昭和 56 年 12 月 25 日、第 11 号は昭和 58

年 3 月 1 日、第 12 号は昭和 59 年 3 月 21 日、第 13号は昭

和 60 年 3 月 21 日、第 14 号は昭和 61年 3月 25 日、第 15

号は昭和 62年 3月 25日、第 16号は昭和 63年 3月 31日、

第 17 号は平成元年 3月 31 日、第 18 号は平成 2年 3月 31

日、第 19 号は平成 3 年 3 月 31 日、第 20 号は平成 4 年 4

月 20 日、第 21号は平成 5年 5 月 10 日、第 22号は平成 6

年 3 月 25 日、第 23 号は平成 7年 3 月 27 日、第 24号は平

成 8 年 3 月 27 日、第 25 号は平成 9 年 5 月 31 日、第 26

号は平成 10年 3月 31日、第 27号は平成 11年 3月 31日、

第 28 号は平成 12 年 3 月 15 日である。 

以上の全てにおいて、岡田清直・錠次郎の情報は何もな

かった。 

№109 の『沼津史談会』（同研究会）については、前田

氏が記す名の文献は存在しない。氏が書名を間違えている

のである。実在するのは『沼津史談』である。これについ

て筆者は、創刊号から第 3 号までは沼津市立図書館で、第

4号から第 7号までは浜松市立中央図書館で、第 8 号から

第 14 号までは浜松市立浜北図書館で、第 15 号から第 27

号までは袋井市立袋井図書館で、第 28 号は沼津市立図書

館で、第 29 号から第 31 号は袋井市立袋井図書館で、第

32号から第 48 号までは沼津市立図書館で確認した。第 48

号以降も発行されているが、それ以降は除外して、この号

までで区切ったのは、既述の通り、岡田のことを記した前

田氏の本が第 3 編（1997 年＝平成 9 年刊）までだからで

ある。同年発行の第 48 号までを見れば、前田氏が岡田の

ことを調べるに当たって用いたはずの資料は全てカバー

できる。従って、第 48 号を調査対象の最後とした。 

同誌の正確な書誌情報を記すと、奥付に記された「発行

者」名は「沼津郷土史研究談話会」であり、前田氏が記す

｢研究会」の文字はどこにもない。そこも氏は誤記してい

ることになる。第 28 号以降の「発行所」は「沼津史談会」

と短くなっているが、やはり「研究会」ではない。また第

38 号以降の「発行所」（第 42 号以降は「発行責任者」に

変更）は、その時々の史談会会長の個人名になっている。 

発行時期は、創刊号が昭和 37 年 8 月 22 日、第 2号は昭

和 39 年 3 月 31 日、第 3 号は昭和 40 年 3 月 30 日、第 4

号は昭和 41 年 3月 31 日、第 5 号は昭和 42 年 3 月 31 日、

第 6 号は昭和 43 年 2 月 17 日、第 7号は昭和 43 年 3 月 31

日、第 8 号は昭和 44 年 3 月 31 日、第 9 号は昭和 45 年 3

月 3 日、第 10 号は昭和 46 年 3 月 31 日、第 11 号は昭和

47 年 3 月 31 日、第 12 号は昭和 47 年 11 月 25 日、第 13

号は昭和 48年 3月 13日、第 14号は昭和 49年 2月 10日、

第 15 号は昭和 49 年 3 月 30 日、第 16 号は昭和 50 年 1 月

31 日、第 17号は昭和 50 年 3 月 30 日、第 18 号は昭和 50

年 11 月 30 日、第 19 号は昭和 51年 3月 30 日、第 20号は

昭和 52 年 1 月（日にちの記載はない。以下、月だけの表

示のものは同じ理由による）、第 21 号は昭和 52 年 6 月、

第 22 号は昭和 52 年 11 月 30 日、第 23 号は昭和 53 年 6

月 20 日、第 24 号は昭和 53 年 11 月、第 25 号は昭和 54

年 4月、第 26号は昭和 54年 11 月、第 27 号は昭和 55 年

4 月、第 28 号は昭和 55 年 11 月 30 日、第 29 号は昭和 56

年 5月、第 30号は昭和 56年 12 月、第 31 号は昭和 57 年

6 月、第 32 号は昭和 57 年 12 月である。第 33号は、奥付

では昭和 57 年 6 月 30 日となっているが、同誌の奥付の次

頁から始まる附録「「沼津史談」綜合目録」の 1 枚目表紙

の右肩には「昭和五十八年六月刊」とある。本編と附録で

発行時期の記載が異なるはずはないし、また第 32 号の発

行が昭和 57 年 12 月なのに、次の第 33 号がそれより半年

早い昭和 57 年 6 月 30 日では不自然である。それ故、第

33 号の発行年は昭和 58 年が正しいと推断できる。なお、

次の第 34 号は昭和 59 年 3 月 31 日であり、ここからも、1

つ前の第33号が昭和58年の刊行であることは妥当である

と言える。第 35 号は昭和 59 年 11 月 20 日、第 36 号は昭

和 60 年 4 月 30 日、第 37 号は昭和 61年 3月 31 日、第 38

号は昭和 62年 3月 31日、第 39号は昭和 63年 3月 31日、

第 40 号は平成元年 3月 31 日、第 41 号は平成 2年 3月 31

日、第 42 号は平成 3 年 6 月 18 日、第 43 号は平成 4 年 5

月 10 日、第 44号は平成 5年 5 月 25 日、第 45号は平成 6

年 5 月 15 日、第 46 号は平成 7年 3 月 31 日、第 47号は平

成 8年 4 月 30 日、第 48 号は平成 9年 3 月 31 日である。

ちなみに第 49 号は平成 10 年 3 月 31 日であり、前田氏の

本の第 3 編よりも後の発行となる。 

以上のうち、第 3号所収の「沼津御役人附」の中に沼津

勤番組「十一番頬」の世話役として岡田孝三が、また第 8

号の 58 頁に岡田信之助が、第 28 号の 52～53 頁に君沢郡

田方郡郡長兼町村立中学伊豆学校長の岡田直臣が、第 33

号では明治 23 年の衆院選選挙人名簿中に沼津町の岡田栄

太郎（43 頁）と金岡村の岡田金吾・岡田芳郎・岡田善六

(46 頁）が、また安政年間の文書中に出てくる野馬方御役

人の岡田七平（92 頁）が、第 34号では沼津の岡藤ガラス

店の前社長の岡田良二（21 頁）と別に岡田伊之助（74 頁）

が記載されていた。更に、第 37 号では沼津中学校の教師・

岡田正（63 頁）、君沢・田方郡長の岡田直臣（75 頁）が、

第 43 号では岡田盈哉・岡田善七（共に 122 頁）、及び岡田

かめ・岡田梶太郎（共に 152 頁）が、第 45 号では明治 41
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年の文書中にある岡田善六（34 頁）があった。岡田姓の

人物は以上であり、岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

№110 の『磐南文化』（同研究会）は、創刊号から第 30

号までは袋井市立袋井図書館で、第 31 号から第 44 号まで

は浜松市立中央図書館で確認した。第 44 号は筆者が同誌

の調査をしていた時の最新号（2018 年刊）であり、そこ

までの全部を対象とすれば、前田氏が第 3編（1997 年刊）

を発行するまでに資料として用いた時期は全てカバーで

きるのは確実なので、そのようにした。同誌は今日も発行

が続けられており、当地域では有名な雑誌である。 

同誌の発行元は、創刊号のみは磐南文化協会設立準備会

であるが、第 2 号からは磐南文化協会で一貫している。第

18 号以降は同協会の事務局は旧見付学校内となっている。

｢編集人」は創刊号では「磐南文化」編集部となっている

が、第 2 号以降は編集委員会の代表者個人の名が記され、

第 18 号からはその肩書きが「編集兼発行人」になってい

る。いずれにしても磐南文化協会関係者によるものである

から、第 10 号以下の表紙下部に記されているように「編

集･発行 磐南文化協会」として理解しておいて良いであ

ろう。なお、前田氏はこの文献についても発行母体の名に

｢研究会」の文字を使っているが、そのような文字は一度

も使われていないので、ここでも表記を誤っている。 

発行時期は創刊号が昭和 52 年 10 月（日にちの記載はな

い）で、第 2 号は昭和 53 年 6 月 20 日、第 3 号は昭和 54

年 2月 18 日、第 4号は昭和 54 年 9 月 20 日、第 5号は昭

和 55 年 3 月 20 日、第 6 号は昭和 56 年 3 月 20 日、第 7

号は昭和 56 年 11 月 20 日、第 8号は昭和 57 年 6月 1 日、

第 9 号は昭和 58 年 3 月 31 日、第 10 号は昭和 59 年 3 月

31 日、第 11号は昭和 60 年 3 月 31 日、第 12 号は昭和 61

年 7月 1 日、第 13 号は昭和 62 年 3 月 5日、第 14号は昭

和 63 年 5 月 1 日、第 15 号は平成元年（裏表紙にある発行

年月日のうち月日の部分が図書館の登録シールで覆われ

ており確認できなかった）、第 16 号は平成 2 年（同上）、

第 17 号は平成 3 年 1 月 30 日、第 18 号は平成 4 年 3 月 1

日、第 19 号は平成 5 年 3 月 15 日、第 20 号は平成 6 年 3

月 10 日、第 21号は平成 7年 3 月 10 日、第 22号は平成 8

年 3 月 10 日、第 23 号は平成 9年 3 月 10 日、第 24号は平

成 10 年（同じくシールで月日は確認できず）、第 25 号は

平成 11 年 3月 10 日、第 26 号は平成 12 年 3月 10 日、第

27 号は平成 13 年（同じくシールで月日は確認できず）、

第 28 号は平成 14 年 3 月 10 日、第 29 号は平成 15 年 3 月

10 日、第 30号は平成 16 年 3 月 10 日、第 31 号は平成 17

年 3月 1 日、第 32 号は平成 18 年 3 月 1日、第 33号は平

成 19 年 3 月 1 日、第 34 号は平成 20 年 3 月 1 日、第 35

号は平成 21 年 3月 1 日、第 36 号は平成 22 年 3 月 1日、

第 37 号は平成 23 年 3 月 1 日、第 38 号は平成 24年 3月 1

日、第 39 号は平成 25年 3月 1 日、第 40 号は平成 26年 3

月 1 日、第 41 号は平成 27年 3 月 1 日、第 42 号は平成 28

年 3月 1 日、第 43 号は平成 29 年 3 月 1日、第 44号は平

成 30 年 3 月 1 日である。 

以上のうち、第 5 号に岡田佐平治（17 頁）と岡田良一

郎（18 頁以下）が、第 7号に掛川協会の幹事・岡田晋（88

頁）が、第 11 号に岡田首相（21 頁）が、第 21 号に俳句

の作者としての岡田寿翁・岡田素翁が、第 23 号に岡田良

一郎が、第26号に岡田貞一が、第27号に文相の岡田良平、

岡田佐平治、岡田良一郎が、第 29 号に土木局長の岡田文

秀（5頁）が、第 42号に岡田良平（13 頁）が、第 43号に

岡田良平（4～5 頁）、岡田良一郎（6 頁）があったが、岡

田清直・錠次郎の名はどこにもなかった。 

№111 の『明治史料館通信』（沼津市明治史料館）は、

浜松市立中央図書館の蔵書を確認した。これも今日でも発

行され続けている両面印刷1枚物2つ折りのパンフである。

筆者は、創刊号から第 51 号（全て通号で示す）までを調

べた。第 51 号は 1997 年の最後の発行号であり、前田氏の

本の第 3 編の刊行年と同じ 1997 年の最後の発行号までを

対象とした。 

現物に記されている正しいタイトルは『沼津市／明治史

料館通信』（「／」は改行を示し、小栗が付したもの）で

あり、沼津市明治史料館自身も『沼津市明治史料館通信』

と記している（同館 HPを参照）。しかし、沼津市立図書館

に登録されている名称は『明治史料館通信』であるから、

前田氏が用いた表記も間違いとはいえない。沼津市明治史

料館の編集･発行によるものである。 

発行時期は、創刊号が 1985 年 4 月 25 日、第 2号は同年

7 月 25 日、第 3号は同年 10 月 25 日、第 4号は 1986 年 1

月 25 日、第 5 号は同年 4 月 25 日、第 6 号は同年 7 月 25

日、第 7 号は同年 10 月 25 日、第 8 号は 1987 年 1 月 25

日、第 9号は同年 4月 25 日、第 10 号は同年 7 月 25 日、

第 11 号は同年 10 月 25 日、第 12 号は 1988 年 1 月 25 日、

第 13 号は同年 4 月 25 日、第 14 号は同年 7 月 25 日、第

15号は同年 10 月 25 日、第 16 号は 1989 年 1 月 25 日、第

17 号は同年 4 月 25 日、第 18 号は同年 7 月 25 日、第 19

号は同年 10 月 25 日、第 20 号は 1990 年 1月 25 日、第 21

号は同年 4 月 25 日、第 22 号は同年 7月 25 日、第 23 号は

同年 10 月 25 日、第 24 号は 1991 年 1月 25 日、第 25号は

同年 4 月 25 日、第 26 号は同年 7月 25 日、第 27 号は同年

10月 25 日、第 28号は 1992 年 1 月 25 日、第 29号は同年

4 月 25 日、第 30 号は同年 7 月 25 日、第 31 号は同年 10

月 25 日、第 32 号は 1993 年 1 月 25 日、第 33 号は同年 4

月 25 日、第 34 号は同年 7月 25 日、第 35 号は同年 10 月

25 日、第 36 号は 1994 年 1 月 25 日、第 37 号は同年 4 月

25 日、第 38号は同年 7 月 25 日、第 39 号は同年 10 月 25

日、第 40 号は 1995 年 1 月 25 日、第 41 号は同年 4 月 25

日、第 42号は同年 7月 25 日、第 43号は同年 10 月 25 日、

第 44 号は 1996 年 1 月 25 日、第 45 号は同年 4月 25 日、

第 46 号は同年 7 月 25 日、第 47 号は同年 10 月 25 日、第
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48 号は 1997 年 1 月 25 日、第 49 号は同年 4 月 25 日、第

50号は同年 7月 25日、第 51号は同年 10月 25日である。 

これらの中に岡田清直・錠次郎の情報は何もなかった。 

№112 の『静岡藩始末記』（昭和 50 年、三枝康高著）は、

袋井市立袋井図書館の蔵書を確認した。正確な書誌情報は

三枝康高『静岡藩始末記 ―大政奉還後の徳川家』（昭和

50 年 4 月 15 日、新人物往来社）で、副題が付いている。 

本書所収の「静岡学問所教授一覧表」の中に、明治 2

年正月の五等教授・岡田主税と、明治 2年 9月の五等教授・

｢漢 岡田深蔵」（別名「主税」）（共に 189 頁）があり、ま

た同様に所収されている資料「牧之原開拓士族移住所別氏

名」中に、岡田忠勧（222 頁）と岡田秀民（224 頁）があ

ったが、岡田姓の人物は以上で、岡田清直･錠次郎の情報

はなかった。 

なお、本書の 222～224 頁に収録されている「牧之原開

拓士族移住所別氏名」のリストは、表中の説明書きによる

と、①「牧之原開拓士族名簿」（金谷町役場所蔵）、②「開

拓士族初倉村移住者戸籍」（島田市役所々蔵）、③「牧之原

開拓記念碑」（榛原郡榛原町庄内原）の３つの資料を用い

て作成されている。このうち①は前出の№43 の資料と同

一名のものである。但し、№43 の資料は金谷郷土史研究

会がまとめたものであることは判明しているが、同研究会

が用いた原資料が金谷町役場所蔵のものであるかは何も

記載がないので分からない。また、№43 の資料からは既

述の通り、岡田秀民／為八が確認できるが、この№112 所

収の「牧之原開拓士族移住所別氏名」でも彼の名を確認で

きる。更に前出№44 の資料からは岡田忠勧が確認できた

が、№112 所収の「牧之原開拓士族移住所別氏名」でも彼

の名を確認できる。但し、岡田清直･錠次郎とは別人なの

で、本研究では無視してもよい情報である。 

ところで、この№112 所収の「牧之原開拓士族移住所別

氏名」には、「『島田市史』より」という小さな文字のク

レジットが表中に記されている。そこで、同表を作成する

際に用いた①～③の資料が『島田市史』(上中下)または『島

田市史資料』(第 1～6 巻)に収録されていると考え、島田

市史関連の全 9 冊を調べてみた。調査した場所は袋井市立

袋井図書館と浜松市立中央図書館である。すると、『島田

市史 下巻』(昭和 48 年 3 月 30 日、島田市史編纂委員会

編、島田市役所刊行)の 91～93 頁に、№112 所収の｢牧之

原開拓士族移住所別氏名」と全く同じリストが掲載されて

いる。違うのは「『島田市史』より」の文字がないことだ

けである。つまり、№112 の著者は「『島田市史』より」

の文字を入れて、『島田市史 下巻』にある表をそのまま

転載しているだけであった。№112 の著者は、恐らく自分

自身で①～③の原資料を見ていないのである。また、①～

③の原資料が『島田市史』全 3 巻または『島田市史資料』

全 6 巻のどこかに収録されているのかといえば、それらは

どこにもなかった。従って、「『島田市史』より」という断

り書きは、そこで作成されていた表をそのまま写しました、

という意味であることが分かる。自ら原資料から調査し直

す手間を省き、しかも参考にした文献のどこをどのように

利用したかを丁寧に記すことがないのは、決して前田氏だ

けではないことが分かる。無論、手間を省き、他者の成果

を利用すること自体は構わないのであるが、説明はもっと

丁寧であってもよいのではないかと思う。

№113 の『御注進書綴込』（韮山御役所）は、静岡県立

中央図書館の蔵書を確認した。同図書館の登録情報では

『慶応四年御注進書綴入 豆州下田町』として登録されて

おり、検索でもこの書名でヒットするが、実物を見ると、

このような書名は製本版の冊子の背文字に入っているの

みである。但し、背文字部分は正しくは『慶応四年 御注

進書綴込 豆州下田町』とあり、「込」の文字が使われて

いる。また扉の部分にもペン書きで「慶應四年／御注進書

綴込／辰」（「／」は小栗が付したもので、改行を意味す

る）と書かれている。従って、前田氏が記すタイトルでも

問題はないと言える。なお、前田氏が記すような「韮山御

役所」の文字は、図書館の登録情報の中には存在しないの

で検索で用いても意味がないのだが、本文の中には散見さ

れる文字である。 

この資料自体は全てコピーしたものを冊子にまとめた

形で閲覧に供されている。全体は、前半に原資料の「要目」

をペン書きでまとめた部分と、後半に毛筆で書かれた元の

原文の部分の 2 部構成になっている。後半の原文の冒頭に

置かれた文書を見ると、文書の末尾に宛名として「韮山／

御役所」（「／」は小栗が付したもので、改行を意味する）

とあり、差出人は「豆州下田町」の年寄 2 人と名主 1人に

よる 3 人の連名になっている。以下、同じ組み合わせの文

書が続いている。これらの内容から、豆州下田町の住民か

ら「韮山御役所」に届けられた「御注進書綴込」であると

読み取って、前田氏は書誌情報を冒頭のように書きこんだ

と解釈すると理解ができる。 

但し、本文の後半の方には、「韮山県御役所」と記され

た文書も見られる。「韮山県」は明治の廃藩置県で置かれ

たものであるから、図書館登録情報や背文字タイトルに使

われた「慶応四年」とは無縁の文書のはずである。従って、

収録されている文書の実態と資料名とが必ずしも合致し

ていないことになる。 

毛筆の崩し字を読むのが苦手な筆者ではあるが、この資

料を全て見たところ、岡田清直・錠次郎の情報は何も見出

せなかった。時期と場所から考えても、岡田とは縁のない

文書と推察はできていた。 

№114 の『小伝林鶴梁』（坂口筑母著）は、浜松市立中

央図書館の蔵書を見た。林鶴梁は幕臣であった人物で、そ

の小伝が本書である。実物は『小伝林鶴梁 一』『小伝林

鶴梁 二』『小伝林鶴梁 三』の全 3 巻で構成されている
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が、前田氏の記録からはそのようなことは分からない。第

1巻の裏表紙に「全三巻」とも記されている。 

奥付に相当するものがないが、「一」の冒頭に置かれた

森銑三の序文に昭和 53 年 6 月とあること、同書の裏表紙

に「昭和戊午八月二十日」とあること、昭和の戊午は昭和

53 年であることから、この第 1 巻は昭和 53 年 8 月 20 日

の発行と考えられる。同様に、第 2巻裏表紙に「昭和巳未

年四月三十日」（昭和 54 年）、第 3 巻裏表紙に「昭和庚申

歳八月一日」（昭和 55 年）とあるのが発行日と考えられる。

また、全ての裏表紙に「著者兼発行者坂口筑母」、「製作・

個人社」と記されていることから、坂口による私家版の本

であると分かる。更に、浜松市立中央図書館の蔵書には第

3巻を除き、第 1巻第 2 巻の末尾に著者による謄写版刷り

の「人名索引」が貼付されていた。 

これらの全てを見たが、岡田清直・錠次郎の情報は何も

なかった。 

№115 の『静岡県紳士録』（大正 5 年、中尾栄次郎著）

は国立国会図書館のデジタルコレクションに蔵書があり、

それを WEB で確認した。奥付から正しい書誌情報を記すと、

中尾栄次郎『静岡県紳士録』（大正 5 年 7 月 8 日、発行兼

印刷者・三枝伊三郎、印刷所発行所・静岡栄一社）となる。

表紙にのみ「中尾栄次郎編著」と記されている。 

本書には 539 頁に江尻商界の人材として岡田金次が紹

介されているが、他に岡田姓の人物はなく、岡田清直・錠

次郎の情報はなかった。 

№116 の『東京掃苔録』（日本史籍協会）は、静岡理工

科大学附属図書館より相互貸借制度を利用して、和歌山大

学附属図書館の蔵書を取り寄せてもらい、それで確認した。

本書の奥付から書誌情報を記すと、『東京掃苔録』（日本

史籍協会編集、東京大学出版会発行、昭和 15 年 5 月 15

日発行昭和 57 年 9 月 30 日覆刻）となる。復刻版である。

前田氏も「日本史籍協会」の文字を記しているので、同じ

復刻版を見たことになる。底本は、収録されている原書の

奥付から、藤浪和子著『東京掃苔録』（昭和 15 年 5 月 15

日、東京名墓顕彰会）と分かる。東京のどのお寺にどのよ

うな著名人の墓があるか等を紹介する本である。ここにも

岡田清直・錠次郎の情報はなかった。 

（9）小栗勝也「明治末期の自助精神と遠州報徳運動」（袋井

市文化協会・袋井市教育委員会『袋井文芸』第 29号、平成

13 年 3 月 1 日、所収）を参照。

（2021 年 2月 26 日提出。閲読者の指摘を受け微修正した原稿を

5月 11 日に再提出。本誌次年度掲載の（その５）に続く） 
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2021 年 5 月 10 日受理 
＊ 理工学部 建築学科

地震観測データを用いた対象建築物の固有周期および高さ方向モード形状の評価 

Evaluation of Predominant Period and Vertical Mode Shape of Target Building using Earthquake Observation Data 

崔 琥＊、丸田 誠＊

Ho CHOI and Makoto MARUTA 

Abstract: The seismometers were installed on each floor of the architecture department building and ground in 

this university. In this paper, the predominant periods and vertical mode shapes of the architecture department 

building are estimated using the third measured earthquake data obtained by the installed seismometers. 

Furthermore, the predominant period of ground level was also calculated. As a result, the predominant periods 

of NS and EW directions of the building were determined as 0.30 – 0.31 sec. and 0.36 – 0.38 sec., and the 

predominant period of the ground were estimated as 0.69 sec. 

１．はじめに 

本学は 2017 年度に建築学科が新設されることとなり，

鉄骨造 4階建ての建築学科棟が 2017年 3月に新築された．

その後，2017 年 12 月に建築学科棟の各階に地震計が，2019

年 3 月には周辺地盤用の地震計が設置された． 

本稿では，本学の建築学科棟に設置された地震計で計測

した 3 回の地震観測データを用い，建築学科棟の固有周期

および建物の高さ方向のモード分布，地盤の周期について

分析した結果を報告する．

２．建築学科棟および地震計の設置状況 

図 1 に建築学科棟の全景を，図 2 に建物の各階の平面図

を，図 3 に建物の断面図を，図 4 に建物内の地震計の設置

状況を，図 5 に建物周辺地盤の地震計の設置状況を，それ

ぞれ示す．図 1 および図 2 に示すとおり，本建物は 1 階の

南東側と 2 階の北東側に吹抜けを有している．図 2 および

図 3 に示すように，地震計は建物のほぼ中央部に設置され

ていることがわかる．

図 1 建築学科棟の全景 

(a) 1 階の平面図

(b) 2 階の平面図

図 2 各階の平面図および地震計設置場所（続く）

地震計設置場所

地震計設置場所
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(c) 3 階の平面図

(d) 4 階の平面図

図 2 各階の平面図および地震計設置場所 

図 3 断面図および地震計設置場所 

図 4 建物内の地震計の設置状況 

図 5 建物周辺地盤の地震計の設置状況 

３．計測された地震観測データ 

建築学科棟に設置された地震計は，3cm/sec2以上の加速

度が入力すると自動的に計測されるようにセッティング

しており，これまで，地震発生により計測された地震観測

は 3 回である．第 1 回目は 2018 年 6 月 18 日に発生した大

阪府北部を震源とする地震発生時に，第 2 回目は 2018 年

10 月 7 日に愛知県東部を震源とする地震発生時に，第 3

回目は 2020年 9月 27日に静岡県西部を震源とする地震発

生時である．建築学科棟の各階で計測された各方向の各地

震観測波形を図 6～図 8 に示す．本建物が経験した最大加

速度レベルは，図 8 に示す 4 階の EW 方向で計測された

63.3cm/s2 と小さく，建物に損傷を与えるような加速度レ

ベルは未だ経験していない． 

前述したとおり，2019 年 3 月には周辺地盤用の地震計

を設置しており，第 3 回目（2020 年 9 月 27 日）の計測の

際には地盤の観測データも計測された．その波形を図 9

に示す．

地震計設置場所

地震計設置場所
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図 6 2018 年 6 月 18 日の地震観測データ 
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図 7 2018 年 10 月 17 日の地震観測データ 
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図 8 2020 年 9 月 27 日の地震観測データ 
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４．対象建物の固有周期および高さ方向のモード形状 

4.1 対象建物の固有周期 

対象建物の固有周期を把握するため，計測された加速度

データを用い，フーリエ解析を行った．図 10 に 1 階に対

する 4 階の加速度データの水平成分のフーリエスペクト

ルの比（伝達関数）を示す．同図に示すとおり，3 回の計

測とも，NS 方向および EW 方向の周期がほぼ同程度で，

フーリエスペクトル比波形もほぼ同程度であった．この結

果から，本建物の 1 次固有周期は，NS 方向では 0.30～

0.31sec，EW 方向では約 0.36～0.38sec であると思われる．

一方，一般的な鉄骨造建物の 1 次固有周期は T＝0.02H（H：

建物の全高（m））で簡易的に表されるため，H＝16.2m の

本建物ではT＝0.32secとなり，図10の結果と概ね一致した． 

図 10 より，2 次，3 次，4 次固有周期は顕著に現れてお

らず，これは前述したように 1 階の南東側と 2 階の北東側

に設けた吹抜け等の影響であると推察される（図 1 および

図 2 参照）．また，NS 方向の 0.36sec 付近と EW 方向の

0.30sec 付近にもスペクトル比が大きくなっており，これ

は 2 カ所の吹抜けの設置や補強ブレースの設置によるね

じれ挙動に起因するものと推察される．現在，地震計は各

階の中央部にのみ設置されているため，ねじれ挙動につい

ては評価できていないが，微動計を用いた計測を別途行い，

今後ねじれ挙動についても計測および検討を行う予定で

ある．
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図 9 地盤の地震観測データ（2020 年 9 月 27 日） 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Smoothing band width : 0.2Hz

0.36 / 0.36 / 0.38 sec

0.30 / 0.31 / 0.31 sec

S
pe

ct
ru

m
 r

at
io

Frequency [Hz]

1. 2018/06/18
 NS direction
 EW direction

2. 2018/10/07
 NS direction
 EW direction

3. 2020/09/27
 NS direction
 EW direction

図 10 フーリエスペクトル比による建築学科棟の固有周期 

92 Vol. 29, ２ ０ ２ １



4.2 対象建物の高さ方向のモード形状 

 本稿では，高さ方向のモード形状を以下の方法で推定す

ることとした．

（1）振幅の評価方法

振幅を評価するにあたり，図 11 に示すようなある同じ

振動数をもって振動している 2 つの波があるとする．これ

らの波は位相差が生じているため，振幅がピークを迎える

時刻は同じにならない．すなわち，ある時刻（t）におけ

るこれらの波の振幅はピーク値を抽出するだけでは不十

分であり，位相差（Δθ）による補正を行う必要がある．従

って，片方の波の振幅（B）がピークの時，もう一方の波

の振幅はピーク時の振幅（A）に位相差（Δθ）の余弦を乗

じる（AcosΔθ）ことで求められる．具体的には(2)で詳述

する．

（2）振幅のピークと位相差の関係

N 個のデータ点を通る波形 は，有限フーリエ近似式

より，

ここで，N は標本数，t は標本点間隔である．また，

とおくと，

 上式に含まれる は k 次

の振動数を持って振動している波 であり，元の波形

の k 次の振動成分となる． 

次に，この式を合成すると，

ただし， ，

 上式より， および が の振幅および位相差に

相当することがわかる．

ここで，新たに 2 種類の波形 ， について，そ

れぞれ k 次の振動数を持って振動している成分を取り出

すと，

ここで， のとき，

これにより，

従って，振幅を評価する際，AcosΔθ を用いることは理

論上正しいことが証明された．

B 

A 

AcosΔθ 

Δθ 

時刻

振幅

t 

図 11 モード形状推定のための概念図 

位相差 
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以上の検討結果を踏まえて，図 10 に示す各方向の 1 次

固有周期における本建物の高さ方向の 1 次モード形状は

図 12 に示すようになる．3 回の計測とも，また，両方向

とも，一般的な 1 次モードのような形状を示していること

がわかる．

一方，前述したとおり 2 次，3 次，4 次固有周期が明確

に現れていないため，2 次モードから 4 次モードを求める

ことはできなかった．今後，建物のねじれ挙動を含めた計

測を行い，本建物の振動形状を明らかにする予定である． 

５．対象建物周辺地盤の卓越周期 

2019 年 3 月に設置された本建物の周辺地盤用の地震計

から計測された 2020 年 9 月 27 日の観測データを用い，建

物周辺地盤の卓越周期の推定を試みた．水平 2 方向のフー

リエ振幅の 2 乗和平方根として得られるフーリエ振幅を

鉛直方向のフーリエ振幅で除した H/V スペクトルを算出

し，その結果を図 13 に示す．同図に示すように，対象建

物周辺地盤の卓越周期は，0.69 秒程度で，やや柔らかい地

盤であることが判明した．

６．まとめ 

本稿では，本学の建築学科棟に設置された地震計から計

測した 3 回の地震観測データを用い，建築学科棟の固有周

期および建物の高さ方向のモード分布，地盤の周期につい

て分析した．以下にその結果をまとめる．

(1) 3 回の計測とも，NS 方向および EW 方向の周期がほ

ぼ同程度で，本建物の 1 次固有周期は，NS 方向では

0.30～0.31sec，EW方向では約 0.36～0.38secであった． 

(2) 2 次，3 次，4 次固有周期は顕著に現れておらず，こ

れは吹抜け等の影響であると推察される．

(3) NS 方向の 0.36sec 付近と EW 方向の 0.30sec 付近にも

スペクトル比が大きくなっているが，これは 2 カ所に

設けた吹抜けや補強ブレースによるねじれ挙動に起

因するものと推察される．

(4) 各方向の 1 次固有周期における本建物の高さ方向の 1

次モード形状は，3 回の計測とも，また，両方向とも，

一般的な 1 次モードのような形状を示した．

(5) 対象建物周辺地盤の卓越周期は，0.69 秒程度で，やや

柔らかい地盤であった．

 今後，建物のねじれ挙動を含めた計測を行い，本建物の

振動形状を明らかにする予定である．
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図 12 高さ方向の 1 次モード形状 
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2021 年 5 月 8 日受理 
＊ 総合技術研究所 

クロード・ロベルジュ先生の遺稿に係るレビュー

（“話し言葉”について） 

Review for last work of Professor Claude Roberge 
Spoken language : La parole(French) 

安 昭八＊ 
Shohachi YASU 

Abstract: Until just before the death of Professor Emeritus Claude Roberge of the Faculty of Foreign Languages, 

Sophia University who died in September 2019, he would like to summarize the educational methods related to 

foreign language education. It was “La parole”, one of the many research results of the late Professor Petal 

Guberina.  The theory described in this paper was consistent with the “spoken language” received from 

Roberge’s mother in Canada during his childhood and the theory was consistent with the result gained from his 

experience teaching French to kindergarten children after his retirement from Sophia University. 

Key word: Foreign Language, La parole, Teaching method, French, Sophia University 

１．はじめに  

 2019 年 9 月に帰天された上智大学外国語学部名誉教授

のクロード・ロベルジュ先生が亡くなる直前まで,まとめ

ようとした外国語教育に係わる教育方法についての考え

方を筆者なりに理解したことを紹介したい。その教育方法

は,ロベルジュ先生の師であるクロアチアのザブレブ言語

教育の故ペタール・グベリナ教授の数多くの研究成果の一

つである“話し言葉：La parole ”であった。この論文で

記述されている理論がロベルジュ先生のカナダでの幼少

期に母親から受けた“話し言葉”や上智大学リタイア後に,

幼稚園児にフランス語教育をした体験により得られた道

理と合致していることを後年気付いたと筆者に紹介して

くれた。本稿ではその考え方をまとめたものである。 

２．ロベルジュ先生の功績 

2.1 Sound comes from movement について

ロベルジュ先生は,外国語教育に携った約 50 年間,生徒

には理論よりもグベリナ教授が推奨したことば「Sound 

comes from movement」を外国語教育に適用してきた。上

智大学フランス語学科一年生に初めてのフランス語授業

をどのようにすべきか熟慮していた時,ロベルジュ先生が

子供の頃,先生の母親が子供達を寝かせる前に口癖のよう

に「ピピ,ロロ,ドド」（おしっこ,水を飲む,寝なさい）の

リズムを思い出し,腕を伸ばすことによりフランス語のリ

ズム感が身体の動きで表せると感じた。さらにパリで購入

したフランス語のわらべうたの本を開いたところ,全く偶

然に「Bibi Lolo」のわらべうたがあり,「ピピ・ロロ」の

ニュアンスに似ていることもあり,その歌詞を独唱した時

に片腕を胸の前で廻して,最後にその片腕を横に広げ手先

を伸ばす動きを入れて発声するとフランス語のリズム感

が腕の動きで表し得ることを体験した。初めての授業でそ

の「Bibi Lolo」のわらべうたを題材にしてフランス語の緊

張感や強弱などを腕の振りで表し,新入生にその身振り・

発声を真似させる教育を行ってきた。その結果,新入生の

発声も徐々にフランス語らしいリズム・イントネーション

に変わってくるのを体験された。初期の内は同類のわらべ

うたを題材にし慣れさせ、逐次題材の長さ・難易度を高め,

日常会話を題材にすることを実践してきた。その内容につ

いては 2016 年度上智大学外国語学部紀要に論文名「日本

で外国語を教えて 50 年」1)に掲載されている。母国語以

外の外国語を初めて教える際に,最も大切なことは文法論

でなく,人間性に基づいたリズム・イントネーション等の

動きを伴った言語教育が有効であると云うことは筆者に

とって自然と理解できた。また,日本の某医療器具メーカ

のコマーシャルで流れていた内容：幼児が母親に抱かれ、

“痛いの,痛いの,飛んでケー” ,“pain ,pain ,go away!”, 

他言語もある：とのあやす声で母親が幼児の身体を揺すり

ながら, 緩やかなリズムに合わせて幼児の背中に手を当

てて慰めている映像・音声があった。これは母親から幼児

への母国語による愛情と人間的なコミュニケーションを

図るものであり,幼児は母親のリズム・イントネーショ

ン・身体の動きを自然に身に付けることにより母国語を習
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得していく。これは正にグベリナ教授の理論で述べている

ように母親と幼児との自然な社交な場面で話し言葉によ

るコミュニケーション力を付けているとも云える。外国語

を初めて習う初学生にとっては、幼児が母親から話し言葉

を習得する場面と全く同一であることを考慮すると,グベ

リナ教授が推奨した Sound comes from movement は論理的

で自然な形であると思われる。 

2.2 幼稚園児へのフランス語教育

ロベルジュ先生,他執筆者が子供に英語を教えるために

刊行した「ロベ先生とはじめての英語」の絵本 2)には,各

章のタイトル以外いっさい文字を使っていないため,フラ

ンス語の第一段階の学習教材としても使える。

ロベルジュ先生は,先生の教え子からお孫さんにフランス

語を教えてほしいとの依頼で,この教材を使って小学校低

学年以下の児童 4 名にフランス語を教えた。児童らはそれ

までフランス語の学習経験はなく,週 1 回,1 時間半ほどの

レッスンの他は,絵本は家に持ち帰らず,家庭や学校でフ

ランス語に触れる機会は皆無であった。レッスンでは日本

語での説明は一切せず,ただ絵本を見せて,絵を指さしな

がら言葉を聞かせ,同じ言葉を繰り返させるだけであった。

幼児教育の基本である誤りを指摘することや叱責するこ

とは一切しなかった。1 年ほどで児童は導入 2 章,本編 17

章の全てのページを諳んじることができた。引続きレッス

ンを続けたいとの意向があり,同じ絵本を使って,言葉の

入れ替えやクイズに答えさせるレッスンを 1 年半続けた

経験がある。小学校低学年までの年齢であれば,声を出し

ながら自然に身体が動くため,わらべうたのリズムを体感

させる身体の動作をわざわざさせる必要がなく,極めて自

然なフランス語のリズムとイントネーション,正確な発音

が身につくことを体験された。 

子供に対する指導では,特に留意すべき点があるとロベ

ルジュ先生は述べていた。第一に,絵を見せて前回までに

覚えた語句から始めるなどして,既知の情報からくる安心

感を常に与えること。第二に,繰り返しを厭わないこと。

リズムが快ければ子供は繰り返しを苦にせず,むしろ楽し

い遊びのように捉える。さらに,自由な動きを禁ずる,強圧

的・一方的な指導をしないことが肝要である。笑ったり楽

しんだりしながら自発的に動けば,どのような動きであっ

ても子供はあらゆる言語の自然なリズムとイントネーシ

ョンを身に付ける能力を備えている。これはグベリナ教授

の教育法を実践し,幼児教育という大学生とは異なった分

野でも効果があることを体験したと筆者に述べていた。 

３．ロベルジュ先生の遺稿について 

ペタール・グベリナ教授 

ロベルジュ先生の遺稿論文は,グベリナ教授の教えを忠

実に伝えることを目的に,その教えの真髄である「話し言

葉」に係わる論理的な考えやその効果について述べたもの

である。グベリナ教授の先生である Ferdinand de Saussure 

先生が提唱した,言語の研究において音声的な分析と構造

的な分析を統合した全体構造性のアイデアを,グベリナ教

授がさらに発展させ,欧州,米国での言語の研究に特別な

考え方を啓蒙した。 また,絶えず話したり,聞いたりする

対話では,全体の流れで,身振りや手振りなど眼でみてい

る映像が「ことば」と繋がって意味合いも深くなる。グベ

リナ教授が提唱した「Sound comes from movement」は正に

それを表したものであると云える。さらに,グベリナ教授

は,ほぼ半世紀前に全体構造性（Structure-Global）という

概念 3)に基づいて,聴覚・言語障害者の言語教育や外国語

教育を実践していた。

ロベルジュ先生が本論文で特に重要であると強調して

いたことは以下の通りである。 

当該論文で構造にグローバルを付けた理由は,構造的だ

けであると構造の中身だけに注意が行き全体が見えなく

なる恐れがあるからである。従って,外国語習得の初学生

は,外国語の身振り,イントネーション・リズムなどを含め

て覚える必要がある。そのことをグベリナ教授は全体構造

性という概念で示している。ロベルジュ先生は上智大学退

官後に幼児に対するフランス語教育でグベリナ教授の全

体構造性のメソッドを実践し、効果大であることを確認さ

れた。 

人間の脳は,1 単語だけで理解するのではなく前後の単

語やセンテンスを考慮して話し言葉を理解している。それ

96 Vol. 29, ２ ０ ２ １



は脳の中で最適化する働きがあり,話し言葉を理解してい

るのである。また,脳は話し相手の言葉のリズム,イントネ

ーションや身振りなどから,話の内容の場面を想定し,対

話する時にその場面に適した表現を自動的に最適な方法

で表現することを選んでいる。従って,場面を設定するこ

とは,初めて外国語を学ぶ学生にとって重要になってくる。

すなわち,相手が聞き取れるように外国語のリズム・イン

トネーション,場面設定をすべて含めた教育をすることが

重要である。 

表現する側と受ける側が同じ意味合いを持たなければ

お互いに理解できない。コミュニケーションが取れないこ

とを意味する。人間の脳は自然に相手の表情を見て反応を

し,自動的に修正を加えている。従って,母国語と同じスピ

ードとリズムで外国語を発声することが重要である。例え

で表現すると,このことは音楽を演奏する時にその音楽に

適したテンポでないと音楽にならないことと同じである。 

次に外国語の教育で大切なことは,暗記だけではなく伝

える相手に対し視覚的な場面をイメージさせ,2・3 秒後に

音声だけを聞かせる。即ち伝える相手に対し,視覚による

イメージを初めに植え付け、相手にいろいろなことを連想

させておいて,数秒後に感情を表すリズム・イントネーシ

ョンを伴う発声により,受講生に判断させる機会が与えら

れる。これを繰り返し実施することにより,この教育方法

に慣れてくると最初のイメージ提供は不要になる。なぜな

らば脳が訓練されてくるからである。 

クロード・ロベルジュ教授

４．まとめ 

出会いから 40 年近くお付き合いをさせていただいたク

ロード・ロベルジュ先生が 2019 年夏,天に召された。亡く

なる直前まで外国語教育のメッソドを後進の研究者に啓

蒙する熱意に感動するとともにその生き様を教えていた

だいたような気がしている。たまたま朝日新聞の 2021 年

2 月 11 日科学季評欄に掲載された山際寿一氏の“コロナ 

縮む社交の場 文化の力奪うオンライン” 4)に,「人類は

長い進化の過程で脳の大きさをゴリラの 3 倍にした。脳が

現代人並みの大きさに達したのは言葉が登場する以前で

あったと考えられている。どんなコミュニケーションが脳

を大きくしたのか。それは身体の動きを他者に同調させ、

リズムに乗りながら全体を調和させる音楽的なコミュニ

ケーションだ。」 この記事に掲載されている内容は,ロベ

ルジュ先生が後進の外国語研究者に伝えたかったグベリ

ナ教授の理論で述べていることと同一なことであると思

った次第である。 

本稿は,人間が持つ素晴らしい能力に基づいたグベリナ

教授の理論をロベルジュ先生が実践して得られた成功体

験談を筆者なりにまとめたものである。先生が亡くなる１

週間前に先生のベッドでお会いし,会話が困難な先生と論

文提出の暗黙の約束をしたように感じていた。これで約束

を果たすことができたなら幸いである。 

ロベルジュ先生との会話の際には,いつも筆者らの心の

支えになっていただいたことに今でも感謝している。 
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2021 年 5 月 14 日受理 
＊  理工学部 電気電子工学科 
＊＊  理工学部 機械工学科 
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＊＊＊＊  情報学部 コンピュータシステム学科 
＊＊＊＊＊学務課 

2020 年度前期遠隔授業実施から考える課題と ICT 活用による教育改善 

Investigation for problem and improvement in education using ICT according to remote classes in 2020 

本井 幸介＊、鹿内 佳人＊＊、南齋 勉＊＊＊、高野 敏明＊＊＊＊、伊藤 琴乃＊＊＊＊＊、青木 貴裕＊＊＊＊＊ 
Kosuke MOTOI, Yoshihito SHIKANAI, Ben NANZAI, Toshiaki TAKANO,  

Kotono ITO and Takahiro AOKI 

Abstract: Recently, the education improvement has been attempted using ICT in Shizuoka Institute of Science 

and Technology (SIST). For example, mini-examination, application of lecture movie, and web-based learning 

system have been partially used in not only basic courses including mathematics, physics, chemistry, and English, 

but also specialized course of science and engineering. However, online lecture was completely required by the 

appearance of new coronavirus (COVID-19) in 2020. This educational report describes the state of achievement 

of the remote class and its profit and drawback based on the questionary investigation for the teachers and students 

in SIST, in addition to applicability to the future education. From the investigations, it was demonstrated that on-

demand-type lecture movie including learning task could be useful means for the repeated learning and the 

understand for daily academic achievement. Moreover, the chatting function was also effective to reply for 

student’s questions, showing many benefits using online system. On the other hand, further investigations will 

be needed such as excessive increase of learning task, grasping method of the depth of understanding, utilization 

for experimental lecture, improvement of relationship among students, support for information literacy, and 

information sharing with part-time lecturers. Furthermore, the contents constructed in these attempts would be 

useful for the partnership with high school and the recurrent education for regional contribution activities. 

１．はじめに 

 近年，理工系大学の教育において，能動型，課題解決型，

研究成果フィードバック型など，様々なアクティブラーニ

ング（以下，AL）の推進が重要となっている．これは，国

連の持続可能な開発のための国際目標であり，17 のグロ

ーバル目標と 169 のターゲットからなる Sustainable

Development Goals（SDGs）を見据え 1-2)，ものだけでなく，

社会でことを作ることができる研究活動や人材育成の必

要性 3-5)が高まっていることにも，大きく起因する．

 上記のような大学教育を実現するためには，これまでの

ような知識を教授するだけの講義だけではなく，それを実

験で試すことや，社会における課題を自ら発見し，得られ

た知識を活かし，社会の課題解決を想定した実習や，研究

との接点を探ることも必要となる．しかし講義時間が限ら

れる中で，講義の内容や時間配分の転換を促進していくた

めには，オンラインを含む ICT の活用が非常に重要と考

えられ，さらには実キャンパスを持たない，完全オンライ

ン型の高等教育機関も現れている 6,7)．

このような背景のもと，ICT を活用した教育の改善は，

各大学それぞれの段階，スピード，内容で検討が行われて

おり 8)，反転授業はその代表であろう 9)．また本学におい

ても，研究成果をフィードバックした演習や実習，小テス

トなどのオンライン化による講義理解度向上，さらに動画

を活用した反転授業も取り入れながら，教育改善を推進し

てきた 10-13)．さらに法人内高校を含む，一貫した教育の実

現や，リカレント教育への展開なども検討してきた． 

しかしながら，2020 年初頭（あるいはそれ以前）から，

新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大を防ぐべく，

大学においては，学生がキャンパスに通学できない状態と

なった．これに伴い，全ての講義をオンライン上（遠隔）

で実現しなくてはいけない状況となり，非常に多くの講義

コンテンツが作成されたと考えられる．一方として，教育

改善への ICT 活用の有効性は，前述のように以前から多

くの報告がある．従って，今回のオンライン化で蓄積され

たコンテンツや，それをどう活かしたかという知見は，仮

にコロナ禍が過ぎ去ったとしても，その後も教育改善に大
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きく活用できるのではないかと考えられる．しかし，今回

のような，全てをオンラインで実現したという，極めて極

端な試みにおいて，客観的な調査データに基づく課題の洗

い出しや，活用検討に関する報告はまだ少ない状況である．

本学でも現在，この試みをどう活かし，ICT 技術を対面講

義にどう融合して，SDGs に貢献できる，もの・ことづく

り力，人間力の豊かな人材を地域に送り出せる教育にシフ

トできるか，その検討を行っている．

このような状況を踏まえ，本稿では 2020 年 4 月〜8 月，

本学で実施された遠隔授業について，教員および学生への

アンケート調査結果を用いて，オンラインの有効性や課題

を明らかにし，今後対面・オンラインを融合した講義をど

のように実施していくべきかという提言をまとめ，報告す

る．さらに高大（本学の場合は専門学校も含む）連携や，

リカレント教育を含めた，今後の地域教育への発展のビジ

ョンについても，その一案を提示する． 

２．方法 

2.1 教員への遠隔授業実施結果に関する調査方法 

本学では，これまで Active Academy Advance（3A）とい

う，学生への連絡（学生生活における注意・連絡事項，時

間割や各講義からのお知らせなど）や，成績入力・閲覧・

管理，各学生への指導記録などを含む，本学独自の総合的

な修学支援オンラインシステムを活用し，講義を実施して

きた．また iLearn@SIST（iL）という，本学独自のインタ

ーネット上の講義・学習に特化した支援システムも構築し，

各講義の資料の配布や小テストの作成，さらにはレポート

の提出・フィードバックなどを行っている． 

今回の遠隔授業の実施に際しては，まず学生が普段から

情報共有ツールとして慣れ親しんでいる 3A で，学生への

オンライン講義実施の基本的な通知（開講時限，資料や動

画の保存先，課題の内容や提出先，3A 以外の活用ツール

の案内)を行う．その後，各講義の実施方法に合わせて，従

来のメール（M），iL，さらに Microsoft Stream（St）・Teams

（T），ZOOM（Z），Skype（Sk），その他のツール（O）を

活用することにより，講義を実現した． 

2020 年前期講義を全て終了後，以下に挙げる項目につ

いて，Microsoft Forms を用いて，教員による講義実施状況

に関するアンケート調査を実施した．各項目に対する解答

については，(22)のみを自由記述とし，他は全て選択性と

した．なお，選択項目末尾の括弧内の記号は，後述する結

果のグラフなどにおける略称を示している． 

(1) 講義の種類

 数学，物理，化学，生物など（基礎系）

 英語，中国語，韓国語など（語学系）

 基礎・語学系以外の教養的科目（教養系）

 各学科の専門科目（専門系）

 実験・演習を主とした科目（実習系）

(2) コンテンツ配信ツール（複数選択可）

 メール配信（M）

 Active Academy Advance（3A）

 iLean@SIST（iL）

 Microsoft Stream（St）

 Microsoft Teams（T）

 Zoom（Z）

 Skype（Sk）

 その他（O）

(3) 配信コンテンツの内容（複数選択可）

 ライブストリーミング（L）

 動画配信によるオンデマンド（Od）

 資料配布（P）

 その他（O）

(4) 動画や資料の閲覧など主講義の合計時間

 15 分以内（〜15）

 16〜30 分（〜30）

 31〜45 分（〜45）

 46 分以上（46〜）

(5) 出席確認方法（複数選択可）

 アンケート（Q）

 演習・考察・レポートなどの提出物（A）

 リアルタイムでの口頭確認（R）

 その他（O）

(6) 質疑応答，課題提出・返却ツール（複数選択可）

 メール（M）

 Active Academy Advance（3A）

 iLearn@SIST（iL）

 Microsoft Teams（T）

 Zoom（Z）

 Skype（Sk）

 その他（O）

(7) 講義 1 回における学生とのコミュニケーション回数

 0〜5 回（〜5）

 6〜10 回（〜10）

 11〜15 回（〜15）

 16 回以上（16〜）

(8) 学生の講義出席・参加状況（出席・レポート提出率な

ど可能な限り客観的なデータに基づいて）

 60%以下（〜60）

 61〜70%（〜70）

 71〜80%（〜80）

 81〜90%（〜90）

 91〜100%（〜100）

(9) 成績評価方法（複数選択可能）

 日常的な演習や小テストなど（D）

 定期試験（T）

 定期試験に準ずるレポート（R）

 デモや作品制作を含む成果物発表（W）

 その他（O）
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(10) オンライン講義において講義の質の保証や，教育改善

が実現できた点（複数選択可）

 教員による主講義（A）

 演習（B）

 実験・実習（C）

 反転授業（D）

 議論，考察，研究成果活用を含む AL（E）

 学生の積極参加（F）

 教員と学生の議論・交流（G）

 学生同士の議論・交流（H）

 日常的な取り組みを評価するなどの新たな成績

評価方法の組込（I）

 成績評価の客観・定量化（J）

 その他（O）

(11) 今後オンラインを活用していくために，学生に意識・

習得して欲しいスキル，マナーなど（複数選択可）

 コンピュータ，タブレット，スマホなどを融合し

た，情報インフラの活用能力（A）

 Microsoft Office や各種専門ソフトの活用力（B）

 メールの管理や文章作成能力（C）

 Stream，Teams，Zoom など，各種コミュニケーシ

ョンツールの活用力（D）

 〆切への意識，質問・議論などを行う際の言葉使

いなど，お互いを高め合うためのマナー（E）

 教員が提示した各種情報，資料，文献，インター

ネットなどから自身に必要な情報を収集し，学び

に活かす，情報弱者にならない力（F） 

 その他（O）

(12) 今後オンラインを活用し，教育を改善していくために，

学生に意識して欲しいこと（複数選択可）

 自ら学ぼうとする情熱と習慣（A）

 課題解決案を提案できるなど，ALへの積極性（B） 

 教員への質問や議論の提案などの発信力（C）

 学生間での議論など横のつながり（D）

 技術をもの・こと作りに活かすこだわり（E）

 その他（O）

以上の 12 項目について，調査を行った．教員は代表的

な講義を 1 つ以上は回答するように伝え，無記名の状態で

アンケート結果を登録することとした．なお，(11)，(12)に

ついては，遠隔授業の実施状況とは直接的に関連しない項

目が多く含まれる．しかし，今回の調査結果を今後の講義

改善に活かしていく際に，重視すべきスキルやモチベーシ

ョンを明確化すべく，調査項目に含むこととした． 

次に，以下項目の達成度について， 1:不十分，2:やや不

十分，3:満足，4:かなり満足の 4 段階で自己評価を行った． 

(13) コンテンツ配信ツールの活用

(14) 配信コンテンツの内容

(15) 動画や資料閲覧など主講義の合計時間

(16) 出席確認方法

(17) 質問対応・課題提出とフィードバックツール

(18) 講義 1 回あたりの学生とのコミュニケーション回数

(19) 学生の講義出席・課題提出状況

(20) 成績評価方法

(21) オンライン化による講義の質保証や改善

(22) こういう方法は，こういう面でうまくいったなど，共

有・お勧めしたい点（自由記述）

2.2 学生への調査方法 

 今回は，回答の負担を軽減し，回収率を向上すべく，以

下のような，受講状況および分かりやすい・難しいという

簡潔な質問内容による調査を実施した． 

(1) 学年

 学部 1 年生

 学部 2 年生

 学部 3 年生

 学部 4 年生

 大学院 1 年生

(2) 学科

 理工学部 機械工学科

 理工学部 電気電子工学科

 理工学部 物質生命科学科

 理工学部 建築学科

 情報学部

 情報学部 コンピュータシステム学科

 情報学部 情報デザイン学科

(3) 受講場所

 自宅

 下宿先（アパート，寮など）

 その他

(4) 受講・講義視聴時間帯

 概ね時間割どおり

 平日の日中（9 時〜18 時くらい）にまとめて

 平日の夜にまとめて

 平日，休日問わず気が向いたとき

 その他

(5) 受講状態

 問題ない

 たまに動画や音声が停止するが，内容は把握可能

 動画や音声が停止，内容把握が困難なことが多い

 全く視聴できない

(6) 分かりやすい授業

 1 位

 2 位

 3 位

(7) 難しい授業

 1 位

 2 位

 3 位
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３．結果 

3.1 教員を対象とした遠隔授業実施状況調査結果 

Fig. 1 は，全系統の調査結果をまとめたものである．ま

ず，(2)コンテンツ配信ツールより，本学では主に，前述の

Active Academy Advance（3A）で，視聴動画の URL などを

アナウンスし，Microsoft Stream（St）上で受講する形が多

いことが確認された．それについで，その他のツール（O），

Microsoft Teams（T）の活用が多いことが判る．

これに伴い，(3) 配信コンテンツでは，オンデマンドに

よる動画視聴（Od）が多く，それを補足する資料の閲覧（P）

が同程度となっている．なお，これらの視聴・閲覧時間は，

(4)動画や資料の閲覧など主講義の合計時間の結果より，

30〜45 分および 46 分以上が多い．この受講状況，すなわ

ち(5)出席確認方法としては，演習・考察・レポートなどの

提出物（A）が突出して多いことが判る． 

次に，(6)質問対応，課題提出・返却ツールについては，

従来のメールが最も多いものの，iLearn@SIST（iL）や，

Microsoft Teams（T）といった，チャット機能を有するツー

ルの活用促進が確認された．なお，(7)講義 1 回あたりの学

生とのコミュニケーション回数の合計については，5 回以

下が最も多い状況となっている．

Fig. 1 教員を対象とした遠隔授業実施状況調査の結果．基礎系，

語学系，教養系，専門系，実験・演習系を含む，全ての教

科をまとめた． 

(8) 学生の講義出席・参加状況については，81〜100%が

最も多く，受講状況自体は良好となった．さらに，(9) 成

績評価方法については，日常的な演習や小テストが突出し

て多く，これまでの定期試験重視形から，日常的な活動を

評価する形へのシフトが確認された． 

一方，(10) オンライン講義において講義の質の保証や，

教育改善が実現できた点の結果より，教員による主講義や

演習，さらに議論・考察・研究成果活用を含めた AL の実

現度が高いことが確認された．これについで，日常的な取

り組みの評価を重要視し，かつ客観的な成績評価を実現で

きたことも確認された． 

ところで，(11) 今後 ICT を活用していくために，学生

に意識・習得して欲しいスキル，マナーなど，さらに(12) 

今後オンラインを活用し，教育を改善していくために，学

生に意識して欲しいこと，に着目すると，以下が確認され

た．まず，（C），(E)，(F)が多いことが判り，すなわち，メ

ールで適切な文章を作成し，〆切を守って提出，マナーを

持って，その後の議論に向き合い，これを実現していくた

めの情報収集力を求めていることが判る．さらに教育改善

には，自ら学ぶ情熱や習慣(A)，それに伴う発信力(C)と学

生間での議論や繋がり(D)が重要との結果が得られた． 

最後に，右下の講義の達成度については，平均値が 2.86

点となっており，満足（3 点）に近い結果となっている．

しかし，(18) 1 週間・1 講義あたりの学生とのコミュニケ

ーション回数については点数が低い傾向にあり，前述の 5

回以下という回数の結果と同期した結果となった． 

Fig. 2〜6 は，基礎系，語学系，教養系，専門系，実習系・

演習系それぞれにおける調査結果である．以下に，Fig. 1

の全体的な傾向とは大きく異なっている特徴点について

取り上げていく． 

基礎系 

(7) 学生とのコミュニケーション回数において，6〜10 回

が多い傾向

(8) 講義出席率において，91〜100%が最も多い

(11) Stream，Teams，Zoom など，各種コミュニケーション

ツールの活用力（D）が，最も学生に意識・取得して

ほしい点 

語学系 

(2) (6) iL が突出して多い

(3) L，Od，P，O，様々な配信コンテンツ

(4) 講義時間の 2 極化

(5) (10) (11) 学生に多様なスキルが必要

(9) デモや作品を含む成果物での評価

(13)~(21)自己評価結果が高い 

教養系 

(2) (6) iL および St 以外の活用は少ない

(3) L ライブ配信は行われていない

(10) E，F，G の，AL，積極参加，交流といった点を強く

求める
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Fig. 2 基礎系科目における教遠隔授業実施状況調査の結果． 

Fig. 3 語学系科目における教遠隔授業実施状況調査の結果． 

Fig. 4 教養系科目における教遠隔授業実施状況調査の結果． 

Fig. 5 専門系科目における教遠隔授業実施状況調査の結果． 
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Fig. 6 実験・演習系科目の教遠隔授業実施状況調査の結果． 

表 1 調査項目(22)から得られた教育改善への工夫点一覧．(a)基

礎・語学・教養・専門系，(b)実習系科目． 

専門系 

(4) 31~45 分の講義視聴時間が最も多い

(13)~(21) 自己評価結果が最も低い

実験・演習系

(11) F の資料，文献，インターネットを含む，調査・情報

収集力が強く求められている 

(12) 自ら学ぶ情熱と，技術をもの・こと作りに活かす実習

へのこだわりの必要性が高い

最後に表 1 は，調査項目(22)で寄せられたコメントにつ

いて，教育改善に寄与した工夫が述べられているものを選

択し，まとめたものであり，(a)基礎・語学・教養・専門系

の科目から寄せられたもの，(b)実験・演習系の科目から寄

せられたものとなっている．この結果より，急なオンライ

ンへの移行であったものの，要就学支援学生にとっての有

効性，質問対応の円滑さ，講義ノートの把握，専門的手法

の理解促進，達成度向上などへの工夫やその効果が確認さ

れた．また実験・演習系においても，事前の指導，危険を

伴う実験の支援，化学実験の時短，欠席のカバーといった，

各講義の内容に合わせた工夫がなされていることが判る． 

3.2 学生を対象とした遠隔授業実施状況調査結果 

Fig. 7 は，(1)学年，(2)学科，(3)受講場所，(4)受講時間，

(5)受講状態の調査結果であり，グラフ内には，回答者全体

を 100%とするときの，各回答の割合 [%]を示した．(1)よ

り，卒業研究（学部 4 年生）や修士論文作成（大学院 1 年

生）が主たる活動となる学年については，回答件数が少な

く，それ以外では，学部 1 年生が最も多く，2〜3 年生に

ついてはほぼ同割合の回答件数となっている． 

 これら結果より，ほぼ全ての学生が自宅（下宿先含む）

で受講していることが判る．また受講時間については，

36%が時間割通りであり，その他はまとめて受講する傾向

が強く，内 21%は気が向いたときにという状況であった．

なお， 96%は動画内容把握に支障は起きていなかった． 

次に Fig. 8 は，分かりやすい授業と難しい授業に関する

調査結果である．本解析ではまず，分かりやすい，難しい，

それぞれの 1〜3 位に上げた合計人数について，その講義

の履修者数に占める割合 [%]を算出し，科目の系統を問わ

ず，その割合が高い順に並べた．この順位において，上位

1 割に入っている（これ以降の順位は，ほぼ 0%）科目の，

系統ごとの数を累積し，円グラフで示したものである． 

上記結果より，分かりやすい講義としては，基礎系およ

び専門系の講義数が計 31 件と多く，語学・教養系は少数

となった．一方，難しい講義については，専門系が最も多

く，次いで基礎系，語学系，実験・実習系となっている． 

一方表 2 は，学生から得られたコメントの内容につい

て，(1)分かりやすい授業を選んだ理由の一覧，(b)難しい

授業を選んだ理由について，その内容が同種のものをまと

めて分類し，一覧に表したものである．これら結果に影響

を与えているのは，説明の明瞭さやスピード感，課題の質

や量，講義の位置付けの明確化や要点，社会との接点の説

明，ICT の利点の活かし方にあることが判る．なお，実験・

実習については，そもそも大学の施設においてしか実施で

きない項目も多く，オンラインでは不可能である主旨のコ

メントも挙げられた．
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Fig. 7 学生を対象とした遠隔授業実施状況調査結果．(1)学年，(2)

学科，(3)受講場所，(4)受講時間，(5)受講状態． 

Fig. 8 分かりやすい・難しい授業の調査結果．1~3 位に挙げた人

数合計が，各講義の履修者数に占める割合で順位づけし，

本学全講義の上位一割に入った科目数を，系統ごとに累積． 

表 2 (a)分かりやすい授業，(b)難しい授業を選んだ理由の一覧．同

様の主旨の記述内容を分類ごとにまとめたもの． 

４．考察 

4.1 教員における実施調査結果 

本学では，これまで独自の iLearn@SIST というオンライ

ン・ラーニングシステムを活用していたが，今回の遠隔授

業への移行では，Fig. 1 の結果から，Active Academy 

Advance（3A）と，Microsoft Stream・Teams（ST，T）ある

いは他ツール活用が最も多かった．この原因としては，独

自システムの運用体制への不安もあったと考えられる．し

かし，社会全体がオンライン化を促進する中で，大学講義

に特化したツールではなく，学生が就職後も活用できるツ

ール，即ち Teams といった汎用ツールを活用し，社会に出

る際に必要な情報リテラシーを同時に身に付けさせると

いう観点があったことも考えられる．こういったツールは，

様々な技術情報や，その活用方法について，インターネッ

ト上に多くの情報が集まり，ツールの更新も頻回である．

このスピード感は，大学独自システムの管理者への問い合

わせや，改善対応に勝るものがあり，急速なオンライン化

を実現するための大きな一助となったものと考えられる．

もちろん，これらは大学での学びに特化したものではない

ため，特に基礎系や語学系科目では，iLearn@SIST といっ

た，学びに特化したシステムが有効となる場面もあると考

えられる．その際，明瞭な履修モデルや活用の意義を，シ

ラバス上や，講義導入時に学生と共有していく必要がある． 

なお，今回は ZOOM での講義実施は少なかった．これ

は，Fig. 1(3)の結果より，あらかじめ録画したオンデマン

ド型動画配信や，資料配布が主たる方法であったためであ

る．また，セキュリティ確保という観点から，企業におい

ても Teams の採用が多いことも影響しているであろう．

今後例えば，反復演習が有効な知識定着のフェーズでは，

オンデマンド型で主講義を実施し，講義時間はライブ配信

にて質問への対応や，社会における課題解決への展開，研

究に結びつくようなテーマを考察・議論するような時間に

充てるなどの工夫を行うことが期待される．このために，

ZOOM も有効なツールとなる．ただし，あまりに多くの選

択肢があることは，学生の混乱の一因となるため，少なく

とも，講義内では 3A と Teams，3A と iLearn@SIST など，

最低限のツールの組み合わせで実現する必要もあろう． 

一方 Fig. 1(4)より，講義時間は，30〜45 分， 46 分以上

が多く，通常講義の 90 分より短いものとなっている．し

かし， (5)より，講義出席の確認方法として課題・提出物

が最も多く，これらへの対応時間の必要性を考慮すべきで

あろう．主たる講義と，課題への対応時間の配分は，各講

義の内容や目標を踏まえ，熟慮していく必要がある． 

次に同図(6)の結果より，質問対応や，課題提出に対する

フィードバックについては，メール対応が最も多い状況で

あった．この点については，正しいビジネスメールを書け

るようになるという点で，教育的効果が見込まれるものの，

回答や議論のやり取りという点では，スピード感に欠ける

ことは否めない．これに対し，近年は LINE を含め，チャ

ット機能を中心とした，いわゆる非同期型のコミュニケー

ションが推進されており，これにより双方向のやりとりを

円滑に行うことができる．上記結果において，メールに次

いで iLearn@SIST による対応が多いことは，本システムが

チャットを含めた，双方向性の確保が可能な機能を有して

いることが大きく，今後の更なる活用が期待される． 

さらに同図(7)の結果より，学生とのコミュニケーショ
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ンは 5 回までが最も多い．これは，小テスト形式での反復

練習が有効な講義では問題ないことも多いが，特に専門科

目で，より高度な技術を学ぶ際や，知識を活かした議論や

提案を求める課題を実施する場合などでは，更なる促進が

必要と考えられる．そのためには，従来のメールではなく，

チャット機能を含むツールを取り入れ，講義のガイダンス

時に，質問やコミュニケーションの必要性（あるいは最低

数回の質問を促す，あるいは義務付ける）を強くアナウン

スするなど，講義導入部分での工夫も必要と考えられる． 

一方(8)，(9)より，良好な出席状況と，それに伴う日常の

取り組みが評価されている状況が確認できる．この移行に

ついては，これまでのような定期試験を重視した評価と比

較し，学生も日々の達成度をより強く実感できると共に，

試験だけでは「不可」となってしまっていた層の学生にと

っても，単位修得へのモチベーションに繋がると考えられ

る．しかし，緊張感を失ってしまう学生も出てくると考え

られ，今後は小規模の達成度評価試験も取り入れながら，

日々の講義や課題出題を進めていくことが必要であろう． 

また(10)の結果において，(A)の主講義の保証や改善が多

い点は，今回のオンライン講義への移行における、最低限

かつ最大の目標の達成ということが伺える．その一方で，

(E)AL においても，手応えを感じている教員が多いことも，

着目すべき点であろう．これは，ICT を活用する際には，

カンニング防止といった観点から，答えが 1 つに決まって

いる課題は出しにくいという面も影響していると考えら

れる．すなわち，学生個々で答え方が違ってくる，より考

察的な，あるいは研究を見据えた課題を提示せざるを得な

い状況があることも考えられる．しかし，これを前向きに

捉えれば，基礎知識の習得や従来の反復練習的な部分はオ

ンラインを活用して実力を高め，学生が社会における課題

解決を考える機会を増やすことができるとも考えられる． 

ところで，今回(11)，(12)において，今後の教育改善を見

据え，学生に意識して欲しいことについて調査を行った．

その結果，いくつかの項目に件数が分散しているが，いず

れの項目についても，自ら学ぼうとする情熱を備え，その

ために情報を掴みにいき，適切なマナーをもってやり取り，

発信できるという，大学教育で必須なものとなっている．

今後は改めて，これらを改善するためにオンラインツール

を活用するということも強く意識していく必要がある． 

 以上を踏まえた教員の自己評価結果は，全体平均で 2.86

点となり，満足（3 点）に近い結果となった．しかし，学

生とのコミュニケーションは点数が低く，教員-学生間は

もちろんのこと，学生同士でもいかに繋がりを作るかは今

後の課題と考えられる．もちろん，地方の中小規模大学で

ある点を活かし，対面での講義をうまく融合していくこと

は，この解決に向けた有効な手段と考えられる．また，自

己評価結果に対して，後述する学生目線での評価とのギャ

ップが無いか否かは常に向き合い，この方法・ツールを構

築しておけば大丈夫と，慢心しないことも必要であろう． 

さらに，表 1 に示すような ICT 活用の工夫や利点が挙

げられたが，特に当初はその実現性が危ぶまれた(b)実験・

演習系の科目においても，前向きな工夫がなされているこ

とも着目すべきである．これまで時間を要していた指導書

の読み込みや解説，質問への対応などをあらかじめオンラ

インで対応し，実験時は重要点に絞って実施するといった

工夫も可能であり，今後の活用が期待される． 

4.2 学生における調査結果 

 Fig. 7 の遠隔授業の実施状況調査より，平日の日中ある

いは夜間，さらには休日に，気が向くまま受講している学

生も多くいることが分かる．もちろん，いつでもどこでも、

繰り返し受講できることは，オンラインを活用した講義の

利点でもある．しかしこれを活かすためには，学生に「自

己調整学習」，すなわち目標に向かって自身の状態や環境

を，望ましい形に調節・管理していく力が無くてはならな

い 14)．これが不十分であると，十分に学習できず，単に動

画を飛ばしながら閲覧してしまうことになりがちであり，

必要な課題についても見落としたまま経過していってし

まう．今後は自己調整学習の力がある学生と，そうでない

学生が共に学べるよう，学生の学習状況を把握できる仕組

み（前述のノートのスキャン・提出もその一例）の構築や，

オンラインと対面のバランスを探っていく必要がある．

次に Fig. 2~6 と Fig. 8 の比較より，教員の自己評価と，

分かりやすい講義の数との間に，明確な相関関係は無い．

つまり，自己評価が高くても，分かりやすい講義の数が少

ないといった結果も確認された．もちろん、各系統の講義

の総数自体が異なり，また講義の難易度も違う中で，一概

に上位に入っている講義数だけで判断できないことは確

かであろう．しかし，件数が少ないことについて，その原

因を検討することは，前述の教員の自己評価と，学生との

ギャップに注意し，定常的に改善に繋げる上で重要である． 

一方表 2 に列記された，分かりやすい・難しい授業を選

んだ理由では，字幕活用といった利点，実験・実習実施の

難しさ，学生同士の横のコミュニケーションの不足といっ

た，オンラインでの講義ならではの理由が含まれている．

しかし，それ以外については，説明内容や資料の明瞭さ，

要点や講義の位置付けの明確化，最新のトピックを含む社

会との接点提示などの，興味を引き出す工夫といった，対

面講義においても気をつけるべき内容となっている．した

がって，今後 ICT を活用して講義を改善していく上で重

要な視点は，ICT を使ってさえいれば大丈夫，省力化でき

るという観点ではなく，むしろ対面に立ち返ってみて，こ

れまでよりさらに学生に響かせるために，どうツールを活

用できるかという観点であると考えられ，これは遠隔講義

移行前と変わらない，必要不可欠な姿勢であろう． 

ところで，表 2 の中にも含まれているが，学生から「課

題が増えて負担が厳しい」といった訴えも多いと推察され

る．一方，これまで本学においても AL の推進が進められ
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ており，毎回の演習や小テスト，考察を含むレポート課題

などが実施されていたはずである．よって，本当に課題が

増加したか否かという判断は，慎重にすべきであり，単純

に減らせば済むという問題でない可能性がある．しかし，

それを自宅などで実施する時点で，学生にとっては，いわ

ゆる「宿題→負担」ということになってしまうことは避け

られないであろう．これを解決していくためには，各講義

でどのような目標を掲げ，それをどのような過程によって

習得できるのかを十分説明し，日々の課題や演習がそれを

担っていることを，学生と綿密に共有していくことが必要

である．その上で，その日々の活動を成績評価にも加えて

いき，その評点や判断基準を明確化していく．また解答の

正解・不正解ではなく，考えたプロセスを評価する形に引

き続き転換を図っていく.これら施策により，学生に達成

度を意識してもらいながら，講義を進められれば，負担増

という問題を解決できると考えられる．これを実現すべく，

15 回の講義実施中やその終了後に，自身の達成度・成績

を認識できる仕組み，すなわち講義ごとのポートフォリオ

を，オンライン上に情報共有しておくことを提案したい． 

Fig. 9 は，履修モデルの一提案であり，専門系講義にお

いて，Microsoft Teams を活用したものを想定している．本

提案法では，あらかじめアップロードされた講義コンテン

ツを閲覧し，予習，内容をまとめる．さらに，演習なども

実施し，その解答や考察プロセスをオンライン上に共有し， 

講義当日に学生が解説を加える．さらに，質問専用チャネ

ルを設け，ここで提起された内容を踏まえながら，教員が

対面講義で解説し，アドバンス教育として，研究を意識し

た考察などに取り組んでいく．講義終了後，学生が作成し

た講義ノートや演習問題の解答をスキャンしアップロー

ドした上で，講義ポートフォリオにチェックを入れていく． 

4.3 今後の展開 

本法人は中学校，高校，専門学校を有する．Fig. 10 は，

今回構築したコンテンツを活用した，法人内連携の一提案

である．クラウド内キャンパスを構築し，オンデマンド講

義コンテンツ，オンライン講座などのイベントチャネル，

学生間交流チャネルを融合し，地域の市民も含めて定常的

に交流し，学びあう．これまでの連携は，組織，制度，イ

ベントありきであったが，ICT 活用により，個々の教員自

らが発信し，連携をスタートできる．これに加え，実キャ

ンパスサイトでは，座学メインの環境から，学生同士の議

論，もの・こと作りを含む演習・実習，地域社会の課題解

決実習などの AL を実施する対面の場に転換していく．こ

の姿勢を学生にも発信・共有すべく，「教育棟」，「管理棟」

といった旧来の施設名称を廃止し，「コラーニングラボ」，

「ラーニングアシスタントセクション」といった，学生自

ら学び，社会の課題を解決していく姿勢を支援するという

メッセージ性の高い名称に変えていくことも提案したい． 

 

 

Fig. 9 専門系講義を想定した対面・オンラインを融合した履修モデルの一案． 

Fig. 10 静岡理工科大学グループにおけるオンラインを活用した新たな大学キャンパスの位置付けに関する一提案． 
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５．おわりに 

2020 年度前期遠隔授業に関する，実施後の教員及び学

生への調査結果について，その状況を客観的に明らかにし，

その課題や今後の教育改善への有用性検討を行った．これ

らを踏まえ，最後に以下の提言を行う． 

① ICT は目的でなく手段．ICT を使えば大丈夫，ではな

い．遠隔・対面を問わず，教員や学生は同じ課題を感

じている．対面講義に一度立ち帰り，学生とともに学

びを変え，充実感を高め，個性ある講義を展開してい

くためのツールとして捉え，学習者中心 14)を意識

② 知識インプット（反復が重要）では ICT 活用が特に有

効だが，自己調整学習の力の差を考慮し，学生の学習

状況を双方向で共有する必要性．ここに，学びを定着，

活かすことに有効な、対面による AL（実験・演習，も

のづくりを含む実習）を融合，キャンパスで集中的に

実施する，新たな学び・キャンパスプランへ

③ 上記ビジョンを学生とも共有すべく、ガイダンスを今

まで以上にメッセージ性の強いものにし、「履修モデル」

の提示・共有．シラバス上においても，これを体現す

る必要（コロナ禍だからこうなってしまった、ではな

く、前向きな大学の教育改革として共有）

④ 試験型から，日常的学びを評価する仕組みへ（「課題の

質・量の管理が必須）．学生自身で学びの目標を設定し，

到達度を認識できる仕組構築（成績評価基準の明確化） 

なお，これらは非常勤講師の先生・スタッフとも共有す

る必要があると考えられる．さらに，学生間の情報リテラ

シーの差を埋めるための、コンピュータ関連講義などの大

幅な変革（専門家が徹底的にスキルを教える）と，最適な

講師の選定（専門学校の教員とも連携）も重要となる． 

最後に，一気にミネルヴァ型 7)を目指すのか、まずは旧

来の伝達型講義の代替とみなすのかは，どちらが正解とい

う話ではないと考えられる．特に本学のような地方の中小

規模の大学の良さを活かし，都心部の大学にはできないア

クティブな教育を実現するためには，これらを融合するこ

とにより，基礎的教育とアドバンス教育を両立できるので

はないだろうか．多様性ある，地域社会の課題を解決でき

る力を身につける教育モデルの実現を期待したい．同時に

研究を推進し、教員各々の日頃の興味、研究分野や成果も

活かして、各教員にしかできない講義、結果として、「本

学でも学べる」ではなく、本学の教員の個性が溢れる、「本

学でしか学べない」を実現していくことが重要であり，そ

のために ICT は最高の支援ツールとなりうるだろう． 

またこのような試みは，教職員にとっても働きやすい，

働きたい環境を構築できるのではないだろうか．家族が熱

を出したため自宅から，帰省先から講義を，出張先の会社・

施設から最新のトピックを紹介，今度の出張講義は高校の

先生と一緒にオンラインでといった，多様な学びが，多様

な環境で実現されていくことを期待したい． 
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プログラミング導入教育を目標にした 

SIST オンラインジャッジシステムの試作と提案 
Development of SIST online judgement system and its Proposals for introductory education in programming 

山下 颯也＊、國持 良行＊ 

Soya YAMASHITA and Yoshiyuki KUNIMOCHI 

Abstract : In order to utilize Online Judgment Systems, which is often used in programming contests, for 

introductory education in programming, We have been prototyped the system on the local campus network. In 

this paper, we describe the outline of this system and the verification plan for educational effects． 

1. はじめに

プログラミングコンテスト等でよく使われるオンライ

ンジャッジシステム(Online Judgement System，以下

OJS)をプログラミングの導入教育に活用するために，

OJS を学内ネットワーク上に試作した．本論文では，この

OJS のシステム概要と教育効果の検証計画について述べ

る． 

 内閣府は Society 5.0 を提唱し，ICT 技術を利用して仮

想空間と現実空間の融合する，日本が目指すべき未来社会

を描いている．また，2020 年度から小学校でプログラミ

ングが必修化され，2021 年度中にはデジタル庁の設置が

予定されている．ICT，AI，DX を駆使する高度情報技術

者への需要も今後一層高まるであろう． 

 高度情報技術者に必要なプロググラムの設計と実装の

能力を身に着けるためには，まず最初に，プログラミング

の学習からスタートする．そこで，お手本となる多くのプ

ログラムを実際に入力して，覚えることが記述能力の向上

につながる．学習者には，正規の授業時間内で学ぶだけで

なく，自学自習でよい問題を解く必要がある．本研究では，

学習者の能力を詳細に測定したり，問題の良し悪しを評価

したり，モチベーションを維持する枠組み提供したりする

ために独自に OJS を開発し，その運用計画を立案する． 

 既存の OJS としては，会津大学の AOJ[1]，北京大学の

POJ，AtCoder などがよく知られており，ランキング，コ

ンテストやリクルートなどで活用されている．文献[1]は

OJS やその構築法をわかりやすく概説している．本研究

では比較的ポータブルな独自の設計をした．また，

Moodle のプラグインとしての OJS なども提案されい

るが，サーバに負荷をかけ過ぎる不安がある． 

 また，OJS をプログラミング教育に活用する報告も

みられる．不正コピー防止や作問の効率向上について

の提案もされている[8][9]． 今回は，試作した SIST 

OJS(以下 SOJ)の概要を紹介し，2021 年度の導入計画

を立案する．そして，計画では，以下の点を考察したい． 

(1) 受講者のモチベーションの向上

(2) 受講者のプログラミング能力向上(読解，記述)

(3) 指導者(システム管理者)の作業負担

現在，学内ネットワーク上で SOJ を 1 台の PC 上に

作成して，各種動作テストを実施している．基本的な機

能はほぼ実装されているので，2021 年度前期中に(プロ

グラミング初心者用の)問題一式を作成して格納し，1

年生後期必修「プログラミング演習」での試験運用を準

備する．そして，演習の進捗管理，成績管理を可視化し

て，効果的な学習の実現を目指す．また，学生ごとの理

解度に応じた問題を選定する際には，AI の活用も試み

たい． 

2. OJS の概要と本システムの外部設計

プログラミングの導入教育を目的とした OJS を試作

した．この節では，プライベートな環境で運用できる

OJS の設計を述べ，運用方法を提案する． 
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2.1 OJS とは 

 OJS は，一般に Web 上のサーバで学習者から提出され

たプログラムを自動採点し，その結果をデータベース(以

下 DB)へ記録，学習者へ表示するシステムである． 

①問題選択

②作成

④結果表示

      登録 

図 2.1 OJS での学習方式 

 学習者は，① 用意された問題の中から１つの問題を選

択して，プログラムを作成する．そして，②プログラムを

作成したら，③ そのプログラムを提出欄に貼り付けて提

出(submit)する．プログラム提出後，④システムは自動採

点し，結果を返す．最後に，⑤データベースに問題番号，

正解不正解の状態，実行時間，最終日時などを登録する． 

 上記の学習を繰り返し，成績は DB へ記録される，成績

記録から，学習者のプログラミング能力，モチベーション，

全体成績，問題難易度などを可視化し，学習者の学習意欲

を引き出す． 

2.2 システムの外部設計 

 本システムの利用者(ユーザ)を，学習者，教師，管理者

の 3 つに分ける．システムには最初ただ一人の管理者 

root/admin が存在するものとする．管理者はユーザ登録

ができ，教師と学習者をそれぞれ 1 名以上登録していると

仮定する．図 2.2 は開発中の SOJ のトップ画面である．

以下では，学習者，教師，管理者が実行できる操作を述べ

る．  

① 学習者モード

プロファイル設定

問題選択，問題解答・提出，採点結果閲覧

正解プログラムの公開の可否設定

個人成績表示 

全体成績サマリ表示 

図 2.2 SOJ のトップ画面(開発中) 

② 教師モード

学習者モードの全機能 

問題作成 

サンプル入出力の作成・変更・削除

クラス編成(担任学生の設定)

クラスの成績サマリ表示(DL)

③ 管理者モード

教師モードの全機能

ユーザ管理(登録/削除/変更)

2.2.1 学習者モード 

 学習者はシステムにログイン後，問題解答，成績表示

が行える． 

 問題選択 

 プログラミングコンテストでは制限時間が設けられ

ていることが多いが，本システムでは学習を対象とし

てそれは設けていない．個人成績一覧から正解してい

ない問題を選ぶのが一般的である． 

学習者のレベルに応じた問題や苦手分野の問題など

をシステムがAIやデータサイエンスを利用して選択し，

効率の良い学習法は今後の課題として残されている． 

問題解答・提出 

 学習者は，問題選択画面において問題を選択する．問

題解答・提出画面では，問題番号と問題文，サンプルの

入力とそれに対する出力の例がいくつか記述されてい

問題 

正答 

成績 

ユーザ情報

③解答提出

AC 

WA
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る(図 2.3)．現在 C/C++言語のみを採点できるが，将来的

には他言語が選択できるようにしたい．学習者は解答プロ

グラムを作成し，それを解答提出画面の解答欄へ貼り付け，

提出する． 

図 2.3 SOJ の問題出題画面(開発中) 

図 2.4 SOJ の解答提出画面(開発中) 

 その後，SOJ は解答を採点して，以下の結果を判定す

る． 

・正解(Accepted，AC または Correct Answer，CA)

・不正解(Wrong Answer，WA)

・コンパイルエラー(Compile Error, CE)

・実行時エラー(Runtime Error, RE)

・制限時間超過(Time Limit Exceed，TLE)

・記憶制限超過(Memory Limit Exceed, MLE)

個人成績表示 

学習者のプロフィール， 

1) 提出回数，正解回数，得点，順位，レベル(級・段)な

どの累積の成績を表示する 

2) 今回の提出に関して，採点結果(AC，WA，CE，RE,

TLE，MLE)を表示する．AC の場合は，実行時間も表

示する． 

 全体成績サマリ成績表示 

 全学習者の成績サマリを一覧する．サマリ一覧の一

行には，順位，ユーザ名，正解問題数，提出問題数，総

得点などを表示する．この際，問題ごとに付与される得

点(レート)は現在検討中である．得点の付与の仕方とし

ては，問題作成者が得点を(静的に)設定する，その問題

の正解者数等から得点を(動的に)算出する，などが考え

られる．難しい問題ほど高得点になるようにする． 

2.2.2 教師モード 

1 人の教師は，複数の学習者を担任し，クラスを構成

する(担当学生の設定)．また，問題作成が一番負荷のか

かる作業となる． 

クラス編成

 一人の教師が，担当する学生を選択する機能である．

選ばれた学生がクラスを編成する．教師は担当する学

生の学習状況を常に把握しなくてはならないので，そ

れを可視化できる方がよい．また，成績を付与する場合

には，自動的に総得点などを集計できることが望まし

い． 

クラスの成績サマリのダウンロード

クラスの成績サマリを，成績処理などのために加工・

集計したい場合がある．CSV ファイルなどの形式でこ

れらをエクスポートする予定である． 

問題作成 

OJS の採点は，提出されたプログラムに対して，テ

スト入力を読み込ませ，プログラムからの出力を記憶

する．その出力を，あらかじめ用意されたサンプル出力

と比較する．すべてのテスト入力に対する出力がサン

プル出力と一致し，かつ実行時間が制限時間内である

場合に，正答 AC を与えるものとする． 

 OJS の採点法の特徴により，問題作成の要件として

は，入力を読み込んで，結果を出力する仕様にする必要

がある．以下に，問題例をあげる．  

問題 正整数𝑛と 𝑛個の整数𝑎  (1 ≦ 𝑖 ≦ 𝑛) を読み込み，

1 回だけしか現れない整数が何個あるかを出力しなさ

い． 

制約条件：1 ≦ 𝑛 ≦ 10  
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 1 ≦ 𝑎 ≦ 10  (1 ≦ 𝑖 ≦ 𝑛) 

実行制限時間： 1000ms 

例 1．3 個の整数のうち 1 回だけ出現するのは 9 だけであ

るので，正解は 1 である． 
入力 

3 
7 9 7 
出力 
1 

例 2．5 個の整数のうち，8 は 2 回，7 は 3 回出現するの

で，答えは 0 個となる． 
入力 
5 
8 7 7 7 8 
出力 
0 

 問題文に続き，入力データの制約条件や実行制限時間が

記述される．これらは，データ構造を決定するのに必須の

情報である．次に，入出力例があり，学習者はこれにより

問題への理解を深める． 

サンプル入出力の作成・変更・削除

 提出されたプログラムが正しいかどうかを判定するこ

とは計算理論上では不可能な問題である．教師が作成する

正答プログラムやサンプル入出力は，正しいと仮定してい

る．また，OJS では与えられたサンプル入力のすべてに，

制限時間内に出力した内容が，サンプル出力と一致しれば

正解(AC)であると仮定する．すなわち一種のブラックボ

ックステストである．このように仮定を設けても実用上プ

ログラムの正当性を十分に保証できる．

なお，サンプル入力は，(１)特殊なパターン(境界値，１

元，冗長，自明)，(２)制約条件の上限，(３) 一般のテスト

データなどを網羅する．(２)や(３)のケースについては，

乱数などを使ってプログラムで自動生成する． 

3．システム概要 

ここでは SOJ のシステムの開発概要を述べる． 

3.1 システム概要 

 本 SOJ は，学内ネットワークのみからアクセス可能な

１台サーバ―上に実装している．本システムは，主に ① 

インターフェースを担当する PHP コンテナ，② ユーザ情

報，管理情報，問題情報を管理する DB コンテナ，③ プロ

グラムを起動し，正誤を判定する実行コンテナからなる．

①～③は Docker の仮想環境で動作するコンテナとし

て実現されている．したがって，ハードウェアから切り

離され，Docker がインストールされていればどのよう

なリアル OS でも運用が可能である．  

仮想 OS 環境＝コンテナを Web，DB、実行ごとに別々

の OS 上で動作させること． 

① PHP g++， 

Web(Apache) ②DB(mysql) ③ 実行

仮想 OS 環境 仮想 OS 環境 仮想 OS 環境 

Docker 

リアル OS

(a) システム動作環境

(b) システムの処理の流れ

図 3.1 システム概要図 

① PHP コンテナは，Web サーバ上で動作する．管

理者やユーザ(教師と学習者)との窓口となる．ユーザか

らは，プロファイル設定(登録・削除・変更・プロファ

イル確認)や操作要求(ログイン・ログアウト・問題選択・

採点・成績表示・履歴おて表示)などの要求を処理する．

管理者からは，ユーザ情報管理，システム情報管理(DB

管理)，ジャッジ運用(問題と正答データの作成，コンパ

イラ選択，コンパイラ実行，結果表示など)等の要求を

処理する． 

② DB コンテナは，ユーザ情報，管理情報，問題情

報などを管理する．ユーザ情報はプロファイル，提出履

歴，成績などが含まれる．管理情報には，クラス編成，

コンテストの情報などがある．問題情報には，問題集と

その各問題に対する正答データが含まれる．問題は分

野と難易度がつけれるが，難易度は解答正誤履歴を加

① PHP

② DB ③ 実行
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味することが望ましい．問題は，学習者(ユーザ)に理解で

きる言語(日本語や英語)で書かれ，解答されるプログラム

言語に依存しないことが望ましい． 

③ 実行コンテナは，学習者(ユーザ)が解答(プログラム)

提出時に選択した言語処理系へ渡して，実行結果と正答デ

ータと比較して，正誤を判定する．現在選択できる言語処

理系は C/C++コンパイラのみであるが，順次言語処理系

を増やしていく予定である．  

 正答データは，テスト入力(ファイル)とそれに対する正

しい出力が格納されたファイルの複数の集まりである．す

べてのテスト入力に対して，提出プログラムが正しい結果

を出力した場合に，正解と判定する．テスト入力に対して

制限時間内に実行が終わらなければ，その実行を Docker

コンテナ(内の OS)が強制的に打ち切り，「制限時間オーバ

ー」(TLE)を判定する．また，実行中にエラー(例外など)が

発生したときにも，強制的にプロセスを停止し，「実行時

エラー」(RE)と判定する．これらの結果は DB の提出履歴

と成績に反映される． 

 悪意のあるプログラムが入力される恐れがあるので実

行コンテナの実行権限，ファイルアクセス権限は最低に設

定する． 

セキュリティ機能を搭載後に，インターネット上に公開

し，将来的にはグローバル環境の負荷や信頼性に耐えられ

るように，複数台の分散サーバーに移行したい． 

3.2 システムの実行環境 

 SOJ のシステム構成は，2021/2/25 現在以下の通りであ

る． 

【ハードウェア・OS】 

OS: Ubuntsu 18.04.3 LTS (BIONIC BEAVER)， 

(プライベート IPv4 アドレス) 

【ソフトウェア】 

Docker(プロセス管理): 19.03.13 

Apache( Web サーバ): 7.2 

PHP(インターフェース): 7.2.34 

MySQL(データベース)：,8.0.21 - MySQL Community 

Server - GPL 

GCC(コンパイラ): 7.5.0 以上(予定) 

3.2.1 Docker とは 

 Docker とは，コンテナ仮想化によってアプリケーションを

開発・実行するためのオープンソースソフトウェアである．こ

の機能を用いることによって，簡単かつ高速にコンテナを立

ち上げることができ，コンテナを分散することによって，意図

せぬ動作による不具合の影響も軽微に抑えることが可能に

なる．  

3.2.2 Docker-compose とは 

Docker-compose とは，1 つのアプリケーションを複数の

コンテナとして組み合わせて定義するファイルである．これ

を用いて，PHP コンテナ，DB コンテナ，実行コンテナを合

わせて 1 つのアプリケーションとして定義することができる． 

3.2.3 提出プログラムの採点待ちと割り付け 

PHP コンテナに提出されたプログラムは，まず実行コンテ

ナに送られる．実行コンテナに送られた後は，拡張コマンド

task-spooler などを用いてキューに登録し，実行用のプロ

セスが空き次第実行に移す．採点の実行後は、採点の結

果をデータベースに格納しプロセスを終了する． 

 現在は実行用のコンテナが 1 つであり直列での処理にな

っているが，ゆくゆくは 3～5 個程度の実行コンテナを用い

て並列処理を行う予定である．コンテナの状況を見て割り

振りを行う必要があり，課題である． 

3.3 データベースの構成 

データベースのテーブルのうち主なものは，ユーザ管理

用テーブル，問題管理用テーブル，提出結果管理用テー

ブルの 3 つである． 提出結果においては，大量の提出に

よるデータベースの容量不足が危惧されるため，

User_id と Problem_id の組み合わせ 1 つにおいて，正

答かつ最新の提出を保持するものとひとまずは定める． 

表 3.1 ユーザ管理用テーブル 

列名 データ型 説明 
Id Int [主キー]ユーザの id 
Name Varchar(64) ユーザ名
Auth Int ユーザの持つ権限
Pass Varchar(256) パ ス ワ ー ド ( ハ ッ シ ュ

化) 

[Auth について] DB のアクセス権限は以下の順である． 

0 -> 管理者， 1 -> 教師， 2 -> 学習者(学生) 
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表 3.2 問題管理用テーブル 

列名 データ型 説明 
Id Int [主キー]問題の id 
User Int 問題作成ユーザの id 
Title Varchar(64) 問題名 
Time Int 実行時間制限(秒) 
Memory Int 実行メモリ制限(MB) 

表 3.3 提出結果管理用テーブル 

列名 データ型 説明
Id Int [主キー]提出結果の id 
User_id Int 提出ユーザの id 
Problem_id Int 提出問題の id 
Lang Int 言語 
Status Int 実行結果 
Time Int 実行時間 
Memory Int 使用メモリ 
Timestamp Date 提出日時 

4. 運用に向けての計画

現在，SOJ を試作し，基本的な動作を確認している．今

後の運用に向けての計画を述べる．また，運用中の課題を

システムへフィードバックする．

4.1 動作確認(妥当性，負荷テスト)

現状では，①③の動作確認が終わっており，②の一部確

認が終わっている． 

① ユーザ登録，削除，変更など (各種の操作は正しいか)

② 妥当性のテスト：テスト問題，正答データ，提出状況，

正誤判定，制限時間干出，エラー検出，DB の動作は正し

いか？ 負荷情報(Docker) 

③ DB のテスト：

④ 負荷テスト(ユーザ n 名)の場合

4.2 実験(学習効果)の計画

2021 年度からカリキュラム改定により，情報学部のプ

ログラミング導入科目である 1 年後期Ⅱ類必修「プログラ

ミング入門」は，1 年後期Ⅲ類必修「プログラミング概論」

と「プログラミング演習」に移行する．つまり，半期コマ

数は 15 から 30 へ倍増する．このため，「配列」と「関数

の基本」が新たに学習範囲へ加わった． 

 情報学部 1 年生必修科目「プログラミング演習」の國持

担当クラスでは，シラバスに書かれた範囲の問題を十分な

数(150 題程度)用意する．本システムの学習者として，履

修者を登録する．1 回目の授業(ガイダンス)のときに，シ

ステムへアカウントを周知し，使用法を説明する．その際

に，各回の授業ではこの問題範囲を自習するように指示を

出す． 

 初回にはアンケートをとり，プログラミングの経験

の有無などを調査する．8 回目と 15 回目には習熟テス

トとアンケートを実施することにする．習熟テストで

は，可能であれば知識，理解，記述，応用・発展の各能

力を測れる作問をしたい． 

【試行１】モチベーションの観察 

 2 回目以降毎回，提出問題数，正答問題数の記録をと

り，OJS へのモチベーションを観察する．学生には，

直接に OJS のデータが成績と関係するとは伝えない．

この指標は，自学自習に OJS が役立っているかを測る

ものである． 

【試行 2】習熟度へ OJS の寄与 

提出問題数，正答問題数，総得点，レベルなど指標と

習熟度の関係を調べる．また，1 回目の習熟度と 2 回目

の習熟度の差をとる．総得点，レベルなど指標と 2 回

の習熟度テストの差の関係を調べる．この指標は，各レ

ベルの学生についても OJS が役立っているかを測るも

のである． 

【試行 3】成績への寄与 

 提出問題数，正答問題数，総得点，レベルなど指標と

実際の成績標語を比較する．正の相関があるものと予

測する．この指標は，プログラミング作成能力に OJS

が役立っているかを測るものである． 

 できる学生は，本システムでもよい結果を残すこと

は容易に想像がつくので，正の相関になると思われる．

他方，試行２と試行３で，負の相関や無相関であれば，

本システムはプログラミング能力の向上に役に立たな

いか逆効果ということになる． 

 4.3 作問方針と習熟度テスト 

OJS の作問方針について述べる．「プログラミング演

習」の 1 コマ当たり 10 題，半期で 150 題の問題が第 1

目標として想定している．1 つの問題を作成するには，

(プログラミングとオンラインジャッジの経験をもって

いると仮定して) 平均して 1 時間程度はかかるであろ

う．工数としては 150 時間人を見積もる． 
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 問題ファイル 

模範解答

 まず，スタッフの作問手続きの方針を策定し，スタッフ

に理解してもらう必要がある． 

OJS 作問方針 

1 つの問題は，以下のものから構成される． 

(1) 問題ファイル(HTML)，

(2) 模範解答プログラム

(3) 複数個のサンプル入出力

2.2 節で述べたように教師が，問題およびその模範解答

プログラムを作成する．さらにサンプル入力(複数のファ

イル)を用意する．サンプル入力を模範解答プログラムに

読み込せて，サンプル出力(複数のファイル)を生成する．

また，サンプル出力を自動生成するためにスクリプトを作

成する(図 4.1)． 

サンプル入力 サンプル出力(自動生成)

図 4.1 問題作成過程 

 付録 A に「プログラミング演習」の学習項目を示し，そ

れを理解するのに適した問題例を示す．模範解答を記述し，

サンプル入出力を作成する，という手順で作業を行う．

教師の作業をサポートする，作問スタッフを養成するこ

とは必須である．サンプル入力を作成する場合にはできる

だけ自動化を図り，作業効率を上げるのが得策と思われる． 

サポート計画

学習者向けの学習支援については，動画教材をパワーポ

イントで作成し，予復習に活用する．SOJ に掲載された問

題を PDF として配布する． 

5．まとめ 

プログラミングの導入教育に活用するための SOJ を，

ローカル(学内)ネットワーク上に試作した．そして，この

SOJ のシステム概要と教育効果の検証計画を提案した． 

情報学部 1 年後期「プログラミング演習」での運用を目

指している．講義開始前までの課題としては， 

(1) 外部のホスト(専有物理マシンをホスティングす

る，固定 IP)上にシステムを移行する．そのためのセキ

ュリティ対策を強化する必要がある． 

(2) 付録 A で示す問題を作成する．作問スタッフを

確保して，問題，正答プログラム，サンプル入出力を数

百題用意する． 

(3) 習熟度テストとアンケートを制作する．

 また，技術的な課題としては，DB 内のテーブルの型，

PHP と実行コンテナの相互処理，正答データの置き場

(専用コンテナ)などを解決する． 

 将来的には，ユーザの学習状況に応じた最適な問題

を選択するためのAI機能を機械学習を使って実現する

こと，「プログラミング実践演習 2」「実用プログラミン

グ 1，2」レベルの問題を作成すること，他言語(Python，

Java など)のプログラムでも採点できること，負荷が増

した場合に並列処理で負荷分散を図ること，などが挙

げられる． 
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付録 A．「プログラミング演習」の各回の学習項目と

出題例． 

 以下に「プログラミング演習」の授業回毎の問題例を示

す．その他に SPI 試験，小中学校の数学問題集にはプロ

グラミングに活用できる良問が多く，これらを参考にして

問題を作成する． 

第 1 回 ガイダンス 

学習項目：SOJ の説明，アカウント周知 

第 2 回 プログラムの基本構造(4) 

学習項目：変数，入出力(scanf，printf)  

とくに書式文字列，変換指定 

出題例：数字/文字の出力，エコーバック，8/10/16 進数の

変換 

第 3 回 四則演算と演算規則 

学習項目：四則演算，代入演算 

出題例：図形(長さ,面積)，道付き長方形，整数四則演算(時
給×時間，単価×数量，速さ×時間等)，n変数多項式の値，

整除，下位 n 桁の数字，特殊文字の出力，含除原理  

第 4 回 変数と型 

学習項目：データ型，初期化 

出題例：四則演算(割引，割増，公共料金，消費税，摂氏華

氏，温度熱量，BMI，為替計算)，丸め，一次方程式の解，

小数四則，精度(0.1 を 20 桁表示)，本を読み終える日数 

第 5 回 代入，型変換，その他の演算子 

学習項目：代入，型変換 

出題例：大小判定，奇偶判定，消費税，税込みになれない

価格，四捨五入，値の交換 

第 6 回 if 文 

学習項目：if 文, if else 文，等価演算子，関係演算子 

出題例：等価，大小，奇偶，約数，絶対値，床関数，天井

関数，3 変数の最大最小，ツェラーの公式(曜日)，三角/四
角形の判定と分類，直線/円上の n 点の最短訪問時間， 

第 7 回 複雑な条件の設定 

学習項目：論理演算(&&，||，!) 

出題例：うるう年，数の範囲，ｎ変数の等価，ｎ変数の大

小順， 

第８回 switch 文 

学習項目：switch 文, break 文 

出題例：月日数の計算，春夏秋冬の判定，曜日表示， 

第 9 回 for 文の基本 

学習項目：for 文, continue 文 

出題例：総和，累乗，累積和，奇数総和，統計量，素数判

定，時分秒年月日変換，数値積分，虫食い算，積み残し，

多項式の整数零点，条件を満たす数の列挙， 

第 10 回 while 文の基本 

学習項目：while 文 

出題例：Euclid の互除法，近似(Taylor 展開)，Newton 法，

桁数(整数対数)，各桁の数字(和)，複利計算，テキスト処

理，繰返し二乗法，分数計算，約数の個数 

第 11 回 複雑な繰り返し演算 

学習項目：多重ループ 

出題例：描画(直線，三角形)，九九の表，素数判定，虫食

い算，条件を満たす点の列挙 

第 12 回 配列 

学習項目：配列 

出題例： 配列操作(等価，交換，複写，移動，回文)，総和，

線形/二部探索，動的計画法，整列，数列中の数の出現，計

算機幾何学，線形代数(積，消去法，行列式)，鉄道料金，

双六，ボウリングスコア，描画(ヒストグラム)，グラフ

(Union-Find 木，最短経路)，貸借清算，×文字列操作関数 

第 13 回 関数の基本 

学習項目： 関数定義，関数呼出し 

出題例：統計量計算，再帰呼び出し(階乗，二項係数，フィ

ボナッチ数列)，ハッシュ関数，電卓(数式処理)，約束記号 

第 14 回 include と基本ヘッダファイル 

学習項目： 

出題例：数学関数，二次方程式の解， 

第 15 回 総合演習 

学習項目： 

出題例：多角形の求積，丸め誤差(0.1 の加算) 

静岡理工科大学紀要 117






	1.表紙
	Vol.29

	2.目次
	3.英語目次
	4.発刊によせて
	5.論文
	6.大塚
	7
	7.土肥
	8.脇坂
	9.秋山
	10
	10.秋山
	11
	11.本多
	12.谷口
	13.研究ノート
	14.幸谷
	15.江原
	16.小栗
	17.小栗
	18.技術報告資料
	19.崔
	20.レビュー
	21.安
	22
	22.教育関連報告
	23.本井
	24.國持
	白紙
	奥付



