
ISSN 1882-9678 
 

東北職業能力開発大学校 

紀   要 

第 31 号 

2021 年 6 月 

東北職業能力開発大学校 

 

巻頭言  

【研究論文】  

喬橋 憲司 専門意識の醸成における自己効力感 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

狩野 隆志 二次電池の取扱い作業に関する安全テキストの開発と１年後の訓練効果 ・・・・ 7 

松岡 亘，渡邊 翔真，髙橋 康太，千葉 春香，畑中 愛香，松田 雄介，結城 明香里  

 接合金物を用いない木質フレームに設置した木質パネルが面内せん断強度 

性能に及ぼす影響 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

11 

佐竹 重則 乾燥材齢182日までのコンクリートの乾燥収縮率の測定 

－加熱改質フライアッシュを使用したコンクリートの有効性について－ ・・・・・・・ 

 

15 

林 昇吾，松岡 亘，千葉 春香，山田 春  

 竹活性炭を活用した建築材料の開発 

－その１ 竹活性炭における化学物質の吸着性に関する効果－ ・・・・・・・・・・・・

 

19 

【研究速報】  

浅倉 卓也，小林 健，平 和基  

 木造建築継手・仕口加工実習用動画教材の制作  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 
【報告】  

喬橋 憲司，大石 賢，内山 元，先崎 康裕，平田 武誉，本郷 秀明，七種 健一，伊藤 隆志  

 製麺試験用米麺押出機の開発 

－スクリュー搬送による高アミロース米の押出し製麺－ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

27 

村上 光秋 Ｂ級オーディオアンプの製作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 

平井 真登 火力発電機モデルの設計と製作 －コアレス発電機の製作－ ・・・・・・・・・・・・・・ 35 

山川 晃晃 職業能力開発大学校における工学倫理の実施について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39 

星野 政博 くりはら遺産認定委員会参加報告 

－宮城県栗原市商工観光部田園観光課との協働－ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

47 

【総説等】  

川又 政征，成田 龍彦, 昆野 恭介, 伊藤 圭吾  

 与えられた相関係数を有する信号の生成について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55 

橋本 真寿 アカデミックスキル －大学での“学び”について－ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63 

田山 英臣 デジタルファブリケーション －ほしいものをどうやって手に入れる－ ・・・・・・・・・ 67 

伊藤 隆志 単気筒空気エンジンの構造と設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71 

遠藤 裕之，鳥潟 幸男  

 ニホンザリガニ稚ザリ用飼育ボックスの設計・製作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81 



巻 頭 言 

東北職業能力開発大学校紀要は、前身の宮城職業訓練短期大学校にて発刊されて以来、号

をかさね、今回第 31 号を発行するはこびとなりました。本号は、東北能開大および二校の

附属校の各科の教員が行った教育訓練、研究、人材育成、共同研究等の成果に関する投稿を

査読の上採択し、とりまとめたものであり、全 16 編の記事（論文５編、報告５編、速報１

編、総説等５編）が掲載されております。投稿ならびに査読いただいた方々にこころより感

謝いたします。 

本号の編集にあたっては、紀要執筆要領や紀要テンプレートを作成し、投稿原稿として

WORD ファイルおよび PDF を用いてネット経由で投稿・査読・連絡を効率的に行うよう編集

体制を整備しました。また、論文投稿の意義や執筆法のセミナーを開催し、投稿を呼びかけ

ました。これらの活動にたずさわっていただいた今年度紀要編集委員の皆様にふかく感謝

いたします。 

さて、本紀要は、東北能開大および二校の附属校の日々の活動の成果を記録するとともに、

その成果を全国の産業界、ならびに他の職業訓練機関等に広報する役目を担っております

が、それにくわえて、そのときどきの教育訓練体制や関連する社会状況について記録してい

くことも必要だと感じています。最近の話題でいえば、終息が見とおせぬコロナ禍のもとで

の教育訓練、生産ロボットシステムコースの新設、オンライン訓練の開始などについてもか

ならず記録しておくべきものと思います。今後の投稿が期待されます。 

また、本紀要を多くの方々に手にとっていただき、読んでいただくためには、「固い」内

容の記事だけではなく、「柔らかい」内容の記事も必要ではないでしょうか？外部の著者に

よる最近の科学技術に関する招待解説論文、科学技術関連の書籍の紹介、日々の教育訓練に

かかわる随想、学生の活動（就活、日常生活）の記事などが思いうかびます。 

教育訓練の向上・発展のために、東北能開大紀要に関して関係各位からの忌憚のないご意

見と建設的な提案をいただければ幸いです。 

 

                            2021 年６月 
           東北職業能力開発大学校 
                            校長 川又 政征 





【投稿区分】 
 
 区分１：研究論文  
未発表のオリジナルな著述であり、独創性、有用性、新規性があり、完成度の高いもの。 

 
 区分２：研究速報  
「研究論文」に準ずる内容であり、速報性のあるもの。 
次号以降に「研究論文」になる可能性があるもの。 

 
 区分３：報告（卒業制作／共同研究等報告） 
専門課程（1,2年次）の卒業制作（総合制作実習）、応用課程（3,4年次）の卒業制作（開

発課題実習）および企業・団体等との共同研究等で取り組んだ内容に関してまとめたもの。 
 
 区分４：総説等（総説／解説／資料等） 
専門的な内容を、非専門家にも理解できるように幅広く著述したもの、またはその資料等。 
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専専門門意意識識のの醸醸成成ににおおけけるる自自己己効効力力感感  

 
喬橋 憲司 *1 

 
 

Self-efficacy in the fostering professionalism 
  

 TAKAHASHI Kenji*1 
 
 

要要約約  専門意識の醸成における、自己効力感と自己調整を一般性セルフイフィカシー

尺度と自己調整学習方略尺度で測った。専門意識の醸成は６つの課題実習でカリキュ

ラムを構成している。一般性セルフイフィカシー尺度の下位因子「行動の積極性」「失

敗の不安」「能力の自信」をそれぞれ持つとする者の学習方略の活用と、課題実習への

取組について統計的な手法を用いて客観的に検討した。セルフイフィカシー尺度の下

位因子と学習方略、課題実習の取組には特徴的な傾向があること。キャリア・プラン

シートは醸成された専門意識が源となり自己効力感が現れる。  

  

  

11．．  ははじじめめにに  

教育訓練の場において、学生など受講する者が

自らの目的あるいは目標を定めて、それに向かっ

て実習や座学での知識の習得など教育訓練を能動

的かつ持続的に進めていくことで、多くの成果が

生まれてくる。  
小学、中学、高校においてキャリア教育が盛ん

に取り組まれるようになったことで、多くの学生

は高校時代の進路選択時点において、社会の中で

果たしていこうとする自らの役割や立場、自らが

将来活躍したいと考える業種や職種を定める。 
我々指導陣はカリキュラムや校全体で、目標や

目的の達成に向けて支援を行う。この時、学生自

身がその目標に向かって努力と学力のコントロー

ルを自ら活性化していくことで、教育訓練の効果

も高まる。そしてその結果、技能や技術の習得と

就職やその後の活躍など目標が達成される。  

本研究では、この教育訓練における自己効力と

自己調整学習により専門意識の醸成を意図した課

題実習との関係性について考察した。 

  

図図１１  自自己己効効力力向向上上ののササイイククルル  

  

  

  *1 東北職業能力開発大学校 生産機械システム技術科 
Tohoku Polytechnic College 
Department of Production Mechanical Systems Technology   

－1－



 

 

22．．  自自己己効効力力感感  

22..11  自自己己効効力力  

人は行動を起こすとき目標を設定して、その結果

や可能性を予想し、目標を実現するための過程を計

画する。このとき自ら能動的に活動することで、成

果を上げる。自らの能動的な活動の源が自己効力で

ある。従って、その活用範囲は教育の場だけではな

く、医療における認知行動療法、喫煙行動のセルフ

コントロール、ウェイト・コントロール、職業カウ

ンセリングなど様々の分野になり、それら分野にお

いて自己効力の効果が研究されている。 
自己効力は社会的学習理論の中で自らが遂行し

たい目標に対して、必要な行動をどの程度できるか

という「自己遂行可能感」1)である。 
 この自己効力感 1)について東條、板野は次のよう

に言っている。人は目標を達成するため行動を起こ

すが、このとき「効力の予期」と「結果の予期」を

行い遂行の可能性を判断して行動に移る。その可能

性を高めるものが「自己効力感」である。この「自

己効力感」は人格の一部として現れてるが、自然発

生的に生じてくるものではなく、①自ら行うこと

（遂行行動の達成）②他人の行為を観察すること

（代理的経験）③自己教示や他者からの説得的な暗

示（言語的説得）④生理的な反応の変化を体験する

こと（情動的喚起）、により個人自らが作り出すもの

である。 
 Bandura2)は、自己効力感のレベルと高さを変え

たときの行動の変化の理論について研究した。その

中で、認知された自己効力感は様々な状況の中での

克服努力と持続性を高める働きがあること。また、

それが認知されたときに積極的な努力と課題への

取組み、最終的な成功に期待する度合いが高くなる

行動特性を持つことを明らかにした。この自己効力

による継続的な努力によりパフォーマンスが高ま

ることを明らかにしている。 
 この自己効力感には、能力の向上とキャリア形成

に影響を及ぼす。李は自己効力感と学習方略の関係

について調べ、その差があることを示している 3)。

また、その結果創造性にも影響することを示した。

宮嶋は自己効力感と将来展望について研究した。そ

の中で、自己効力感が達成動機を強め未来を信頼し

つつ構想し、積極的に行動を起こす傾向があると、

キャリア形成力との関係について示した 4)。 
このように自己効力感は自己調整の源であり、学

習期間においては、課題の達成などによりまたさら

にそれを高める。この好循環によって自己効力感は

さらに高まる。先行研究を参考に、支援、指導でキ

ャリア形成に関わり、学生の自己効力を向上させる

ためのサイクルを図に示した。（図１） 
 
22..22  専専門門意意識識のの醸醸成成  

自己効力感を教育訓練の場面で考えた場合、自己

効力は多くの実習や授業の中、就職活動など幅広い

場面での発揮が期待される。学生はカリキュラムの

中で培っていく技能や技術、科学的、技術的な知識

を獲得する教育訓練を受ける。そしてその先の目標

である「就職」や「開かれた将来展望」を考えるた

めの自己効力感を高める。その結果もたらされるも

のは「専門意識の醸成」である 5)。 
 この醸成された専門意識はキャリア・プランシー

ト（学卒者用ジョブカード）の記述内容に現れる。

学生は、このキャリア・プランシートの作成を通じ

「仕事理解」「自分理解」「方策の検討」を考えて記

述する。学生はこれまでの経験、習得した技能、技

術、自らの価値観、自らの強みや弱み、今後の行動

など、個人がこれまで醸成してきた意識を記述する。 
 
33..  自自己己調調整整のの尺尺度度  

33..11  自自己己調調整整課課題題実実習習  

 表 1 に応用課程１年次に行う「職業能力開発体系

論」の授業で実施した課題実習及び実習形態を示す。

醸成された専門意識を源にキャリア・プランシート

の記述など６つの課題を実習する。 

キャリア・プランシートの第１面、第２面は得意

科目など技能・技術のテクニカルな面が中心となる

アンカーの記述である。キャリア・プランシート第

３面は価値観から将来の働き方など職業生活に関

わるアンカーの記述である。この内容と課題実習に

関連性を持たせた。「職業能力開発体系図を使った

仕事理解課題実習」は第３面の記述項目全てに関連

する。「価値観、職業観レポート」は第３面の「価値

観、興味、関心事項等」と関連する。「会社情報調査

－2－



 

 

レポート作成課題実習」は「将来取り組みたい仕事

や働き方等」と関連する。「自己理解課題実習」は

「強み等」と関連する。表の順序で課題実習を実施

し、キャリアについて考える６つの課題実習につい

て効果的な順に１位から６位まで順位付ける。この

アンケートは、授業の最終日に生産機械システム技

術科１年生に実施した。 
 

33..22  自自己己効効力力感感尺尺度度  

表２に一般性セルフイフィカシー尺度を示す。 

自己効力は自己効力感尺度で測る。この自己効

力感尺度は、様々な状況における個人の行動に影

響する一般性セルフイフィカシー尺度 6)と、特定

の場面において発揮される特性的自己効力感尺度

7)がある。 
今回の研究はキャリア・プランシートの作成を最

終課題とした授業科目「職業能力開発体系論」と関

連付けて行った。その中で「自分理解」「仕事理解」

の記述、交流分析による自分理解、体系図を使った

演習など６つの実習、演習を経たのちに「専門意識

醸成」を記述することから、様々な状況下において

発揮する一般性セルフイフィカシー尺度を使用した。 

一般性セルフイフィカシー尺度は板野・坂野が作

成した尺度で、下位尺度は「行動の積極性」「失敗に

対する不安」「能力の社会的位置づけ」で、合計１６

項目の質問からなる。この尺度の信頼性係数は 0.84
と高い値を示している。 

 

33..33  自自己己調調整整学学習習尺尺度度  

 自己調整学習は「動機づけ」と「目標設定」を行

い、「認知的方略」「プランニング方略」「モニタリ

ング方略」により継続的に学習を進める一連の活動

である。自己効力はそれが認知されたときに積極的

な努力と課題への取組がなされることから 2)、認知

の側面に焦点をあてて作成された自己調整学習方略

尺度 8)を用いた。表３に自己調整方略尺度を示す。 

 この尺度は畑野・及川・半澤が作成した尺度で、

下位尺度は「動機づけ調整方略」「認知調整方略」

「行動調整方略」「情緒調整方略」で合計２０項目

の質問からなる。４つの下位尺度の信頼性係数は

0.740～0.836 と高い値を示している。 

表表１１  課課題題実実習習及及びび実実習習形形態態  

 

表表２２  一一般般性性セセルルフフイイフフィィカカシシーー尺尺度度 

 

  

表表３３  自自己己調調整整学学習習方方略略尺尺度度  

 

質　　　問
動動機機づづけけ調調整整方方略略

12 授業中に退屈したとき、頑張って集中する

14 授業課題に興味が無くなった時、集中するように努力する

15 授業中に思考がぼんやりし始めた時、集中するように努力する

20 授業内容に興味が無くても、内容を理解するように努力する

認認知知調調整整方方略略

3 授業中にこれまでの理解内容を確認する

4 授業で理解すべき内容を考える

18 授業課題によって取り組み方を考え直す

1 授業中に内容を十分に理解できなかった時、後で理解しなおす

6 授業を受ける前に以前の内容を覚えているか確かめる

9 授業で新しい内容を学ぶ前に、事前にその内容について大まかな理解をしておく

10 授業内容に合わせて、学習方法を考え直す

13 授業を受ける前にこれから学ぶ内容を考える

行行動動調調整整方方略略

2 一週間の学習の予定を立てて行動する

7 試験の前には計画をたてて取り組む

11 学習するとき学習時間を決めて取り組む

16 自分のできる範囲を計画して学習する

19 時間を決めて学習課題に取り組む

情情緒緒調調整整方方略略

5 物事がうまくいくかどうか不安に感じた時、大丈夫だと自分自身に言う。

8 事態の悪化を考えすぎないようにする

17 自分が考えていたより物事が悪くなりそうでも、心配しすぎないようにする

価値観、職業観レポート作成課題実習

会社情報調査レポート作成課題実習

自己理解課題実習Ⅰ（ＯＫグラム）

自己理解課題実習Ⅱ（エゴグラム）

醸成された専門意識の記述（キャリアプランシート作成）

個人

個人・グループ

個人

個人

課課題題実実習習 実実習習形形態態

グループ・個人

個人

職業能力開発体系図による仕事理解課題実習
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44..  自自己己調調整整のの相相互互関関係係  

44..11  倫倫理理的的配配慮慮  

 データ採取およびキャリア・プランシート第３面

の提供にあたっては、被験者となる学生に対して研

究においてのみの使用とし、他の目的で使用しない

こと、個人が特定されない形でデータとすることを

明記した承諾書を作成しで承諾を得た。また、それ

をアンケート用紙にも明記し、口頭の説明も行い、

データを採取した。 

 

44..22  ロロジジスステティィッッククデデーータタ化化のの方方法法  

統計計算に使うデータ化の方法について述べる。

「一般性セルフイフィカシー尺度」「自己調整方略学

習尺度」は「はい」「いいえ」の２択のアンケートに

回答させ、下位尺度別に各個人の「はい」と回答し

た個数をデータとした。「課題実習の順位」は１位か

ら６位までの順位付けたアンケートを採取した。４

位までを主観的に有効と学生が考えた課題実習であ

るとし、１位から４位を「１」、５位、６位を「０」

の０／１のロジスティックデータとした。分布に傾

向がみられなかった価値観職業観レポート作成課題

実習は３位までを「１」とした。 

 

44..33  自自己己調調整整学学習習とと一一般般性性セセルルフフイイフフィィカカシシーー尺尺度度のの

関関係係  

表４に自己調整学習と一般性セルフイフィカシー

尺度の相関関係を示す。 

自己調整方略学習の下位尺度について Shapiro-
Wilk 検定を行った。「動機づけ方略」（P=0.003）「認

知調整方略」(P=0.014)「情緒調整方略」(P=0.008)に
ついて正規性が認められなかったため、Spearman
順位相関係数で相関関係を算出した。 

「認知調整方略」と「行動の積極性」の相関係数

は ρ=0.501、「情緒調整方略」と「失敗の不安」の相

関係数は ρ＝0.329 であり、弱いから中低度の正の相

関がみられた。「行動調整方略」と「能力の自信」の

相関係数は ρ=0.222 であり、弱い正の相関がみられ

た。「認知調整方略」と「失敗の不安」の相関係数は

ρ＝-0.458、「情緒調整方略」と「能力の自信」の相関

係数は ρ＝-0.379 と弱いから中程度の相関関係がみ

られた。これらを除く自己調整学習方略尺度と、一

般性セルフイフィカシー尺度の下位尺度の間には相

関関係は見られなかった。 
 

44..44  課課題題実実習習とと一一般般性性セセルルフフイイフフィィカカシシーー尺尺度度のの関関係係  

表５に課題実習と一般性セルフイフィカシー尺度

の関係を示す。 

目的変数（課題実習）と因子（一般性セルフイフ

ィカシー尺度の下位因子）の間の確率（Ｐ値）は

ロジスティック回帰分析で算出した。 

「行動の積極性」と「自己理解課題実習Ⅱ」

(P=0.77)、「醸成された専門意識の記述」(P=0.717)

は中程度の確率の関係性を示した。 

「失敗の不安」と「職業能力開発体系図による仕

事課題実習」(P=0.971)は高い関係性の確率を示し

た。「失敗の不安」と「価値観、職業観レポート作成

課題実習」(P=0.749)で中程度の確率の関係性を示

した。「失敗の不安」と「自己理解課題実習Ⅰ」

(P=0.587)で低い確率で関係性が示された。 

「能力の自信」と「価値観、職業観レポート作成

課題実習」（P=0.562）で低い確率で関係性が示され

た。「能力の自信」と「醸成された専門意識の記述」

（P=0.521）で低い確率で関係性が示された。 

表表４４  自自己己調調整整学学習習方方略略とと一一般般性性セセルルフフイイフフィィカカシシーー尺尺度度のの関関係係  

 
 

行動の積極性 失敗の不安 能力の自信
相関係数（P値） 相関係数（P値） 相関係数（P値）

0.045（0.874） -0.297（0.282） 0.099（0.723）
0.501（0.057） -0.458（0.086） -0.054（0.848）
0.062（0.826） 0.032（0.909） 0.222（0.427）

-0.174（0.174） 0.329（0.231） -0.379（0.164）

一般性セルフイフィカシー尺度　

自己
調整
学習
方略
尺度

下
位
因
子

動機づけ方略

認知調整方略

行動調整方略

情緒調整方略
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44..55  課課題題実実習習とと自自己己調調整整学学習習方方略略のの関関係係  

表６に課題実習と自己調整学習方略の関係示す。 

「動機づけ調整方略」と「職業能力開発体系図に

よる仕事理解課題実習」（P=0.85）は高い関係性の確

率を示した。 

「認知調整方略」と「価値観、職業観レポート作

成課題実習」（P=0.708）は中程度関係性の確立を示

した。 

「行動調整方略」と「自己理解課題実習Ⅰ」

（P=0.869）は高い確率で関係性が示された。「行動

調整方略」と「自己理解課題実習Ⅱ」（P=0.75）は中

程度の確率の関係性を示した。 

「情緒調整方略」と「職業能力開発体系図による

仕事理解課題実習」（P=0.937）、「価値観、職業観レ

ポート作成課題実習」（P=0.852）、「会社情報調査レ

ポート作成課題実習」（P=0.912）は高い関係性の確

立を示した。「情緒調整方略」と「醸成された専門意 

識の記述」（P=0.685）は中程度の確率の関係性を示

した。 

 

55．．考考察察  

一般性セルフイフィカシー尺度と自己調整方略学

習尺度、課題実習について考察する。 

「行動の積極性」がある者は「認知調整方略」を課

題実習において活用している。「情緒調整方略」を活

用することは少ない。課題実習では「価値観、職業

観レポート作成課題実習」「醸成された専門意識の

記述」（キャリア・プランシート作成）の個人の価値

観や仕事観を積極的に記述する課題と将来展望な

どキャリアを記述する形式の課題実習を効果的と

考えている。従って、「行動の積極性」がある者は、

専門意識の醸成が進んでいる。しかし「行動調整方

略」の活用は低い。これは教材や進め方を統一して

いた為、その場面が少なかったと考えられる。グル

表表５５  課課題題実実習習とと一一般般性性セセルルフフイイフフィィカカシシーー尺尺度度のの関関係係性性確確率率一一覧覧  

  

＊のデータは３位までを「１」としてデータで算出した結果

  

表表６６  課課題題実実習習とと自自己己調調整整学学習習方方略略のの関関係係性性確確率率一一覧覧  

  

＊のデータは３位までを「１」としてデータで算出した結果

  

行動の積極性 失敗の不安 能力の自信

Ｐ値 Ｐ値 Ｐ値

職業能力開発体系図による仕事理解課題実習 0.415 0.971 0.221
価値観、職業観レポート作成課題実習 0.243* 0.749* 0.562*
会社情報調査レポート作成課題実習 0.149 0.185 0.224
自己理解課題実習Ⅰ 0.060 0.587 0.144
自己理解課題実習Ⅱ 0.770 0.138 0.276
醸成された専門意識の記述 0.717 0.434 0.521

一般性セルフイフィカシー尺度

課
題
実
習

動機づけ調整方略 認知調整方略 行動調整方略 情緒調整方略

Ｐ値 Ｐ値 Ｐ値 Ｐ値

職業能力開発体系図による仕事理解課題実習 0.850 0.245 0.237 0.937
価値観、職業観レポート作成課題実習 0.253* 0.708* 0.344* 0.852*
会社情報調査レポート作成課題実習 0.381 0.225 0.261 0.912
自己理解課題実習Ⅰ 0.295 0.053 0.869 0.409
自己理解課題実習Ⅱ 0.486 0.115 0.750 0.487
醸成された専門意識の記述 0.191 0.450 0.381 0.685

自己調整方略学習尺度

課
題
実
習
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ープ課題でリーダー性を発揮することで今後高め

られると考えられる。 

「失敗の不安」があるものは課題実習において「情

緒調整方略」を活用し、「動機づけ方略」「認知調整

方略」を活用することは少ない。 

自らの不安の要因を除去するために情緒の調整を

行う。６つの課題の中で「職業能力開発体系図によ

る仕事理解」と「会社情報調査レポート作成課題実

習」の順位の関係性確率が高い。これは業務や職務

に対する理解不足が大きな要因で認知調整が効果

的に実行できないことを示している。また、専門意

識の醸成において、職務や業務など「仕事理解」が

「自分理解」の課題を優先している。しかし「自分

理解」を行う課題実習が他の因子と比較して際立っ

て低いわけではない。専門意識の醸成において、「仕

事理解」の場面で積極的に介入することが専門意識

の醸成に効果的であることを示している。 

「能力の自信」がある者は実習において「情緒調整

方略」を活用することは少なく「行動調整方略」を

活用する。課題実習の中では「醸成された専門意識

の記述」「価値観、職業観レポート作成課題実習」の

順位が高い。仕事に対する理解が進んでおり、専門

意識を醸成している。「行動調整方略」と「自己理解

課題実習」の間で高い確率の関係性がある。従って、

専門意識の醸成では自己理解と関係する「自分の強

み」に客観性をもたせることが効果的であると考え

られる。 

「能力の自信」がある者と「失敗の不安」がある

者は「認知調整方略」と「情緒調整方略」の使用に

対称性がある。「能力の自信」がある者は積極的に認

知の調整を行うのに対し、「失敗の不安」がある者は

情緒の醸成を行う。将来の記述はこれまで培ってき

た専門意識が自己効力感として現れる。そして何れ

の者ともに仕事をする目的と自分が大事にしたい

価値観、職業能力と仕事や働き方との関係について

考える時間が有効であったと考えている。 

 

66．．ままととめめ  

 自己効力感を一般性セルフイフィカシー尺度で

測り、自己調整学習と専門意識を醸成する過程につ

いて検討した結果、次の結論を得た。 

① 「行動の積極性」がある者は、専門意識の醸成

が進んでいる。グループ課題でリーダー性の発

揮が効果的である。 

② 「失敗の不安」がある者は「仕事理解」に不足

感がある。職業能力開発体系図を活用した課題

実習で積極的に介入することが効果的である。 

③ 「能力の自信」がある者は、仕事に対する理解

が進んでいる。「自分の強み」に客観性をもたせ

る課題実習が効果的である。 

④ 一般性セルフイフィカシー尺度の観点から観

察することで専門意識の醸成を効果的に進め

られる。 

⑤ 将来の記述はこれまで培ってきた専門意識を

源とした自己効力感が現れる。 

⑥ 価値観、職業観を考える時間は重要である。 

今後は自己効力の源である専門意識について職業

観などの面から検討したい。 
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二二次次電電池池のの取取扱扱いい作作業業にに関関すするる  

安安全全テテキキスストトのの開開発発とと１１年年後後のの訓訓練練効効果果  

 
狩野  隆志 *1 

 
 

Development of Material for Safety Education on Handing 
Rechargeable Batteries and Effect after One Year Training 

  
KANO Takashi*1 

 
 

要要約約  充電と放電をすることが出来る二次電池は、自動車、スマートフォン、ロボッ

トなどに用いられている。近年の利用拡大に伴い、事故も増加傾向にある。職業能力

開発大学校においても二次電池を取り扱う機会が増えており、ヒヤリ・ハットの事例

が見られた。一方で、市販されている安全テキストおよび電池の専門書では取り扱い

方に詳述しているものは見当たらなかった。そこで、災害防止および減災に寄与する

ために、二次電池の火災および爆発のインパクトある映像も収めた実践的な安全テキ

ストを開発した。本安全テキストの有用性は、安全教育の好評価ならびに 1 年間の製

作課題である開発課題の製作過程に反映されたことから明らかにしている。  

 

11..  ははじじめめにに  

二次電池とは、充電と放電が出来る電池のことで

あり、自動車、スマートフォン、ロボットなど様々

な製品の電源として使われている。近年の利用拡大

に伴い、事故が増加傾向にあり、注意喚起がされて

いる 1)。 
図１に示すように、職業能力開発大学校の実習に

おいても、二次電池をよく利用しており、最近の傾

向では、エネルギー密度の高いリチウムイオン蓄電

池を取り扱う機会が増えている。 
実習では、制作物を作る経験を通じて技術・技能

を身に付けていくが、その過程において、どうして

も失敗が起きてしまう。近年の二次電池はエネルギ

ーを高密度に有するために、失敗の先に、火災によ

る火傷、電解質（強アルカリ、強酸）による怪我と

*1 東北職業能力開発大学校 生産電気システム技術科 
Tohoku Polytechnic College 
Department of Production Electrical Systems Technology 

図図 11  本本 開開 発発 のの背背 景景 おおよよびび内内 容容   
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いう重大事故に繋がりかねない。そこで、①ヒヤリ・

ハット・キガカリ調査、②調査結果を解析、事例を

抽出、③調査結果を活かした安全テキストの作成、

④受講者へのフィードバック を考えた。作成する

テキストでは、二次電池の特性、リスク低減措置の

検討、準備する教材（保護回路、保護具、事故後の

処理など）、および作業手順を明確にした。 
本テキストの有用性は、安全教育における受講前

後の確認テストの結果、および授業評価アンケート

による評価、ならびに、1 年間の製作課題である開

発課題の製作過程における訓練効果から明らかに

している。 
 

22..  職職業業能能力力開開発発大大学学校校ににおおけけるる二二次次電電池池

ののヒヒヤヤリリ・・ハハッットト・・キキガガカカリリ調調査査  

職業能力開発大学校の指導員の協力をもとに、二

次電池を取り扱った際のヒヤリ・ハット・キガカリ

案件をまとめた。その抜粋を表１に示す。ヒヤリ・

ハットとは、重大な事故に至らない事例を言い、キ

ガカリとは、危険であると考える事例である。事例

では、ショート（短絡）が 11 件、過充電が 3 件、

配線の過熱 2 件、その他 4 件の順に多かった。授業

科目では総合制作および開発課題の事例が 15 件、

標準課題 3 件、サークル 1 件、イベント 1 件の順で

あった。幸いにもこれまでに大きな事故は発生して

いないが、ハインリッヒの法則 2)を考えれば、リス

クを除去または低減しなければ、重大事故発生の恐

れがある。 

33..  リリススククのの見見積積りりおおよよびびリリススクク低低減減措措置置  

バッテリー交換作業のある自動車整備業のリス

クアセスメント 3)を参考に、リスクの見積りを行っ

た。抜粋したものを表 2 に示す。ショートおよび過

電流のケースが、もっとも高いリスクポイント（合

計点数）になった。全ての事例がリスクⅣ「直ちに

改善」となり、二次電池を取り扱う作業には、リス

クが潜んでいることが示された。 
このため、全ての事例に対してリスクを低減する

措置を、表 2 の①～④の順に検討した。 

44..  安安全全テテキキスストトのの作作成成  

テキストの項目と時間配分を表 3 に示す。本テキ

ストの最も特徴的な項目は、「2. 二次電池の危険疑

似体験」である（図 2）。ショートおよび過充電時に

おける制御弁式鉛蓄電池、ニッケル水素蓄電池、リ

チウムポリマー蓄電池の壊れ方を示し、危険性や対

策が異なることを強く意識出来るようにした。危険

疑似体験の時間 60 分では、最もインパクトのある

リチウムポリマー蓄電池のショートおよび過充電

の体験を想定した。実施方法は参考文献 4)に詳述し

ているので、映像と同じ実体験は再現できる。 
表 3 の項目 5 および 6 の保護では、失敗がないよ

うに、市販の保護装置を接続するシンプルな回路構

成をまずは示した（図 3）。項目 7 では、夜間や外出

中の充電禁止という作業規則の徹底とともに、充電

や放電時の適正な電流値を把握できるように、C レ

ート（It レート）の計算例を示した（図 4）。項目 13
の準備品では、学生が「リスク低減措置は知ってい

表表 11  ヒヒヤヤリリ・・ハハッットト・・キキガガカカリリ調調査査（（抜抜粋粋））  

 

1 総合制作 実習場
ロボットの基板の製作に失敗して、基板がショートした。
ヒューズを入れていなかったので、7.2Vニカドバッテリー
のビニルパックが燃えて、部屋に煙が充満した。

7 開発課題 実習場

ロボット用のリチウムポリマー蓄電池を使うのに、使い方
が分からず、テスターでバランスのコネクタを調べていた
ところ、ショートし、バンっと言う爆発音とともに、1セルが
使えなくなった。

9 標準課題 実習場
12V鉛蓄電池を2つ直列にして電動車両の電源にしてい
る。充電のために１つの鉛蓄電池を外す際に、配線が端
子あたっていて、ショートした。被覆が溶けた。

10 サークル 実習場
自立型ロボットのリチウムポリマー電池の端子を交換中
に、＋－の配線をペンチで切ってショートさせた。ペンチ
が溶けた。

1 総合制作 ホテル

エコラン前夜、鉛蓄電池に充電しながら、学生が寝てい
た。ガス流出、膨張しグツグツ沸騰していた。安定化電
源でタイムを計って充電していた。設定ミスが原因かもし
れない。

2 総合制作 学生寮

ニッケル水素単３充電池パックに通常の充電から、エコラ
ン大会のために、さらに追い充電をかけた。追い充電の
電流値が高すぎて、電池が破裂し液が漏れた。充電中
は留守にしていた。

3 開発課題 展示場
鉛蓄電池の充電中に破裂（爆発）し煙が出た。安定化電
源でタイムを計って充電していた。設定ミスが原因かもし
れない。

過
充

電
シ

ョ
ー

ト

表表 22  リリススククのの見見積積りり（（抜抜粋粋））  

リスク見積り 「頻度」，「可能性」，「重篤度」による「加算方式」  
リリススクク  合合計計点点数数  優優先先度度  
Ⅳ   12～20   直ちに改善 
Ⅲ    9～11    速やかに改善 
Ⅱ     6～ 8    計画的に改善 
Ⅰ     5 以下   必要に応じて改善 

頻
度

可
能
性

重
篤
度

合
計
点
数

リ
ス
ク

頻
度

可
能
性

重
篤
度

合
計
点
数

リ
ス
ク

ショート
No.1～11

・爆発して怪我をする
・燃えて火傷をする
・火花が目に入って失明をする
・火花で火傷をする

4 6 10 20 Ⅳ

①コネクタ接続
②保護回路の設置（ブレーカ、ヒューズな
ど）
③端子を絶縁（絶縁テープ、絶縁キャップ）
③工具類を絶縁（ドライバー、テスタなど）
③通電の確認（検電器、テスタ）
③消火器の準備
③希硫酸の中和剤の準備（鉛蓄電池）
④保護具の装着（手袋、保護メガネ、作業
服）

1 4 3 8 Ⅱ

過充電
No.1～3

・就寝時に火災が発生し死亡事故
になる
・爆発して怪我をする

4 6 10 20 Ⅳ

②専用の充電器を使用
③充電器の設定値を2人で確認
③蓄電池の温度確認
③不在時、就寝中の充電の禁止
③延焼防止の措置
③消火器の準備
③希硫酸の中和剤の準備（鉛蓄電池）

1 4 3 8 Ⅱ

リスク見積り
（対策後）

事例
No.

危険性又は有害性により発生のお
それのある災害

リスク見積り
（対策前） リスクの低減措置

①危険性の除去・低減
②工学的対策
③管理的対策
④個人用保護具の使用
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るが制作費がないから、注意して作業すれば大丈夫

だろう」という思いに至らないように、予算確保の

観点から、安全の教材と価格を示した。 
 

55..  安安全全教教育育のの実実施施おおよよびび評評価価  

2019 年 12 月 4 日 3、4時限目を用いて、本安全テ

キストを用いた安全教育を、東北職業能力開発大学

校 応用課程 生産電気システム技術科1年生22名

に行った。 

表 4 に習得度の測定結果を示す。受講前の習得度

における「はい、どちらかと言えばはい」の割合で

は、「発熱からの保護」が 27.3%、「事故後の処理」

が 36.4%と低かったが、受講後には 100%となった。 

表 5 に確認テストの結果を示す。受講前の確認テ

ストの正答率では、C レート（It レート）のアンペ

ア換算 4.5%、電線の許容電流 13.6%と低かったが、

受講後には上昇した。 

授業評価アンケートも好評価であったことから、

安全教育における本テキストの有用性が示された。 

表表 33  本本テテキキスストトのの項項目目とと時時間間配配分分  

 

 

 

図図 22  二二次次電電池池のの危危険険疑疑似似体体験験（（テテキキスストト抜抜粋粋））  

  

 
図図 33  二二次次電電池池のの過過電電流流保保護護（（テテキキスストト抜抜粋粋））  

項目 時間

1.はじめに 5分

2.二次電池の危険疑似体験 60分

3.リチウムイオン電池の事故 15分

4.二次電池のヒヤリ・ハット・キガカリ調査 15分

5.二次電池の過電流保護 10分

6.二次電池の発熱保護 10分

7.二次電池の充電方法 5分

8.実験の進め方 5分

9.回路の電圧、電流、抵抗測定 5分

10.端子、工具の絶縁 5分

11.二次電池の適切な保管 5分

12.事故後の処理 5分

13.二次電池の安全に付随する準備品チェックリスト 5分

表表 44  習習得得度度のの測測定定結結果果  

受講前 受講後

１．二次電池を過電流から保護する方法が分かる 50.0 100

２．二次電池を発熱から保護する方法が分かる 27.3 100

３．二次電池の充電方法が分かる 40.9 100

４．回路の電圧、電流、抵抗を測定する方法が分かる 81.8 100

５．安定化電源を用いた安全な実験手順が分かる 59.1 100

６．端子、工具を絶縁する方法が分かる 63.6 100

７．感電、火花から身を守る保護具が分かる 59.1 100

８．二次電池を適切に保管する方法が分かる 40.9 100

９．事故後の処理が分かる 36.4 100

１０．実習場の消火器および水道の場所が分かる 40.9 95.5

はい、どちらかと言えばはいの割合[%]

 
図図 44  二二次次電電池池のの充充電電方方法法（（テテキキスストト抜抜粋粋））  

７７．．二二次次電電池池のの充充電電方方法法

電電池池のの放放電電容容量量ととCCレレーートト（（IIttレレーートト））ににつついいてて

電池の放電容量とは、電流×時間のことです。

例えば、２Aで２時間(h)使った場合、２×２＝４[Ah] となります。

Cレート（Itレート）とは、理論的な放電容量を１時間で完全に放電（また
は充電）させる電流の大きさを１C（1 It）と定義しています。

例えば、電池の容量が2000mAhだとしたら、1Cは2000mAとなります。
1/10Cは、200mAh

急速充電の電流１C以下で、充電時間の目安は1時間となります。

電池を劣化させる恐れがあるので、一般には普通充電1/10Cで、10数時間か
けて充電します。

24
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66..  １１年年後後のの訓訓練練効効果果  

本安全テキストによる安全教育を行った学生が 2

年生となり開発課題に取り組んだ。開発課題には 6

テーマあり、その中の 2 テーマ A-2「買い物アシス

ト付き電動歩行器の製作」、B-3「ソーラーパネル異

常発見ロボットの開発」が二次電池を用いた。 

図 5 にそれぞれが用いた二次電池を示す。選定し

た二次電池は、表 6 に示す仕様となり、どちらのテ

ーマも、電圧・容量、サイズ、重さからエネルギー密

度の高いリチウムイオン蓄電池を選定した。 

2021 年 3月 5日に 2つのテーマの学生から二次電

池の取扱い作業に関する安全対策について聞き取り

調査を実施し、表 7 にまとめた。どちらのテーマも

設計および作業において安全対策がなされており、

とくにテーマ B-3 では過電流検出、データロガーに

よる電圧・電流・速度の記録、電池の残量検出まで

行っていた。これらのことから、本テキストによる

安全教育の効果が持続していることが示された。し

かし、通電の実験において手袋をしなかったとの回

答には、今後の周知徹底が求められる。 

77..  おおわわりりにに  

本論文では、二次電池の取扱い作業に関する実践

的な安全テキストを開発し、安全教育を実施および

1 年後の訓練効果から、本テキストの有用性を示し

た。 

本テキストは、二次電池の危険疑似体験によるイ

ンパクトある「映像」や「実体験」、ならびに安全対

策がまとめられている。安全意識の持続と、安全対

策の確認によって、事故なく開発課題が進められた

のは最大の成果である。 
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表表 55  確確認認テテスストトのの結結果果  

 

出題項目 受講前 受講後

1 過電流保護 81.8 77.3

2
電池の容量
（電流×時間）

68.2 95.5

3 充電電流（Cレート） 4.5 77.3

4 電線の許容電流 13.6 95.5

5 難燃性素材 63.6 77.3

正答率[%]

    

          ((aa))テテーーママ AA--22                          ((bb))テテーーママ BB--33  

図図 55  開開発発課課題題ににおおけけるる二二次次電電池池  

  

表表 66  二二次次電電池池のの仕仕様様  

テーマA-2 テーマB-3

種類 リチウムイオン リン酸鉄リチウムイオン

メーカ・型番 マキタ(日本) BL1860B O'Cell(中国) IFM24-200E2

電圧・容量 18V、6Ah 25.6V、20Ah

サイズ 208 × 79 × 149 mm 195×129×182mm

重量 0.66kg 約5.5kg

保護回路 内蔵 内蔵

価格 約2万円 約6万円

表表 77  二二次次電電池池のの取取扱扱いい作作業業にに関関すするる安安全全対対策策  

  

テーマA-2 テーマB-3

過電流保護
・過電流遮断器
・モータドライバ内蔵

・電流センサによる過電流検出
・過電流遮断器
・モータドライバ内蔵

発熱保護 ・モータドライバ内蔵 ・モータドライバ内蔵

充電方法
・専用の充電器
・実習中に充電

・専用の充電器
・実習中に充電

測定方法
・クランプ電流計
・テスタ

・電流センサからマイコンに取り込み
・データロガーからディスプレイに表示

実験手順
・実験成功まで安定化電源を使用
・動力系は電気科のみ配線

・実験成功まで安定化電源を使用
・動力系は電気科のみ配線

端子、工具の絶縁
・端子は絶縁テープ
 またはキャップで絶縁

・端子は絶縁テープ
 またはキャップで絶縁

保護具 ・通電の実験で手袋を未着用 ・通電の実験で手袋を未着用

二次電池の保管
・内蔵の残量表示を元に充電
・端子の絶縁

・製作した残量表示を元に充電
・端子の絶縁
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接接合合金金物物をを用用いいなないい木木質質フフレレーームムにに設設置置ししたた  

木木質質パパネネルルがが面面内内せせんん断断強強度度性性能能にに及及ぼぼすす影影響響  
 

松岡  亘 *1，渡邊  翔真 *1，髙橋  康太 *1，千葉  春香 *1 
畑中  愛香 *1，松田  雄介 *1，結城  明香里 *1 

 
 
Effect of Wood Panel installed on a Wood Frame without Joining Hardware  

of Shear Strength Performance 
 

MATSUOKA Takashi*1, WATANABE Shoma*1, TAKAHASHI Kota*1 
CHIBA Haruka*1, HATANAKA Aika*1, MATSUDA Yusuke*1, YUKI Akari*1 

 
 

要要約約  建築分野においても、SDGs 達成に向けた取り組みとして、森林資源の活用を

促進するため、公共建築物の木造化の推進や、国土強靭化計画を念頭に置いた取り組

みが行われている。公共建築物の木造化においては、接合金物の併用が主流で、建物

の重量が重くなる傾向にある。そこで、接合部に金物を用いない木質フレームの面内

せん断強度性能ならびにそのフレーム内に木質パネルを設置したことによる面内せ

ん断強度性能に及ぼす影響を明らかにした。その結果、木質フレーム内に木質パネル

を設置することで、一般的に用いられる鉛直構面耐力要素の降伏耐力の 2.31 倍とな

り、ばらつきの小さい安定した強度性能を有することが明らかとなった。  

 

11..  緒緒言言  

2015年9月に開催された国連サミットにおいて、

「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性

のある社会の実現のため、2030 年を年限とする 17
の国際目標を持続可能な開発目標（SDGs）として

全会一致で採択した。この 17 の国際目標の中には、

陸の豊かさを守る内容も含まれている。このことは、

陸上にある森林資源をこれまで以上に活用し、「植

える・育てる・伐採する」の循環を構築することを

意味していると考える。 
また、我が国において、「SDGs アクションプラン

2020」として、改定された SDGs 実施指針の下、今

後の 10 年を 2030 年の目標達成に向けた「行動の

10 年」とすべく、2020 年に実施する政府の具体的

な取組を盛り込んだ。この中で、日本の SDGs モデ

ルとして、「SDGs を原動力とした地方創生，強靱か

つ環境に優しい魅力的なまちづくり」「ビジネスと

イノベーション」を含む３本柱を中心に展開を加速

していくとしている 1)。 
このような中、建築分野においても、SDGs 達成

に向けた取り組みとして、森林資源の活用を促進す

るため、公共建築物の木造化の推進や、国土強靭化

計画を念頭に置いた取り組みが行われている。特に、

公共建築物の木造化においては、大空間が必要とな

る場合が多く、高い強度と強度性能の安定した木質

材料や接合部が必要となる。そのため、木質材料と

して、集成材や直交集成板などが用いられ、接合部

には金物が併用される仕様となることが多い。しか

しながら、接合部に金物を併用することにより、建

物の重量が重くなる傾向にあり、また、物理的性質
*1 東北職業能力開発大学校 建築施工システム技術科 

Tohoku Polytechnic College 
Department of Architectural Systems Engineering 
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が異なる材料を用いていることから、最適な組み合

わせであるとは考えにくい。このことから、これま

でに筆者らは、金物に依存しない接合部の開発２)を

行い、最適な接合部を見出すことができた。しかし

ながら、その接合部を用いて構成した木質フレーム

の強度性能の把握は行われていない。 
そこで、本稿では、接合部に金物を用いない木質

フレームの面内せん断強度性能ならびにそのフレ

ーム内に木質パネルを設置したことによる面内せ

ん断強度性能に及ぼす影響を明らかにしたので報

告する。 
 

22..  材材料料とと方方法法  

木質フレームにおいて、柱材は、強度性能が明確

であり、品質の安定している構造用集成材とした。

断面寸法は、120mm×120mm とし、最外層にベイ

マツ（Pseudotsuga menziesii Franco）、中間層な

らびに内層にスギ （Cryptomeria japonica D. Don）
で構成した異樹種異等級構成集成材、強度等級は、

E120-F330 とした。梁材は、断面寸法 120mm×

300mm とし、柱材と同様の異樹種異等級構成集成

材ならびに強度等級とした。 
柱梁接合部は、既往研究２)を参考に、図１(a)に示

すようにアラレ組みの構成とした。その後にφ15の

ドリル刃を電気ドリルに装着し、図１(b)に示す位置

に込み栓用の孔をあけた。込み栓は、樹種をカシと

し、φ15、長さ 150mm のものを用い、込み栓用の

孔に打ち込んだ。 
木質パネルは、断面寸法や長さ寸法の自由度が高

く、近年注目されている直交集成板に採用されてい

る構成で作製した。木質パネルは、断面寸法 15mm
×90mm のスギ材を繊維方向が互いにほぼ直交す

るように７層で構成し接着した。接着には、水性高

分子イソシアネート系木材接着剤（オーシカ TP-
111）に架橋剤（オーシカ H-3M）を配合比 100：15
の割合で加えたものを用いた。接着剤塗布後、プレ

ス機にて 1 週間程度加圧養生を行った。作製した木

質パネルは、既往研究 3)から図２に示すように木質

フレーム内に袖壁ならびに垂壁となるように設置

することとしたが、プレス機の性能上、一度に所定

の長さを確保できないため、所定の長さになるよう 

 
 
 
 
  

  

（（ａａ））柱柱梁梁接接合合部部  （（ｂｂ））込込みみ栓栓打打ちち込込みみ位位置置  

図図１１  柱柱梁梁接接合合部部  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図図２２  木木質質フフレレーームム内内にに設設置置ししたた木木質質パパネネルル  

 
 
 
 

（（ａａ））袖袖壁壁  

 
 
 

（（ｂｂ））垂垂壁壁  

図図３３  木木質質パパネネルル  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図図４４  面面内内せせんん断断強強度度性性能能試試験験概概要要  
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木質パネル同士を接合することとした。接合箇所は、

1 か所とし、その接合方法は、幅 50mm、高さ 30mm
の凹凸を設け、接着剤を塗布後、嵌め合いし、プレ

ス機にて 1 週間程度加圧養生を行った。その後、所

定の寸法になるよう携帯用丸ノコを用いて成型す

ることとした。成型する袖壁ならびに垂壁の寸法は、

2020 年に松岡らが袖壁に薄物ＣＴＬを併用した金

物を用いない木質ラーメン架構の挙動と応力性状

を明らかにするために、３種類の幅の袖壁を設置し、

面内せん断試験を行った。その結果、袖壁を設置す

ることは、有効であるが、その幅を大きくしても、

構造特性係数等が向上することは認められないこ

とや幅360mmの袖壁を設置した試験体が構造性能

に優れているなどと報告 3)している。このことから、

柱材ならびに梁材に挿入するための突出部分

50mm を含め幅 410mm、袖壁の長さを図３(a)に示

すように 2,160mm、垂れ壁の長さを図３(b)に示す

ように 3,500mm となるよう携帯用丸ノコと用いて

成型した。 
柱材と袖壁ならびに梁材と垂壁の接合は、柱芯な

らびに梁芯に幅 30mm、深さ 50mm のスリットを

設け、そのスリットに袖壁または垂壁の突出部を挿

入、230mm 間隔に込み栓で固定した。なお、袖壁

と垂壁については、接合しないものとした。 
木質フレームならびに木質パネルを設置した木

質フレームの面内せん断強度性能は、公共建築物等

での適用も考慮して、「木造ラーメンの評価方法・構

造設計の手引き 2016 年版」4)に準拠し、図４に示

すように、最小スパン無載荷の門型ラーメン面内せ

ん断試験で確認することとした。試験体数は、各３

体とし、その後、面内せん断試験で得られた結果を

もとに、各試験体の面内せん断強度性能を評価する

こととした。 
 

 

33..  結結果果とと考考察察  

 面内せん断試験から得られた代表的な荷重変形角

曲線を図５に示す。図５より木質フレームは、変形

角が増大しても、著しい荷重の低下がみられないま

ま変形角が約 1/12 rad.で荷重が低下し、終局を迎え

た。また、破壊性状においては、著しい破壊は生じ

ておらず、柱梁接合部においても同様の性状を示し

た。次に、試験により得られた荷重変形角曲線より

包絡線を作成し、特徴点抽出自動化ツール 5)を用い

て評価した代表的な面内せん断強度性能を表１に示

す。表１より、降伏耐力は、平均で 3.242kN、終局

耐力は、平均で 4.486kN、構造特性係数は、平均で

0.823 と算出された。降伏耐力においては、木質フレ

ーム内に木質フレームを拘束するものが存在してい

ないことや主たる構造要素が柱梁接合部のみである

ことから、このような低い値になったと示唆される。

また、終局耐力においては、降伏耐力の 1.38 倍であ

ることから、木質フレームが降伏後、約 3 割程度の

余力をもって終局を迎えていると判断できる。さら

に、構造特性係数においては、一般的な鉛直構面耐

力要素の値と比較して、高い値となっていることか

ら、余力をもって終局を迎えていると判断できたが、

総合的には靭性の低い木質フレームであることが認

められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図図５５  代代表表的的なな荷荷重重変変形形角角曲曲線線  

 

 

No. Pmax（kN） Py（kN） K（kN/rad.） E（J） Pu（kN） Ds 
1 3.536  2.002  0.067  109.325  3.669  0.957  
2 5.877  4.675  0.090  269.619  5.671  0.816  
3 4.741  3.050  0.113  154.770  4.117  0.697  

Avg. 4.718  3.242  0.090  177.905  4.486  0.823  
SD 1.171  1.347  0.023  82.613  1.051  0.130  
CV 0.248  0.415  0.253  0.464  0.234  0.158  

注）Pmax：最大耐力，Py：降伏耐力，K：初期剛性，E：エネルギー，Pu：終局耐力，DS：構造特性係数，Avg.：算術平均，SD：標準偏差，CV：変動係数を示す。 

表表１１  木木質質フフレレーームムのの代代表表的的なな面面内内せせんん断断強強度度性性能能  

-20

-10

0

10

20

30

-50 0 50 100

sh
ea
r（

kN
）

γ（×10-3 rad.）
木質フレーム+木質パネル

木質フレーム

－13－



 

 

 次に、図５より木質パネルを設置した木質フレー

ムは、木質フレームと同様に変形角が増大しても、

著しい荷重の低下がみられないまま変形角が約 1/12 
rad.で荷重が低下し、終局を迎えた。また、破壊性状

においては、袖壁ならびに垂壁ともに著しい破壊は

生じておらず、柱梁接合部においても同様の性状を

示した。次に、試験により得られた荷重変形角曲線

より包絡線を作成し、特徴点抽出自動化ツール 5)を

用いて評価した代表的な面内せん断強度性能を表２

に示す。表２より降伏耐力は、平均で 16.510kN、終

局耐力は、平均で 18.941kN、構造特性係数は、平均

で 0.622 と算出された。降伏耐力においては、一般

的な木造建築物に用いられる鉛直構面耐力要素であ

る耐力壁が 1.96kN/m であることから、その 2.31 倍

の値となった。このことから、木質フレーム内全面

に木質パネルを設置しなくても、最低限の耐力は確

保できると考える。したがって、袖壁と垂壁を設置

し、居室空間を担保できる耐力要素であることが示

唆される。また、終局耐力においては、降伏耐力の

1.15 倍であることから、降伏後、約 1 割程度の余力

しかない状況で終局を迎えていると判断できる。さ

らに、構造特性係数においては、一般的な鉛直構面

耐力要素の値と比較して、同程度となっていること

から、余力がない状況で終局を迎えていると判断で

きたが、木質パネルを設置することにより、総合的

には、ある程度靭性を有することが認められた。 
 また、表１と表２を比較すると、木質パネルを木

質フレーム内に設置することにより、すべての面内

せん断強度性能が向上していた。さらに、木質パネ

ルを木質フレーム内に設置することで、面内せん断

強度性能の変動係数が、3 割から 6 割の改善が認め

られたことから、ばらつきが小さく安定した強度性

能を有することが示唆された。 
 
 
 

44..  結結論論  

接合部に金物を用いない木質フレームの面内せ

ん断強度性能ならびにそのフレーム内に木質パネ

ルを設置したことによる面内せん断強度性能に及

ぼす影響について明らかにした結果、今回の試験に

おいて、以下の３点が明らかとなった。 
 

（１） 木質フレームのみでは、靭性の低い木質フ

レームであることが認められた。 
（２） 木質フレーム内に木質パネルを設置するこ

とで、一般的に用いられる鉛直構面耐力要

素の降伏耐力の 2.31 倍の値となった。 
（３） 木質フレーム内に木質パネルを設置するこ

とで、ばらつきの小さい安定した面内せん

断強度性能を有する。 
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No. Pmax（kN） Py（kN） K（kN/rad.） E（J） Pu（kN） Ds 
1 21.377  16.735  0.441  1287.390  19.968  0.592  
2 19.480  16.435  0.503  709.661  16.396  0.614  
3 27.167  16.359  0.408  929.278  20.458  0.659  

Avg. 22.675  16.510  0.451  975.443  18.941  0.622  
SD 4.004  0.199  0.048  291.618  2.218  0.034  
CV 0.177  0.012  0.106  0.299  0.117  0.055  

注）Pmax：最大耐力，Py：降伏耐力，K：初期剛性，E：エネルギー，Pu：終局耐力，DS：構造特性係数，Avg.：算術平均，SD：標準偏差，CV：変動係数を示す。 

表表２２  木木質質パパネネルルをを設設置置ししたた木木質質フフレレーームムのの代代表表的的なな面面内内せせんん断断強強度度性性能能  

－14－



 

 

東北職業能力開発大学校紀要 第 31 号（ 2021 年 6 月）                       
Bulletin Tohoku Polytechnic College, No.31, June 2021 
 

乾乾燥燥材材齢齢 118822 日日ままででののココンンククリリーートトのの乾乾燥燥収収縮縮率率のの測測定定  

――加加熱熱改改質質フフラライイアアッッシシュュをを使使用用ししたたココンンククリリーートトのの有有効効性性ににつついいてて――  

 
佐竹  重則 *1 

 
 
Measurement for Drying Shrinkage of Concrete up to 182 days of Drying Age 

- Effectiveness of Concrete using Carbon-free Fly Ash - 
  

SATAKE Shigenori*1 
 
 

要要約約  令和元年度から石巻市にある生コンクリート工場と各年度４種類の配合で乾

燥材齢 182 日までのコンクリートの乾燥収縮率の測定をメインとした試験を行ってい

る。この工場では環境に配慮した調合設計に取り組んでおり、高炉スラグや加熱改質

フライアッシュを活用している。今回の研究で乾燥収縮率は、同じセメントを使用し

た場合の比較では、混和材として加熱改質フライアッシュ（CfFA）を使用した設計の

方が小さくなり、材齢 182 日の圧縮強度と静弾性係数では、高炉セメント B 種を用い

たコンクリートと混和材として CfFA を使用したコンクリートが大きくなる傾向が分

かった。  

 

11..  ははじじめめにに  

平成 22 年度から平成 30 年度までは、近隣地域の

生コン工場と乾燥材齢 182 日におけるコンクリー

トの乾燥収縮率についての共同研究を行い、6 工場

が同一配合におけるコンクリートを製造して、乾燥

収縮率のデータを蓄積してきた。 
各工場ではコンクリートの乾燥収縮率を小さく

し、経済的に製造できるように改善を重ね、ユーザ

ーに対して乾燥材齢 182 日後の乾燥収縮率の目安

値を示すことができるデータを蓄積することがで

きた１）。 
令和元年度からは、石巻市にある株式会社平成生

コンクリートと各年度 4種類の配合で乾燥材齢 182
日までのコンクリートの乾燥収縮率の測定をメイ

ンとした研究を行っている。令和２年度は乾燥収縮

率の測定と材齢 7 日、28 日、182 日における静弾

性係数試験を行った。この実験による成果は、生コ

ン工場がユーザーに対し、自社製品の乾燥材齢 182
日の乾燥収縮率や硬化コンクリートの強度性状に

ついて目安となる数値を提示することができ、乾燥

材齢 182 日のコンクリートの乾燥収縮について事

前に協議することができる等、自社製品の品質管理

でメリットとなる。本稿では、これまで 2 年間の研

究の成果について報告する。 
 

22..  試試験験方方法法  

22..11  試試験験概概要要  

今回の供試体に使用された材料を表 1 に示す。 
令和元年度は、①標準配合として、普通ポルトラ

ンドセメント（以下、普通セメント）を使用した 24-
12-20N（配合名：24-12-20N）、②標準配合に混和*1 東北職業能力開発大学校 建築施工システム技術科 

Tohoku Polytechnic College 
Department of Architectural Systems Engineering 
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材として加熱改質フライアッシュ（以下、CfFA）を

使用した配合（配合名：24-12-20N FA）、③標準配

合に混和材としてコンクリート膨張剤（以下、EX）

を使用した配合（配合名：24-12-20N EX）、④早強

ポルトランドセメント（以下、早強セメント）と粗

骨材に石灰石を使用した配合 40-15-20H（配合名：

40-15-20H）で供試体を製造し（表 2）、セメント及

びコンクリートの長さの変化測定方法－第 2 部：コ

ンタクトゲージ方法（JIS A 1129-2）に基づき 182
日までの乾燥収縮率の測定と材齢 28 日でのコンク

リートの静弾性係数試験（JIS A 1149）を実施した。 
また、令和 2 年度は、①標準配合として、普通セ

メントを使用した24-15-20N（配合名：24-15-20N）、

②高炉セメント B 種（以下、高炉セメント）を使用

した配合 24-15-20BB（配合名：24-15-20BB）、③

早強セメントを使用した 24-15-20H（配合名：24-
15-20H）、④高炉セメントに混和材として CfFA を

使用した 24-15-20BB（配合名：24-15-20BB FA）

で供試体を製造し（表 3）、182 日までの乾燥収縮率

の測定と材齢 28 日でのコンクリートの静弾性係数

試験（JIS A 1149）に材齢 7 日、材齢 182 日を追加

して実施した。 
22..22  乾乾燥燥収収縮縮率率のの測測定定  

 乾燥収縮率の測定は JIS A 1129-2 に準拠し、採取

日から 7 日目に測定用のゲージプラグを取り付け、

恒温恒湿庫（温度：20±2℃、相対湿度：60±5%）で

養生を行う。8 日目にそれぞれの供試体の基長（0
日）を測定し、乾燥材齢 182 日間までコンクリート

の乾燥収縮量を測定する。コンクリートの乾燥収縮

率は特記がない場合、「計画供用期間の級が長期お

よび超長期のコンクリートでは 800μ以下」と定め

ており、この値を超える場合には、工事監理者の承

認を受ける必要がある２）。 
22..33  静静弾弾性性係係数数のの測測定定  

本研究では、乾燥収縮率の他に硬化したコンクリ

ートの試験として、圧縮強度および静弾性係数を確

認した。圧縮強度および静弾性係数の試験は、それ

ぞれ、JIS A 1108、JIS A 1149 に準拠し、標準水中

養生を所定の材齢までおこなった円柱供試体

（φ100×200mm）の値とする。 
表表 11  使使用用材材料料  

 

使用材料
材料 記号 仕様

C1 普通ポルトランドセメント、密度 3.16g/cm3

C2 早強ポルトランドセメント、密度 3.14g/cm3

C3 高炉セメントB種、密度 3.04g/cm3

CfFA 加熱改質フライアッシュ、密度 2.15g/cm3

EX コンクリート用膨張材、密度 3.16g/cm3

S1 山砂、表乾密度 2.57g/cm3、F.M 2.65
S2 陸砂、表乾密度 2.59g/cm3、F.M 2.50
S3 砕砂、表乾密度 2.66g/cm3、F.M 3.00
G1 砕石1505、表乾密度 2.70g/cm3

G2 砕石2010、表乾密度 2.70g/cm3

G3 砕石2005（石灰石砕石）、表乾密度 2.70g/cm3

AD1
AE減水剤 標準形Ⅰ種
有機酸系誘導体と芳香族高分子化合物

AD2
AE減水剤 標準形Ⅰ種
変性リグニンスルホン酸化合物とポリカルボン酸
系化合物の複合体

AD3
高性能AE減水剤 標準形Ⅰ種
ポリカルボン酸コポリマー

AD4
AE減水剤 標準形Ⅰ種
リグニンスルホン酸塩とオキシカルボン酸塩

AD5
AE減水剤 標準形Ⅰ種
リグニンスルホン酸塩とポリカルボン酸系化合物

セメント

混和材

混和剤
（令和2年度）

混和剤
（令和元年度）

粗骨材

細骨材

表表 22  令令和和元元年年度度  ココンンククリリーートトのの配配合合  

 
表表 33  令令和和 22 年年度度  ココンンククリリーートトのの配配合合  

 

W C1 C2 C3 CfFA EX S1 S2 S3 G1 G2 G3 AD１ AD２ AD３
24-12-20N 54.5 44.2 166 305 ー ー ー ー 394 239 163 524 522 ー 3.05 ー ー

24-12-20N FA 49.0 41.6 163 300 ー ー 33、33 ー 208 210 288 540 538 ー ー 3.33 ー
24-12-20N EX 54.5 44.2 166 285 ー ー ー 20 394 239 163 524 522 ー 3.05 ー ー

40-15-20H 40.0 42.2 165 ー 413 ー ー ー 502 215 ー ー 927 103 ー ー 4.13
※24-12-20N FA配合のW/CはW/Bとし、CfFAの単位量は内割り、外割りとする

単位量（kg/m3)配合名
W/C

（％）
ｓ/a

（％）

W C1 C2 C3 CfFA EX S1 S2 S3 G1 G2 G3 AD4 AD5
24-15-20N 54.5 45.0 173 318 ー ー 633 ー 163 508 505 ー 3.18 ー

24-15-20BB 52.0 43.6 171 329 ー ー 607 ー 157 513 516 ー 3.29 ー
24-15-20H 52.0 44.0 177 341 ー ー 607 ー 157 508 505 ー 3.41 ー

24-15-20BB FA 47.0 41.3 166 319 35、35 ー 402 ー 276 530 532 ー ー 3.54
※24-15-20BB FA配合のW/CはW/Bとし、CfFAの単位量は内割り、外割りとする

単位量（kg/m3)配合名
W/C

（％）
ｓ/a

（％）
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33..  試試験験結結果果おおよよびび考考察察  

33..11  乾乾燥燥収収縮縮率率のの測測定定結結果果  

令和元年度の乾燥収縮率を表 4、図 1、令和 2 年度

の乾燥収縮率を表 5、図 2 に示す。 
令和元年度の乾燥収縮率は設計強度が最も大きく、

粗骨材に石灰石を使用した 40-15-20H が 368μで最

も小さい値であった。他の 3 つの配合では混和材に

CfFA を使用した 24-12-20N FA が 563μ、混和材で

EX を使用した 24-12-20N EX が 589μと大差のな

い値であった。標準配合とした普通セメントを使用

した 24-12-20N は最も大きく 625μであった。 
令和 2 年度は早強セメントを使用した 24-15-20H

が 606μと最も小さい値であったが、普通セメント

を使用した 24-15-20N も 610μ、高炉セメントに混

和材で CfFA を使用した 24-15-20BB FA が 612μと

ほとんど差がなかった。高炉セメントを使用した 24-
15-20BB も 636μで 4 つの配合の差は 5%以内であ

った。 
 

表表 44  令令和和元元年年度度  乾乾燥燥収収縮縮率率のの結結果果  

 

 

表表 55  令令和和２２年年度度  乾乾燥燥収収縮縮率率のの結結果果  

 

 

 

図図 11  令令和和元元年年度度  乾乾燥燥収収縮縮率率のの結結果果  

 

 

図図 22  令令和和２２年年度度  乾乾燥燥収収縮縮率率のの結結果果  

 

33..22  圧圧縮縮強強度度とと静静弾弾性性係係数数のの測測定定結結果果  

令和元年度の圧縮強度と静弾性係数を表 6、令和

2年度の圧縮強度と静弾性係数を表7、図3に示す。 
33..22..11  圧圧縮縮強強度度  

 令和元年度は材齢 28 日に試験を行なった。最大

値は設計強度が最も大きい 40-15-20H が 52.6 
N/mm2で、24-12-20N は 35.1 N/mm2、24-12-20N 
FA は 36.6 N/mm2 と差が小さかった。24-12-20N 
EX は 31.6 N/mm2で標準配合である 24-12-20N に

比べ約 10%低下した値となった。 
 令和 2 年度は材齢 7 日、28 日、182 日に試験を

行ない、材齢 7 日の強度は早強セメントを使用した

24-15-20H が 31.9 N/mm2で最大となり、高炉セメ

ント B 種を使用した 24-15-20BB と 24-15-20BB 
FA が設計強度に約 5～16%満たない値であった。

材齢 28 日では 24-15-20H と 24-15-20BB FA が

36.0N/mm2、36.2N/mm2とほぼ同じ値となった。材

齢 182 日では 24-15-20BB FA が 51.5 N/mm2で最

も大きく、24-15-20BB が 43.9 N/mm2 となり、高

炉セメントと CfFA の特長である長期にわたる強度

増進が要因と考える。 
33..22..22  静静弾弾性性係係数数  

 令和元年度は材齢 28 日のみの計測だったが、設

計強度が大きい早強セメントを使用した 40-15-
20H が 39.3kN/mm2で最も大きい値だった。24-12-
20N は 31.6 kN/mm2、24-12-20N EX が 32.6 
kN/mm2と大差がなく、混和材に CfFA を使用した

24-12-20N FA が 27.1 kN/mm2 と最も小さい値と

なった。いずれの値も JASS5 のヤング係数の算定

配合名 0日 1日 7日 14日 28日 56日 91日 182日
24-12-20N 0 -44 -156 -242 -376 -498 -557 -625

24-12-20N FA 0 -29 -124 -206 -335 -458 -496 -563
24-12-20N EX 0 -29 -94 -204 -328 -440 -508 -589

40-15-20H 0 -3 -74 -144 -229 -267 -304 -368

配合名 0日 1日 7日 14日 28日 56日 91日 182日
24-15-20N 0 -30 -138 -217 -363 -501 -566 -610
24-15-20BB 0 -30 -152 -213 -349 -477 -543 -636
24-15-20H 0 -8 -144 -205 -313 -439 -530 -606

24-15-20BB FA 0 -12 -159 -219 -338 -455 -531 -612
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式 2）で計算される値の 80%以上の範囲内であるこ

とを確認した。 
 令和 2 年度は材齢 7 日、28 日、182 日に試験を

行ない、早強セメントを使用した 40-15-20H が材

齢 7 日目で 29.2kN/mm2となり、他の配合よりも短

期間で大きい値となった。混和材に CfFA を使用し

た 24-15-20BB FA は 7 日目で 25.0 kN/mm2、28 日

目は 30.4 kN/mm2、182 日目は 37.6 kN/mm2とな

り、圧縮試験結果と同様に高炉セメントを用いた

24-15-20BB よりも長期で増進している。 
普通セメントを用いた 24-15-20N と高炉セメン

トを用いた 24-15-20BB の比較では、7 日目が 27.8 
kN/mm2と 23.7 kN/mm2、28 日目で 30.6 kN/mm2

と 27.6 kN/mm2、182 日目で 31.8 kN/mm2と 33.9 
kN/mm2となり、182 日目の測定結果から高炉セメ

ントを使用した配合では長期で増進するという特

長を確認することができた。 
 
表表 66  令令和和元元年年度度  圧圧縮縮強強度度、、静静弾弾性性係係数数試試験験のの結結果果  

 
 

表表 77  令令和和２２年年度度  圧圧縮縮強強度度、、静静弾弾性性係係数数試試験験のの結結果果  

 
 

 
図図 33  令令和和２２年年度度  静静弾弾性性係係数数試試験験のの結結果果  

44..  結結論論  

 乾燥材齢 182 日までのコンクリートの乾燥収縮

と材齢 182 日までの圧縮強度と静弾性係数につい

て、令和元年、令和 2 年の研究結果から以下のこと

が得られた。 
（１） 普通セメントを使用した場合の乾燥収縮率

は、混和材として CfFA を使用した設計の

方が小さくなった。 
（２） 乾燥収縮率は、普通セメントと高炉セメン

ト B 種と早強セメントを用いた配合を比較

すると、高炉セメント B 種を用いた配合の

方が大きくなった。 
（３） 材齢 182 日での圧縮強度と静弾性係数は、

高炉セメント B 種を用いたコンクリートと

混和材として CfFA を使用したコンクリー

トが大きくなった。 
 
55..  おおわわりりにに  

 生コン工場が自社の代表的な配合についての乾

燥収縮率のデータを把握しておくことで品質管理

の向上に繋がり、施工者からの問い合わせ等に応じ

ることができるため、こうした試験データの収集は

有益であると考える。 
今回、乾燥材齢 182 日までの乾燥収縮率の測定と

圧縮試験と静弾性係数試験を合わせて実施するこ

とで、混和材として CfFA を使用したコンクリート

の長期強度の増進が確認できた。高炉セメントの使

用と合わせて CO2排出量の削減にも繋がり、環境に

配慮した取組みと考える。今後、別の性能試験も合

わせて研究を進めていきたい。 
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7日 28日 182日 7日 28日 182日
24-12-20N 35.1 31.6

24-12-20N FA 36.6 27.1
24-12-20N EX 31.6 32.6

40-15-20H 52.6 39.3

配合名 圧縮強度（N/mm2) 静弾性係数（kN/mm2)

7日 28日 182日 7日 28日 182日
24-15-20N 24.0 30.1 35.8 27.8 30.6 31.8
24-15-20BB 20.2 32.3 43.9 23.7 27.6 33.9
24-15-20H 31.9 36.0 40.3 29.2 31.1 32.2

24-15-20BB FA 22.8 36.2 51.5 25.0 30.4 37.6

圧縮強度（N/mm2)配合名 静弾性係数（kN/mm2)
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竹竹活活性性炭炭をを活活用用ししたた建建築築材材料料のの開開発発  

――そそのの 11  竹竹活活性性炭炭ににおおけけるる化化学学物物質質のの吸吸着着性性にに関関すするる効効果果－－  

 
林  昇吾 *1，松岡  亘 *2，千葉  春香 *2，山田  春 *1 

 
 
Development of Architectural Materials using Bamboo Activated Carbon 

- Chemical Substance Adsorption Effect of Bamboo Activated Carbon - 
  

HAYASHI Shogo*1, MATSUOKA Takashi*2, CHIBA Haruka*2, YAMADA Shun*1 
 

 
要要約約  建築材料から発散される化学物質によって室内空気が汚染され、その空気を人

間が体内に吸い込むことによって健康障害を引き起こす。法規制によって化学物質の

使用制限や換気回数の規定などを定めたが健康被害はなくならない。そこで、株式会

社バンブーファクトリーとの共同研究において、竹活性炭を活用し、化学物質に対す

る吸着性能を有した建築材料の開発に取り組んでいる。本稿では、竹活性炭を湿式工

法の材料として使用できるよう漆喰と配合させ、アンモニア、ホルムアルデヒド、α

-ピネンの化学物質に対して吸着試験を行い、空気汚染物質を除去・低減する可能性に

ついて検討した。その結果、アンモニアおよびホルムアルデヒドに対して充分な吸着

性能を有しており、竹活性炭を湿式工法として室内に使用することで、空気汚染物質

を除去・低減する可能性が示唆された。  

 

11..  ははじじめめにに  

日本では、1990 年代に、建築物の省エネルギー

化に伴い、気密性が向上したことから、室内におい

て化学物質の濃度が高まり、一時的に健康障害を起

こし、「シックハウス症候群」が全国的に大きな社会

問題となった。シックハウス症候群の原因は、ホル

ムアルデヒドや揮発性有機化合物（以下、VOC と

略す）などによる化学物質と言われている。これら

の物質は、塗料や接着剤等が使用されている建築材

料や家具等から発散されることにより室内空気を

汚染していく。このような中、シックハウス対策に

係る関係公示として 2002 年 12 月に国土交通省告

示第 1112 号等が公示された。これにより、防蟻材

として使用されていたクロルピリホスが使用禁止

となった。また、ホルムアルデヒドでは、居室の種

類、居室の換気条件および内装材からのホルムアル

デヒド発散速度に応じて使用方法について規定が

設けられた。さらに、ホルムアルデヒドの発散によ

る衛生上の支障がないようにするため必要な換気

量を確保することを義務化するなど様々な対策が

講じられた。その結果、公益財団法人住宅リフォー

ム・紛争処理センターに寄せられた過去 20 年間の

シックハウスに関する相談件数は、2003年度の 446
件をピークに減少していき、2013 年度には 39 件と

約 1/10 以下となり、特に、新築住宅における相談

*1 東北職業能力開発大学校 住居環境科 
Tohoku Polytechnic College 
Department of Housing Environment 

*2 東北職業能力開発大学校 建築施工システム技術科 
Tohoku Polytechnic College 
Department of Architectural Systems Engineering 
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が減少した。しかし、その後は上昇傾向であり、2019
年度では 73 件と未だに健康被害は報告されている

1)。そこで、化学物質の発散が少ないことはもちろ

んのこと、化学物質を吸着・除去する性能を有して

いる建築材料であればシックハウス対策に効果的

であると考え、株式会社バンブーファクトリーとの

共同研究において、竹活性炭を活用し、化学物質に

対する吸着性能を有した建築材料の開発に取り組

んでいる。竹材は、海外からの竹材輸入量の増加や

プラスチック製品などの代替品の増加などにより、

国内生産量が衰退している現状である。しかし、竹

材は消臭効果など多くの性能を有している。また、

竹活性炭を活用した建築材料は非常に少ないため、

利用価値が高いと考える。なお、本研究では、専門

知識を有していない方でも手軽に施工できるよう

に漆喰と配合させ、湿式工法の材料として開発を進

めている。  
本稿では、竹活性炭を漆喰と配合し、化学物質に

対して吸着試験を行い、空気汚染物質を除去・低減

する可能性について報告する。 
 

22..  竹竹活活性性炭炭ににつついいてて  

今回使用した竹活性炭は、株式会社バンブーファ

クトリーで製造しているものである。竹活性炭は孔

と呼ばれるミクロの穴が無数に空いた多孔質構造

となっており、表面積が非常に大きい。図 1 は、走

査型電子顕微鏡を用いて 1300 倍に拡大した竹活性

炭の表面である。 
 

 
図図 11  11330000 倍倍にに拡拡大大ししたた竹竹活活性性炭炭  

 
通常の活性炭の表面積が 800m2 に対し、竹活性

炭は 1215m2と非常に大きい。また既往研究による

と、木・竹炭が VOC などの化学物質や悪臭物質を

吸着する性能を有することが報告されている 2）。こ

のことから、空気中に放出されたホルムアルデヒド

や VOC などの化学物質が竹活性炭の孔に入ること

により、空気汚染物質を除去すると考えられる。 
 
33..  試試験験のの概概要要  

33..11  使使用用材材料料  

本試験で使用した材料は、株式会社バンブーファ

クトリーから提供された竹活性炭と市販されてい

る既調合漆喰（以下、漆喰と略す）を使用する。漆

喰を選んだ理由は、自然素材であり化学物質の発散

が非常に少ないこと、湿式工法の材料として広く使

用されていること、そして漆喰が竹活性炭と同じく

多孔質構造であることから漆喰を選んだ。漆喰は多

孔質構造によって調湿する性能を有していること

が分かっている。このことから、漆喰に竹活性炭を

配合し、性能を共有することができれば、化学物質

の吸着に期待ができると考えた。 
 

33..22  試試験験体体のの作作製製  

試験において、吸着性能を評価するものとして、

漆喰単体を 1種類、竹活性炭単体を 1 種類、竹活性

炭と漆喰を混合させたもの（以下、竹炭漆喰と略す）

を3種類の計5種類とした。竹炭漆喰の配合割合は、

質量比の百分率で行い、漆喰：竹活性炭の配合割合

を 100:10、100:5 および 100:1 で配合し、それぞれ

の材料を石膏ボードに塗布したものを試験体とし

た。図 2に竹炭漆喰を 100:5 で配合した試験体を示

す。 
 

 
図図 22  竹竹炭炭漆漆喰喰のの試試験験体体  
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試験体の大きさは、後述する小型チャンバーの内

法寸法に合わせ、500×250×9.5mm とした。所定の

大きさに切断した石膏ボードに、漆喰を薄く塗り付

け、1～2 時間後に上記 5 種類を塗り付けた。また、

化学物質の吸着に影響を及ぼさないように、各材料

の塗布面以外をアルミホイルで覆うように仕上げ

た。試験体は、1 つの化学物質に対しそれぞれ 3 体

作製し、試験結果を平均したものを分析する。 

 

33..33  試試験験方方法法  

試験は、JIS A 1906:2015 に準拠して行う。小型

チャンバーは、アクリル板を使用し、内法寸法が

250×400×500mm になるように作製した。また、試

験中は、ガス検知管を差し込む為の孔をゴム栓とパ

テで塞ぐことで気密性を確保した。小型チャンバー

内は、図 3 に示すように試薬を設置し、試験体は、

塗布面をチャンバー内側に向けて設置した。試験時

は、恒温恒湿庫に小型チャンバーを設置し、温度

28.0±1.0℃、相対湿度 50±5%となるように設定した。 
  

  

図図 33  試試験験体体とと試試薬薬のの設設置置概概要要  

  

本試験に使用する化学物質は、アンモニア、ホル

ムアルデヒド、α-ピネンを選定した。アンモニアや

ホルムアルデヒドは、悪臭やシックハウスの原因と

考えられており、作成した試験体が吸着性能を得ら

れるのか確認する。また、α-ピネンは柔軟剤等の香

料に含まれており、定期的に使用することによって

化学物質が発生し、除去することが難しい物質であ

る。そのため、今回の試験で吸着性能が確認されれ

ば、シックハウス症候群の症状が軽減できる可能性

があると考えた。また、上記の化学物質の試薬量は、

表 1 の通りである。試薬量は、ガス検知管の測定範

囲の濃度をチャンバーの容積に合わせて求めたも

のである。試薬量の誤差は±1.0mg とし、化学物質

濃度は、ガス検知管と真空法ガス採取器を用いて計

測した。計測時間は、試験開始時、1時間後、4 時間

後、24 時間後の計 4回とした。 

 

表表 11  化化学学物物質質のの試試薬薬使使用用量量 

化学物質 最大濃度(ppm) 試薬(mg) 
アンモニア 250 64.0 

ホルムアルデヒド 1000 81.7 
α-ピネン 570 157.0 

 

 

44..  結結果果とと考考察察  

44..11  アアンンモモニニアアににつついいてて  

アンモニアに対する各試験体の吸着率の変化を

図 4 に示す。 

 

 

図図 44  アアンンモモニニアアのの吸吸着着率率  

 

まず、漆喰について他の試験体と比較すると、試

験開始１時間後で約 80%吸着したが、その後は吸着

効果を示さず 24 時間後では約２割残存した結果と

なった。一方、竹活性炭単体では、アンモニアの吸

着に時間を要する結果となった。このことから、短

時間での吸着効果は困難であることが推測される。

しかし、竹炭漆喰は、試験開始１時間後には約 80%、

24 時間後には 90%を超える結果となった。このこ

とから、漆喰と竹活性炭を配合しても、互いの性能

を共有し、かつ竹活性炭の配合量が少なくても吸着

できることが示唆された。 

 

44..22  ホホルルムムアアルルデデヒヒドドににつついいてて  

ホルムアルデヒドに対する各試験体の吸着率の

変化を図 5 に示す。 
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図図 55  ホホルルムムアアルルデデヒヒドドのの吸吸着着率率 

 

まず、竹炭漆喰について配合割合が 100:5 以外の

試験体において、試験開始１時間後及び４時間後の

吸着率が、配合割合に比例しない結果となった。こ

れは、ホルムアルデヒドが試験開始約４時間時点ま

で試薬の揮発が続く傾向であり、計測時にホルムア

ルデヒドの濃度が上昇したことが原因と考えられ

る。しかし、全ての試験体において 24 時間後の吸

着率は約 100%に収束したため、ホルムアルデヒド

に対して有効であることが示唆された。 

  

44..33  αα--ピピネネンンににつついいてて  

α-ピネンに対する各試験体の吸着率の変化を図6

に示す。 

 

 

図図 66  αα--ピピネネンンのの吸吸着着率率  

  

まず、α-ピネンの吸着率は漆喰のみでは 20％程

度に留まった。これは、孔の大きさが関係している

と考えられる。漆喰は竹活性炭より遥かに孔が小さ

く、また、α-ピネンの寸法は、既往研究により最大

幅 0.9nm であると報告されている 3）。そのため、漆

喰の孔では吸着が困難だと推測する。一方、竹炭漆

喰では配合割合 100:1 の試験体は、経過時間 1 時間

後と 24 時間後の吸着率が上昇し、竹活性炭単体にお

いても、経過時間 1 時間後と 24 時間後の吸着率が

上昇している結果となっている。しかし、竹炭漆喰

の中で、配合割合 100:1 の吸着性能が一番良く、竹

活性炭を多く配合しても吸着率が向上する結果にな

らなかった。これに関しては現時点で解明ができて

いないため、α-ピネンに対して更なる調査が必要で

ある。 

  

55..  結結論論  

竹活性炭を漆喰と配合させ、アンモニア、ホルム

アルデヒド、α-ピネンの化学物質に対して吸着試

験を行い、空気汚染物質を除去・低減する可能性に

ついて検討した結果、以下の点が明らかになった。 
(1) 漆喰は、アンモニア及びα-ピネンに対して吸

着効果は少ないが、ホルムアルデヒドに対して

吸着効果が高い。 
(2) 竹活性炭は、アンモニア及びホルムアルデヒド

に対して、充分な吸着性能を有している。 
(3) 竹炭漆喰は、漆喰と竹活性炭の吸着性能が共有

されている。 
α-ピネンや他の化学物質に対する吸着性につい

て調査するとともに、竹炭漆喰の施工性の向上など

を追究していきたい。 
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木木造造建建築築継継手手・・仕仕口口加加工工実実習習用用動動画画教教材材のの制制作作  
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要要約約  専門課程における建築施工実習Ⅰの補助教材として木造建築継手・仕口加工実

習用動画教材を制作した。本動画教材は木造軸組み部分に使用される７種類の継手・

仕口等について墨付け、加工、組立作業に分割した計 29 本の動画で構成される。  

 

11..  ははじじめめにに  

東北職業能力開発大学校秋田校では専門課程１

年目の前期に建築施工実習Ⅰの実習科目のなかで

木造建築および大工作業について学んでいる。大工

作業の実習では、学生は教員の加工手順の説明と実

演を見たのちにテキスト等を見ながら大工作業に

取り組んでいるが、実習授業のスタイルに慣れるま

ではなかなか一度には作業のポイントを理解する

のは難しく、教員側も学生の加工実習作業途中にタ

イミングよく加工方法等についてアドバイスする

のが難しい場面も多い。そこで筆者ら３名は学生が

実習のなかで加工手順の説明と教員の実演を見た

のちに、加工方法があいまいだったり加工してみた

らうまくいかなかった点について学生自身でも確

認できるようポイント解説付きの補助教材を制作

することとし、秋田校の実習で使用する継手・仕口

について解説を加えた動画教材を制作した。そして

まとめたものを令和 2 年度職業訓練教材コンクー

ルに応募した。 

 本稿は制作した木造建築継手・仕口加工実習用動

画教材についてその概要について紹介し、制作につ

いて考察を行うものである。 
 

22..  教教材材のの概概要要  

22..11  動動画画教教材材のの構構成成  

表 1 に本教材の収録映像リストを示す。本教材は

29 本の動画からなり、秋田校専門課程住居環境科

の建築施工実習Ⅰで行う木造大工作業実習のなか

で取り上げる継手・仕口のうち、模擬家屋製作実習

の軸組部分に使用している継手・仕口等を７種類に

分けて取り上げている。リストの番号では継手・仕

口等にあわせて 7 つに分け、枝番によって奇数番号

で墨付け、偶数番号で加工あるいは組立としている。 
継手・仕口の仕様については各施設での指導方

法により若干の差がみられるため、ここで取り上

げた秋田校での継手・仕口の仕様について説明す

る。平ほぞとほぞ穴ではほぞ穴は貫通する仕様と

している。腰掛け鎌継ぎの男木、女木は目違いな

しの仕様とし、女木加工の際には角のみ機を使用

せず図１の動画画面にみられるようにノミで加工

している。大入れ蟻掛けの男木、女木では女木部 

*1 東北職業能力開発大学校秋田校 住居環境科 
Tohoku Polytechnic College, Akita 
Department of Housing Environment 
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分にほぞ穴を加工する場合とほぞ穴が無い場合を

分けて制作している。土台出隅部分に使用する大入

れ小根ほぞ差しはクサビ締めの加工はしていない。

土台出隅部分は大入れ小根ほぞ差しと柱脚部の扇

ほぞを組み合わせている。追掛け大栓継ぎの栓を打 
 

 
ち込む穴については、実習では栓の代わりに電気ド

リルで穴開けを行いボルト締めとしているため、動

画のなかでは栓を打つための穴の墨付け、加工をし

ていない。火打ち土台についてはいくつか加工方法

があるが秋田校の実習では土台に大入れで納める 

No. 継手・仕口名称 作業内容 時間 仕様部分

1-1 平ほぞ 墨付け 3分08秒 柱−⼟台・桁梁

1-2 平ほぞ 加工 6分52秒 〃

2-1 ほぞ穴 墨付け 1分44秒 〃

2-2 ほぞ穴 加工 8分42秒 〃

3-1 腰掛け鎌継ぎ 男木 墨付け 2分32秒 ⼟台

3-2 腰掛け鎌継ぎ 男木 加工 10分56秒 〃

3-3 腰掛け鎌継ぎ 女木 墨付け 2分10秒 〃

3-4 腰掛け鎌継ぎ 女木 加工 16分14秒 〃

3-6 腰掛け鎌継ぎ 組立て 55秒 〃

4-1 大入れ蟻掛け 男木 墨付け 2分13秒 ⼟台、桁梁

4-2 大入れ蟻掛け 男木 加工 4分10秒 〃

4-3 大入れ蟻掛け 女木 墨付け 3分15秒 〃

4-4 大入れ蟻掛け 女木 加工 6分37秒 〃

4-6 大入れ蟻掛け(ほぞ穴無し） 女木 加工 8分39秒 〃

5-1 大入れ小根ほぞ差し 男木 墨付け 2分51秒 ⼟台出隅

5-2 大入れ小根ほぞ差し 男木 加工 8分37秒 〃

5-3 大入れ小根ほぞ差し 女木 墨付け 3分57秒 〃

5-4 大入れ小根ほぞ差し 女木 加工 6分59秒 〃

5-5 扇ほぞ 墨付け 4分05秒 柱−⼟台出隅

5-6 扇ほぞ 加工 3分44秒 〃

5-8 大入れ小根ほぞ差し+扇ほぞ差し 組立 1分03秒 〃

6-1 追掛け大栓継ぎ 上木 墨付け 3分27秒 桁

6-2 追掛け大栓継ぎ 上木 加工 13分33秒 〃

6-3 追掛け大栓継ぎ 下木 墨付け 3分45秒 〃

6-4 追掛け大栓継ぎ 下木 加工 14分01秒 〃

6-6 追掛け大栓継ぎ 組立 2分40秒 〃

7-1 火打ち⼟台(大入れ） 墨付け 7分11秒 火打ち⼟台−⼟台

7-2 火打ち⼟台(大入れ） 加工 5分42秒 〃

7-4 火打ち⼟台 組立 43秒 〃

表1 木造建築継手・仕口加工実習用動画教材 収録映像リスト表 1 木造建築継手・仕口加工実習用動画教材 収録映像リスト 
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図 1 3-4 腰掛け鎌継ぎ女木加工 

 
方法を採用しているため、動画もその仕様となって

いる。 
そして動画はそれぞれ継手・仕口の男木、女木あ

るいは上木、下木といった部分ごとに墨付け、加工、

組立の３つの作業内容に分けた構成としている。動

画の時間については火打ち土台組立の 43 秒から腰

掛鎌継ぎ女木加工の 16 分 14 秒までばらつきがあ

るが、これは撮影時間の編集をしていないからで、

動画時間がそのまま作業時間となっている。 
 
22..22  動動画画教教材材制制作作手手順順  

動画教材制作の担当としては加工実演を浅倉卓

也が、動画撮影を平和基が、動画編集と解説作成を

小林健が行った。撮影方法については普段の実習実

演と同様の作業内容を動画撮影することとし、動画

撮影、映像検討、解説編集作業と進めた。動画での

加工時間はあえて短縮したりせず、加工時間の感覚

をつかんでもらえるよう途中編集をせず使用する

こととした。撮影前にアングルやズーム位置などの

打ち合わせを行い、実演者は普段の実習での作業ペ

ースと同様に作業を行い、実演中の説明等も普段学

生に説明するのと同様に行うこととした。音声も実

際の撮影状況のまま入っているが、これは実演中の

説明と同時にノミをげんのうで叩く音やノコギリ

を挽く音によって力の加減や一度に削る木材の厚

さ、加工の速度等についても伝わると判断したため

である。また、撮影アングルとしては作業者全体を

撮影するのではなく手元を中心に撮影することと

した。ノコギリが墨線のどこをねらって挽いている

のか、ノミで加工しているときの刃の向きはどうな

っているのかなど全体の説明では見えづらい手元

の動作が伝わるよう工夫した。動画の解説文につい

てはなるべくポイントをしぼった簡潔なものとし、

特に墨を払う、墨中を挽く、墨を残すといった墨線

に対してどう加工しているのかについて説明を加

えた。図 2 は大入れ蟻掛け女木の蟻部分のノコ挽き

の場面で墨線に対するノコ挽きについて説明して

いる部分である。 
 

 
図 2 4-4 大入れ蟻掛け女木加工 

 
33..  動動画画教教材材のの使使用用  

 動画教材の撮影を 7 月に集中的に実施したため、

今年度の建築施工実習Ⅰにおいて本教材のすべて

を提供することはできなかったが、図 3 追掛け大栓

継ぎと図 4 火打ち土台については実習で動画があ

ることを紹介し使用した。建築施工実習Ⅰの実習の

なかで追掛け大栓継ぎの加工途中に動画を視聴し

た学生からは、実演で見逃した加工手順が確認でき

役立ったという感想を得ることができ、また火打ち

土台の墨付けでさしがねの裏目を使用する個所に

ついては動画視聴により組立てイメージがはっき

りして理解がしやすかったといった感想を得るこ

とができた。 
 

図 3 6-2 追掛け大栓継ぎ上木加工 
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図 4 7-1 火打ち土台墨付 

 
44..  考考察察  

 動画教材制作の過程で検討した内容についてい

くつか述べる。まず、撮影に入る前に最初に行った

ことは、継手・仕口の仕様や加工方法の統一であっ

た。大工作業の加工方法等については、手加工のた

め職人によって微妙に違っていることも多く、最終

的には寸法通りの加工ができれば問題にはならな

いが、指導するうえではなるべく標準的な方法が採

用されるべきであろう。筆者ら３名のこれまでの他

施設での経験を持ち寄ってみると、例えば火打ち土

台は大入れではなく傾ぎ大入れを採用している、と

か平ほぞの木口には墨を引くように指導するなど、

微妙な違いがあることが分かった。改めてシステム

ユニットテキスト 1）で説明している墨付け、加工方

法についても確認し、そのため動画制作を通して秋

田校における指導方法の統一について検討するこ

とができた。図 5 は平ほぞのノコ挽きであるが検討

の結果、木口には墨付けをしない方法を採用してい

る。 
 

図 5 1-2 平ほぞ加工 

 
次に撮影アングルについてである。当初は定点撮

影や加工者目線での撮影も検討したが、全体説明か

ら動画教材画面での説明に入りやすくすること、伝

えたい部分を全体説明や実演では見えにくい手元

に限定し、墨差しの角度やノミの刃先といった部分

を分かりやすく伝えるため撮影者が移動しながら

撮影するアングルを選択した。今回の撮影では撮影

者が説明したいと思う個所に移動し、撮影すること

でポイントとなる部分が見やすい画面とすること

ができた。 
 また、本動画教材制作で一番のポイントとしたと

ころはシンプルな制作方法を採用することであっ

た。動画教材としてうまく編集され短時間で理解が

はかれる教材はこれまでさまざまなものがつくら

れている。しかし、前述の撮影アングルとあわせ、

補助教材として伝えたい項目を限定し、撮影後の動

画編集等をいかに最小限にして制作するかという

ことは、限られた時間で教材作成をしていくうえで

非常に重要だと思われる。 
 
55..  おおわわりりにに  

本教材制作によって本校での建築施工実習Ⅰの 

木造継手・仕口加工について指導方法の統一をは

かることができ、動画教材としてまとめることがで

きた。動画を墨付け、加工、組立てと分割したこと

により知りたい部分を参照しやすい教材となった

と思われる。 

今後は実際に実習最初から補助教材として使用し、

学生の理解度等についての検証をすすめていく。ま

た、今回は軸組部分の継手・仕口を取り上げたが、

今回のシンプルな動画制作方法をいかして今後は

小屋組等についても制作していきたい。 

 

[[参参考考文文献献]]  

1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 職業

能力開発総合大学校 基盤整備センター開発部 編：

システムユニットテキスト「HU105-1020-2 軸組み墨

付け・加工」一般財団法人職業訓練教材研究会 発行 
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製製麺麺試試験験用用米米麺麺押押出出機機のの開開発発  

――ススククリリュューー搬搬送送にによよるる高高アアミミロローースス米米のの押押出出しし製製麺麺――  

 
喬橋  憲司 *1，大石  賢 *1，内山  元 *1, 先崎  康裕 *2，平田  武誉 *2，  

本郷  秀明 *3, 七種  健一*3，伊藤  隆志 *1 
 
 

Development of Rice Noodle Extruder for Test Noodle Making 
- The Result of Making Noodles of Rice “Sachi Mirai” from Miyagi Prefecture - 
  

TAKAHASHI Kenji*1, OISHI Masaru*1, UCHIYAMA Gen*1, SENZAKI Yasuhiro*2  
HIRATA Takeyo*2, HONGO Hideaki*3, SAIKUSA Kenichi*3, ITO Takashi*1 

 
 

要要約約  共同研究で栗原市の食品製造メーカと地元産米を原料とする米麺を製造する

試験機を開発した。本校応用課程の開発課題で学生プロジェクトを組み開発を行った。

製麺は加熱温度、加熱時間を制御し、圧力、温度のプロセスパラメータを計測可能な

製麺試験用米麺押出機を開発した。加熱シリンダ内の２条ネジ式スクリューによる搬

送とα化、および麺状の押出しを確認した。米麺の製麺試験が可能である。  

 

11..  ははじじめめにに  

米は主食として我が国の食生活を支えている。 
全国的に米の作付け面積が大きい都道府県（新潟

県第 1 位、宮城県第 5 位）は新たな主食用米の品種

改良のほか、米の用途研究 1)に取り組んでいる。新

潟県は、米粉の研究 2)を盛んに行っており、本校が

所在する宮城県は、加工米飯、病態食、米粉にした

後の製麺が期待される「さち未来」3)を開発してい

る。この「さち未来」はグルテンを含まず、国内の

米消費量が減少する中、海外で拡大するノングルテ

ン市場 4)の取り込みが期待される。 
栗原市の食品製造会社との共同研究で実施した

「製麺試験用米麺押出機」の開発とその試験製麺結

果について報告する。 

22..  製製麺麺機機能能  

 製麺方法および製麺装置について述べる。 
22..11  製製麺麺方方法法  

麺は粉状にした原料に加水・攪拌を行った後、圧

延もしくは押出しによる方法で製麺する。 
麺は「うどん」「パスタ」など小麦粉を主な原料と

したものが多い。本開発テーマでは米粉を原料とし、

米が冷却時に固化する性質を利用して製麺する機

械を開発する。 
米はアミロースの含有量によって性質が異なり、

製麺用米にはアミロースを多く含む高アミロース

米が適している。 
図 1 に製麺工程を示す。高アミロース米を粉砕

機により粉砕する。このとき、食感の向上を狙っ 

*1 東北職業能力開発大学校 生産機械システム技術科                 *3 東北職業能能力開発大学校 生産電子情報システム技術科 
Tohoku Polytechnic College                   Tohoku Polytechnic College 
Department of Production Mechanical Systems Technology         Department of Production Electronic Information Systems 

*2 東北職業能力開発大学校 生産電気システム技術科                  Technology 
Tohoku Polytechnic College 
Department of Production Electrical Systems Technology 
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て米の粉砕粒が残存する程度に粉砕する。 
水分を調整(一般に 30%～45%)しながら混錬する。

その後 0.1Mpa の内圧を保ちつつ加熱する。加熱後

は押出しダイスを通過させて製麺する。 
 

22..22  装装置置機機能能  

製麺装置の機能について述べる。 
22..22..11  製製麺麺機機構構  

製麺装置は、本体上部に取り付けた投入口に粉砕

した米を入れたのち、一軸式スクリューの回転によ

って前方に米を搬送する。スクリューはプーリ、ベ

ルトを介したモータで回転させる。スクリュー搬送

中の米をバンドヒータで加熱し、溶融状態にする。

溶融した米は、スクリューの回転による米の連続的

な前進によって最前部の押出口から押し出される。

このとき、押出された麺は半凝固状態でその後の空

冷によって固化し米製麺となる。押出圧力を均一化

するため、スクリューのネジは２条にしている。 
同様の一軸スクリュー構造に、はるさめ用押出機

5)、冷麺用押出機 5)がある。連続的に製麺する機能は

同じである。冷麺の場合、製麺前にスクリューヘッ

ドをバーナーで予備加熱する。また、はるさめの場

合、バンドヒータの加熱位置が本機と異なる。本機

はバンドヒータを２か所備えており、ヒータ温度を

設定できること、一軸スクリューを用いていること

から、複数の麺の製造試験に対応可能である。 
22..22..22  ココンントトロローールル機機能能  

米のα化の性質とその後の冷却固化の性質を利用

して製麺する。炊飯は 98℃以上の温度で 20 分間以

上加熱させる必要がある。加熱時間の長短は米の炊

飯に影響し、また、製麺後の外観への影響があるた

めコントロールする。温度の計測はＫ型熱電対を使

用する。起電力は微弱なためＫ型熱電対アンプモジ

ュールを使用して増幅する。制御は目標温度からの

オーバーシュートを防止するため「下限出力を設定

した P 型制御」方式で行った。現在温度と目標温度

の差を求め、その差が縮小につれて出力を絞る方式

である。 
加熱温度と加熱時間をコントロールするためス

クリューは断続運転が可能なプログラムとした。 
 

 

 
図図２２  製製麺麺機機構構造造図図  

 
22..22..33  シシスステテムム構構成成  

図 3 にシステム構成を示す。 
ユーザーからの指示、ユーザーへの測定結果の出

力およびデータベースの機能は Linux OS を搭載し

ている Raspberry Pi で処理する。製麺装置に取り

付けたモータ、ヒータへの出力指令および温度セン

サ、圧力センサから取得したプロセスパラメータは

Arduino で処理する。温度センサは AD コンバータ

でデジタル信号とした後、Arduino に送信する。 
水分量のデータはテンキーで入力し、Raspberry に

送られる。Raspberry Pi と Arduino 間は TCP/IP
通信で行う。 

粉粉砕砕  

混混錬錬・・水水分分調調整整  

（品種により 30～45%） 

加加熱熱、、炊炊飯飯  

（圧力 1.0Mpa 100℃ ） 

押押しし出出しし製製麺麺  

図図１１  製製麺麺工工程程  
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図図 33  シシスステテムム構構成成図図  

  

22..33  仕仕様様  

表 1 に装置の仕様を示す。 
リスク低減措置等を規定する「機械の包括的な安

全基準に関する指針（包括指針）」に則った。安全な

食品機械を提供する必要があるため、「食品機械の

衛生設計対応に関する調査研究報告書」6)にある国

際安全規格に則って詳細設計を行った。 
 

22..44  本本体体  

図 4 に開発した試験用米麺押出機を示す。 
食品衛生上ステンレス材を主体とし、前方に製麺

機能部、後方に制御システム部を配置している。両

機能部間は熱の断熱材で熱を遮断している。アクリ

ル製の保護カバーを取り付け、放熱用のファンを２

台取り付けている。 
 
33..  実実験験結結果果  

製麺機による実験結果について述べる。 
33..11 ヒヒーーテティィンンググ制制御御校校正正及及びび確確認認実実験験  

図 5 に加熱実験結果を示す。 
制御プログラムの確認とセンサの校正を目的と

し、水を入れたシリンダをヒータで加熱した時の水

温を計測した。ヒータを 100℃(図中●)の温度にコ

ントロールし、水温 100℃(図中▲：水銀温度計で水

温測定)、熱電対（図中△：本体ステンレス製シリン

ダに取付け）で測定した。100℃での安定した指示

と制御プログラムを確認した。 

 

図図 44  製製麺麺機機  

 
表表１１  装装置置仕仕様様  

構成・方法 方式 
装置外形寸法 800×800×500 以内 
装置重量 50kg 以下 
電源 100V 
モータ ブラシレス DC モータ 
内部搬送機構 ２条ネジ式スクリュー 
加熱方式 バンドヒータ 
圧力計測 ひずみゲージ 
温度計測 K 型熱電対 
制御マイコン Arduino Uno 
データベース Raspberry Pi3 Model B+ 
関連法規 食品安全衛生法準拠 
関連法規 国際安全規格*6 

  

 
            図図 55  加加熱熱実実験験結結果果  
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33..22 製製麺麺実実験験結結果果  

33..22..11 実実験験結結果果  

原料米は水分調整した後に製麺する。 
図 6 に炊飯した米を投入した後のダイス先端部

の写真を示す。スクリュー搬送によって麺は連続的

にダイスから押し出された。 
33..22..22  αα化化  

図 7 にスクリュー上のα化米を示す。水分 40%、

50%で調整した原料米で確認試験を行った。原料米

はα化した。製品が可能と思われる透明なα化米は

先端部の上層に限られた。  
 

44..  ままととめめ  

共同研究で開発課題のプロジェクトチームを作り

押出し式製麺機を開発した。押出し、α化は確認で

きた。シリンダ内部圧力が不足しているため、麺の

十分な硬度は得られていない。今後に向けては、内

部圧力を高めるための機能の検討、温度コントロー

ル、スクリュー形状の適性化が必要である。 

 

55..  おおわわりりにに  

本報告書は、応用課程開発課題の一環で行ったも

のを加筆し、取り纏めたものである。本開発におい

て、二上社長様（株式会社二上）より原料米の提供、

粉砕、水分計測、製麺技術指導のご協力を頂きまし

た。このご協力に感謝申し上げます。令和２年度の

開発課題プロジェクトメンバー、並びに製作中の問

題解決に加わって頂きました本校教員伊藤隆志氏、

狩野隆志氏に感謝申し上げます。 
【令和２年度開発課題Ｂカテゴリー１班メンバー】 

熊谷光起、小川諒、清水舜己、鈴木正真、伊藤和紀、

佐藤大晴、佐藤主浩、松岡修歩、菅野親、高杉颯太 

 
[[参参考考文文献献]]  

1) 米粉食品の物性調整に利用できる糊化度を調整した

米 粉 の 製 造 方 法 、 新 潟 県 ホ ー ム ペ ー ジ 、

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attach
ment/230756.pdf、2020 年 12 月 24 日確認 

 

 

 
図図 66  押押出出しし製製麺麺  

  

 

図図 77  ススククリリュューー上上のの  αα化化米米  

 

 

2) 吉井洋一ほか：新潟県における米粉・米粉麺への取り

組み、日本食品化学工業会会誌、Vol.58, No.5、pp.187-

195、2011 年 

3) 永野邦明ほか：宮城県古川農業試験場研究報告、No11、

pp.1-16、2013 年 

4) 米粉の輸出拡大に向けた欧米グルテンフリー市場調

査、農林水産省委託事業、2019 年 

5) 遠山良ほか：冷麺用押出機の機械特性、日本食品科学

工学会誌、Vol43,No12,pp.1256-1263、1996 年 

6) 食品機械の衛生設計対応に関する調査研究報告書、社

団法人日本機械工業連合会 日本食品機械工業会、

2008 年 

7) 中浦ほか：高アミロース米「雪の穂」の胚乳澱粉の性

質と米飯物性、応用糖質学会、No1、vol１、pp86-94、

2011 年 

8) 品種詳細 ふくのこ：農研機構ホームページ 

https://www.naro.affrc.go.jp/collab/breed/0100/
0107/073693.html、2021 年 1 月 7 日確認 
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BB 級級オオーーデディィオオアアンンププのの製製作作  

 
村上 光秋 *1 

 
 

Production of B-class Audio Amplifier 
  

MURAKAMI Mitsuaki*1 

 
 

要要約約   令和２年度の総合制作の課題である『B 級オーディオアンプの製作』の内

容につき報告する。B 級オーディオアンプの製作を通じて、アナログ回路の設計、

製作、組立、調整技術等の総合的な実践力を身に付けることを目標として実施した。

具体的には、信号の増幅回路、パワーアンプ回路、フィルタ回路等のアナログ回路

技術を習得、B 級オーディオアンプを設計、製作し、入力のオーディオ信号を増幅

させ、スピーカから音を出力させることを目標として実施し、完成させた。  

 

11..  ははじじめめにに  

ＣＤプレイヤーなどの再生装置から出力される

小さな信号を増幅し、人が聞くことのできる大き

さの音量をスピーカから引き出す役割を果たすオ

ーディオアンプは、今日まで多くのメーカの製品

が作られている。 
普及しているアンプの基本回路や使用用途に応

じた様々な技術を学び、実際に自分たちで作成す

ることで電子回路における知識や技術のスキルア

ップを目指し、本テーマを設定した。製作するの

は、B 級オーディオアンプである。 
B 級オーディオアンプの製作を通じて、アナロ

グ回路の設計、製作、組立、調整技術等の総合的 
な実践力を身に着けることを目標として実施した。 

具体的には、信号の増幅回路、パワーアンプ回

路、フィルタ回路等のアナログ回路技術を習得、

B 級オーディオアンプを設計、製作、筐体に実装

し、入力のオーディオ信号を増幅させ、スピーカ

から音を出力させることを目標に実施した。 

22..  製製作作内内容容  

実施する内容は、主に以下の２点である。 
① 信号の増幅回路、パワーアンプ回路、フィ

ルタ回路、ボリューム回路を組み込んだ、

Ｂ級オーディオアンプ回路基板を設計、製

作する。 
② 作成した基板を収める筐体を設計、加工す

る。更にスピーカ等の周辺機器も別筐体に

実装する。 
 
アンプには A 級、B 級、C 級、D 級などがある。

A 級、B 級、C 級、D 級とは、それぞれの増幅の

動作方式の違いである。 
B 級増幅回路は、交流負荷線の一番下側に動作 

点を設定し、正または負の入力波形を増幅する増

幅回路です。入力波形のすべてを増幅するために

は、正負それぞれ別の B 級増幅回路を使って増 
幅し、これを合成して出力とする。 

このような回路をB級プッシュプルエミッタフ

ォロア回路という。 
 

*1 東北職業能力開発大学校 電気エネルギー制御科 
Tohoku Polytechnic College, 
Department of Electrical Systems and Energy 

   Control Technology 
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特徴として、A 級増幅回路は、１つのトランジ

スタで、入力波形のすべてを増幅するので、増幅

能力を最大限使っても、それほど大きな信号を扱

えない。これに対し、B 級プッシュプルエミッタ

フォロア回路は、入力信号の正負の半サイクルを、

それぞれ個別のトランジスタにより最大限に増幅

することができる 1)。 
また、動作点は、交流負荷線の一番下に設定し

てるので、信号が入力されていない状態では電流

は、ほとんど流れない。従って、発熱が少ない、

電源効率がよい 1),2)、ことも特徴として挙げられ

る。 B 級プッシュプルエミッタフォロア回路の

動作点は、Ic＝0[mA]の部分、言い換えると IB＝

0[mA]のところである。従って、VBE＝0[V]とな

り、トランジスタは動作していないため、波形の

正負の切り替わり部分（VBE=-0.6～0.6[V]の範囲）

では、波形に歪みがでる。これをクロスオーバー

歪み、と言う。この改善策として、２本のダイオ

ードをトランジスタのベース側に設置した。（ダイ

オードの順方向電圧で、この歪みを相殺する。） 
 

33..  機機器器構構成成  

図 1 の回路が今回製作した回路である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33..11  試試作作回回路路  

図 2 にブレッドボードで作成した試作品の写真

を示す。 

       

 
 

 試作品の主な使用機器、装置を示す。 
・電源（２台）サンハヤト製 DK-910 
・ブレッドボード（２台） 
 ステレオの R、L 対応で２セットの回路 
・スピーカ 8Ω8W（２個） 

図図 11  今今回回作作成成ししたた回回路路  

図図 22  試試作作回回路路  
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33..22  回回路路図図  

図 1 に、今回製作した回路図を示す。使用した

主な部品を、表 1 に示す。 
 

表表 11  主主なな部部品品一一覧覧  

 

 
44..  回回路路詳詳細細  

作成した図 1 の回路を、図 3 のように機能別 
に分ける。 

 
 
 
図 3 に示す機能別に分けた３つの各回路の詳 

細を示す。 
① ハイパスフィルタ 
② 非反転増幅回路（ＯＰアンプ回路） 
③ プッシュプルエミッタフォロア回路 

 
44..11  ハハイイパパススフフィィルルタタ  

ハイパスフィルタとは、フィルタの一種で、な

んらかの信号のうち、遮断周波数より高い周波数

の成分はほとんど減衰させず、遮断周波数より低

い周波数の成分を逓減させるフィルタである。 
ローカットフィルタと呼ぶ場合もある。電気回

路・電子回路では、フィルタ回路の一種であり「高

域通過濾波器」とも言われる。図 3-①の構成で遮

断周波数は、1/(2×π×R1×C1)=7.2[Hz] とな

る。 

 
44..22  非非反反転転増増幅幅回回路路  

非反転増幅回路は入力信号と出力信号の極性が

同じ極性になる増幅回路である。交流を入力した

場合は入力信号と出力信号の位相は同位相になる。   
非反転増幅回路のゲインは 1 以上にしか設定で

きない。つまり反転増幅回路と違い入力信号を減

衰させることは出来ない。非反転増幅回路の入力

インピーダンスは非常に高くほぼオペアンプ自体

の入力インピーダンスとなる。 
増幅率の理論式は、Vout/Vin=1+R4/R3 

(Vout:出力電圧、Vin:入力電圧)となる。 
 図 2 の②の回路では、増幅率は、約 5 倍となる。 
 
44..33  ププッッシシュュププルルエエミミッッタタフフォォロロアア回回路路 

NPN型のトランジスタとPNP型のトランジス

タを組み合わせた回路で構成される。 
入力信号が＋の時は上側のトランジスタが増幅

し、－の時は下側のトランジスタが増幅するよう

に動く。この場合、入力電圧が-0.6[V]～+0.6[V]
の範囲では、どちらのトランジスタも動作しない

ため、0[V]付近で波形が歪むという現象が起き、

これをクロスオーバー歪みと呼ぶ。 
これを防ぐためにダイオードを挿入する。 
 

55..  本本体体製製作作  

本体の作成基板を図 4 に示す。 
また、実装写真を図 5 に示す。 
実装する場合は、図 4 の基板を２台（ＲとＬ用）

使用する。 

 
図図 44  本本体体基基板板写写真真  

図図 33  機機能能別別にに分分けけたた回回路路図図  
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図 4 の 1～4 の素子の型番を、示す。 
1.トランジスタ(NPN) 型番:2SC5200 
2.トランジスタ(PNP) 型番：2SA1943 
3．OP アンプ 型番:NJM4580DD 
4．ダイオード 型番:1N4007 
 

 
 
 
本体の電源は、２台使用し、±12V とした。 
図 6 は、完成品の正面図、図 7 は、完成品の背

面図を示す。 
 スピーカ部については、下記製品を採用し、組

み上げた。 
・スピーカ 

FOSTEX 8cm スピーカユニット P800K 
・スピーカボックス 

FOSTEX スピーカボックス P800-E 
 

 
 
 

  
        
  

66..  おおわわりりにに  

B 級オーディオアンプ製作を通して、当初の目

的である、アナログ回路の設計、製作、組立、調

整技術等の総合的な実践力を身に付けることを目

標として実施したが、概ね達成できたと考える。  
学生が自主的に、必要な回路を調べ、自分たち

で設計、試作、製作を行っていく中で、まだまだ

未熟な部分は多々あるが、基板製作・実装、機器

加工の技術等の向上が計れたと考える。また、回

路作成時、思った動作が得られず、オシロスコー

プ、発振器等の解析ツールで実施した不具合解析

の方法等、今後、会社においても、将来役に立つ

技術と考える。 

また、一連の作業を通じて、ものづくりの基本

となる設計、試作、製作、評価、改良、スケジュ

ール管理等の基本を体験できたと考える。 
更に、B 級オーディオアンプを含めたオーディ

オアンプの技術を調べながら、学生の電子回路へ

の更なる興味関心を抱かせることができた。 
但し、今後の課題として、今回の製作を通して、

学生のスケジュール管理の重要性を実感した。学

生各自が、製作予定を線表などに起こして、その

日にやることを確認しつつ、進めていくことが効

果的だと考える。 
 

[[参参考考文文献献]]  

1)大熊康弘：改訂新版 図解でわかるはじめての電子回

路、技術評論社、pp148-155 pp187-195、2018 

2)高橋寛[監修]、飯高成男、田口英雄[共著]：絵ときで

わかるトランジスタ回路、オーム社、pp80-94、2013 

 

図図 55  本本体体実実装装写写真真  

図図 66  完完成成品品のの正正面面図図  

図図 77  完完成成品品のの背背面面図図  
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火火力力発発電電機機モモデデルルのの設設計計とと製製作作  

――  ココアアレレスス発発電電機機のの製製作作  －－ 

 
平井  真登 *1 

 
 

Design and Manufacture of Thermal Power Generation Machine Models 
- Production of Coreless Generators - 

 
HIRAI Masato*1 

 
 

要要約約  発電機の構造を学習するために、“火力発電機モデルの設計と製作”をテーマ

として総合制作実習を行った。近年の学生は、“ものづくり”の経験が乏しく、目的の

ものをどのようにしたら形になるのかを想像するのが難しいと感じる。そこでこの製

作では、学生達に製作スケジュールの作成、全体の設計、部品の選定、製作、製作物

の評価、問題点の改善を実習形式で行い、製品製造の一連のプロセスを体験してもら

った。本製作では、火力発電機の発電機部分のコアレス発電機の設計から行っている。

現在は試作段階であるため、その途中経過を報告する。  

 

11.. ははじじめめにに  

青森職業能力開発短期大学校において、オープン

キャンパスでは各科の説明を行い、施設見学と体験

授業などを行っている。その中で、説明を聞いた生

徒や入学してきた学生などに、電気エネルギー制御

科という科名と説明から内容がイメージできるか

を聞いたところ、具体的にイメージしにくいという

意見が多かった。さらに電気は目に見えないもので

あるため、言葉ではわかっていてもイメージしづら

いと感じている。そこで本製作では、視覚的にわか

りやすく科の PR を行うことができる展示物の製作

を目的としている。 
製作物としては、学生からの要望もあり日本を支

える発電方法のひとつである火力発電の原理を使

った実験機の製作を行うこととした。また、製作を

通し、専門課程のエネルギー分野や電力分野の内容

を学び、資格試験に必要な知識を深めることを目標

としている。 
 

22..  発発電電原原理理  

火力発電には汽力発電、コンバインドサイクル発

電、内燃力発電等がある。今回は構造が最も簡単で

あり火力発電所の多くで採用されている汽力発電

方式を採用した。原理としては、圧力鍋で水を高圧

の蒸気に変え、火力発電と同じくその圧力を利用し

タービンを回転させる。タービンは発電部に繋いで

おり、これで発電し送電を行う。原理を図 1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

*1 東北職業能力開発大学校青森校 電気エネルギー制御科 
Tohoku Polytechnic College, Aomori 
Department of Electrical Systems and Energy Control 
Technology 図図 11  発発電電のの原原理理  
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図図 22  設設計計図図  

コイル部 

磁石部(ローター) 

電磁鋼板 

図図 55  製製作作ししたたココイイルル  図図 66  結結線線図図  

図図 77  ロローータターー  
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33..  発発電電機機のの設設計計・・製製作作  

33..11  設設計計  

発電機の設計にあたり、コイルと磁束の鎖交率向

上のため、磁性体をコイル周辺に配置して磁束を誘

導する有鉄心型と、磁性体を使用しない無鉄心型が

ある。有鉄心型は、磁性体と磁石間に働く吸引力が

存在し、始動時に制動力となる。それに対し無鉄心

型は吸引力がなく、制動力は働かない。そこで、圧

力鍋からの蒸気で回転できるようにするため、始動

時に制動力の働かない無鉄心型のコアレス発電機

の設計を行う。設計した構造について図 2 に示す。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

33..22  ココアアレレスス発発電電機機  

今回採用したコアレス発電機は構造的にアキシ

ャルギャップ型とラジアルギャップ型に大別され

る。アキシャルギャップ型は、巻線と磁石の隙間が

軸に垂直な平面であり、ラジアルギャップ型は軸に

平行な曲面である。それぞれ図 3 に示す。また、今

回の製作では比較的構造が簡単で、ラジアル型と比

べて小型化がしやすいアキシャル型を製作する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

33..33  電電磁磁鋼鋼板板 
コアレス発電機は、コアが無いため磁気回路がう

まく形成されない。そのため、磁石とコイル部に電

磁鋼板（オリエントコア）を取付けることで、磁気

回路を形成している。磁気回路の想定は図 4 に示す。 

 

 

 

 

 

33..44  試試験験機機 11 のの設設計計・・製製作作  

製作した試験機 1 は、コイルに使用する銅線を丸

のエナメル線を使用し、効率の良い三相で発電する

ためにＹ結線としている。製作したコイルは図 5、
結線図を図 6 に示す。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

試験機 1 は始動トルクの低減と小型化を目指し、

低速で発電させるため、コイル 18 個、磁石 12 個の

多極にしている。また、磁石はネオジウム磁石を使

用し、アルミ板への接着にはエポキシ接着剤を使用

した。製作したローターを図 7、試験機の全体像を

図 8 に示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

33..55  試試験験機機 22 のの設設計計・・製製作作  

発電部の試験機 1 では、縦横 8[cm]、奥行 15[cm]
であったが、試験機 2 では縦横 15[cm]、奥行 20[cm]
と大きくしている。コイルに使用する銅線、結線方

法は試験機 1 と同様にし、コイルの巻き数を試験機

1 の 62 巻から 160 巻に増やし、製作したコイルを

図 9 に示す。ローターの磁石は、試作機 1 同様ネオ

ジウム磁石を使用し、直径1[cm]から直径 1.5[cm]、

図図 33  ココアアレレスス発発電電機機のの種種別別  

磁極 

コイル 

固定子 

磁束 
アキシャルギャップ型 ラジアルギャップ型 

回転軸 

図図 44  磁磁気気回回路路  

図図 88  試試験験機機 11  
磁石部 

コイル

15[cm] 
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図図 99  製製作作ししたたココイイルル  図図 1100  製製作作ししたたロローータターー  

図図 1111  試試験験機機 11 タターービビンン  図図 1122  試試験験機機 22 タターービビンン  

図図 1155  製製作作ししたたロローータターー  

15[cm] 

15[cm] 

厚さ 4[mm]から 8[mm]のものに変更した。製作し

たローターを図 10 に示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

44..  タターービビンンのの製製作作 
試験機 1 のタービンは、蒸気タービンの形状を参

考にし、アルミ板を加工し折り曲げ、羽の角度を調

整しタービンを製作した。直径 10[cm]、羽の枚数が

24 枚のタービンを 2 枚重ねて使用した。製作した

タービンを図 11 に示す。 
試験機 2 では、より大きな力を得るために直径

15[cm]、羽の枚数が 36 枚のもの 2 つ製作した。製

作したタービンを図 12 に示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

55..  出出力力のの測測定定比比較較 
試験機 1 と試験機 2 の出力を比較するため、セ

メント抵抗 10[Ω]をＹ結線、コイルと磁石のギャ

ップを 2[mm]としオシロスコープで測定した。測

定時は直流モータを試験機に取付け回転させてい

る。測定した出力結果を図 13 に示す。出力波形を

図 14 に示す。 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

測定の結果、図 13 より回転数に比例し出力が上

昇しているのがわかる。また、試験機 2 は試験機 1
の約 26.5 倍の出力を得ることができた。よって、

コイルの巻数と磁石の磁力に比例し、発電出力が上

昇することが確認できる。しかし、試験機 2 を実際

に圧力鍋による高圧の蒸気で回転させたところ、十

分な回転が得られず、LED を点灯させるほどの出

力を得ることができなかった。これは、ローターが

大きくなったことにより、重量が増したことが原因

と判断した。 

また図 14 の出力波形を分析すると、どちらも三

相交流で出力していることが確認できた。しかし、

試験機 2 では、R 相の電圧が他相よりも低くなって

しまった。各相の抵抗値を測定すると、R 相のコイ

ル抵抗が他よりも僅かに低いことから、巻数が他よ

りも少ないこと、ローターの磁石の固定位置もわず

かにずれていることが原因であると判断した。 

 

66..  試試験験機機 22--11 のの設設計計・・製製作作 
試験機 2 と同じ設計で、前述の問題点の改善を

行うため、試験機 2-1 の製作に取り組んだ。コイ

ル部は試験機 2 と同じものを使用し、ローター部

は磁石の厚さを 8[mm]から 6[mm]のものに変更し

軽量化を図った。また、磁石の固定は、専用のガ

イドを CNC レーザー加工機で加工することで、磁

石を均等に配置することができた。製作したガイ

ド、ローターを図 15 に示す。 

 

 

 

 

 

外板や磁石を固定する板、ガイドなどは試験機 2
と同様のアルミ板を使用し、外板とローターの板は

ＮＮ  
ＮＮ  

ＮＮ  
ＳＳ  

ＳＳ  

ＮＮ  
ＳＳ  

ＮＮ  
ＳＳ  

ＳＳ  ＳＳ  
ＮＮ  

図図 1144  出出力力波波形形のの比比較較  

試験機 2 
 

試験機 1 

 

0
1
2
3
4

0 100 200 300 400 500

出
力

[W
]

回転数[rpm]

試験機1

試験機2

図図 1133  試試験験機機 11 とと試試験験機機 22 のの出出力力比比較較  
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図図 1166  試試験験機機 22--11  

図図 1199  三三相相整整流流回回路路  

1.5[mm]から 2.0[mm]、ガイドは重量を増やさない

ようにするため 1.0[mm]のアルミ板を使用し、CNC

レーザー加工機で加工し、精度の向上を図った。ま

た、アルミ板を厚くすることで強度が上がり、ベア

リングを固定する際の位置ずれも改善し、発電時の

振動の軽減につながった。完成した試験機 2-1 を図

16 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

77..  出出力力のの測測定定比比較較 
試験機 2 と試験機 2-1 の出力を比較するため、セ

メント抵抗 10[Ω]を Y 結線、コイルと磁石のギャッ

プを 2[mm]としオシロスコープで測定した。測定時

は直流モータを試験機に取付け回転させている。測

定した出力結果を図 17 に示す。出力波形を図 18 に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定の結果、図 17 より試験機 2 より試験機 2-1
の方が多くの出力を得ることができた。ローター部

の軽量化のため磁石の厚さを薄くしたことで、その

分磁束が減り出力も減少すると思われたが、磁石を

設計図通りの正確な位置に配置したことで、磁石が

コイルの中心を通り試験機2より多くの出力を得る

ことができたと考えられる。 

 

88..  整整流流回回路路ににつついいてて 
次にこの試験機 2-1を前述5.と同様にモータで回

転させ、その出力から LED を点灯させるために、

三相整流回路を製作しその出力を測定した。三相整

流回路を図 19 に示す。開放電圧を測定し、得られ

た波形を図 20 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定結果として、開放電圧で 4.24[V]となった。

波形は交流波形が乱れていることもあり、図 21 の

ように整流しても乱れてはいるが、回路により整

流されていることを確認できた。 

 

99..  おおわわりりにに 
 試験機2-1ではローター部とコイル部の電磁鋼板

を取り外すことで、圧力鍋による高圧の蒸気で

LED を点灯させることができたが、電圧がまだ十

分に高いとはいえない。今後も昇圧を行うために三

相倍電圧整流回路を使い、出力向上に取り組みたい。

また、試験機 2 では今回用意した蒸気では必要な回

転を得られなかったため、試験機 2-1 をベースに、

改良を加えた発電機を製作していく予定である。そ

して、科の PR ができる展示物の製作に向けて発電、

昇圧、送電、電気の利用という流れが目で見て理解

できるように、発電以外の部分も今後検討を行って

いく。 
 
［［参参考考文文献献］］  

1)久保大次郎：マイクロ風力発電機の設計と製作、CQ 出

版社、pp.48-79、2012 
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図図 1177  試試験験機機 22 とと試試験験機機 22--11 のの出出力力比比較較  
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図図 1188  試試験験機機 22 とと試試験験機機 22--11 のの出出力力波波形形比比較較  

図図 2200  三三相相整整流流波波形形  
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YAMAKAWA Akira*1 
 
 

要要約約  我が国では、西暦 2000 年前後より、科学技術関連分野での高等教育にも倫理

教育が組み込まれるようになってきた。以来、およそ 20 年が経過しているが、職業能

力開発大学校・短期大学校において、倫理教育をカリキュラムに取り入れる動きがこ

れまでほとんどなかった。本稿では、高等教育と比較しながら職業能力開発における

倫理教育の必要性を論じたあと、筆者がこれまで職業能力開発大学校で実施してきた

倫理教育について報告するものである。  

 

11..  ははじじめめにに  

本稿で扱う倫理は応用倫理学の一分野である。一

般に、道徳哲学や倫理学が、良識やコモンセンス

(common sense)について探求するのに対し、応用倫

理学は、倫理学をもとに他分野の諸問題を扱う。と

くに、技術者の場合、専門性の高い営みにおいて、

高度な科学技術に関する知識を用いた判断が行わ

れる場合がある。このような場面では、技術的特異

性を踏まえた判断が伴うため、一般人とは区別され

る、技術者に特有の倫理が要請される 1)。このよう

な、技術的専門性を伴う道徳・倫理は、技術、また

は、技術者、そのどちらに注目すべきなのかという

議論もあるが、いずれにしても、一般に、

“engineering ethics”と呼ばれる 2),3)。 
一方で、世界的潮流として、環境問題をはじめ、

地球的視点・多角的視点をもった理解と行動が、一

般の人々にも求められている時代ともなっている。

そのなかで、技術者は、科学技術によって人々をよ

り幸せに、そして暮らしを豊かにしてほしいと期待

されている。このような社会的要請を背景に、世界

で認められる、あるべき自立（自律）した技術者像

を形作る要素の一つとして、優れた倫理観を技術者

にもとめている 4)。 
このような社会情勢を踏まえ、本稿では、倫理教

育の背景や位置づけを整理したあと、「高度技能者

育成」を行う職業能力開発大学校において、筆者が

設けた倫理系科目についての実施経過を報告する。 
 

22..  道道徳徳・・倫倫理理教教育育のの社社会会的的要要請請ととそそのの背背景景  

22..11  日日本本ににおおけけるる高高等等教教育育ととのの関関係係  

もともと、“engineering ethics”は、1970 年代に

米国で形成され始め、1990 年代半ば以降、米国か

ら日本に導入された 5),6)。ほぼ同時期、日本では、

高等教育機関が行う技術者を育成する専門教育プ

ログラムの認定を行う非営利団体として、日本技術

者教育認定機構 7)（JABEE: Japan Accreditation 
Board for Engineering Education）が 1999 年に発

足し、その認定基準の中で、「技術者倫理*2」が謳わ

*1 東北職業能力開発大学校 生産電子情報システム技術科 
Tohoku Polytechnic College 
Department of Production Electronic Information Systems
Technology 

*2 “engineering ethics”の日本語訳として、現在、工学倫理、

技術倫理、技術者倫理と定まっていない。本稿では、特に断

らない限り“engineering ethics”の日本語訳として、「工学

倫理」を用いる。 
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れたことが、日本の高等教育における倫理教育が普

及するきっかけとなった。2021 年現在の認定基準

では、「自立した技術者像(認定基準 1.1)」を具体化

した項目の中で、「技術者が社会に対する貢献と責

任に関する理解 8),9)」として明記されている。 
一方で、1990 年代は、オウム真理教による地下

鉄サリン事件や高速増殖原型炉もんじゅでのナト

リウム漏洩火災事故など、高度な科学技術に由来す

る大きな事件や事故が起きた。このような出来事を

きっかけとして、大学などの高等教育でも、道徳や

倫理の教育をすべきではないかという声が専門分

野内のみならず、一般的にも大きくなってきた 10)。

また、地球温暖化や環境汚染問題、家電や自動車の

安全性問題なども関心が向けられるようになり、さ

まざまな問題を考えるための基盤として、道徳や倫

理の素養を身につけることの重要性が再認識され

始めた。 
 

22..22 技技術術者者とと倫倫理理のの関関係係  

22..22..11  技技術術のの性性質質とと倫倫理理  

まず、技術者と倫理の関係性について、技術の性

質という側面から整理する。 
一般に、工業製品は、製品の開発、設計、生産、

販売、利用、回収のサイクルがあり、このプロセス

において設計は重要視されている。これは、人工物

である製品は、機能という側面では、設計者の意図

が反映されたものとして存在し続け、その後、製品

は劣化し、設計当初の機能を維持できなくなってい

くが、この工業製品の一連のプロセスでは、開発・

設計者の意図を忠実に生産・販売・利用の場面で受

け継いでいかなければ、消費者との契約上、製品は

製品として存在すべきではないと考えられている

からである。そのため、製品生産のプロセス上で最

も重要な技術的活動は設計と捉えられている。また、

機能の構成は、知的財産権や安全上の問題として、

利用者が機能を改変できないようブラックボック

ス化され、さらに、高度で精密・精緻な技術により、

簡単には模倣できない技術レベルのものも多くあ

る。 
このようなことから、技術設計に携わる技術者に

は、「製品が設計どおりの機能で働く」ことに関し、

高度な技術活動を通して得られる技術的機能の産

物（大きな人的・社会的リスクを生み出すことが可

能な装置）に対する責任が求められている（ただし、

設計者から離れた製品が勝手に動くことに対し、設

計者の責任となるかどうかは、未解決の倫理学上の

問題が残っている）。また、一方で、消費者は、他者

が作り上げた「機械装置」を利用するとき、当然、

使用目的をもって、その「機械装置」を使用する。

この使用目的は、製造者と消費者との間で成立する

契約として、使用上の注意や説明書・保証書などで

明示され、信頼の根拠となる 11)。しかし、「機械装

置」の機能を保障するものは、安全性試験や動作試

験によるものであるが、高度な技術が伴う機械装置

に消費者の目利きは有効ではなくなりつつあり、結

果として、経験的な「製造者への信頼」で簡便化（ヒ

ューリスティクス）、または、企業名や広告で印象付

けられた「慣れとしての安心」として評価される 12)。

しかしながら、どのような形であっても消費者によ

る製造者への信頼は存在し、この信頼は、突き詰め

れば、企業組織の技術と技術者への信頼である。 
このように技術的活動で生じる「機械的機能」を

産み出し・実行させる者としての責任や信頼が、一

般的な道徳や倫理とは性質の異なる、専門性が伴う

倫理（専門職倫理）の根拠である。 
 

22..22..22  技技術術者者のの属属性性とと倫倫理理  

次に、工業製品を生産する組織と従業員である技

術者の関係から整理する。 
一般に、技術者は企業という組織に属し生産活動

を行っている。これら多くの組織では、生産活動を

複数の人々によって担い、まとめ引き継ぐことに、

それぞれの従業員としての職務上の責任が発生す

る。また、生産活動の金額や活動規模、リスクの大

きさによって、職務上の責任が変化し、これに応じ

て報酬や役職も変化する。ここで、注意しなければ

ならないのが、生産活動のリスク対象が、企業なの

か消費者なのか社会なのかという点である。前で示

した技術の性質という側面では、設計が、製品が出

来上がるまでの重要な行為の一つとして認識され

ていることを示したが、生産活動では、原料の調達

から工場の設置・運営まで、企業と社会という接点
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においてはさまざまな立場や人々がかかわる。また、

人材の活用という側面では、配置転換などの異動も

あり、専門家・非専門家という立場も、そして、役

職もさまざまに変遷することが多く、変わらないの

は、（同一企業とは限らない）企業・組織に属する人

という立場だけである。 
このような面から、技術者は企業倫理の範疇でも

ある。 
 

33..  職職業業能能力力開開発発とと倫倫理理教教育育  

33..11  技技術術職職とと技技能能職職のの倫倫理理  

職業訓練や職業能力開発と言ったとき、そこでは、

技能を身につけることが目標となる。そのため、職

業能力開発と技術が結びついたとき、その職業上の

分類は、技能職という位置づけになる。 
一方で、専門家倫理の対象とする職業を専門職と

考えたとき、代表的な職業に医師や弁護士があげら

れる。専門職には、一般的に定められた定義はない

とされるが、おおよそ、古くは、体系的な知識に基

づく高度な専門性により、社会的特権や権威のもと、

社会にとって重要なサービスを担う職業とされる。 
では、技術者や技能者はどのような職業に就く者

と認識されているのだろうか。 
科学技術は、社会に対して大きな影響力をもつよ

うになってきており、とりわけ、近年は、技術要素

のモジュール化と相まって、情報通信の発達と、技

術的活動のパーソナル化とグローバル化が進み、職

業というより、専門知を備えたものの所業が、他へ

の大きな影響力を発揮しているといってよい。また、

職務が分業化・細分化されていることも含め、技術

者と技能者を明確に分けることは、技術的活動とい

う側面からあまり意味がないと考える。 
以上から、ここで注目する倫理とは、専門職の倫

理に関した研究上の議論 13)は他所に譲るとして、や

や厳密さに欠けるが、大きな人的・社会的リスクを

生み出すこと・認識することが可能な職業に就くも

の、もしくは、それらの知識をもつものが備えるべ

き倫理としておく。 
 
33..22  倫倫理理教教育育のの実実施施計計画画  

33..22..11  倫倫理理系系科科目目設設置置のの準準備備  

理想的には、世の中のすべての人々が関係してく

るので、より多くの教育機会で道徳や倫理を学ぶ機

会があればよいのだが、ここでの論点は、技術・技

能と倫理教育とのかかわりであるので、そこに注目

して、教育内容を整理する。 
前提として、倫理教育においては行為の根源とな

る考え方に注目するので、なにかを学んだあとすぐ

に、「～できる」という評価はなじまないとされる。

しかし、カリキュラムのなかで倫理要素と技能要素

をうまく編み込んだ実習成果の評価の可能性はあ

る。この倫理教育と技能訓練の融合可能性は今後の

研究課題として他に譲ることとし、ここでは、職業

能力開発大学校において、専門性に共通する素養を

備えるための倫理系科目を開講する際の問題点に

ついて、筆者がこれまで行ってきた講義科目に関す

る考え方とともに述べていく。 
まず、そもそも倫理がもとめられる背景は、「技術

とはすべての人にとって、安全でくらしを豊かにす

るものであってほしい」という要請からはじまる。

そのため、倫理学で取り扱う範囲は、人がかかわる

すべての領域であり、政治・経済・心理・環境・生

物・民族・文化から人間・宇宙、人工知能など、多

岐にわたる。そのため、どのような内容でも倫理と

関係させた内容（または、人との関係に注目した内

容）であれば、授業内容としてはひとまず問題ない

とも言える。しかし、だからと言って、倫理系の授

業の体をなすように、教育上のストーリー（シラバ

ス）を構成する必要はある。多くの場合、シラバス

を作成するときに参考とするのは、先行する実施報

告や研究結果であるが、定型化されていない教育分

野では、先行実施例は少なく、研究結果を積み上げ

ていくことになる。 
今日、人や社会と科学技術の影響について研究す

る分野は、大きく分けて、社会学的なアプローチに

よる科学技術社会論（STS：Science, technology and 
society）と、倫理学的アプローチによる応用倫理学

である（もちろん、各科学技術分野それぞれの研究

テーマレベルで、人や社会と関連した研究は行われ

ている）。そのため、多くの科学技術系の教育課程に

おける倫理教育は、科学技術社会論や応用倫理学の

内容に関した構成（教科書）で倫理教育が行われて
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いる（科目名は社会学、哲学、倫理学、工学倫理、

技術者倫理、環境倫理など、科・コースによってば

らつきがある）。 
次に、一般に、教育体制を整えるときに生じるで

あろう大きな問題点を示しておく。 
 

 問題点 1 担当教員の確保と専門性 
 問題点 2 講義内容（単位数・時間数） 
 問題点 3 開講時期 

 
問題点 1 は、そもそもここで取り扱う学問分野の

主軸は応用倫理学である。倫理学を専門としていな

い場合、日本の大学で応用倫理学に関する科目を履

修できるようになってきたのは、おおよそ 2000 年

以降である。そのため、応用倫理学の教育が高等教

育で一般的になる以前は、科学技術系教員のうち、

倫理教育を担当できるものはほとんどいなかった。

実は、専門分野とも思える哲学系の教員も、応用倫

理学が科学技術系の高等教育に普及する以前は、科

学技術に関する知識と経験が少ないかったため、倫

理学理論を教えることができても、応用倫理学に関

する教育にすぐに対応できないという問題があっ

た。そのため、いわゆる理系・文系教員にかかわら

ず、授業担当となる場合には、別領域の知識を新た

に得なければならないという難しい問題を抱えて

いた。それでも、授業の担当に決まった教員は、自

己学習と新たな研究活動によって得た新しい知識

で、授業に対応していた 14)。 
次の問題点 2 と 3 については、倫理系科目に限っ

たことではないが、大学や学部・学科の教育方針を

もとに、担当教員のみならず、実施科全体で、念入

りに検討し決定する必要がある。 
 

33..22..22  カカリリキキュュララムム案案のの作作成成  

ここでは、前節で取り上げた問題点とともに、筆

者の倫理系科目のカリキュラムの考え方を述べて

いく。 
問題点 1 については、問題点 2 と合わせて担当者

を決めることになるが、適任者がいれば問題ないが、

先述した通り、応用倫理学を学ぶ機会がなかったも

のにとっては、準備時間が必要である。また、技術

士試験 15)などの専門的な資格試験では、倫理に関す

る内容が試験項目に含まれているので、そのような

有資格者に講義や講義の一部を依頼することも可

能であろう。 
問題点 2 については、必須受講科目である「標準

カリキュラム」には倫理関係の科目が設けられてい

ないため、職業能力開発大学校の専門課程、および、

応用課程の標準外科目で、独自に設けることとなる。 
開講当時、先行して実施していた大学がいくつか

あり 16)、その状況を参考に、履修単位数を 2 単位と

設定した。 
ここで、参考までに、現在の高等専門学校を例に

示しておく。2021 年 3 月 1 日現在のシラバス 17)で

は、全国の高等専門学校本科の 4・5 年生（大学 1・
2 年生相当）において、倫理系の科目が全く設けら

れていない学校は 51 校中 13 校ある。また、同様

に、専攻科（大学 3・4 年生相当）のある 50 校中 3
校が倫理関係の科目が設けられていないが、3 校の

うち 1 校は本科で倫理系科目が必修となっている。

なお、本科・専攻科の 6 年を通して全く倫理係科目

が開講されていない高等専門学校は50校中2校で、

この 2 校はともに商船高等専門学校であり、内訳は、

商船学科、流通情報工学科、電子機械工学科、およ

び、海事システム工学専攻、海上輸送システム工学

専攻、産業システム工学専攻、生産システム工学専

攻である。なお、倫理系科目が設けられているいず

れの高等専門学校でも、倫理系科目の単位数は本科

で 1～2 単位、専攻科では 2 単位が最も多い。 
教育目標については、技術者の倫理教育が行われ

るようになった背景を踏まえ、筆者は、「自身の専門

的志向をもとに、倫理的分析を加えた思考と行動が

できること」とした。この教育目標をもとに、カリ

キュラム内容は、 
 
1 倫理が求められる背景（事故・事件、世相） 
2 倫理学的思想と倫理学理論の概要 
3 社会と倫理と科学技術との関係 
4 事例分析 
（1～4 までを自分のことばで説明できる） 
 
の 4 つの項目を軸として構成した。 
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33..33  職職業業能能力力開開発発大大学学校校ででのの倫倫理理教教育育のの実実

施施ににつついいてて  

33..33..11  職職業業能能力力開開発発大大学学校校ででのの実実施施経経過過  

 ここでは、北海道職業能力開発大学校と東北職業

能力開発大学校で実施した倫理系学科目について

報告する。 
筆者がはじめて倫理系科目を実施したのが、北海

道職業能力開発大学校の専門課程 電子情報技術

科 2 年生を対象とした講義科目である。カリキュラ

ムについては、2009 年度に専門課程の電子情報技

術科が設けられたと同時に、科学技術社会論（STS：
science, technology and society）に関連する科目と

して、標準カリキュラムに「環境エネルギー概論（2
単位：標準カリキュラム）」が設けられた。そのため

科目間の関連性を持たせるため、科学技術社会論の

概要を学んでから、倫理学を学習した方が、学生に

とって理解がしやすいだろうという筆者の考えが

あった。この考えのもと、この講義科目に関連させ

た橋渡し科目として標準外カリキュラムに「科学技

術と社会（1 単位）」を設け、その後、「技術者倫理

（1 単位）」を設けた（なお、1 年次に、情報倫理も

別途 1 コマ実施した）。このカリキュラムで、2010
年度～2013 年度までの 4 年間実施した（他科目と

の関係を図 1 に示す）。その後、2014 年度から実施

するカリキュラムを、2013 年度に見直しを行った。 
改編の理由は、実施初年度である 2010 年度の授

業評価アンケートやレポートの内容から、とくに

「科学技術と社会」について、社会や組織について

の幅広い周辺分野の知識が含まれるため、講義内容

が多岐にわたり、講義内容が難しいという意見が見

られたためである（このとき取り上げた内容は、産

業の歴史、公害問題、知的財産権、プライバシー問

題）。そこで、講義科目の変更の前の 2011 年度と

2012 年度に講義内容を少し改め、身近な環境倫理

や専門性と関連する情報倫理に重点を置いたとこ

ろ、講義内容が難しいという意見がなくなった。こ

の結果を受け、2013 年度にカリキュラムを見直し、

内容の大幅な変更を行ったことから、講義内容の見

直しとともに科目名も「社会と倫理」へ変更した。

そして、2014 年度以降からは、「社会と倫理（2 単

位）」に改編し、専門課程 2 年生を対象に実施した

（他科目との関係を図 2 に示す）。なお、筆者の異

動により、2014 年度～2017 年度は、2013 年度に

改編したカリキュラムで、応用科学哲学・応用倫理

学を専門とする外部講師へ依頼し実施した。 
次に、異動先である東北職業能力開発大学校にお

ける倫理系科目の実施について報告する。 
東北職業能力開発大学校で、筆者は、応用課程担

当となったために、大学 3・4 年生に相当する学生

に対して倫理系科目を設けることにした。異動当初

は、担当する生産電子情報システム技術科のカリキ

ュラムには、標準外カリキュラムが設けられていな

かったが、2017 年度より標準外カリキュラム 4 単

位が新たに設けられたので、このうちの 2 単位を倫

理系科目として新設することにした。なお、倫理系

科目を設けるきっかけは、外部構成員による「独立

行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構運営協議

会 東北職業能力開発大学校部会」において、構成

委員の一人から、倫理教育の実施を促す意見が複数

回出たためでもある。 
 ここでは、専門課程を修了した応用課程学生を対

象とする授業科目であるため、ある程度専門的知識

を備えた学生が対象であること、マネジメント系科

目である創造的開発技法や経営管理が並行して開

講されていることを踏まえ（他科目との関係を図 3
に示す）、3.2.2 節に示した 4 つの項目を軸にして、

技術者と倫理の関係に重点を置いたカリキュラム

の内容（安全工学や技術設計思想、社会や組織の特

徴、専門家の責任、技術に絡む事件・事故の事例）

とした。そのため、科目名も専門性を意識した「工

学倫理（2 単位）」とした。 
 ここで、応用課程 生産電子情報システム技術科

1 年生を対象とした講義は、2017 年度から 2020 年

度まで実施しているが、そのなかで、アンケート等

から、講義で取り上げた内容に関して、難しいとい

う意見は全くみられなかった。 
 
33..33..22  倫倫理理系系科科目目のの成成績績評評価価ににつついいてて  

 知識の習得状況の把握は、測ることができる。で

は、人を対象とする哲学、つまり、人の考え方から

行為、そして、生き様に至るまでをその学問の対象 
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科学技術と社会 技術者倫理 環境エネルギー概論 

職業社会論 キャリア形成論 

安全衛生工学 

社会と倫理 環境エネルギー概論 

職業社会論 キャリア形成論 

安全衛生工学 

創造的開発技法 

経営管理 

工学倫理 

標準課題実習 開発課題実習 

安全衛生管理 

図 1 電子情報技術科のカリキュラムのうち倫理系科目の位置づけ（2009 年度に設置） 

図 2 電子情報技術科のカリキュラムのうち倫理系科目の位置づけ（2013 年度改編） 

図 3 生産電子情報システム技術科のカリキュラムのうち倫理系科目の位置づけ（2017 年度に設置） 
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とし、人の存在の在り方の根本となる思想を、論理

的に分析・測定することが果たしてできるのであろ

うか？具体的には、人の一生を、なんらかの科学的

データとして分析・評価することは、多様な価値観

の検討とともに主観的価値観を軸にその都度主観

的評価をしつづけることに加え、思想と行為の結果

として、その都度、客観的行動データと結び付けて

評価しなければならない。これは、実験による理論

の検証や自動機械のプログラムに対する応答動作

の評価と同様のプロセスで評価したい場合、実験科

学的手法と同様の作業を人に対して逐次行い、その

対象者の一生分（ある限られた期間でもよいかもし

れないが）の時間で測定を行う必要がある。そのよ

うな煩雑な作業から得られた複雑で膨大な測定デ

ータの評価に替えて、先人達は、理論的概念の抽象

化や一般化とともに、論理性と合理性、納得性や社

会的受容性など、一つ一つのデータを細かく検討す

る過程を昇華させた形で評価することで成してき

た。また、近年の学校教育における道徳科目の評価

については、道徳性は人格的特性であり、その評価

によって人格に働きかけることは、道徳性を養うこ

とを目的とする場面では妥当ではないと捉えられ

ている 18)。しかし、多様な価値観を想定して諸問題

を倫理的に分析すること自体は可能であると考え

る。ただ、一つの問題に対してもさまざまなアプロ

ーチが想定される中で、「用意された解答」と答え合

わせすることは倫理教育の目的ではない。そのよう

な意味で、筆者は、成績評価作業が大変な側面はあ

るが、ある程度、可能であると考えている。ただし、

注意しなければならないのは、教員側の一方的な偏

った視点での評価とならないために、倫理学理論と

の整合性や論理性をきちんと踏まえた評価でなけ

ればならないことである。そうでなければ、思想の

押し付けや洗脳という誹りは免れないだろう。 
 このような考えのもと、筆者が担当した科目の成

績は、学生のアウトプットを、倫理学理論との整合

性、学生の意見や考えの論理性を中心に、集めた情

報の正確性とともに評価することとした。これらの

評価材料は、以下の 1、2 に示す活動を通して得て

いる。 
 

 1 課題レポート、グループ討議とレポート 
 2 提出されたレポート内容について、更なる質 
   疑・応答とそれに対するレポート 
 
さらに、調査内容や分析内容、議論に対する姿勢、

まとめ方も補足的に評価項目とした。また、提出さ

れたレポートに対する教員からの質問に対して、場

合によっては、課題テーマとしてさらに授業の中で

取り上げ、他の学生から出てきた意見に対して、新

たなレポートとしてまとめ提出してもらうことも

ある。 
このような評価作業を繰り返すことで、こちらで

用意した解答との正誤評価ではなく、課題への取り

組みから得られる倫理的問題点に気づき、その気づ

きから得られた分析結果によって、自分自身の考え

の精緻性や論理性を高めることができる。そして、

問題点のさらなる抽出を行うことで、学生の考え方

や意見の一般的評価ができるようになる。つまり、

この方法であれば、理想的には、成績の評価は教員

が一方的に行うというより、学生自身でも行えるよ

うになるはずである。しかし、実際は、この繰り返

しレポート内容を吟味する作業は現実として難し

く（時間と労力がかかりすぎることや、学生も飽き

てくるなど）、これこそ、学生ごとの質的な内容に差

が出る結果となる。この同じテーマに時間を費やし、

学生が飽きてしまう部分に関しては、授業の展開手

法として問題が残っている。それでも、このような、

一連の作業から得られた評価結果を、3.2.2 節で掲

げた、教育目標に対する学生の「一応の成績」とし

た。 
 

44..  おおわわりりにに  

講義を受けている期間や直後のアンケート、レポ

ートから、倫理に関する科目を履修することで、大

人としての自覚とともに、技術に携わる者の責任を

自覚したという学生が非常に多かった。 

新たな視点によって見え・気づくことが、自覚と

責任を促し、人の自律へとつながる。そういった意

味で、倫理教育を行う意義は大きいと考える。しか

しながら、1 年後に行った追跡アンケートでは、せ

っかく得られた倫理的視点を、学生の多くは見失っ
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ていた。道具は使わないと錆びてしまうが、気づき

を与えてくれる感性は生ものである。新しい知識と

ともに活性化しておかなければ何も得られない。道

徳・倫理教育に関しては、昔から、継続した教育が

必要であると異口同音に言われている。これは、記

憶として忘れてしまうからではなく、感性が腐らな

いように、古くて新しいエネルギーを注入しつづけ

なければ、生命活動と同様に感性も維持できなくな

り、不幸な歴史を繰り返すからではないだろうか。

このような意味でも、様々な機会において、気づき

のきっかけとしての倫理教育が広く普及すべきと

切に願う。 
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―宮宮城城県県栗栗原原市市商商工工観観光光部部田田園園観観光光課課ととのの協協働働― 
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Kurihara Heritage Recognition Committee Participation Report 
 

― Collaboration with the Country Tourism Division, Commerce and Industry 
Tourism Department, Kurihara City, Miyagi Prefecture ― 

 
HOSHINO Masahiro*1 

 
 

要要約約   宮城県栗原市では、2019年３月より「くりはら遺産認定制度」を発足させ、

認定委員会に参加することとなった。地域に長く保存され、継承されてきた地域の

歴史や文化・自然環境など、これまで所有者や地域の方々によって守られてきた、

有形無形の資産の保全活用を図りながら後世に伝えていくとともに、「くりはら遺

産」として認定することで、住民の地域に対する誇りや愛着を醸成しようとするも

のである。建築物や考古資料、民族芸能・風俗習慣・音楽・美術・舞踏・工芸品・

工芸技術・自然景観など、これまで地域住民に親しまれ、愛着を持ち、後世に継承

すべき価値が高い資産を対象とするものである。本報告では、ワークショップを含

めた２年間の活動に関しての報告を行う。  

 

11．．ははじじめめにに  

宮城県栗原市では、2019年３月より「くりはら遺

産認定制度」を発足させ、認定委員会に参加するこ

ととなった。地域に長く保存され、継承されてきた

地域の歴史や文化・自然環境など、これまで所有者

や地域の方々によって守られてきた、有形無形の資

産の保全活用を図りながら後世に伝えていくとと

もに、「くりはら遺産」として認定することで、住民

の地域に対する誇りや愛着を醸成しようとするも

のである。 
栗原市内にあるそれぞれの地域で継承されてき

た歴史や文化、自然環境などに係る資産のうち、文

化財保護法や宮城県文化財保護条例、栗原市文化財

保護条例などで規定されている指定文化財以外の 

ものを対象としている。 
建築物や考古資料、民族芸能・風俗習慣・音楽・

美術・舞踏・工芸品・工芸技術・自然景観など、こ

れまで地域住民に親しまれ、愛着を持ち、後世に継

承すべき価値が高い資産を対象とするものである。

本報告では、ワークショップを含めた２年間の活動

とくりはら遺産認定までの経緯に関しての報告を

行う。 
 

22．．活活動動内内容容  
22..11  第第１１回回委委員員会会活活動動内内容容  

2019年３月13日（水）、午前10時から11時30分ま

で、栗原市役所３階306室において、栗原市長千葉

健司氏より「合併後15年経過した。栗原の原石を発

掘する。風景などの資産は観光資源になる」とのご

あいさつの後、各委員の自己紹介・事務局紹介がな 
*1 東北職業能力開発大学校 住居環境科 

Tohoku Polytechnic College 
Department of Housing Environment 
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された。議事内容として、以下の意見交換および検

討がなされた。(図１) 
１）くりはら遺産認定制度の概要などについて 
事務局より資料説明後、質疑応答。 
(Ｍ委員)自然や景観は変化するもの。大崎市のイ

グネは、維持管理が大変である。旧10市町村の社会

科副読本がある。参考資料としてほしい。 
(Ｓ委員)建物単体や点で認定するだけでなく、地

域・面・ゾーンでの認定を検討してほしい。観光マ

ップを作成して、ツアー企画につなげてはどうか。

地名も対象となるのでは。 
２）くりはら遺産の活用について 
事務局より資料説明後、質疑応答。配布資料「下

田まち遺産手帖」 
(Ｔ委員)認定制度の活用については、市民への広

報が大切。認定後は観光マップに掲載すると良い。 
(Ｋ委員)個人からの申請だけではなく、この委員

会委員からの推薦も必要ではないか。 
(Ｋ委員)申請者少ない時は委員が動くこと必要。 
(Ｔ委員)認定対象物のイメージ例があると良い。

有形・無形・食文化などのとらえ方は、地域・人ご

とに違う。 
(Ｍ委員)多くの市民が認定制度を知るために、広

報の方法検討。旧地名や風景は、誰が申請する。 
(Ｉ委員)広報活動の場となる。副読本等の過去資

料を見たい。市内の顔となるものを認定する。 
(Ｉ委員)市内の麹

こうじ

店の事例あり。地名・方言も対

照となるのでは。 
(Ｓ委員)認定後への意見を付して認定すること必

要。ＦＢなどでの広報。 
(Ｍ委員)募集に先行してPRが必要。点と面の募集。

わかりやすい認定基準作り必要。具体的に。 
(Ｈ委員)認定された場合は、認定書のほかに市内

観光マップに掲載されるとか、プレートを作成して

掲示されるとか。 
３）今後のスケジュールについて 

事務局より資料説明後、質疑応答。 
４、５月で各委員からの具体的提案などを集約

して認定委員会を開催する。８、９月から広報・

申請募集開始予定。「くりはら遺産の認定に関する

要綱」は確認された。 
 

図図１１  第第11回回くくりりははらら遺遺産産検検討討委委員員会会のの様様子子  

 
４）まとめ 
１）,２）,３）の議事につき検討・協議した。 
第２回委員会では、具体的なスケジュールおよび

提案事項について検討することとした。  

22..22  第第２２回回委委員員会会活活動動内内容容  
１）2019年６月18日(火) 

事前打ち合わせ・事務局来校・東北能力開発大学

校５号館２階CAD室１。栗原市としての提案をした

い。 
① 最終的には、観光資源として活用する。 
② モデルエリアの設定 
③ 有形物、昔から元々ある看板 
④ マップ、限定エリア 
⑤ 第２回は７月上旬予定とする。 

２）2019年７月10日（水）午後１時30分～３時30分 
栗原市役所３階307室において開催された。 
座長あいさつ、第１条目的の確認後、新事務局体

制の紹介がなされた。 
議事内容として「くりはら遺産認定制度の概要な

どについて」の意見交換および検討がなされた。 
事務局提案(１)配布資料「地区限定」 
事務局提案(２)配布資料「地区限定なし」、昭

和以前の看板など 
各委員よりの意見として、 
(Ｍ委員)遺産とは何か、文化遺産とは(定義資料)、

有形の場合、地区の絞り込み賛成、文化遺産と観光

資源の関係、食文化・習俗は含めないのか、集約で

きないか。 
(Ｔ委員)看板認定だけではなく、ストーリーを作

るべき、例えば、奥州街道の活用を通じた観光の戦

略作りが必要、建造物指定は賛成。 
(Ｍ委員)那須高原ツーリングには、ファンがいる。 
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くりはらファンをつくる。 
(Ｋ委員)若柳には、看板が少ない。 
(Ｓ委員)看板懐かしい。商店なら良い。集めて展

示。ウォークラリー。 
(Ｓ委員)認定の期限は、２年後に再申請する。具

現化必要。 
(Ｓ委員)花山移住１年、昭和レトロ、新幹線駅前、

旧街道、地域の歴史にストーリーをかぶせられる。

栗原市内の奥の細道の足跡をたどる。 
(Ｓ委員)スピーディー、売り込み、フレキシブル。 
(Ｔ委員)走りながら考える。大阪の太陽の塔の事

例。看板を集約して商店街ストリートに集める。 
(Ｉ委員)田園観光課なのだから観光資源としての

活用、(栗原は人柄だよと言われる)、ばらばらでな

く、金成歴史資料館に展示してはどうか。 
(Ｓ委員)歴史・自然などに分科会を設定して、早

く進めることが大切。 
(Ｈ委員)独自な視点からのパンフレット作成。 
(Ｍ委員)市内には石碑が多い。点に終わらないマ

ップが必要。具体的な提案必要。マスコミの活用。

FBシェア。横のつながり必要。 
(Ｓ委員)メディアへの戦略方針を検討すること

必要。地域割りで分科会設定してはどうか。昔は

栗原を東西南北に分けた。 
(Ｉ委員)中山道妻後、昔の看板・電化製品の展示

あり、岩ヶ崎風土館、金成資料館での展示、ハリス

トス正教会へのつながり、奥の細道(一関から鳴子

まで１日で歩いた、忍者だったか)。 
(事務局)歴史・自然などのグループ分けも考慮し

ながら、戦略的に進める。 
① マップを作成して周遊していただく。 
② くりはら遺産認定の申請方法が、具体的に示

されていない現状。事例を示す必要あり。      
③ 看板を集約して、マップを作成。 
(Ｍ委員)エリアを限定する。くりはらオリジナル

を大切にする。「くりはら遺産」という名称にふさわ

しいものを認定。 
(Ｓ委員)細倉鉱山、栗電、つるまる城、…… 
(Ｍ委員)石碑の写真がなぜないのか。街道文化ス

トーリーがある。社会科副読本の解説、旧10カ町村

のもの、観光、有形、建築物、町並みの分科会を設

定してはどうか。遺産とは、次世代に伝えるもの。

町並み見学として、共通体験的ワークショップを通

じて、共通の認定基準に関する視点を見出す。 
３）まとめ 
１），２）の議事につき検討・協議した。各委員

から提案された意見に基づき、第3回委員会では、

調査見学会を開催することとされた。 
22..33  第第３３回回委委員員会会活活動動内内容容  
１）2019年９月13日（金）調査見学会を開催し

た。調査見学した建築物は、図２、３、４、５、

６、７である。 
 

 
図図２２  栗栗駒駒町町六六日日町町スストトリリーートト景景観観  

  

 

図図３３  昭昭和和のの景景観観のの写写真真展展示示のの様様子子  

  

  
図図４４  ススーーププカカフフェェ前前ででのの委委員員集集合合写写真真  
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図図５５  金金成成尋尋常常高高等等小小学学校校外外観観  

  

図図６６  金金成成正正ハハリリスストトスス教教会会外外観観  

  

図図７７  金金成成地地区区「「ななべべやや」」外外観観  

 
２）まとめ 
栗駒六日町商店街と金成地区の調査見学を実施

した。参加各委員には、「見学情報記入シート」を提

出していただくようにした。シートに基づき、第４

回委員会では、ワークショップ方式で認定事項につ

いて協議することとした。 
22..44  第第４４回回委委員員会会活活動動内内容容  
１）2019年10月17日（金）  

事前打ち合わせ・事務局来校・東北能力開発大学

校５号館２階CAD室１。くりはら遺産の選出に際し

て、４つの分野・ゾーンに分けて考えることとした。 
① 地域・市内全体・景観を含む、② ゾーン・範 

囲限定、③ 個別・単体、④ 目に見えないもの。 
事例としては、①くりこま商店街(昭和遺産とし

て)、② なべや(商業建築・店舗遺産として)、③ 農
家型長屋門(地域遺産として)等が挙げられた。 
２）2019年11月８日（金）午後１時 
栗原市市民活動支援センター、多目的室において

開催された。協議事項としては、以下の項目につい

て、ワークショップ方式で協議検討した。 
 

 
 

① 町並み調査の振り返りと今後の進め方 
② グループワーク実施（図８、９）  
③ グループワークでの意見のまとめ方 

 

 
図図９９  ワワーーククシショョッッププででのの検検討討のの様様子子  

 
３）まとめ  

「見学情報記入シート」に基づき検討協議した。

２グループに分かれて、各委員からさらに提案され

た意見も踏まえて、調査見学会を振り返った。また、

戦略としての全体を俯瞰する意見も出された。 
22..55  第第５５回回委委員員会会活活動動内内容容  
１）2020年１月22日（水）午前10～11時、東北職

業能力開発大学校３号館２階CAD室Ⅱにおいて、 

図図８８  戦戦略略のの関関係係図図  
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委員長と事務局員とで、第５回くりはら遺産委員会

打ち合わせを行った。協議事項と進め方について以

下の通り検討された。 
① 開催予定は、３月９日(月)から15日(日)の間の 

午後7時から午後9時予定（3/11を除く）。場所は、

栗原市民センター２階とする。 
② 最終的なまとめをどのようにするか。協議方法

と進め方、くりはら遺産の定義などについて。第

１回は、規約の確認、各委員からの自由な意見集

約など。第２回は、六日町商店街・金成町なべや

などの見学。交流会意見交換。第３回は、２グル

ープに別れてのグループディスカッションと、く

りはら遺産候補の提案。ワークショップとしてま

とめた。具体的事例・農家型長屋門(文字地区マ

ップあり・長屋門群として認定候補、景観、食材

など……) 
③ 協議方法と進め方に関しては、推薦書として提  

示するための認定基準・申請方法……。年度内で

の認定は難しい。次年度も継続して委員会を進め

る。委員については、単年度の委嘱なので変更あ

り。第３回での２グループの提案項目を一つにま

とめて、参加者で協議する。各委員より候補とな

るものを選定して、申請書の作成を依頼する。 
④ 次年度第５回委員会・５月予定までの各委員か

らの申請書提出を依頼する。 
⑤ 次年度第６回委員会・７月予定で、モデルケー

ス第１号として認定試行する。その後広報など

により、広く一般市民から候補を募る。広報・

応募・選定の手順で進める。 
２）その後の経過と対応 

2020年１月に第５回くりはら遺産委員会の事前

打ち合わせを行った。その項目としては、 
(ア) 委員会の目標 
(イ) 観光コースのルート提案(ルートマップ・ロー

ドマップなど) 
(ウ) 認定遺産候補の絞り込み 
などが挙げられた。しかし、2020年２月から５月に

かけては、新型コロナウイルス感染への対応として、

委員会は活動停止となった。コロナ禍が継続する中、

2020年６月26日(金) 事務局との打ち合わせを行

った。２年目の活動開始に向けて少しずつ動き始め

た。「with corona」の生活様式に基づき注意深く見

守りながら再開していく方針で進めることとした。

そして、2020年７月３日(金)に第５回委員会を開催

することができた。協議検討項目としては、①委員

会の目標、②観光コースのルート提案(ルートマッ

プ・ロードマップなど)、③認定遺産候補の絞り込み、

を挙げた。 
22..66  第第６６回回委委員員会会活活動動内内容容  
１) 2020年11月20日(金)第６回認定委員会打ち合

わせを行った。 
① 岩松剛家原稿配布の件---了解された。 
② くりはら遺産認定後の対応について 

イベント開催---例えば、岩松剛家長屋門・母屋見

学会(昼食会)企画・・・星空・自然景観と四季・鳥

の声が言っても聞こえる---癒し 
伊豆沼・白鳥・マガン・ハス---観光資源 
お米・野菜・・・食材で人を呼ぶ 
③ 認定委員会登録ネットワークの構築----認定の

促進・メリット、認定委員会からの支援---行政の対

応、認定証の交付だけとなるのか。 
第６回くりはら遺産認定委員会内容 
日時 2020 年 11 月 25 日(水) 午後 6 時～ 
会場 栗原市役所 ２階講堂 
参加者 認定委員会委員、事務局 
事務局の取りまとめにより、以下の5件の申請書

が提出された。いずれも栗原市内に現存する農家型

長屋門*2である。そのうちの1件「岩松剛家の農家型

長屋門」については、これまで実測調査や母屋の

H23東北太平洋沖地震(東日本大震災)での復興支援

漆喰壁修復実習で学生とともに支援してきた建築

物であった。 
① 菅原セツ氏宅農家型長屋門(ちぎり絵ｷﾞｬﾗﾘｰ)  
② 菅原大治氏宅農家型長屋門(ちぎり絵ｷﾞｬﾗﾘｰ） 
③ 佐藤覚次郎氏宅農家型長屋門(愛宕産土農場、 

事務所兼加工場) 
④ 岩松剛 氏宅農家型長屋門(農作業場兼倉庫) 
⑤ (一社)くりはらツーリズムネットワーク長屋門

(民泊施設としてリノベーション) 
協議事項として、事務局より、添付資料５件①－

⑤の長屋門に関して、申請書の説明がなされた。 
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①菅原セツ氏宅長屋門(91歳、維持管理大変、活用

OK) 
②菅原大治氏宅長屋門(ご夫婦70代、大崎タイムス

記事掲載有、ちぎり絵ｷﾞｬﾗﾘｰとして活用、①宅と隣

同士、活用OK) 
③佐藤覚次郎氏宅長屋門(元町長さん、活用 OK) 
④岩松 剛氏宅長屋門(母屋と併せて活用 OK) 
⑤(一社)くりはらツーリズムネットワーク長屋門

(民泊施設としてリノベーション中、活用 OK) 
各委員からの質疑応答により協議を進めた。以下

のようなご意見・要望をいただいた。 
①５件の申請長屋門の建設時期につき再確認する。

可能な限り建築年を明確にしてほしい。②くりはら

遺産の事業継承については、例えば長屋門見学ツア

ー等のイベントを企画する。認定遺産モニターツア

ーを企画する。その後事業者企画による「観光ツア

ー」として継続させていく。別途、予算についても、

確保していく。そのためツアーに見合った料金を設

定して、見学施設への謝礼金(施設利用料)を支払え

るようにする。③栗駒門司地区の長屋門３件を今後

の候補としたい。長屋門をめぐるつぁへ企画につな

げたい。④参加委員全員のご承認をいただいた。千

葉市長への申請が確認された。⑤栗原市「広報くり

はら」だけでなく、新聞・TV・SNS 等のメディア

を活用して広報していく。⑥今後は、畳職人さんや

宮大工等の技術を持った人々も含めて候補として

検討していく。 
その他として、①事務局から今後の予定につき説

明があった。②2021 年 12 月下旬までに、くりはら

遺産認定書交付式を開催する。③2021 年１月号、

栗原市「広報くりはら」に掲載予定とする。④認定

委員による「長屋門をめぐるツアー」を企画する。  
３）まとめ 
１）および２）の経過に基づき、「栗原遺産認定式」

の進め方や、次年度の開催計画につき協議された。 
22..77  くくりりははらら遺遺産産認認定定証証伝伝達達式式  
2020 年 11 月 29 日(金)に岩松剛家を訪問して、認

定申請承認の確認、今後の活動等についてお話しし

た。2020 年 12 月 23 日(金)には、岩松剛家にて「く

りはら遺産認定証伝達式」が実施された。 
 

図図1100  くくりりははらら遺遺産産認認定定証証  

 

図図 1111  くくりりははらら遺遺産産認認定定証証伝伝達達式式  

  
33．．おおわわりりにに  

これまで全国各地の行政による都市計画やまち

づくりの分野においては、プロジェクトや委員会 
が組織され、コンサルタント会社に委託される等

の形式が多く採られてきた。しかし、議会の承認

が得られて予算付けがなされない限り、提案や提

言はなかなか実現されないことが多く、「絵にかい

た餅」と揶揄されることが多い。 
今回の「くりはら遺産認定委員会」では、市内10

町からの地域住民代表者による提言を作る仕組み

が企画提案され、千葉健司市長(2021年３月当時)自
らの認定により進めることができた。このような企

画提案で進めていく姿が、行政に求められている。 
今後さらに新たな「くりはら遺産認定」が展開さ

れ、「地域の歴史的背景を含めた新たなストーリー

づくり」につなげていければと考える。 
地域に残る建築物などの有景物や伝統技術は、

地域の財産となり、まちづくりや地域活性化の一

助となる。また、地域のシンボルや景観として活用
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することで、地域住民の意識を高めていくことが

できると考える。 
 
［［参参考考文文献献］］  

1) 宮城県栗原市：商工観光部田園観光課 HP 、

https://www.kuriharacity.jp/soshiki/gaiyo/20180607

144018.html、2021年３月確認 

2) 農家型長屋門とは、近世諸大名の武家屋敷として発生

し、江戸時代に陣屋の正門として多く建造され、門の

両袖が長屋のように仕切られ、門番や仲間部屋として、

家 臣・使用人の居場所などに利用されていたために

長屋門と呼ばれている。その後、大名だけでなく、有

力武士の武家住宅の表門として利用され、明治以降は、

富農の家屋敷にも作られるようになった。長屋はその

家に仕えた者が住む部屋や農具を収納する物置、作業

所として用いられた。栗原市内の長屋門は、田畑・山

林の経営面積の多い豊かな農家に多くみられ、農業の

作業場であり、家の作男（農業専従者）の住居でもあ

った。また、長屋門を持つ農家の主人の多くは肝入り

（村長）、三役、校長等その地域の要職に従事して い

た場合も多く、作男を年棒で雇い入れ耕作地の経営に

あたっていた。一迫川、二迫川水系は今もなお多くの

長屋門が残っているが、三迫川 水系である栗駒地域

は「栗駒根神社中門より立派な門は作ってはならぬ。」 

となっていたため、唯一この地域に長屋門はみあたら

ない。(斎藤章氏・高橋篤氏提供資料による) 
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与与ええらられれたた相相関関係係数数をを有有すするる信信号号のの生生成成ににつついいてて  

川又  政征 *1，成田 龍彦 *2, 昆野 恭介 *2, 伊藤 圭吾 *2 

 
 

Generation of Signals Satisfying Prescribed Correlation Coefficients 
  

KAWAMATA Masayuki*1, NARITA Tatsuhiko*2, KONNO Kyousuke*2, ITO Keigo*2 
 
 

要要約約  本論文では、与えられた相関係数行列を有する信号を生成する線形代数的な二

つの方法を考察している。一つは正規直交信号の線形結合による方法であり、他の一

つは相関係数行列の分解にもとづく方法である。  

 

11.. ははじじめめにに  

ディジタル信号処理において相関係数は信号間

の類似性を評価する指標であり、信号処理におけ

る最も基礎的な計算手法である。相関係数は信号

の計測、検出、認識等に用いられる 1)。 
通常、相関係数に関する議論は、与えられた信

号に対して相関係数を計算し、信号の類似性を考

察するという手順で行われる。本論文ではその逆

の問題として、相関係数が与えられたとき、これ

を有する信号を生成する問題を考える。  
本稿では、まず信号をベクトルとして表現し、

信号の内積として相関係数を定義する。次に、相

関係数が与えられたとき、これを有する信号を生

成する二つの線形代数的手法を考察する。一つは

正規直交信号の線形結合による方法であり、他の

一つは相関係数行列の分解による方法である。 
 

22．．信信号号ののベベククトトルル表表現現とと内内積積  

22..11  信信号号ののベベククトトルル表表現現  

本論文では実数値の離散時間信号に限定する。一

般に信号は 𝑥𝑥�, 𝑛𝑛 =   −∞~∞ のように数列として

表されるが、本論文では有限長（サイズ 𝑁𝑁 ）の信

号を考え、以下のように一まとめにして 𝑁𝑁 次元ベ

クトル 𝑥𝑥𝑥  として表記する。 
 

𝒙𝒙��𝑥 = �𝒙𝒙�𝟏𝟏�,𝒙𝒙�𝟐𝟐�,𝒙𝒙�𝟑𝟑�,⋯ ,𝒙𝒙�𝑵𝑵��   ∙∙∙∙∙∙∙ (1) 
 
実際の信号処理では信号のサイズ 𝑁𝑁 として大き

な値（例えば 1024, 2048, 4096 など）をあつかうこ

とが多い。このような高次元のベクトルを幾何学的

に想像するのは容易ではないので、2 次元あるいは

3 次元のベクトルを想像すると幾何学的に理解が容

易となるだろう。以後、サイズ 𝑁𝑁 の信号と 𝑁𝑁 次
元ベクトルを同一視する。 
 

22..22  信信号号のの内内積積  

信号 𝑥𝑥𝑥 に対して以下のようにノルムが定義され

る。 

∥ 𝒙𝒙��𝑥 ∥= �� 𝒙𝒙𝟐𝟐(𝒏𝒏)
𝑵𝑵

𝒏𝒏�𝟏𝟏
  ∙∙∙∙∙∙ (2) 

ノルムは信号の長さを表す（ノルムの 2 乗は信号

のエネルギーに相当する）。信号 𝑥𝑥𝑥 の各要素をその

ノルム ∥ 𝑥𝑥𝑥 ∥ で割って得られる新たな信号 𝑥𝑥𝑥/∥ 𝑥𝑥𝑥 ∥ 
を考えると、単位のノルム（ノルム 1）の信号が得

*1 東北職業能力開発大学校 
Tohoku Polytechnic College 

*2 東北大学工学部電気情報物理工学科 
Tohoku University 
Department of Electrical, Information and Physics 
Engineering 
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られる。単位ノルムの信号は正規化されているとい

う。 
 2 つの信号 𝑥𝑥𝑥 = �𝑥𝑥(1), 𝑥𝑥(2), 𝑥𝑥(3),⋯ , 𝑥𝑥(𝑁𝑁)�と  
𝑦𝑦𝑥 = �𝑦𝑦(1),𝑦𝑦(2),𝑦𝑦(3),⋯ ,𝑦𝑦(𝑁𝑁)� を比較して、似てい

るかどうかを数値的に調べることを考えよう。比較

のために 2 つの信号の差をとって、差が小さければ

似ていると考え、差が大きければ似ていないと考え

ることは自然である。当然、差が零であれば、2 つ

の信号は同一である。以下のように 2 つの信号の差 
𝑦𝑦𝑥 − 𝑥𝑥𝑥 をとり、差の大きさを見るためにそのノルム

の 2 乗を考える。 

∥ 𝑦𝑦𝑥 − 𝑥𝑥𝑥 ∥�= ��𝑦𝑦(𝑛𝑛) − 𝑥𝑥(𝑛𝑛)��
�

���
                                             

   = ��𝑦𝑦�(𝑛𝑛) � 𝑥𝑥�(𝑛𝑛) − 2𝑦𝑦(𝑛𝑛)𝑥𝑥(𝑛𝑛)�
�

���
 

         =∥ 𝒚𝒚��𝑥 ∥𝟐𝟐 �∥ 𝒙𝒙��𝑥 ∥𝟐𝟐− 𝟐𝟐𝒚𝒚��𝑥 ∙ 𝒙𝒙��𝑥   ∙∙∙∙∙∙   (3)  
 
ここで 

𝑦𝑦𝑥 ∙ 𝑥𝑥𝑥 = �𝑦𝑦(𝑛𝑛)𝑥𝑥(𝑛𝑛)
�

���
∙∙∙∙∙∙ (4) 

 
とおいた。 𝑦𝑦𝑥 ∙ 𝑥𝑥 ���𝑥  は信号 𝑦𝑦𝑥 と 𝑥𝑥𝑥 の内積とよばれる。 
ノルムの異なる 2 つの信号を直接に比較するの

は妥当ではないので、信号は正規化されているもの

とする。正規化されている信号 𝑥𝑥𝑥 と 𝑦𝑦𝑥 を対象とす

ると、∥ 𝑥𝑥𝑥 ∥�=∥ 𝑦𝑦𝑥 ∥�= 1 であるので、式(3)は以下の

ように書き換えられる。 
 

∥ 𝒚𝒚��𝑥 − 𝒙𝒙��𝑥 ∥𝟐𝟐= 𝟐𝟐(𝟏𝟏 − 𝒚𝒚��𝑥 ∙ 𝒙𝒙��𝑥)   ∙∙∙∙∙∙  (5) 
 
上式からわかるように、𝑥𝑥𝑥 と 𝑦𝑦𝑥 の差 ∥ 𝑦𝑦𝑥 − 𝑥𝑥𝑥 ∥� 

は内積 𝑦𝑦𝑥 ∙ 𝑥𝑥𝑥 が大きければ小さい。逆に 𝑥𝑥𝑥 と 𝑦𝑦𝑥 の
差 ∥ 𝑦𝑦𝑥 − 𝑥𝑥𝑥 ∥� は内積 𝑦𝑦𝑥 ∙ 𝑥𝑥𝑥 が小さければ大きい。言

い換えれば、𝑥𝑥𝑥 と 𝑦𝑦𝑥 は、その内積が大きければ類

似しており、その内積が小さければ類似していない

といえる。したがって、2 つの信号の内積は信号の

類似性の尺度である。 
内積について以下の性質があることが知られて

いる。 

𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜 = 𝒚𝒚��𝑥 ∙ 𝒙𝒙��𝑥
∥ 𝒙𝒙��𝑥 ∥∥ 𝒚𝒚��𝑥 ∥ ∙∙∙∙∙∙  (6) 

図 1 に示すように、𝜃𝜃 は二つの信号の間の角度で

あり、0� 𝜃𝜃 � 𝜋𝜋 とする。正規化されている信号に

おいては ∥ 𝑥𝑥𝑥 ∥�=∥ 𝑦𝑦𝑥 ∥�= 1 であるので、 
 

𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜 = 𝒚𝒚��𝑥 ∙ 𝒙𝒙��𝑥  ∙∙∙∙∙∙  (7) 
 
である。図 1 からわかるように、角度 𝜃𝜃 が小さけ

れば 2 つの信号は類似していて、大きければ類似し

ていないと考えることができる。 

図図  11  22 つつ信信号号のの間間のの角角度度  

 
33．．相相関関係係数数行行列列  

33..11  相相関関係係数数  

信号処理では式(4)あるいは(7)の信号 𝑥𝑥𝑥 と 𝑦𝑦𝑥 の
内積は相関係数とよばれる。信号 𝑥𝑥𝑥 と 𝑦𝑦𝑥 の相関係

数を 𝑐𝑐�� とおけば、 
 

𝒄𝒄𝒙𝒙𝒚𝒚 = 𝒄𝒄𝒚𝒚𝒙𝒙  = 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜 ∙∙∙∙∙∙  (8) 
 
である。正規化されている信号については 

𝒄𝒄𝒙𝒙𝒙𝒙 =∥ 𝒙𝒙��𝑥 ∥𝟐𝟐= 𝟏𝟏    ∙∙∙∙∙∙  (9) 
−𝟏𝟏 � 𝒄𝒄𝒙𝒙𝒚𝒚 � 𝟏𝟏   ∙∙∙∙∙∙  (10) 

 
であることが容易にわかる。 
 

33..22  相相関関係係数数のの代代表表的的なな値値  

相関係数のいくつの特定の値は信号間の関係を

特徴づける。𝑐𝑐�� = �1 すなわち 𝜃𝜃 = 0 のとき、𝑦𝑦𝑥 =
𝑥𝑥𝑥 であり、2 つの信号は等しい。𝑐𝑐�� = −1 すなわち 
𝜃𝜃 = 𝜋𝜋 のとき 𝑦𝑦𝑥 = −𝑥𝑥𝑥 であり、信号 𝑦𝑦𝑥 は信号 𝑥𝑥𝑥 
の符号を反転したものである。∥ 𝑥𝑥𝑥 ∥�, ∥ 𝑦𝑦𝑥 ∥�� 0 の
とき 𝑐𝑐�� = 0 ならば、𝜃𝜃 = 𝜋𝜋/2 であるので信号 𝑥𝑥𝑥 
と 𝑦𝑦𝑥 は直交している。  

 

𝑥𝑥𝑥 

𝑦𝑦𝑥 

𝜃𝜃 
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33..33 相相関関係係数数行行列列  

本論文では、3 つの信号 𝑥𝑥����⃗ , 𝑥𝑥�����⃗ , 𝑥𝑥�����⃗   が与えられた

とき、以下のような相関係数を要素とする行列 𝐶𝐶 
を相関係数行列とよぶ。 

𝑪𝑪 = �
𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗ ∙ 𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗ 𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗ ∙ 𝒙𝒙𝟐𝟐����⃗ 𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗ ∙ 𝒙𝒙𝟑𝟑����⃗
𝒙𝒙𝟐𝟐����⃗ ∙ 𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗ 𝒙𝒙𝟐𝟐����⃗ ∙ 𝒙𝒙𝟐𝟐����⃗ 𝒙𝒙𝟐𝟐����⃗ ∙ 𝒙𝒙𝟑𝟑����⃗
𝒙𝒙𝟑𝟑����⃗ ∙ 𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗ 𝒙𝒙𝟑𝟑����⃗ ∙ 𝒙𝒙𝟐𝟐����⃗ 𝒙𝒙𝟑𝟑����⃗ ∙ 𝒙𝒙𝟑𝟑����⃗

� 

                =  �
𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗
𝒙𝒙𝟐𝟐����⃗
𝒙𝒙𝟑𝟑����⃗
�  �

𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗
𝒙𝒙𝟑𝟑����⃗
𝒙𝒙𝟑𝟑����⃗
�
𝒕𝒕

           

=  �
𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑
𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏 𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟑𝟑
𝟏𝟏𝟑𝟑𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟑𝟑𝟐𝟐 𝟏𝟏

� ∙∙∙∙∙∙ (11) 

 
ここで 𝑐𝑐�� = 𝑥𝑥����⃗ ∙ 𝑥𝑥����⃗  とおいた。 
 
33..44  相相関関係係数数行行列列のの性性質質  

式(8)－(10)から、相関係数行列 𝐶𝐶 の各要素には

以下の性質があることがわかる。 

 

𝟏𝟏𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝟏𝟏𝒊𝒊𝒊𝒊 ∙∙∙∙∙∙ (12) 
𝟏𝟏𝟏 � 𝟏𝟏𝒊𝒊𝒊𝒊 � 𝟏𝟏  ∙∙∙∙∙∙  (13) 
𝟏𝟏𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝟏𝟏 ∙∙∙∙∙∙  (14) 

 

したがって相関係数行列は対称行列であり、その

要素の絶対値は 1 以下である。 

相関係数行列は上の 3 条件を満たすが、この逆は

成り立たない。対称行列 𝐶𝐶 が相関係数行列である

ためには、行列 𝐶𝐶 が半正定であることが必要であ

る 2)。シルベスターの判定法により、以下のように

行列 𝐶𝐶 のすべての主座小行列式 𝑃𝑃�, 𝑘𝑘 = 1, 2, 3 が
すべて非負であるときに限って行列 𝐶𝐶 は半正定で

あることが知られている。 

 

𝑷𝑷𝟏𝟏 = 𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝(𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏) � 𝟎𝟎 ∙∙∙∙∙∙  (15) 

𝑷𝑷𝟐𝟐 = 𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝 �𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐
𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐� = 𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐 � 𝟎𝟎 ∙∙∙∙∙∙ (16) 

𝑷𝑷𝟑𝟑 = 𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝 �
𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑
𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏 𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟑𝟑
𝟏𝟏𝟑𝟑𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟑𝟑𝟐𝟐 𝟏𝟏

� 

 = 𝟏𝟏 � 𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏𝟐𝟐𝟑𝟑𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑 𝟏 (𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐 � 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟑𝟑𝟐𝟐 � 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑𝟐𝟐 ) � 𝟎𝟎 ∙∙∙∙∙∙
 (17) 
 

  一方、これと同等であるが、対称行列 𝐶𝐶 は、そ

のすべての固有値が非負であるときに限って半正

定であることが知られている。 

 

33..55  計計算算例例  

次の対称行列 𝐶𝐶 を考える。 

𝑪𝑪 = �
𝟏𝟏   𝟎𝟎.𝟖𝟖 𝟏𝟎𝟎.𝟕𝟕 
𝟎𝟎.𝟖𝟖 𝟏𝟏   𝟏𝟎𝟎.𝟔𝟔 

𝟏𝟎𝟎.𝟕𝟕   𝟏𝟎𝟎.𝟔𝟔  𝟏𝟏 
� ∙∙∙∙∙∙  (18) 

以下のようにすべての主座小行列式 𝑃𝑃�  はすべ

て非負であるので、この行列 𝐶𝐶 は相関係数行列で

ある。 
𝑷𝑷𝟏𝟏 = 𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝(𝟏𝟏) � 𝟎𝟎 ∙∙∙∙∙∙  (19) 

𝑷𝑷𝟐𝟐 = 𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝 � 𝟏𝟏   𝟎𝟎.𝟖𝟖 
𝟎𝟎.𝟖𝟖 𝟏𝟏    � = 𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟔𝟔 � 𝟎𝟎 ∙∙∙∙∙∙  (20) 

𝑷𝑷𝟑𝟑 = 𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝 �
𝟏𝟏    𝟎𝟎.𝟖𝟖 𝟏𝟎𝟎.𝟕𝟕 

   𝟎𝟎.𝟖𝟖 𝟏𝟏 𝟏𝟎𝟎.𝟔𝟔 
𝟏𝟎𝟎.𝟕𝟕 𝟏𝟎𝟎.𝟔𝟔 𝟏𝟏 

� = 𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟖𝟖𝟐𝟐 

                                � 𝟎𝟎 ∙∙∙∙∙∙  (21) 
一方、行列 𝐶𝐶 の固有値は 0.1830, 0.4138, 2.4032 で

あり、これらはすべて非負であるので、この行列 𝐶𝐶 
は相関係数行列であることが固有値の大きさから

もわかる。 
 

33..66  本本論論文文でで検検討討すするる課課題題  

図 2(a)に示されるように、従来の相関係数に関

する議論は与えられた信号に対して相関係数を求

めるものである。ここでは逆問題として、図 2(b)
に示されるように、相関係数行列 𝐶𝐶 が与えられた

ときに、この相関係数行列を有する信号 𝑥𝑥����⃗ , 𝑥𝑥����⃗ , 
𝑥𝑥�����⃗   を生成することを考える。

 
(a) 信号から相関係数行列 

 
(b) 相関係数行列から信号 

図図  22  信信号号とと相相関関係係数数行行列列  

 

𝑥𝑥�����⃗  内 積 
𝑥𝑥�����⃗  

𝐶𝐶 = �
1 𝑐𝑐�� 𝑐𝑐��
𝑐𝑐�� 1 𝑐𝑐��
𝑐𝑐�� 𝑐𝑐�� 1

� 
𝑥𝑥����⃗  

? 

𝑥𝑥����⃗  
𝑥𝑥�����⃗  
𝑥𝑥�����⃗  

𝐶𝐶 = �
1 𝑐𝑐�� 𝑐𝑐��
𝑐𝑐�� 1 𝑐𝑐��
𝑐𝑐�� 𝑐𝑐�� 1

� 
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信号 𝑥𝑥����⃗  , 𝑥𝑥����⃗  , 𝑥𝑥�����⃗  を生成する際に二つの場合が考

えられる。一つは、ある既定の信号 𝑥𝑥����⃗（たとえば音

声や画像など）が与えられているものとして、相関

係数行列 𝐶𝐶 を有する 𝑥𝑥�����⃗ , 𝑥𝑥�����⃗  を求めたい場合である。

このとき、既定の信号 𝑥𝑥����⃗  を注目信号とよぶことに

する。他の一つは、信号 𝑥𝑥����⃗ , 𝑥𝑥�����⃗ , 𝑥𝑥�����⃗  になんら制約は

なく、相関係数行列 𝐶𝐶 を有する信号 𝑥𝑥����⃗ , 𝑥𝑥�����⃗ , 𝑥𝑥�����⃗  を
生成する場合である。 
本論文では信号の表現としてベクトルを用いて

いるので、ある正規直交信号 𝑣𝑣�����⃗ , 𝑣𝑣�����⃗ , 𝑣𝑣�����⃗  の線形結合

により、相関係数行列 𝐶𝐶 を有する信号 𝑥𝑥����⃗ , 𝑥𝑥�����⃗ , 𝑥𝑥�����⃗  
を以下のように生成することを目標とする。 

�
𝑥𝑥����⃗
𝑥𝑥�����⃗
𝑥𝑥�����⃗
� =  �

𝑔𝑔�� 𝑔𝑔�� 𝑔𝑔��
𝑔𝑔�� 𝑔𝑔�� 𝑔𝑔��
𝑔𝑔�� 𝑔𝑔�� 𝑔𝑔��

��
𝑣𝑣�����⃗
𝑣𝑣�����⃗
𝑣𝑣�����⃗
� 

                                = 𝑮𝑮�
𝒗𝒗𝟏𝟏����⃗
𝒗𝒗𝟐𝟐����⃗
𝒗𝒗𝟑𝟑����⃗
� ∙∙∙∙∙∙  (22) 

本論文では上記のような行列 𝐺𝐺 を生成行列とよ

ぶこととする。 
 

44..  与与ええらられれたた相相関関係係数数行行列列をを有有すするる信信号号のの

生生成成法法  

44..11  直直交交信信号号のの線線形形結結合合にによよるる方方法法  

相関係数行列 𝐶𝐶 が与えられたときに、この相関係

数行列を有する 3 つの信号 𝑥𝑥����⃗ , 𝑥𝑥�����⃗ , 𝑥𝑥�����⃗  を生成するこ

とを考える。 

 
図図  33  直直交交信信号号のの線線形形結結合合  

 
 ステップ１ 
後の定式化に都合がよいので形式上であるが、

𝑥𝑥����⃗  を生成するために正規信号 𝑣𝑣�����⃗  を用いて以下の

ように表しておく。 
𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗  = 𝒗𝒗𝟏𝟏����⃗  ∙∙∙∙∙∙  (23) 

 

次に、信号 𝑥𝑥����⃗  に対して相関係数 𝑐𝑐�� = cos𝜃𝜃��を
有する信号 𝑥𝑥�����⃗  を生成することを考えよう。図 3 か

らわかるように、信号 𝑥𝑥����⃗  に対して角度 𝜃𝜃�� すな

わち相関係数 𝑐𝑐�� = cos𝜃𝜃�� を持つ信号 𝑥𝑥�����⃗  は、𝑥𝑥����⃗  =
𝑣𝑣�����⃗  と直交する正規信号 𝑣𝑣�����⃗  の線形結合により以下

のように生成できる。 
 

𝒙𝒙𝟐𝟐����⃗  = 𝒄𝒄𝟏𝟏𝟐𝟐𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗  � 𝒄𝒄𝟏𝟏𝟐𝟐���� 𝒗𝒗𝟐𝟐����⃗ ∙∙∙∙∙∙   (24) 
 
ここで、記号バーは 𝑐𝑐𝑐 = √1 − 𝑐𝑐� として使ってお

り、 𝑐𝑐� � 𝑐𝑐𝑐� = 1である。上式を三角関数 cos𝜃𝜃�� と 
sin𝜃𝜃��  を用いて表現すれば 

 
𝒙𝒙𝟐𝟐����⃗  = 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝟏𝟏𝟐𝟐 𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗  � 𝐜𝐜��𝐜𝐜𝟏𝟏𝟐𝟐  𝒗𝒗𝟐𝟐����⃗  ∙∙∙∙∙∙  (25) 

 
となる。 

式(24)の 𝑥𝑥����⃗   と 𝑥𝑥�����⃗   が相関係数 𝑐𝑐�� を有すること

は 𝑥𝑥����⃗ ∙ 𝑥𝑥�����⃗  を求めればわかる。また同様に、∥ 𝑥𝑥�����⃗ ∥= 1
であることもわかる。 
同様に、信号 𝑥𝑥����⃗  に対して相関係数 𝑐𝑐�� を有する

信号 𝑥𝑥�����⃗  は、 𝑥𝑥����⃗  = 𝑣𝑣�����⃗  とこれに直交する正規信号 
𝑣𝑣𝑣������⃗  の線形結合により以下のように生成できる。 

 
𝒙𝒙𝟑𝟑����⃗ =  𝒄𝒄𝟏𝟏𝟑𝟑𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗ � 𝒄𝒄𝟏𝟏𝟑𝟑���� 𝒗𝒗�𝟑𝟑������⃗   ∙∙∙∙∙∙  (26) 

 
式(23), (24), (26)を行列で表現すれば 

�
𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗
𝒙𝒙𝟐𝟐����⃗
𝒙𝒙𝟑𝟑����⃗
� = �

𝟏𝟏 𝟏𝟏 𝟏𝟏
𝒄𝒄𝟏𝟏𝟐𝟐 𝒄𝒄𝟏𝟏𝟐𝟐���� 𝟏𝟏
𝒄𝒄𝟏𝟏𝟑𝟑 𝟏𝟏 𝒄𝒄𝟏𝟏𝟑𝟑����

��
𝒗𝒗𝟏𝟏����⃗
𝒗𝒗𝟑𝟑����⃗
𝒗𝒗�𝟑𝟑������⃗

� 

             = 𝑮𝑮𝟏𝟏 �
𝒗𝒗𝟏𝟏����⃗
𝒗𝒗𝟑𝟑����⃗
𝒗𝒗�𝟑𝟑������⃗

�          ∙∙∙∙∙∙   (27) 

この段階では、𝑥𝑥�����⃗  と 𝑥𝑥�����⃗  が相関係数 𝑐𝑐�� を持つ

わけではないので、次のステップによりこれを実現

する。 
 ステップ２ 
次に式(24), (26)から 𝑐𝑐�� = 𝑥𝑥�����⃗ ⋅ 𝑥𝑥�����⃗  を求めると 
 
𝒄𝒄𝟐𝟐𝟑𝟑 = 𝒙𝒙𝟐𝟐����⃗ ⋅ 𝒙𝒙𝟑𝟑����⃗ = 𝒄𝒄𝟏𝟏𝟐𝟐𝒄𝒄𝟏𝟏𝟑𝟑 � 𝒄𝒄𝟏𝟏𝟐𝟐���� 𝒄𝒄𝟏𝟏𝟑𝟑����  𝒗𝒗𝟐𝟐����⃗ ⋅  𝒗𝒗�𝟑𝟑������⃗ ∙∙∙∙∙∙ (28) 
 

𝑥𝑥����⃗  

𝑥𝑥�����⃗  

𝜃𝜃�� 
𝑐𝑐��𝑥𝑥����⃗  

𝑐𝑐������ 𝑣𝑣�����⃗  

𝑣𝑣�����⃗  
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よって 𝑣𝑣�����⃗  と 𝑣𝑣𝑣������⃗  は以下の条件を満たす必要が

ある。 

𝒗𝒗𝟐𝟐����⃗ ⋅  𝒗𝒗�𝟑𝟑������⃗ = 𝒄𝒄𝟐𝟐𝟑𝟑 − 𝒄𝒄𝟏𝟏𝟐𝟐𝒄𝒄𝟏𝟏𝟑𝟑
𝒄𝒄𝟏𝟏𝟐𝟐���� 𝒄𝒄𝟏𝟏𝟑𝟑����  ∙∙∙∙∙∙  (29) 

 
上式は 𝑣𝑣�����⃗  と 𝑣𝑣𝑣������⃗  の相関係数が右辺であること

を示している。したがって 𝑣𝑣�����⃗  とこれに直交する正

規信号 𝑣𝑣�����⃗  の線形結合により、𝑣𝑣𝑣������⃗   は以下のように

生成できる。 
 

𝒗𝒗𝑣𝟑𝟑�����⃗ = 𝒄𝒄𝟐𝟐𝟑𝟑 − 𝒄𝒄𝟏𝟏𝟐𝟐𝒄𝒄𝟏𝟏𝟑𝟑
𝒄𝒄𝟏𝟏𝟐𝟐���� 𝒄𝒄𝟏𝟏𝟑𝟑����  𝒗𝒗𝟐𝟐����⃗ + �𝒄𝒄𝟐𝟐𝟑𝟑 − 𝒄𝒄𝟏𝟏𝟐𝟐𝒄𝒄𝟏𝟏𝟑𝟑

𝒄𝒄𝟏𝟏𝟐𝟐���� 𝒄𝒄𝟏𝟏𝟑𝟑����  ��������������������  𝒗𝒗𝟑𝟑����⃗ ∙∙∙∙∙∙  (30) 

 
したがって次式が得られる。 
 

�
𝑣𝑣�����⃗
𝑣𝑣�����⃗
𝑣𝑣�������⃗

� = �
1 0 0
0 1 0
0 𝑐𝑐�� − 𝑐𝑐��𝑐𝑐��

𝑐𝑐������ 𝑐𝑐������  �𝑐𝑐�� − 𝑐𝑐��𝑐𝑐��
𝑐𝑐������ 𝑐𝑐������  ���������������������

𝑣𝑣�����⃗
𝑣𝑣�����⃗
𝑣𝑣�����⃗
� 

           = 𝑮𝑮𝟐𝟐 �
𝒗𝒗𝟏𝟏����⃗
𝒗𝒗𝟐𝟐����⃗
𝒗𝒗𝟑𝟑����⃗
� ∙∙∙∙∙∙  (31)  

 ステップ３ 
式(31)を式(27)に代入すると次式が得られる。 

�
𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗
𝒙𝒙𝟐𝟐����⃗
𝒙𝒙𝟑𝟑����⃗
� = 𝑮𝑮𝟏𝟏𝑮𝑮𝟐𝟐 �

𝒗𝒗𝟏𝟏����⃗
𝒗𝒗𝟐𝟐����⃗
𝒗𝒗𝟑𝟑����⃗
� = 𝑮𝑮�

𝒗𝒗𝟏𝟏����⃗
𝒗𝒗𝟐𝟐����⃗
𝒗𝒗𝟑𝟑����⃗
� ∙∙∙∙∙∙ (32) 

ここで、これまでの議論の過程から 𝑣𝑣�����⃗ , 𝑣𝑣�����⃗ ,𝑣𝑣�����⃗  は
正規直交信号であるかぎり任意である。 

以上の議論をまとめると、正規直交信号  𝑣𝑣�����⃗ ,
𝑣𝑣�����⃗ ,𝑣𝑣�����⃗  を用意し、これに生成行列 
𝑮𝑮

= �
𝟏𝟏 𝟏𝟏 𝟏𝟏
𝒄𝒄𝟏𝟏𝟐𝟐 𝒄𝒄𝟏𝟏𝟐𝟐���� 𝟏𝟏
𝒄𝒄𝟏𝟏𝟑𝟑 𝟏𝟏 𝒄𝒄𝟏𝟏𝟑𝟑����

��
𝟏𝟏 𝟏𝟏 𝟏𝟏
𝟏𝟏 𝟏𝟏 𝟏𝟏
𝟏𝟏 𝒄𝒄𝟐𝟐𝟑𝟑 − 𝒄𝒄𝟏𝟏𝟐𝟐𝒄𝒄𝟏𝟏𝟑𝟑

𝒄𝒄𝟏𝟏𝟐𝟐���� 𝒄𝒄𝟏𝟏𝟑𝟑����  �𝒄𝒄𝟐𝟐𝟑𝟑 − 𝒄𝒄𝟏𝟏𝟐𝟐𝒄𝒄𝟏𝟏𝟑𝟑
𝒄𝒄𝟏𝟏𝟐𝟐���� 𝒄𝒄𝟏𝟏𝟑𝟑����  ��������������������� 

∙∙∙∙∙∙ (33)  
を乗ずることにより、相関係数行列 𝑪𝑪 を有する信

号 𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗ , 𝒙𝒙𝟐𝟐����⃗ , 𝒙𝒙𝟑𝟑����⃗  を得ることができる。 
  

44..22  信信号号のの生生成成のの例例  

式(18)の相関係数行列𝐶𝐶から得られる生成行列は

以下のようになる。 

𝑮𝑮𝟏𝟏 = �
𝟏𝟏 𝟏𝟏 𝟏𝟏           

   𝟏𝟏.𝟖𝟖   𝟏𝟏.𝟔𝟔 𝟏𝟏           
−𝟏𝟏.𝟕𝟕 𝟏𝟏 𝟏𝟏.𝟕𝟕𝟏𝟏𝟕𝟕𝟏𝟏

� ∙∙∙∙∙∙ (34) 

𝑮𝑮𝟐𝟐 = �   
𝟏𝟏 𝟏𝟏        𝟏𝟏            
𝟏𝟏 𝟏𝟏        𝟏𝟏            
𝟏𝟏 −𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟎𝟎𝟑𝟑𝟕𝟕 𝟏𝟏.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟗𝟗𝟔𝟔 

� ∙∙∙∙∙∙ (35) 

𝑮𝑮 = �
𝟏𝟏 𝟏𝟏       𝟏𝟏           

   𝟏𝟏.𝟖𝟖 𝟏𝟏.𝟔𝟔    𝟏𝟏           
−𝟏𝟏.𝟕𝟕 −𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟔𝟔𝟔𝟔𝟕𝟕 𝟏𝟏.𝟕𝟕𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

� ∙∙∙∙∙∙ (36) 

 

 
(a) 注目信号 𝑥𝑥�����⃗  

 
(b) 生成された信号 𝑥𝑥�����⃗  

 
(c) 生成された信号 𝑥𝑥�����⃗  

図図  44  信信号号のの生生成成のの例例  
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式(18)の相関係数行列を有する信号を生成するため

に、正規直交信号 𝑣𝑣�����⃗ , 𝑣𝑣�����⃗ ,𝑣𝑣�����⃗  が必要である。これ

らをグラム・シュミットの直交化法により生成す

るために線形独立な3つの信号が“タネ”として必

要である。まず、1つの信号として 
exp(−0.05𝑛𝑛)sin(2𝜋𝜋𝑛𝑛/64),𝑛𝑛 = 1~64  を正規化し

た信号 𝑥𝑥����⃗  を注目信号として採用し、他に白色ガウ

ス雑音を要素とする2つの信号を生成し、これら3つ 
の信号を用いてグラム・シュミットの直交化法によ

り正規直交信号 𝑣𝑣�����⃗ , 𝑣𝑣�����⃗ ,𝑣𝑣�����⃗  を生成した。ただし、𝑣𝑣�����⃗ =
𝑥𝑥����⃗  である。これらの正規直交信号𝑣𝑣�����⃗ , 𝑣𝑣�����⃗ ,𝑣𝑣�����⃗  に式

(36)の生成行列 𝐺𝐺 を乗ずることによって、信号 𝑥𝑥����⃗ , 
𝑥𝑥�����⃗  , 𝑥𝑥�����⃗   を生成した。その結果が図4(a), (b), (c)であ

る。図4の3つの信号は期待どおりの相関係数を有す

るが、 𝑣𝑣�����⃗  と 𝑣𝑣�����⃗  を生成する“タネ”の信号として白

色ガウス雑音を要素とする2つの信号を用いたため、

結果として図4の信号 𝑥𝑥�����⃗  と  𝑥𝑥�����⃗  に雑音的な傾向

がみられる。 
 
44..33  相相関関係係数数行行列列のの分分解解にによよるる方方法法  

44..33..11  相相関関係係数数行行列列のの分分解解  

まず、正規直交信号 𝑣𝑣�����⃗ , 𝑣𝑣�����⃗ ,𝑣𝑣�����⃗  の相関係数行列は

以下のように単位行列であることに着目する。 
 

�
𝒗𝒗𝟏𝟏����⃗
𝒗𝒗𝟐𝟐����⃗
𝒗𝒗𝟑𝟑����⃗
��

𝒗𝒗𝟏𝟏����⃗
𝒗𝒗𝟐𝟐����⃗
𝒗𝒗𝟑𝟑����⃗
�
𝒕𝒕

= �
𝒗𝒗𝟏𝟏����⃗ ∙ 𝒗𝒗𝟏𝟏����⃗ 𝒗𝒗𝟏𝟏����⃗ ∙ 𝒗𝒗𝟐𝟐����⃗ 𝒗𝒗𝟏𝟏����⃗ ∙ 𝒗𝒗𝟑𝟑����⃗
𝒗𝒗𝟐𝟐����⃗ ∙ 𝒗𝒗𝟏𝟏����⃗ 𝒗𝒗𝟐𝟐����⃗ ∙ 𝒗𝒗𝟐𝟐����⃗ 𝒗𝒗𝟐𝟐����⃗ ∙ 𝒗𝒗𝟑𝟑����⃗
𝒗𝒗𝟑𝟑����⃗ ∙ 𝒗𝒗𝟏𝟏����⃗ 𝒗𝒗𝟑𝟑����⃗ ∙ 𝒗𝒗𝟐𝟐����⃗ 𝒗𝒗𝟑𝟑����⃗ ∙ 𝒗𝒗𝟑𝟑����⃗

� 

               = 𝑰𝑰 ∙∙∙∙∙∙  (37) 
 
いま、与えられた相関係数行列 𝐶𝐶 の対称性に着

目して、これが以下のようになんらかの行列 𝐹𝐹と 
𝐹𝐹�の積の形式に分解されているとする。 

�
𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗
𝒙𝒙𝟐𝟐����⃗
𝒙𝒙𝟑𝟑����⃗
�  �

𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗
𝒙𝒙𝟐𝟐����⃗
𝒙𝒙𝟑𝟑����⃗
�
𝒕𝒕

= 𝑪𝑪 = 𝑭𝑭𝑭𝑭𝒕𝒕 ∙∙∙∙∙∙  (38) 

 
式(37)の単位行列 𝑰𝑰 を用いれば以下の式が得ら

れる。 
 

�
𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗
𝒙𝒙𝟐𝟐����⃗
𝒙𝒙𝟑𝟑����⃗
�  �

𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗
𝒙𝒙𝟐𝟐����⃗
𝒙𝒙𝟑𝟑����⃗
�
𝒕𝒕

= 𝑪𝑪 = 𝑭𝑭𝑭𝑭𝒕𝒕 = 𝑭𝑭𝑰𝑰𝑭𝑭𝒕𝒕 

             = 𝑭𝑭�
𝒗𝒗𝟏𝟏����⃗
𝒗𝒗𝟐𝟐����⃗
𝒗𝒗𝟑𝟑����⃗
�  �

𝒗𝒗𝟏𝟏����⃗
𝒗𝒗𝟐𝟐����⃗
𝒗𝒗𝟑𝟑����⃗
�
𝒕𝒕

𝑭𝑭𝒕𝒕 

             =  𝑭𝑭�
𝒗𝒗𝟏𝟏����⃗
𝒗𝒗𝟐𝟐����⃗
𝒗𝒗𝟑𝟑����⃗
� �𝑭𝑭�

𝒗𝒗𝟏𝟏����⃗
𝒗𝒗𝟐𝟐����⃗
𝒗𝒗𝟑𝟑����⃗
� �

𝒕𝒕

∙∙∙∙∙∙ (39) 

 
したがって、上式から、以下のようにして正規直

交信号 𝑣𝑣�����⃗ , 𝑣𝑣�����⃗ ,𝑣𝑣�����⃗  から相関係数行列 𝐶𝐶 を有する信

号 𝑥𝑥����⃗ , 𝑥𝑥�����⃗ , 𝑥𝑥�����⃗  を生成できることがわかる。 
 

�
𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗
𝒙𝒙𝟐𝟐����⃗
𝒙𝒙𝟑𝟑����⃗
� = 𝑭𝑭�

𝒗𝒗𝟏𝟏����⃗
𝒗𝒗𝟐𝟐����⃗
𝒗𝒗𝟑𝟑����⃗
� ∙∙∙∙∙∙ (40) 

 
44..33..22  ココレレススキキーー分分解解にによよるる方方法法  

相関係数行列の分解 𝐶𝐶 = 𝐹𝐹𝐹𝐹�を具体的に見てみ

よう。相関係数行列 𝐶𝐶 は対称行列であるから、コ

レスキー分解によって以下のように下三角行列（あ

るいは上三角行列）に分解できることが知られてい

る 3)。 

𝑪𝑪 = 𝑳𝑳𝑳𝑳𝒕𝒕 ∙∙∙∙∙∙ (41) 
 
ここで、𝐿𝐿 は次のような下三角行列である。 

𝑳𝑳 = �
𝒍𝒍𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟎𝟎 𝟎𝟎
𝒍𝒍𝟐𝟐𝟏𝟏 𝒍𝒍𝟐𝟐𝟐𝟐 𝟎𝟎
𝒍𝒍𝟑𝟑𝟏𝟏 𝒍𝒍𝟑𝟑𝟐𝟐 𝒍𝒍𝟑𝟑𝟐𝟐

� ∙∙∙∙∙∙ (42) 

相関係数行列 𝐶𝐶 において𝑐𝑐�� = 1 であるので、

𝑙𝑙�� = 1 となることに留意する。よって、上式から、

以下のようにして正規直交信号 𝑣𝑣�����⃗ ,𝑣𝑣�����⃗ , 𝑣𝑣�����⃗  から、相

関係数行列 𝐶𝐶 を有する信号 𝑥𝑥����⃗ , 𝑥𝑥�����⃗ , 𝑥𝑥�����⃗  を生成でき

ることがわかる。 

�
𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗
𝒙𝒙𝟐𝟐����⃗
𝒙𝒙𝟑𝟑����⃗
� = 𝑳𝑳�

𝒗𝒗𝟏𝟏����⃗
𝒗𝒗𝟐𝟐����⃗
𝒗𝒗𝟑𝟑����⃗
� ∙∙∙∙∙∙ (43) 
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44..33..33 信信号号のの生生成成のの例例  

式(18)の相関係数行列 𝐶𝐶 をコレスキー分解する

と 

𝑳𝑳 = �
𝟏𝟏 𝟏𝟏        𝟏𝟏           

   𝟏𝟏.𝟖𝟖 𝟏𝟏.𝟔𝟔     𝟏𝟏           
−𝟏𝟏.𝟕𝟕 −𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟔𝟔𝟔𝟔𝟕𝟕 𝟏𝟏.𝟕𝟕𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

� ∙∙∙∙∙∙  (44) 

 
である。正規直交信号 𝑣𝑣�����⃗ , 𝑣𝑣�����⃗ ,𝑣𝑣�����⃗  が必要であり、こ

れらをグラム・シュミットの直交化法により生成す

るために線形独立な 3 つの信号が“タネ”として必

要である。まず、 1 つの信号としてとして

exp(−0.05𝑛𝑛)sin(2𝜋𝜋𝑛𝑛/64),𝑛𝑛 = 1~64  を正規化した

信号𝑥𝑥����⃗  を注目信号として採用し、これを 1 単位時

刻および 2 単位時刻遅延させて得られる 2 つの信

号を採用し、これら 3 つの信号からグラム・シュミ

ットの直交化法により正規直交信号 𝑣𝑣�����⃗ , 𝑣𝑣�����⃗ ,𝑣𝑣�����⃗  を生

成する。ただし、𝑣𝑣�����⃗ = 𝑥𝑥����⃗  である。これらの正規直

交信号 𝑣𝑣�����⃗ , 𝑣𝑣�����⃗ ,𝑣𝑣� �����⃗  に式(44)の生成行列を乗ずること

によって、信号 𝑥𝑥����⃗ , 𝑥𝑥�����⃗ , 𝑥𝑥�����⃗  が生成できる。その結果

が図 5(a), (b), (c)である。 
図 5 の 3 つの信号は期待どおりの相関係数を有

するが、グラム・シュミットの直交化法により 𝑣𝑣�����⃗と
𝑣𝑣�����⃗を生成するための“タネ”の信号として注目信号 
𝑥𝑥����⃗  を遅延させた信号を用いたため、図 5(b)、(c)の
信号 𝑥𝑥�����⃗  と 𝑥𝑥�����⃗  に信号 𝑥𝑥����⃗  の持っているなめらかな

増減の傾向がみられる。 
44..33..44  固固有有値値分分解解にによよるる方方法法  

相関係数行列 𝐶𝐶 は対称行列であるので、以下の

ように固有値分解されることが知られている 3)。 
𝑪𝑪 = 𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝒕𝒕 ∙∙∙∙∙∙ (45) 

ここで、𝑈𝑈 は直交行列である。すなわち 𝑈𝑈𝑈𝑈� = 𝐼𝐼 
が成り立つ。𝐷𝐷 = diag(𝑑𝑑�,𝑑𝑑�,𝑣𝑣� ,⋯ ,𝑑𝑑� ) は対角行

列である。したがって、 
 
𝐷𝐷�/� = diag(𝑑𝑑��/�,𝑑𝑑��/�,𝑑𝑑��/�,⋯ ,𝑑𝑑��/�) とおけば 
 

      𝑪𝑪 = 𝑼𝑼𝑼𝑼𝟏𝟏
𝟐𝟐 �𝑼𝑼𝟏𝟏

𝟐𝟐�
𝒕𝒕
 𝑼𝑼𝒕𝒕 

       = 𝑼𝑼𝑼𝑼𝟏𝟏/𝟐𝟐(𝑼𝑼𝑼𝑼𝟏𝟏/𝟐𝟐)𝒕𝒕 ∙∙∙∙∙∙  (46) 
 
 
 

 

 
(a) 注目信号 𝑥𝑥�����⃗  

 
(b) 生成された信号 𝑥𝑥�����⃗  

 
(c) 生成された信号 𝑥𝑥�����⃗  

図図  55  信信号号生生成成のの例例  
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上式から、以下のようにして単位直交信号 
𝑣𝑣�����⃗ , 𝑣𝑣�����⃗ ,𝑣𝑣�����⃗  から相関係数行列  𝐶𝐶  を有する信号

𝑥𝑥����⃗ , 𝑥𝑥�����⃗ , 𝑥𝑥�����⃗  を生成できる。 

�
𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗
𝒙𝒙𝟐𝟐����⃗
𝒙𝒙𝟑𝟑����⃗
� = 𝑼𝑼𝑼𝑼𝟏𝟏/𝟐𝟐 �

𝒗𝒗𝟏𝟏����⃗
𝒗𝒗𝟑𝟑����⃗
𝒗𝒗𝟑𝟑����⃗
� ∙∙∙∙∙∙ (47) 

 
44..33..55 計計算算例例  

式(18)の相関係数行列に対して 

𝑼𝑼 = �
    𝟎𝟎.𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕 𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟏𝟎𝟎.𝟕𝟕𝟎𝟎𝟑𝟑𝟕𝟕
 𝟏𝟎𝟎.𝟓𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓 𝟎𝟎.𝟓𝟓𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕 𝟏𝟎𝟎.𝟓𝟓𝟕𝟕𝟏𝟏𝟕𝟕
     𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟑𝟑𝟏𝟏𝟓𝟓 𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟎𝟎𝟑𝟑𝟕𝟕      𝟎𝟎.𝟓𝟓𝟕𝟕𝟏𝟏𝟓𝟓

�   ∙∙∙∙∙∙    (48) 

    𝑼𝑼 = 𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝(𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑𝟎𝟎 𝟎𝟎.𝟕𝟕𝟏𝟏𝟑𝟑𝟏𝟏 𝟐𝟐.𝟕𝟕𝟎𝟎𝟑𝟑𝟐𝟐)    ∙∙∙∙∙∙
     (49) 

 
よって 

𝑼𝑼𝑼𝑼𝟏𝟏/𝟐𝟐 = �
   𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏𝟕𝟕 𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏𝟓𝟓  𝟏𝟎𝟎.𝟗𝟗𝟑𝟑𝟓𝟓𝟕𝟕
𝟏𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟓𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟕𝟕𝟑𝟑𝟐𝟐 𝟏𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟗𝟗𝟕𝟕𝟎𝟎
    𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟗𝟗𝟗𝟗𝟎𝟎  𝟎𝟎.𝟓𝟓𝟏𝟏𝟕𝟕𝟏𝟏      𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟓𝟓𝟎𝟎𝟑𝟑

� ∙∙∙∙∙

∙  (50) 
 
である。信号の生成例は省略する。 
 
55．．ままととめめ  

本論文では、相関係数行列が与えられたとき、こ

れを有する信号を生成する手法を考察した。ここで

は、信号本数として 3 本、すなわち相関係数行列と

して 3×3 行列を対象としたが、ここで得られた手

法は相関係数行列がより大きい場合に容易に拡張

できる。とくに相関係数行列の分解に基づく方法は

拡張が容易である。 
 また、図 4 と図 5 において生成された信号の比較

からも分かるように、グラム・シュミット正規直交

化法に用いる“タネ”の信号として用いる信号の性

質や形状が最終的に生成される信号に反映される。

すなわち、ランダムなタネ信号を用いると、生成さ

れる信号にランダム性が残り、なめらかなタネの信

号を用いると生成される信号も指数関数的となる。 

具体的には、図 4(a)および図 5(a)の注目信号 𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗  
に対して図 4(b)の 𝒙𝒙𝟐𝟐����⃗  と図 5(b)の 𝒙𝒙𝟐𝟐����⃗  はともに相関

係数 0.9 を有するので、類似性として図 4(b)も図

5(b)も同等である。しかし、注目信号 𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗  に対して

は、図 5(b)の方がより似ていると感じるのではない

だろうか。図 4(b)には雑音状の変動がある一方で、

図 5(b)は信号 𝒙𝒙𝟏𝟏����⃗  のなめらかさを保っていること

から、図 5(b)の信号が相対的には望ましいように見

える。したがって、与えられた相関係数行列のみに

着目して信号を生成するのではなく、信号の形状、

周波数スペクトル、統計的性質などを考慮した信号

の生成手法が将来の興味深い検討課題となる。 

 本論文では時間領域の信号を対象とした。信号の

時間領域表現と周波数領域表現は双対であるから、

本論文の信号の生成手法はいくらかの変更を加え

ることで周波数領域における生成手法となる 7)。 

 相関係数の興味深い性質については川上彰二郎

博士（東北大学名誉教授）のエッセイ 4)から教えら

れることが多く、これが本考察の契機となった。川

上博士に深く感謝する次第である。 

 なお、本論文は著者の成田、昆野、伊藤の東北大

学工学部における卒業研究論文 5-7)を総合するとと

もに相関係数行列の分解に関する方法を加えたも

のである。 
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図書出版、1972 
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アアカカデデミミッッククススキキルル  

――大大学学ででのの““学学びび””ににつついいてて－－  

 
橋本  真寿 *1 

 
 

Academic Skill 
- Learning for College Students - 

  
HASHIMOTO Masatoshi*1 

 
 

要要約約  アカデミックスキルとは、大学に入学した学生がより高い学修成果を挙げるた

めの取組方法についてまとめたものである。学生生活を送るための基礎となる「大学

での学び方」を明確化し、学生に伝えていく内容を検討した。中学・高校の時の「生

徒」という意識を「学生」という次の段階に切り替えるには、最初の教育が必要不可

欠である。我々教員も、「生徒」から「学生」に変わっていく手助けを行い、学生の意

識を変えられるように働きかけると共に、自らも変化していくことが求められている。 

 

11..  ははじじめめにに  

文部科学省が 2020 年 12 月 25 日に公表した

2020 年度（令和２年度）学校基本調査より、大

学・短大への進学率は過去最多の 58.6%であると

明らかになった。 
進学率は年々上昇傾向にあるといわれている。

数値だけ見れば、学生が多いことは高等学校・大

学・短大それぞれにメリットがあると判断され

る。高等学校であれば進学率が上がったと公表す

ることが可能であり、大学・短大であれば入学者

が多い（＝人気のある大学である）とアピールす

ることができる。 
大学全入時代と言われて久しいが、これには

様々な弊害があり、「入学したい大学」ではなく、

「入れる大学」に進学している学生も多い。目的

意識を持って入学した学生は、学生生活への取組

方法をある程度は調査している。しかし、「入れる

大学」に進学してしまった学生は、高校の延長線

上という感覚から抜け出せず、環境の違いに戸惑

う様子が見受けられる。 
 

 
図図 11  アアンンケケーートト調調査査結結果果  

 
能開大・短大のオープンキャンパスや進学者の

アンケート調査結果を確認すると、「学校の先生・

家族から勧められた」という割合が多い。これ*1 東北職業能力開発大学校青森校 生産技術科 
Tohoku Polytechnic College, Aomori 
Department of Production Technology 
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は、自ら進んで「入学したい」という意識を持っ

ている学生が少ないと判断する要因の一つであ

る。（図 1） 
  

22..  「「生生徒徒」」とと「「学学生生」」のの違違いい  

大学では講義に出席さえしていればよいという

わけではない。参考文献等を読み、自分なりの考

えをもって臨むことが求められる。 
高校までの勉強は、教えてもらったことを覚え

ることが中心である為、受身の態度でも問題は無

かった。それが大学では自ら問題を設定し、自ら

調べ、自らの答えを出すことが求められる。つま

り、「教わる存在」から「自ら学ぶ存在」への変化

が求められる。 
この変化を認識出来ていない学生は、「大学に行

くこと」が目的になっており、「大学で学ぶこと」

が目的になっていない。この学生は、目的意識の

ある学生や教員との勉学に対するスタンスに違い

が出る。学生は勉強に取り組む姿勢が変わる為、

勉強の仕方も変化することが求められる。 
 
33..  学学生生のの「「生生徒徒化化」」  

1980 年代の大学生を指して「大学のレジャーラ

ンド化」という言葉が用いられてきた。しかし、

90 年代以降は、学生達の様々な状況が変わってい

く中で、「生徒化」という言葉が台頭してきた。 
大学は近代化していく中で、これまで進学を考

えていなかった層も受け入れていくことになる。

その層の学生達に対応していくために、綿密なカ

リキュラムやサポート体制が構築されてきた。 
それにより保護者や学生にとって「社会に出て

いく為の必要な知識や技能を獲得できる場」とい

うポジションを大学は獲得してきた。 
その為、学生にとって必要なことは主体的に行

動することではなく、大学が敷いたレールの上に

乗り、その大学のやり方に上手く適応していくこ

とが求められるようになった。 
年配の先生方や企業の採用担当者に学生の話を

伺うと、「自ら進んで行う主体性が感じられない」

と言う。これは従来の学生像というものに対し、

世代によってギャップが生じている為である。こ

れまでの学校生活で学生に求められてきた学生像

と、社会が求める学生像に差が生じていることを

表していると考えられる。 
 

44..  大大学学のの「「学学校校化化」」  

学生の傾向の変化とともに、大学にも変化が起

こっている。大学の「学校化」である。 
私も学生時代大学の「学校化」の恩恵を受けて

きた。大学側からきめ細かいケアを受け、勉強面

でも就職面でも手厚いサポートを受けた側の人間

である。 
大学からのきめ細かいケアと手厚いサポート

を、学生は「受けること」が当たり前になってい

る。これを「学校化」と呼ぶ。 
ここに意識の差が生じていると考える。大学側

は「学校化」を売りに、「生徒化」する学生を受け

入れてきた。しかし、これまでの人生経験・社会

経験を持つ学生よりも年配の世代には、「学校化」

も「生徒化」もあまり受け入れられていない。 
学校化してきている大学内部の職員でさえ、年

齢層によっては「学校化」・「生徒化」は受け入れ

られていない。まして企業では更に受け入れられ

ていない。しかし「受けること」が当たり前の年

代には「学校化」と「生徒化」が求められている

というジレンマを抱えた状態となっているのが現

状である。 
 

55..  学学生生にに大大学学ででのの学学びび方方をを教教ええるる  

近年、各能開大・短大の教員の年齢層が低い傾

向にある。早ければ２施設目の 20 代から短大の教

員として人事異動がある。 
年配の教員と学生との間に、「学校化」・「生徒

化」を起源とした意識のすれ違いが生じやすくな

っており、これがトラブルの原因とされている。 
その橋渡し役として、年齢の若い指導員が教員

として専門課程に赴任する機会が増えている。し

かし、これまで離職者訓練や在職者訓練を中心に

業務を行っていた初任層の職員が、中堅層に挙げ

られた直後に短大業務を任された際の負担は大き

い。 

－64－



 

 

指導員がこれまで対応を行っていた社会人経験

者の受講生と違い、これから社会人となる学生と

では常識がそもそも違う。 
① メモを取る方法 
② 論理的な思考方法 
③ 資料の検索・収集方法 
④ 文章の読み方 
⑤ プレゼンテーション方法 
⑥ 発表の聴き方・質問の仕方 
⑦ レポートのまとめ方 

定められているカリキュラムをこなすには、最

低限、上記７つの項目を指導する必要がある。 
これらは、学生が社会人になった際も必要とさ

れる技能であるのは当然であり、そもそもの学生

生活を送る上での必須技能である。そして、我々

教員が勘違いをしている点でもある。 
まだ、学生は必須技能であるということを知ら

ない。その為「講義内でノートを取らずに、居る

だけの学生がいる」等という声が教員から出るの

だ。まだ学生は７つの項目が出来なければならな

い事を知らないので対応しようがない。それなの

に、教員からは怒られる・叱られるというのでト

ラブルが起こる。 
我々教員側の人間は忘れがちだが、相手はまだ

「知らないことを知らない学生」である。知らな

いことを「知らないとわかっている学生」になる

ようにしていくのが、我々に求められている役割

である。 
 

66..  許許可可のの必必要要性性  

これまで対応してきた学生に共通していること

が、「許可の必要がある」ということである。 
講義前、真っ暗な教室内で、各自の決められた

座席に座り待機している。机の上には教科書や筆

記用具すら載っていない。じっと待っている。 
我々からすれば「何故、そのような状態でまっ

ているのか？」という疑問が先に来るが、学生か

らすれば、許可が下りていない状態なので動きよ

うがないのだ。 
その為、初めに学生に伝えることとして、 

① 教室に入ったら、部屋の電気を付けてよい。 

② 机上には、講義で使用する教科書・ノート・

筆記用具を載せてもよい。 
③ 講義開始の時間までは、周囲の学生と会話し

てもよい。スマホを触ってもよい。ただし講

義中は静かにすること。 
上記の３つ程度の内容を、初めに伝えておく必

要がある。また、これは一回限りの許可ではな

く、継続的な意味を持つ許可であるとも伝えてお

く。 
次は講義前に出す許可として、 

① 教科書やノートは開いてよい。ノートに書い

てよい。 
② 筆記用具はシャーペンでもボールペンでもよ

い。 
③ 細かく確認を入れるので、質問してよい。 
上記の３つ程度の内容を、講義が始まったら許

可を出す必要がある。 
講義中にノートやメモを取らない学生達に対

し、「何故、ノートに書かずにじっとしているの

か」を訊いてみた。 
その結果、「書いてもいいのですか！」と驚かれ

た。「人の話を聴くときに、手を動かすのは失礼な

ことだと教えられた」という学生達が多数おり、

許可を出すということを行うことにした。 
ただし、許可を出す上で注意すべき点は、許可

の理由を伝えることである。ただ許可を出したの

であれば、「先生が言ったから」という理由にしか

ならず、主体性のある学生には育たない。 
「何故、その許可を出したのか」という理由も

併せて伝えなければ、学生はただ言われたことに

従うだけの状態であり続け、これまでと変わらな

い結果となる。 
許可の理由を教えられる機会が少ない、もしく

は機会が無い為、理由がわかれば気付きを得て自

発的に行動出来るようになってくる。まずは行動

のきっかけを作り、それからノートの取り方等を

指導していくと導入がスムーズに行うことが出来

る。 
以下に、講義をスムーズに進める為に、特に早

期に身に着けてほしいと考えている技能に関して

記載する。 
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77..  ノノーートト（（メメモモ））のの取取りり方方  

理由と手段が明確であれば、学生のやる気を引

き出しやすく、また、行動にもつながりやすい。

やるべき理由とその手段は、初めは教員が準備し

ておく必要がある。 
初めに学生に習得させておくことは、ノート

（メモ）の取り方である。生徒化している学生は

教員の板書を待ち続け、尚且つ書いてよいという

許可を与える必要がある。 
しかし、講義というものはきれいな板書を行う

ものではない。話す・提示する内容のキーワード

になるものを書くことが多い。「書く・写す」から

「話す・聞く・キーワードを抽出する」という行

為に変わる。 
これまで、言われるままに板書する行為を行っ

てきた学生は、板書をきれいに早く写すのが目的

となっている。講義の内容は二の次になっている

ことも多い。その為、 
① あえて板書はしない。 
② この講義の目的は何か。 
③ 講義内容のキーワードは何か。 
④ 内容に関して疑問に思ったことは何か。 
⑤ ノートに書いた内容で、今の講義内容の要

約・再現は可能か。 
上記項目を伝えて、繰り返し練習をさせること

で、ノート（メモ）を取ることが少しずつ出来る

ようになってくる。 
継続していくことで、物事を整理する能力も養

われる。学び方の項目で上げた７項目の中でも、

「学ぶ」という最初の足掛かりになる項目であ

り、他の６項目の基礎となりえる。 
「話を聞きながら、キーワードを書き、情報の取

捨選択をするという必須スキルを身に着ける機

会」だとすれば、取り組む理由にもなる。 
 ただし、教員は伝えた情報が正しく伝わってい

るか、情報量が多すぎないか等、学生に対し細か

く確認を取る必要がある。 
正しく情報が伝わっていない・誤った解釈の仕

方をしているときは注意を行い、学生の頭の中の

情報整理の手伝いを行えばよい。 
 

88..  おおわわりりにに  

本を読む機会が少ない学生が増加している。学

生に聞き取り調査を行ってみたところ、小説を読

んだことがない学生が過半数を占めた。漫画も所

持していない学生もおり、家にある本といえば

「学校で買った教科書しかない」という学生も存

在する。もちろん家で教科書を開くことは無い。 
とにかく文字に触れる機会が少ないのだ。そん

な学生達の情報収集方法が動画やインターネット

検索である。 
学生はインターネットで得た情報を疑わない。

情報の正誤判断が苦手・情報の取捨選択が苦手な

学生も多い。これは身の回りの情報が多すぎて、

自分にとって都合の良い情報しか受け取らないと

いう状況に陥っている。都合の良い情報＝正しい

情報となっていることも危うい。 
我々の常識と学生の常識には、大きな隔たりが

ある。これは年代ごとに必ずあるもので、何が正

しい・悪いという問題ではない。 
年代ごとに様々な影響があり、影響を受けたこ

とで今の自分が出来上がっている。相手の価値観

と、こちらの価値観が同じだと思い込んでいるか

ら、何か違うことがあったときにトラブルにな

る。 
我々も「学校化」に適応が求められ、学生は

「生徒化」が求められる。しかし、社会に出た時

のことを考えれば、ノートの取り方等の必須技能

を学生の自己責任とせずに、我々は教えていくこ

とを当たり前とした方が良い。 
我々教員は、優秀な学生を待つのではなく、優

秀な学生になるようにコーディネートする方向に

働きかけていく必要があると考える。 
 
 

[[参参考考文文献献]]  

1) アカデミック・スキル入門：伊藤奈賀子、富原一哉 

（有斐閣ブックス） 

2) アカデミック・スキルズ：佐藤望、湯川武、横山千晶、

近藤明彦（慶應義塾大学出版会） 

3) 知のツールボックス：専修大学出版企画委員会 

（専修大学出版局） 
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デデジジタタルルフファァブブリリケケーーシショョンン  

――ほほししいいももののををどどううややっってて手手にに入入れれるる－－ 

 
田山  英臣 *1 

 
 

Digital Fabrication 
- How do you get what you want? - 

 
TAYAMA Hideomi*1 

 
 

要要約約  米国のジャーナリスト、クリス・アンダーソンが執筆した『Makers』に

は、ネットを介した人と人同士のやり取りを通じて、小規模でパーソナルなものづ

くりが社会に波及していく未来が語られている。デジタルファブリケーションで

は、自分自身の頭に浮かんだアイデアや発想をすぐに具体的な形にすることが可能

である。従来は職人のような鍛錬が必要だった加工技術を、熟練技を持たない個人

でも手にすることが可能になる。設計と製造を直結するデジタルファブリケーショ

ンの仕組みが、新たな製造業のビジネスモデルを作りそれを通じ、私たちがほしい

ものをどのように手に入れるか、現在は 21 世紀の産業革命の始まりともいえる。  

 

11．．ははじじめめにに  

人間は欲しいものを手に入れるため様々な工夫

をしてきた。18 世紀から 19 世紀にかけてヨーロ

ッパ各国で技術の革新による工業と社会の大きな

変化「産業革命」が起き、産業と社会が大きく変

化したことから近代の幕開けとされている。現代

は、ドイツ政府が推進し、アメリカなど欧米各国

で急速に人材育成が進む製造業に関する技術革新

プロジェクトであるインダストリー4.0 が進行して

いる。これは、第 4 次産業革命ともよばれ、「IoT
による製造業の革新」を意味する。インダストリ

ー4.0 で目指す姿の一つにマスカスタマイゼーショ

ンの実現があり、その実現ため、3D プリンタを含

むデジタルファブリケーション技術が必要とされ

ている。 
 
 

22．．デデジジタタルルフファァブブリリケケーーシショョンンととはは  

デジタルファブリケーションとは、物質を情報

化したり、情報を物質化したりする技術の総称で

あり、デジタル化一辺倒ではなく「ものから情報

へ」「情報からものへ」、どちらの方向へも自由

に行き来するための技術を意味し、デジタル通信

の進化形でもある（図１）。 

 

図図 11  物物質質のの情情報報化化とと情情報報のの物物質質化化  *1 東北職業能力開発大学校秋田校 生産技術科 

Tohoku Polytechnic College, Akita Department of 
Production Technology 
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これまで ICT(Information and Communication 
Technology・情報通信技術)というキーワードがよ

く使われてきたが、今後はこれにファブリケーシ

ョン(Fabrication)を加えた FICT の時代になると

考えられる 1)。 
 
33．．フファァブブララボボととはは  

ファブラボは令和元年5月時点で、世界90カ国

1600カ所以上に広がっている。FabLab(ファブラ

ボ)の｢FAB｣とはFabrication(製造・ものづくり)と
Fabulous(素晴らしい・楽しい・愉快な)という2つ
の意味をもつ造語である。ファブラボの活動は、

米国マサチューセッツ工科大学(MIT)のニール・ガ

ーシェンフェルド教授の研究から始まり、デジタ

ル制御された工作機械の普及が進み、個人レベル

のものづくりによって構築される新たな社会の可

能性を追求するものである。｢ほぼあらゆるもの

(almost anything)｣をつくることを目標とし、3D
プリンタやカッティングマシンなどのデジタル工

作機械を取りそろえ、地域と世界が直接つながり

、ノウハウやアイデアを共有しあう次世代型の工

房とそのネットワークを意味し、市民が自由に利

用できる事が特徴である（図２）。 

 

図図 22  フファァブブララボボととはは  

 
「日本にもファブラボを作りたい」という思い

を持った有志が集い生まれたのが｢ファブラボジャ

パン｣である。任意組織で世界のファブラボを知

り、日本におけるファブラボの在り方を考える組

織で2010年、「Maker Faire Tokyo」でファブラ

ボの紹介や、デザインイベントでのお披露目が最

初の大きなプロジェクトでした。デザインイベン

トでは、会場に工作機械を持ち込み、1週間の会期

中に「来場者と共にカフェを作る」という企画を

打ち出し、大きな反響を呼びました。2011年5月、

｢ファブラボ鎌倉｣(神奈川)と｢ファブラボつくば｣

(茨城)の2拠点が誕生、その後｢ファブラボ渋谷｣(東
京)、｢ファブラボ北加賀屋｣(大阪)、｢ファブラボ仙

台｣(宮城)と広がり、現在18カ所のファブラボが運

営を行っている2)。各ラボの運営母体は個人、行

政、法人等と異なる。ファブラボが単体のラボで

はなくネットワークがゆるやかにつながりながら

活動をしていることが特徴である（図３）。 
 

 
図図 33  フファァブブララボボジジャャパパンン  

 
44..フファァブブララボボにに必必要要なな 44 つつのの要要素素  

ファブラボに必要な 4 つの要素を以下に示す。 
(1)一般市民に開かれている 

各ファブラボにより様々だが、一般市民が気軽

に工作機械を利用できる場として、｢市民が自分た

ちでつくることができる社会｣の実現を目指し、無

料もしくは金銭に代わる交換条件のもと、週に 1
回以上は一般公開されていることが求められる。 
(2)ファブラボ憲章の理念に基づき運営されている 
ファブラボと名乗る施設は、ファブラボ憲章を

Web サイト 3)と施設内の目に触れる場所に掲示

し、利用者に周知させることが求められている。 
(3)共通の推奨機材を備えていること 

すべてのファブラボがものづくりのノウハウや

設計データを共有し、製造・改良していけるよう

に機材を共通化している。推奨機材を組み合わせ

ることで、ほぼあらゆるもの(人を傷つけるものは

除く)を作り出せる環境を目指している。 
(4)世界規模のネットワークに参加する 
現在は 2012 年に議論されたものを継続して使用

しているが、必要であれば修正案を提案し、議論

のうえ改善することもできる。 
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55．．ほほししいいももののをを手手にに入入れれるるイイノノベベーーシショョンン  

｢2000 年の世界｣-「En L'An 2000」は 19 世紀の

人々が思い描いていた未来予想図 4)である。日本

で言えば明治時代の始め。1900 年に開催されたパ

リ万国博覧会のために作られたが、資金不足で流

通がうまくいかず 1986 年になり SF 作家アイザッ

ク・アシモフ氏に使用されるまで、ほとんど知ら

れていなかった。ドバイでは火災の対応にジェッ

ト噴射で飛ぶ「ジェットパック 5)」の使用が採用

された。1800 年代の人々は“羽ばたく技術”が進

化するとイメージしていた（図４）。 

  

図図 44  未未来来予予想想図図とと現現在在  

 
“とりあえずやってみろ”は、シリコンバレーを

代表するスタートアップ向けアクセレレーターの

500 Startups で日本・アジア戦略担当を務める

George Kellerman が日本のビジネスリーダーに向

け、次世代を切り開くイノベーションを創出する

方法について語った言葉である 6)。図 5 の民衆の

姿で 2005 年には誰もモバイルを利用していないが

2013 年にはほぼ全ての人々がスマートフォンやタ

ブレットで写真を撮っている。8 年間でモバイル

が普及した事実を端的に表わしている。 

  
図図 55  ロローーママ法法王王のの謁謁見見のの際際にに集集ままっったた民民衆衆のの姿姿  

 
タッチパネルが発明されたのは1965年で航空管

制レーダー用に作られた。Appleもタッチパネルを

実装した製品をリリースしたが鳴かず飛ばずであ

った。しかし、自分たちの信じるビジョンの実現

のため諦める事はしなかった。試行錯誤を繰り返

し、インターネットやモバイル環境が整った時代

にもう一度iPhoneやiPadを世に送り出し人々の生

活にイノベーションを起こした。 

ドバイで2020年10月に万国博覧会の開催が予定

されていた。ムハンマド・ドバイ首長は「未来は

可能性や数字の上に作られるのではない。ビジョ

ンの明確さ、計画、行動、そして実行の上に作ら

れるのだ」と語っている。万国博覧会テーマは、

｢心を繋いで、未来を創る｣、国際社会が一堂に集

い｢持続可能性｣､｢機動性｣､｢機会｣という国際展開

の重要な要素である３つの副題について創造的で

先駆的な解決策を探求するとしている（図６）。 

 

図図 66  ドドババイイがが目目指指すすもものの  

 
66．．各各分分野野ににおおけけるる 33DD ププリリンンタタのの活活用用  

建築分野では、これまでにない家が簡単にでき

る。3D プリンタハウス「GAIA」では、3D プリ

ンタが得意とする曲線を描いた家を、巨大なクレ

ーンを現地に設置し、素材を積み上げてつくられ

る。現地で手配できる土やわらなどの天然資源を

原料とすることで、材料費はたった 900 ユーロ(約
10 万円)、断熱材として米のもみ殻を使用し、狭い

土地でもデザインや機能を考え、丸みを帯びた家

をつくりあげることも可能になった（図７）。 

  

図図 77  33DD ププリリンンタタハハウウスス「「GGAAIIAA」」77))  

 
航空機エンジン部品で内部構造が非常に複雑な

燃料ノズル製作に3Dプリンタが使用されている。

ノズルの先端部は溶接やロウ付けが必要な部品が

20点以上もあり設計通りに製造を試みたがことご

とく失敗。コンピュータ上の３Dデータもとに複雑
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な部品を3Dプリンタで造形した。レーザーを使っ

て髪の毛ほどの厚さの金属粉末層を溶接して積層

する。20部品すべてが一体化されただけでなく、

これまでの燃料ノズルに比べ25%の軽量化と4～5
倍の耐久性を実現している（図８）。 

  

図図 88  33DD ププリリンンタタでで航航空空機機エエンンジジンン部部品品製製作作 8)  

 
製造業において 3D プリンタの存在意義は高く

積層技術の進化によって製造業の流れさえ変わっ

てきている。なんでも受発注 OK オンライン経由

での 3D プリンタによる製品の受発注は世界中で

広まっており、ドイツでは受注した翌日に製品を

届けるサービスを実施している。フランスの大手

ソフトウェア企業は、メーカーと 3D プリンタ事

業者の橋渡し事業を開始した。メーカーが欲しい

製品や部品の設計情報をオンライン経由で発注す

ることで、材料やコストなどの条件に合う 3D プ

リンティング企業と結びつけている。 
 
77．．デデーータタラライイブブララリリとと CCCC ラライイセセンンスス  

世の中には、多彩なオンラインプラットフォー

ムやデータライブラリが存在し、世界の愛好家た

ちが作った3Dデータが集約されている。これらを

活用するには、「データの用途は、非営利の個人

利用に限定する」といった条件が付けられてい

る。「モノづくりの民主化｣という社会変化の一つ

の象徴として、個人レベルでもアクセスできる、

3Dデータを取り巻く世界の発展が挙げられる。低

価格でありながら、プロユースと変わらない設計

作業が可能な3D CADソフトウェアの登場、そし

て3Dデータを介したオンラインコミュニティーが

それを支えている。もう1つ、｢クリエイティブ・

コモンズ｣という新しい著作権ルールがそれを加速

させている。これはインターネット時代のための

新しい著作権ルールで、作品を公開する制作者が

｢この条件を守れば私の作品を自由に使って構いま

せん｣という意思表示をするためのツールである。

オンラインプラットフォームやデータライブラリ

のほとんどが、このルールを採用し運用されてい

る。CCライセンスを利用することで、作者は著作

権を保持したまま作品を自由に流通させることが

でき、受け手はライセンス条件の範囲内で再配布

やリミックスなどをすることができる（図９）。 

  

図図 99  CCCC ラライイセセンンスス 99))  

 
88．．おおわわりりにに  

デジタルファブリケーションによるメリットは

複数ある。第１にはこれまでの製造技術では作製

困難なものが作製できる。第 2 に個人レベルでの

新しいものづくりが可能となる。第 3 にこれまで

ものをつくる行為に携わっていない人々がものづ

くりへ参画できる。第 4 に｢Fab Lab(ファブラボ)｣
と呼ばれるデジタルファブリケーション機器が設

置された施設を使うことで、組織に属さずとも高

度な工作機器を使用した自由なものづくりが可能

となり、新しいイノベーション、新しい経済、新

しい働き方が生まれると期待される。 
 
[[参参考考文文献献]]  

1) 総務省：平成 28 年版情報通信白書 第 4 章 ICT の進

化と未来の仕事､pp.229 

2) デジタルファブリケーション拠点の地域展開：科学技

術動向 2015 年 3・4 月号（149 号） 

3) FabLab Japan HP：http://fablabjapan.org/ 

4) 19 世紀の人々が思い描いていた未来予想図「2000 年

の世界」：https://tabi-labo.com/214172/19-future 

5) ビル火災に駆けつける「空飛ぶ消防士」：https://tabi-

labo.com/211590/jetpackfordbuaifirefighte 

6) シリコンバレーのキーパーソン3人が語る次世代イノ

ベーションとは：https://blog.btrax.com/jp/soytrip/ 

7) ３D プリンタで家をつくる時代に！日本での導入

は？：https://suumo.jp/journal/2019/09/09/166958/ 

8) GE の「製造革命」はどのように実現したのか、

https://newswitch.jp/p/8923 

9) クリエイティブ・コモンズ・ジャパン：https://creati

vecommons.jp/ 

－70－



 

 

東北職業能力開発大学校紀要 第 31 号（ 2021 年 6 月）                      
Bulletin Tohoku Polytechnic College, No.31, June 2021 
 

単単気気筒筒空空気気エエンンジジンンのの構構造造とと設設計計  
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The Structure and Design of the Single Cylinder Air Engine 
  

ITO Takashi*1 
 
 
            要要約約  「空気エンジンの設計製作」は、熱流体工学の応用について実践的に学習でき 

        るテーマであると捉え、平成 24 年から職業能力開発大学校の精密機器製作課題実習 

のテーマとして取り組んだ。この取り組みによる成果物は、今後、熱流体工学を応用  

した機械装置設計学習用教材として活用できることから、それを期待し、この成果物  

である単気筒空気エンジンの構造と設計について解説することにした。  
 

11..  ははじじめめにに  

  空気エンジンとは、圧縮空気をエネルギ源とし、

これの流れを機械的な仕事に変換する装置である。

空気モーターとも称する。また、エアエンジンと

か、エアモータと称することもある。以下、本稿

では、空気エンジンと表記する。 
 空気エンジンのメカニズムには、レシプロ式や

タービン式などがあり、2 世紀以上前から各種用

途に活用されてきた。大きさは、小型から大型ま

で、出力は、1W 以下から 100kW 以上と広範囲

である。 
 筆者は、空気エンジンの設計製作が、熱流体工

学の活用を実践的に学習できる教材と捉え、平成

24 年から、空気エンジンの設計製作を職業能力開 
発大学校の課題製作実習に取り入れた。具体的に

は、平成 24 年から平成 25 年までの 2 年間に、「空

気エンジンの設計製作」をテーマとし、東北職業

能力開発大学校生産機械システム技術科 1 年生の

授業である精密機器製作課題実習（10 単位）（以

下、標準課題実習と記す）で取り組んだ。また、

平成 26 年から平成 29 年までの 4 年間に、「空気

エンジンの設計製作」をテーマとし、北海道職業

能力開発大学校生産機械システム技術科 1 年生の

標準課題実習で取り組んだ。 

以上の通り、空気エンジンの設計製作をテーマ

とする標準課題実習は、トータルで 6 年間取り組

んだ。この取り組みの成果物は、今後の熱流体工

学を応用した機械装置の設計を学習するための教

材として活用できることから、この成果物の単気

筒空気エンジンの構造と設計について解説する。 
 

22..  空空気気エエンンジジンンのの概概要要  

空気エンジンの駆動源は、圧縮空気であり、空

気圧縮機等で圧縮した空気を空気タンクに貯蔵す

る。空気タンクは，配管で空気エンジンと接続す

る．また、空気エンジンの出力を制御するため、

中間にコントローラを設ける。コントローラは、

空気圧力設定のためのレギュレータと空気流量制

御のための絞りからなる。なお、空気エンジンの

出力軸に機械的負荷を接続することにより、圧縮 

 

動システム例である。次に、このシステムの長所

と短所を記す。 *1 東北職業能力開発大学校生産機械システム技術科             
Tohoku Polytechnic College                
Department of Production Mechanical Systems Technology 

空気が、仕事をする。図１が、空気エンジンの駆 
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（長所） 

① 空気エンジンは、比較的簡単な構造で製作する 
   ことができる。 
② 動作流体である空気は、いたる所に存在するの 
  で、空気圧縮機があれば、どこでも圧縮空気を 
  作ることができる。 
③ 排気が空気だけであるので環境を汚さない。 
④ 火気厳禁の場所でも使用することができる。 
（短所） 
① エンジンの作動音が騒音となることがある。 
② 高圧ボンベが破壊した場合、爆弾のように爆発 
   する可能性があり、危険である。 
③ 日本の場合 1MPa 以上の圧縮空気は高圧ガス 
   保安法により高圧ガスとして扱われ、空気を充 
  填する作業が高圧ガス製造とみなされる。資格 
  が必要である。 
④ 現状では、エネルギ効率が特別に良いわけでは 
   ない。 

  空気エンジンには、「ロータリーベーン式」、「ス

クロール式」、「レシプロ式」等、何種類かのタイ

プがあるが、本稿では、職業能力開発大学校生産

機械システム技術科の標準課題実習テーマとして

実績のある単気筒レシプロ式空気エンジン（以下、

単気筒空気エンジンと記す）の構造と設計につい

て、その概要を解説する。 
レシプロ式空気エンジンは、製作が容易で安価

であるが、トルク変動が大きく、振動、騒音が 発
生しやすい。この問題は星型多気筒化により改善

される。 
 
33..  単単気気筒筒空空気気エエンンジジンンのの構構造造  

33..11  単単気気筒筒空空気気エエンンジジンンのの種種類類  

単気筒空気エンジンの行程は、ガスが燃焼（爆

発）する行程がなく、圧縮空気がシリンダ内に入

り込む給気行程と、シリンダ内の空気を外に排出

する排気行程のみである。給気口と排気口の開閉

タイミングにより、行程の切り替わりの部分で、

給排気が行われずにシリンダ内に空気が滞留する

場合があるが、逆に給気口と排気口の両方が開い

ている場合がある。どちらのタイプになるのかは、

エンジンの構造による。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
いろな種類分けができるが、本稿では、動弁機構

の有無で種類分けする。ちなみに、動弁機構とは、

給排気バルブを適切なタイミングで開閉するカム

やプッシュロッド等から成る機構である。 
(1) 動弁機構がないレシプロ式空気エンジン    
① ピストンバルブ式 
  シリンダ内壁またはシリンダヘッドに設けた給 
排気口をピストンまたは、それに付随する突起等

で直接開閉するものである。 
 ピストンが上死点付近で給気口が開き圧縮空気

がシリンダ内に流入する。ピストンは、押し下げ

られ、給気口は閉じる。ピストンが下死点付近に

達したところで排気口が開きシリンダ内の空気を

排気する。シリンダ内に空気が残留したままピス

トンは上昇に転じ排気口が閉じる。ピストンが上

死点付近に達したところで給気口が開き、以下、

同じ動作を繰り返す。 
② 出力軸バルブ式 
  空気エンジン出力軸のジャーナル部を支えるブ 
ッシュに給排気口を設け、ジャーナルで給排気口

を開閉するものである。ジャーナル部には空気流

路溝を設けている。図 2 が、出力軸バルブ式の単

気筒空気エンジンである。 
 出力軸は、クランク軸と一体であり、よって、

ピストンの変位と同期する。ピストンが上死点付

近に達すると、出力軸ジャーナルの空気流路が給 

単気筒空気エンジンは、その見方により、いろ 
気口付近に達する。よって、給気口が開き、シリ 
ンダ内に圧縮空気が流入する。ピストンは押し下 
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図 1 空気エンジン駆動システム例 
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げられ、出力軸が回転する。給気口が閉じながら

もピストンおよび回転軸は動作し、ピストンが下 
死点付近に達したところで排気口が開き、シリン 
ダ内の空気を排気する。この、バルブの開閉タイ

ミングを図 3 に示す。 
(2) 動弁機構がある単気筒空気エンジン 
 図 4 が動弁機構を備えた単気筒空気エンジンで

ある。このタイプのエンジンは、給排気口開閉の

ための歯車やカムおよびプッシュロッド等のメカ

ニズムを別途設けている。動弁機構がないタイプ

の空気エンジンと比べて、給排気口の位置やバル

ブの開閉面積などにおいて設計上の自由度が増す。 
 本稿では、単気筒空気エンジンの構造と設計に

ついて解説するが、動弁機構を備えたタイプの構

造が複雑であり、解説の必要性が高いことから、

以下、動弁機構を備えた単気筒空気エンジンにつ

いて解説する。 
 

33..22  主主要要構構成成要要素素ととそそのの機機能能  

図 5 が単気筒空気エンジンのモデルである。エ

ンジンの基本メカニズムは、ピストンクランク機

構である。よって、シリンダ、ピストン、コンロ

ッド、クランクアーム、クランク軸の構成となる。

クランク軸は出力軸と一体であり、負荷を駆動す

る。また、空気エンジンを円滑に運転するため、

クランク軸にはバランスウェートとフライホイー

ルを設けている。なお、ピストンとコンロッドは

ピストンピンで、コンロッドとクランクアームは、

クランクピンで接続している。その他の重要な要

素として、先に記載した、給気バルブと排気バル

ブがある。給気バルブは、圧縮空気のシリンダ内

への供給を、排気バルブは、シリンダ内充満空気

の外部への排気をそれぞれ制御する機能を担う。

なお、給排気バルブの開閉タイミングは、極めて

重要であり、カム機構等を用いてクランク角変位

と同期している。図 6に、単気筒空気エンジンの

動作サイクルを示す。 

 

44.. 単単気気筒筒空空気気エエンンジジンンのの設設計計  

44..11 設設計計手手順順 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本稿で解説している単気筒空気エンジンの構造

要件は、ピストンクランク機構が一つだけの構成 

図 2 出力軸バルブ式単気筒空気エンジン 

 
図 3 バルブの開閉タイミング 

 

 

図4 動弁機構を備えた単気筒空気エンジン 

図 5 単気筒空気エンジンのモデル 
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であることと、動弁機構を備えていることである。

単気筒空気エンジンを製作するためには、さらに 
詳細な構造検討と、サイズや出力等のスペックを

決める必要がある。空気エンジンのメーカーは、 
市場におけるニーズ調査や顧客との協議から、こ

れらの項目や値を決定する。製作すべき空気エン

ジンの機能、スペック、サイズをまとめたものが

設計仕様であり、この段階は、空気エンジンの基

本構造までを決める段階である。なお、より詳細

な設計に当たっては、設計仕様書に記載されてい 
るすべての要求を満足するように設計しなければ

ならない。 
図 7 に、単気筒空気エンジンの設計手順を示

す。ニーズ調査や顧客との協議から必要とする単

気筒空気エンジンを定義するが、この作業を要件

定義という。要件定義を基に設計仕様や単気筒空

気エンジンの基本構造を決定する作業を基本設計

という。この段階の単気筒空気エンジンは、まだ、

全体像であり、概要である。これを具体的に製作

できる、すなわち機械図面の作成まで行う設計作

業が詳細設計である。以上のことから、要件定義

を満足する空気エンジンの製作を実現するために

は、基本設計が極めて重要と言える。 
 基本設計で決定した単気筒空気エンジンのスペ

ックを実現するため、詳細設計では、シリンダ内

径（ピストン外径）、クランク半径、コンロッド長、

バルブ開口面積等の最適値を求めることになる。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様の数値を設計用公式に代入し、一つの正解とし

て求められるものではなく、シリンダ内径等の一

連の数値（以下、仮設計値と記す）を仮決定した

上で所定の計算を行い、設計仕様を満足するか否

かを評価するものである。設計仕様を満足する仮

設計値が、正式な設計値として採用することがで

きる。ただし、仮設計値は、その内訳から、何パ 
ターンかの提案をすることができることから、正

式な設計値の候補が複数個存在する可能性がある。 
 筆者は、過年度の標準課題実習の取り組みの中

で、単気筒空気エンジンの仮設計値を評価するた

めのツールを開発した。このツールは、パーソナ

ルコンピュータの表計算ソフトウェア、Excel を 

しかしながら、これらの数値は、例えば、設計仕 

θ

角変位 
  クランク  

①上死点（θ=0） 
給気開始 

②下降(θ=0～π) 
給気 

③下死点(θ=π) 
給気終了・排気開始 

④上昇(θ=π～2π) 
排気  

⑤上死点（2π） 
排気終了・①へ 

給気バルブ 排気バルブ 

シリンダ 

すきま容積 

Ｖ０ 

図 6 空気エンジンの動作サイクル 

図 7 単気筒空気エンジンの設計手順 

基本設計 

詳細設計 

要件定義 

(製作工程へ) 

・空気エンジン使用目的の明確

・市場ニーズ調査、顧客との協議等 
・機能、スペック等の基本的要件決

・空気エンジンの基本構造決定 

・機能、スペック、サイズ等決定 

※ 本稿では、動弁機構を備えた単気

ジンの設計について説明 

・基本設計に基づいた詳細な設計 
・機械図面の作成 

（ポンチ絵） 

（設計仕様書） 

使用したツールであり、仮設計値であるシリンダ 
内径、クランク半径、コンロッド長等の数値をシ 
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ートの所定の場所に入力することにより、単気筒

空気エンジンの回転速度と動力すなわち出力のシ

ミュレーションができるものである。 
 詳細設計においては、設計仕様が要求する出力

が満足できるようなシリンダ内径(ピストン外径)､
クランク半径、コンロッド長等の数値を決定する

が、その他、バルブ機構の詳細設計とクランク軸

バランサーの設計、フライホイールの設計等を行

う。次に、単気筒空気エンジンの詳細設計につい 
て説明する。 
 
44..22  単単気気筒筒空空気気エエンンジジンンのの詳詳細細設設計計  

44..22..11 単単気気筒筒空空気気エエンンジジンンのの出出力力シシミミュュレレーー  

        シショョンン  

筆者は、開発したツールにより、単気筒空気エ

ンジンの出力シミュレーションを行った。単気筒

空気エンジンの空気エンジン出力P（Ｗ）は、空

気エンジン出力軸の角速度を （rad/s）、出力軸

に作用する外部負荷トルクを lT（Nm）とすれば、  

  lTP                (1) 

である。よって、と の二つの値を与えること

により、空気エンジンの出力がシミュレーション

できる。ここで、 lT は値が一定の設計条件であり、   
は時間と共に変化することから、の時間変化

を計算しながら、Pの時間変化を計算した。計算

に当たり、刻み時間を 10μs 等適宜決めるが、こ

れが近似的瞬間となる。ここで、空気エンジン起

動時の出力軸角速度を  、起動してから 回時

間を刻んだ時点（ は自然数）の角速度 を と

すると、 
  tkkk   11          (2) 

となる。ここで、 （rad/s2）を空気エンジン出

力軸の角加速度とし、（ 1k ）回だけ時間を刻ん

だ時点の角加速度を  と表現した。なお、 t は 
 
計算するためには、 の時間変化を知る必要があ

る。ここで、空気エンジン出力軸に作用する慣性 
 
 
        

となり、この式から、 の時間変化を求めること

にした。なお、（ le TT  ）は、慣性モーメント  、

すなわち、空気エンジン出力軸を加速するトルク   
となる。よって の時間変化を求めるためには、

出力軸トルク eT を求めなければならない。 
  の源泉になるのは、ピストンを押す力であり、 
それは、シリンダ内の空気圧力 Lp と大気圧 op の

関係から決まる。なお、シリンダ内の空気圧力 Lp

は、ピストンの位置、空気供給源の圧力 Hp およ

び環境温度に依存する。また、シリンダ内空気圧

力は、シリンダ内に流入（給気）する空気流量 inQ

とシリンダ内から流出（排気）する空気流量 oQ か

ら計算できる。計算に当たり、空気流入時には給

気バルブの開度 inS が、空気流出時には排気バルブ

の開度 oS の値が必要となる。クランク角変位と給

排気バルブ開度の関係は、メカニズムの幾何学的

関係から決定するものであり、次項で説明する。 
 シリンダ内空気圧力は、給気工程と排気行程に

分けて計算する必要がある。その理由は、給気と

排気でバルブが切り替わることと、空気の流れの

方向が変わるからである。 
 単気筒空気エンジンの出力シミュレーションは、

標準課題実習においては、表計算ソフト Excel を
使用したが、Excel 起動後、出力計算に必要な因

子を正確に入力する必要がある。このため、計算

手順が明確に確認できるようフローチャートを作

成した。図 8 がこのフローチャート 1)である。 
 次に、このフローチャートに記載している記号 
に対応する各計算因子について説明する。P、ω、

eT 、 lT 、 、 op 、 Lp 、 Hp 、 t 、 I 、添え字の

 については、先の説明の通りである。 は、ク

ランク角変位であり、 0 が上死点である。よっ

て、   は下死点である。次に xは、ピストンの 
変位であり、下死点に移動するに連れ xは増加す

る。xの最大値は、クランク半径値の 2 倍となる。 
 
ストンが xの位置におけるシリンダ容積である。

また、ピストンクランク機構の幾何学的性質から、

 と xとV 、および と pv は、それぞれ連動して 
変化する因子であることがわかる。次に eN は、シ 
リンダ内の給排気量（mol/s）である。また、nは、 

k  

1k  

lT  

0  

  

k  

eT  

I  

  

  k  

刻み時間である．この式を用いて の時間変化を 

I  

eT  

次に pv は、ピストンの速度である。次にV は、ピ 

(3) 

モーメントを （kg/m2），出力軸トルクを  （Nm） 
とすれば、 

シリンダ内の空気分子数（mol）、Dは、ピストン 
I
TT le   
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図 8 単気筒空気エンジン出力シミュレーションのフローチャート 
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が移動するときの空気抵抗である。次に I は、単

気筒空気エンジンの出力軸に作用する慣性モーメ

ントであるが、その内訳は、フライホイールの慣

性モーメント fI とピストンおよびピストンピン

の相当慣性モーメント pI とした。 

 
44..22..22 ププッッシシュュロロッッドド型型ババルルブブ機機構構のの設設計計  

(1)クランク角変位とバルブ開口面積の関係 

図 9 に、平成 29 年度標準課題実習で製作した

単気筒空気エンジンのプッシュロッド型バルブ機

構とカムの輪郭を示す。この機構は、クランク軸

と一体となって回転するカムが、プッシュロッド

を駆動し、プッシュロッド軸端のバルブ球を制御

するものである。プッシュロッドを引いた状態が

バルブ閉、プッシュロッドがボールをプッシュし

た状態がバルブ開である。バルブの開口面積は、

プッシュロッド変位すなわちクランク角変位に同

期して変化する。クランク角変位が、0～ (rad)
すなわちピストンが上死点から下死点まで移動す

る位相は、給気バルブが、閉じた状態から開き始

め、ピストン変位がストロークの中央付近でバル

ブ開度が最大となる。その後閉じていき、下死点

では完全に閉じる。クランク角変位が ～ 2

（rad）すなわちピストンが下死点から上死点の

位相は、給気バルブが閉じ続け、逆に排気バルブ

が開いて閉じる。排気バルブ開閉の位相は、給気

バルブと （rad）ずれている。図 10 にクランク

軸角変位とバルブ開口面積の関係を示す。 
(2)空気漏れ対策   
動弁機構で重要なことは、構造部やメカニズム

の摺動部で空気漏れを起さないことである。空気

漏れは、単気筒空気エンジンの出力低下や効率低

下を招き、最悪の場合は運転不能に陥ってしまう。

シリンダヘッドとシリンダブロック等の合わせ面

は、液状ガスケットを塗布するなどして、空気漏

れ対策を行う必要がある。また、プッシュロッド

からの空気漏れ対策として、ロッド摺動部に V パ

ッキンを組み込む方法等がある。 
 

44..22..33 ククラランンクク軸軸ババラランンササーーのの設設計計 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
するとき、回転運動部分のアンバランスのために

振動が発生する。また、ピストンやピストンピン

およびコンロッドの往復運動方向のアンバランス

のために振動が発生する。この振動を軽減するた

めに、クランク軸のクランクアーム反対側にバラ

ンスウェイトを適宜設ける必要がある。回転方向

のアンバランスについては、このバランスウェイ

トにより、完全にアンバランスが解消できる。し (1)クランク軸バランサーの概要 

レシプロ式エンジンは、クランクシャフトが回転 かしながら、これだけでは往復運動方向のアンバ 

 

 

(a)プッシュロッド型バルブ機構 

(b)カム輪郭 

図 9 単気筒空気エンジンのプッシュロッド型バルブ機構 

 
図 10 クランク角変位とバルブ開口面積の関係 

スプリング 

バルブ球 

プッシュロッド 

カム 
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ランスが解消できず、さらにバランスウェイトを

追加する必要がある。 
ピストンが上死点に達した時に釣り合う分のバ

ランスウェイトを追加した状態がオーバーバラン

ス率 100%である。この状態では往復運動方向の

振動（縦振動）は打ち消される。ところがクラン

クシャフトが上死点から 90°回転した時にオー

バーバランスとなり、縦振動が横振動に変換され

た状態となる。いずれにしても、このバランスウ

ェイト方式では、振動を完全に解消することはで

きない。標準課題実習における設計では、クラン

ク軸にバランスウェートを設ける方法を採用し縦

方向のオーバーバランス率 100％前後を目安にバ

ランスウェートの質量を決定した。理由として人

間の感覚として一般的に横振動は許容することが

できるが、縦振動は許容することができないから

である。 
単気筒空気エンジンのバランサーの設計では、

ピストンクランク機構の駆動部を「回転運動部分」

と「往復運動部分」に分けて考える。このとき、

コンロッドは、小端部(ピストンピン側)は往復運

動しているが、大端部(クランクピン側)は回転運

動をしているので、厳密に設計するには少々厄介

である。そこで簡易的な方法として、コンロッド

の小端部側 1/3 は、往復運動を大端部側 2/3 は、

回転運動をしているものとし計算することにした。 
(2)回転運動部分のバランス 

クランク軸を軸方向から見て、軸中心点を境に、

クランクアーム側のモーメントとバランスウェー

ト側のモーメントがつり合うようにバランスウェ

ートの形状および寸法を決定する必要がある。そ

れぞれの要素について、質量と出力軸までの距離

(重心から回転中心までの距離)を表 1 に示す。ま 
た回転運動部分のバランスのイメージを図 11 に

示す。回転運動部分が完全に釣り合っているとき、

次式が成り立つ。 

44332211 rmrmrmrm        (4) 

よってバランサーの質量ｍ4は、 

4

332211
4 r

rmrmrmm 


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

となる。ここで、バランサーの回転半径ｒ4につい

て説明を行う。出力軸の中心から、バランサー重

心 G までの距離がｒ4である。バランサーの設計で

は、その質量ｍ4が重心 G に集中しているとして軸

方向に投影されるバランサーの形状が半径Rの半

円の場合のｒ4は、 

3
4

4
Rr 

 
となる。ここで、バランサーの厚さをｔ、材料の密

度をρ、質量をｍ4とすると、 

2

2

4
 tRm 

 
となるので、質量ｍ4、半径 R のバランサーの厚さ

ｔは、(4)式から 
 
 

となる。 
(3)往復運動部分のバランス 
表 2 に往復運動部分のバランスに関する各要素

の質量および回転半径を示す。往復運動部分のバ(5) 

図 11 回転運動部分のイメージ 

表 1 回転運動部分各要素の質量と回転運動 

クランクアーム側 バランスウェート側 

要素 質量 
回転

半径 
要素 質量 

回転

半径 

クランク

ピン 
ｍ1 ｒ1 

バラン

サー 
ｍ4 ｒ4 

クランク

アーム 
ｍ2 ｒ2 

 
 

コンロッ

ド大端部 
ｍ3 ｒ3 

  

ランスは図 12 に示すように、ピストン部質量ｍ4、 

(8) 

(7) 

(6) 

 2
42

R
mt 
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往復運動時の慣性力を打ち消すようにバランサー

遠心力のｙ軸方向成分 Gｙを作り出せばよいとされ

る。出力軸(クランク軸)の角速度ω、コンロッド

長ｌとクランク半径ｒとの比(連桿比)をλとすると

きのクランク角変位θとピストン加速度αの関係

は以下の通りである。 

 

 
2

2
3

22

42

sin

sin2coscos 


 r



















 
 

ただし、このままでは、計算が困難であるため、

(6)式が、周期関数であるから、フーリエ級数展開

することにより、 
 







  


 2cos1cos2r

 
 

となり、(7)式を利用することにより、バランサー

の設計を行う。(7)式から、ピストン部分の往復慣

性力 F は、 

 


 2cos1cos 22 rmrmmF ppp

 (垂直１次成分) (垂直 2 次成分) 
 

となるが、垂直 2 次成分以上の高次の成分は、

値が小さいので、ここでは、無視できるものとす

る。よって、ピストン部分の往復慣性力 F は、 

 cos2rmF p  

となる。ここで、右辺に負符号が付くのは、ピス

トン部分の慣性力(ピストン部分がエンジンにお

よぼす力)は、それの加速方向とは反対方向に作用

するためである。 
一方、質量ｍ5のバランサーの遠心力 G は、クラ

ンク軸回転中心からバランサー重心まで、距離を

クランク半径と同じｒとすれば、 
 
 

 

 

表 2 往復運動部分のバランスに関する 

各要素の質量と回転半径 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
であり、その垂直成分 Gｙおよび水平成分 Gｘはとな 
るので、ピストン部分の質量ｍｐとバランサーの質

量ｍｐとバランサーの質量ｍ5を同じ大きさ、すなわ 
ちｍｐ＝ｍ5として設計すれば、(12)、 (14)式から 

0coscos 22   rmrmGF ppy  

となり、ピストン部分の質量とバランサーの質量

は、垂直方向において、お互いの力を打ち消すこ

とができる。ところが、(15)の通り、バランサー

質量による水平方向成分 Gｘが発生してしまうの

で、エンジンの縦振動を抑制しつつも、横振動を

消し去ることができないが、標準課題実習の中で

図 12 往復運動部分のバランス 

ピストン部質量 ｍｐ バランサー質量 ｍ5 

要素 質量 
ｸﾗﾝｸ 
半径 

要素 質量 
回転

半径 
ピスト

ン 
ｍｐ1 

 

ｒ 

 

バラン 
サー 

ｍ5 ｒ 

ピスト

ンピン

他 
ｍｐ2 

 
 

コンロ

ッド小

端部 
ｍｐ3 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(16) 

2
5 rmG   

 sin2
5rmGx   

 cos2
5rmGy   

(14) 

(15) は、横振動を許容することとした。ちなみに、横 
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振動を解消する方法として、エンジンを偶数気筒

化し、水平方向にする方法がある。また単気筒の

まま、バランスを取る方法として、バランサーシ 
  

  

44..22..44 フフラライイホホイイーールルのの設設計計  

 図 13 が、フライホイール使用のイメージである。 

単気筒空気エンジンは、回転中のトルク変動によ

り角速度が変動し、回転が円滑ではない。この角

速度の変動を緩和し、回転を円滑化するのがフラ

イホイールの役割である。この設計のため、設計

仕様には、許容角速度変動率が必要である。 

標準課題実習の中では、フライホイールの形状

を円筒形状とした。フライホイールの設計は､単気

筒空気エンジンの円滑運転に必要な慣性モーメン

トが得られるように、フライホイールの材質と寸

法を求めるものである。図 14 に単気筒空気エン

ジンの出力軸トルクとそのクランク角変位を示す。

時刻 t1から t2までが、角速度増加区間である。角

速度の増加は、設計仕様の角速度増加の許容値で

決まり、それを  、フライホイールの慣性モー

メントを I とすれば、次式が成り立つ。 

  
 







2

1

t

t lr dtTT
I                

ただし、Trは出力軸トルク、Tlは平均トルクとす

る。また、円板の円の中心まわりの慣性モーメン

ト I は、円板の半径を R、質量を M とすれば、次

式で表現できる。 

2

2
1MRI   

  

55..  おおわわりりにに  

「空気エンジンの設計製作」をテーマ（以下、

本テーマと記す）とした標準課題実習において、

課題学習方式、ワーキンググループ方式という標

準課題実習のあり方を活かしながら、実際に、空

気エンジンの設計製作に当たった。 
 

 
 
 

 

 

  

るが、それぞれの項目の詳細については、次号以

降の紀要に順次掲載していきたい。 

本テーマで学習できる熱流体工学の内容は、「給

排気バルブを通過する空気量の計算」、「シリンダ

に流入する空気量の計算」等である。シリンダに

流入する空気量から、シリンダ内圧力を計算する

方法として、「理想気体の状態方程式」を使用した。

これが、熱流体工学学習の主な内容である。この

内容は、本稿で解説した空気エンジン出力計算の

要である。また、「バルブ機構」、「バランサー」、

「フライホイール」の設計を学習することにより、

熱流体工学応用機械開発のセンスが身に付くこと

が期待できる。 
 
  [[参参考考文文献献]]  

 

回転運動 

往復運動 

ピストン 

クランク軸 

フライホイール 

ャフトを設ける方法がある。 

図 13 フライホイール使用イメージ 

図 14 クランク角変位と出力軸トルクの関係 

（t1） （t2） 
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本稿は、標準 
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造と設計手順および主要な設計項目について解説 

したものである。解説については、概要までであ 
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東北職業能力開発大学校紀要 第 31 号（ 2021 年 6 月）                      
Bulletin Tohoku Polytechnic College, No.31, June 2021 
 

ニニホホンンザザリリガガニニ稚稚ザザリリ用用飼飼育育ボボッッククススのの設設計計・・製製作作  

 
遠藤  裕之 *1，鳥潟  幸男 *2 

 
 
Design and Manufacture of Young Cambaroides Japonicus Breeding Boxes 

 
ENDO Hiroyuki*1, TORIGATA Yukio *2 

 
 

要要約約  国内最南端のニホンザリガニの生息地は大館市であり、その一部区域が天然

記念物に指定されている。その天然記念物指定水系のニホンザリガニは絶滅に瀕して

いる。大館市ではニホンザリガニ保全のため人工繁殖等に取り組んでいる。当校にお

いては地域貢献の観点から、大館郷土博物館とニホンザリガニに対する共同研究を始

めた。ニホンザリガニの人工繁殖を実施するに当たり、「共食い」行動が問題となる。

成体の場合は、仕切り板にて水槽内を分ける等の対策もできるが、ニホンザリガニ稚

ザリ（以後、稚ザリ）は仕切り板と水槽の隙間を通ることができ、水槽内の分割は適

さない。従って、稚ザリ同士の共食いを避ける飼育ボックスが必須となる。飼育ボッ

クスは市販品として熱帯魚稚魚用の飼育ボックスは販売されているが、稚ザリは壁を

よじ登ることができるため、稚ザリ用の飼育ボックスとしては適さない。本設計・製

作では、大館郷土博物館と共に稚ザリ専用の飼育ボックスを設計・製作した。  

 

11．．ははじじめめにに  

天然記念物である大館市のニホンザリガニの生

息数は、生息域が狭小となり絶滅に瀕している。大

館市では絶滅を回避するため人工繁殖に取り組ん

でいる。人工繁殖を実現するに当たり、ニホンザリ

ガニの「共食い」行動が問題となる。ニホンザリガ

ニはサイズの違うニホンザリガニ同士を同一の水

槽に入れた場合、小さいサイズのニホンザリガニは

大きいサイズのニホンザリガニに補食される確率

がかなり高い。一方、同サイズ同士であれば、どち

らかに捕食される確率は低いようであるが、脱皮し

た後は体が柔らかいため身を守ることができず、捕

食される確率が上がる。このような理由から、ニホ

ンザリガニの人工繁殖の実現には、個別飼育を基本

とし、繁殖時期のみペアで飼育することが一般的で

ある 1)。 
交接が成功し卵から稚ザリが孵化した場合、その

飼育は当然のごとく個別飼育となる。雌の抱卵は数

十個以上であり、その中の何個が孵化するかわから

ないが、安全に飼育するためには孵化した分の個室

を用意する必要がある。あまり環境依存がないアメ

リカザリガニなどであればその分の水槽を用意す

る手法も可能であるが、ニホンザリガニではそのよ

うな手法をとることができない。ニホンザリガニの

飼育環境は、夏でも水温が 20℃以下（冬は 5℃前後）

で、水質が良いことが要求される。この環境を保つ

水槽を稚ザリ分用意することは設置費用もさるこ

とながら維持費も多額になり現実的ではない。現実

的な解決策は水槽内に複数個入れることができる

*1 東北職業能力開発大学校秋田校 電子情報技術科 
Tohoku Polytechnic College, Akita Department of 
Electronic Information Technology 

*2 大館郷土博物館 
Odate City Museum 
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飼育ボックスを用意することである。飼育ボックス

は熱帯魚などの魚用は市販されている。しかしなが

ら、市販品は魚用であり、稚ザリを飼育する用途に

は向かない物ばかりである。従って、稚ザリを飼育

するための飼育ボックスは専用の物が必要である

ため、大館市郷土博物館と共同でニホンザリガニ稚

ザリ用飼育ボックスを製作することとなった。 
 

22．．飼飼育育ボボッッククスス  

ニホンザリガニ稚ザリ用飼育ボックスを製作す

るに当たり、問題となるのは材質である。稚ザリに

壊されなく、よじ登ることができない工夫ができ、

また、加工・製作ができる材質でなければならない。

この条件からアクリル板を飼育ボックスの材料と

した。2mm 厚程度のアクリル板の加工は基板加工

機でも可能なため意図した加工ができ、また、接着

もアクリル用接着剤にてアクリルを溶かして接着

することもでき、強度もある程度得られる適切な材

料である。 
飼育ボックスの開発手順は、当校には稚ザリが存

在しないため、飼育ボックスを当校にて試作後、郷

土博物館にて使用・評価してもらい、改良していく

こととした。 
飼育ボックスのサイズは、基板加工機で製作可能

な幅 100mm×奥行 200mm×高さ 160mm（内寸）

とした。このサイズはどの試作飼育ボックスでも同

一とした。 
 

22..11  飼飼育育ボボッッククススのの製製作作方方法法  

飼育ボックスは図 1 に示す底板、側板 1、側板 2、
及び仕切り板の 4 種類の板で構成した。これらのパ

ーツは基板加工機にて加工し、加工したパーツを用

い飼育ボックスを製作した。パーツ同士の接着は、

水中に有害物質を出す可能性のある接着剤を用い

ることはできないため、特定のアクリル専用接着剤

にて接着する必要がある。アクリル専用接着剤は液

体であり、通常の接着剤のように接着面に塗布して

からパーツ同士を合わせるようなことはできない

ため、最初にパーツ同士を貼り合わせ、その貼り合

わせ箇所にアクリル専用接着剤を注射器の針にて

流し込んで行く必要がある。従って、接着する前に

飼育ボックスを形作る必要があるが、接着剤を流し

込む都合上、仮止めとして用いるマスキングテープ

止めは内側か外側のどちらかにのみ貼らなければ

ならない。今回は、図 2 に示すようにマスキングテ

ープを飼育ボックスの外側にのみ貼ることでボッ

クスを形作った。その後、注射器にて接着剤を内側

より流し込んで接着した。 
 

22..22  試試作作 11 号号  

飼育ボックスの開発には、郷土博物館での使用・

評価が必要なため、たたき台として以下の条件にて

試作 1 号を製作した。①水槽内の水流が飼育ボック

ス内にも作用すること。②稚ザリがよじ登れないこ

と。③仕切り板にて複数の部屋に分けられること。

④持ち上げたときに水が溜まらないこと。水が溜ま

らないようにすることは、アクリル板の接着はアク

  
図図 11  飼飼育育ボボッッククスス構構成成板板  

  

 

図図 22  ママススキキンンググテテーーププ位位置置 
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リルを溶かして行ってはいるが、強度的に心配があ

るため条件に入れた。 
試作ボックスを製作するに当たり、ニホンザリガ

ニを飼育している水槽内の水位を仮定する必要が

ある。ニホンザリガニはえら呼吸のため水位は低く

ても高くても大丈夫であるが、水温を低く設定する

都合上、低い水位で飼育している環境が多い。よっ

て、水位は 100mm 程度と仮定した。試作 1 号の側

板１、側板２及び仕切り板に設ける水流用の孔は、

稚ザリが板をよじ登れないように、上部を除く底面

板から18-94mm間に2mmの孔を開けているが（側

板 1 のスリット部分には接着の関係から孔を開け

ていない）、それ以外の部分には孔を開けないこと

とした。参考として側板 2 での孔位置を図 3 に示

す。また、試作 1 号での孔間隔を図 4 に示す。近接

する孔同士はずらして配置しており、この間隔は全

ての板で同一とした。 
飼育ボックスは仕切り板にて最大で均等に 4 分

割できるようにしている。従って、側板１には、図

5 に示すように 50mm 間隔で仕切り版を挿入する

ためのスリットを設けている。このスリットは三角

棒を用い、稚ザリのよじ登りを考慮して、孔の空い

た範囲のみに配置した。 

底板は、メンテナンス等で持ち上げた時に水が底

に残らない程度を考慮して、側板と仕切り版の付近

のみに１区画当たり 10 個の穴を配置した。底板の

孔配置を図 6 に示す。 
試作 1 号の郷土博物館からのアドバイスは、水流

の関係から孔の間隔をもっと狭くし、縁の方まで孔

が欲しいことと、掃除の関係から底板にも孔を側板

並みに欲しいとのことであった。それら以外の部分

は概ね良好とのことであった。 

22..33  試試作作 22 号号  

 試作 2 号は、試作 1 号のアドバイスを踏まえて、

図 7 に示すように縦方向の孔間隔を半分にした。ま

た、図 8、9 に示すように、よじ登り対策箇所除く

孔の位置はアクリル版の縁から 4～5mm までにし

た。これらのことにより、各板の孔数は倍以上とな

り水流は以前より良くなった。 
 試作 2 号では水流の問題は無くなったが、底板に

問題が生じた。ニホンザリガニは雑食であり枯れ葉

等の植物性由来の餌を主食としているが、動物性由

来の餌も与える必要がある。水生生物を捕獲、また

は購入して与えることは現実的でないため、市販さ

 
図図 33  側側板板 22 のの孔孔位位置置 

 

      
図図 44  試試作作 11 号号ででのの孔孔間間隔隔 

  
図図 55  側側板板 11 ののススリリッットト 

 

 
図図 66  底底板板 
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れている人工飼料を与えることが一般的である。こ

の人工飼料は数ミリサイズであるため、実際に人工

飼料を与えると孔を通って低床に到達し、水質汚染

の原因となることが判明した。 

 
22..44  試試作作 33 号号  

 試作 2 号の底板での人工飼料問題を解決する必

要がある試作 3 号は、底板の孔数をある程度確保し

つつ孔の空いていない平らな部分を設けることと

した。したがって、底板は孔と平らな部分を半々に

した図 10 の孔配置とした。これにより、人工飼料

の孔への落下を防止でき、掃除も両サイドでできる

ため、この孔配置を底板の完成版とした。完成版と

した稚ザリ飼育ボックスを図 11 に示す。 

33．．おおわわりりにに 
 本設計・製作により、天然記念物ニホンザリガニ

稚ザリを飼育するボックスを完成させることがで

きた。今までは稚ザリが誕生した場合、専用の飼育

ボックスが存在せず、ビーカーなどの代用品での飼

育となっていたが、次回からは稚ザリ専用飼育ボッ

クスでの飼育となる。 
 稚ザリ専用飼育ボックスが完成したことから、今

後のニホンザリガニの研究は稚ザリの成長、個体数

を増やすことへの研究とする予定である。ニホンザ

リガニの抱卵は 1 年で 1 回であり、その数も数十個

程度とあまり多くはない。また、交接も成功すると

は限らないため、抱卵しても無精卵の可能性もある。

したがって、抱卵の回数を増やすことで個体数を増

やす予定である。照明と水温を管理し、1 年間の季

節変動を短縮することで、ニホンザリガニの季節感

を勘違いさせ、1 年で 1 回の抱卵回数を増やす予定

としている。 
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図図 77  試試作作 22 号号ででのの孔孔間間隔隔 
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図図 99  底底板板 
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