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Ⅰ. 招待講演セッション 
  



  



 

 

サービスシステムにおける知識共創と価値創造 
 

小坂 満隆 

KOSAKA Michitaka 
 

北陸先端科学技術大学院大学知識科学系 

School of Knowledge Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology 
 

 

【講演要旨】 

我々は，北陸地域における高齢化社会の問題を解決するために，2014 年に北陸地区（石川，富山，

福井）の技術系大学，看護系大学，自治体，企業が連携する北陸ライフケアシステム研究チームを立ち

上げ，「ICT を活用した健やかな高齢社会の共創―地域特性を生かした北陸モデルの構築」を目的に活

動を始めた．この中で，自治体や宅配弁当業者と連携して地域包括ケアシステムのための ICT を活用し

た見守りシステムの開発を進めた．また，現在，健診データや生活データをビッグデータ処理技術によ

り解析して，企業や自治体に所属する人々の健康増進のための研究を推進している． 

こうした研究を通して，地域サービスシステムでは，以下のように従来の情報システム活用と異なる

様々な特徴があることを発見した．①ICT による情報が住民に気づきを与え，新たなサービスを着想し，

ICT に対する新たなニーズが起こる，これが繰り返されサービスレベルをあげてゆく．②住民自身が求

める必要なサービスは，当初想定したサービスではなく，自らが考え ICT を活用して自らが作り出す．

③人間の幸せに対して同じ価値観を持つコミュニティの存在がサービスの持続的な成長を支える．④人

間の幸せを支える WB（ウェルビーイング：健康で幸せな状態）からのサービス要求，それを実現する

コミュニティの形成，ICT による情報サービスが一体となった時に持続的に成長できる．⑤金銭的な経

済合理性を追求する従来の情報システムビジネスモデルでは，持続的成長モデルの実現は期待できない． 

 地域包括ケアシステムは，①医師，看護師，介護士，自治体，大学等の研究者といった異なる知識

を持つ多職種の人たちが，②地域の高齢社会の安心・安全を実現するためのサービスを共に考案し（知

識共創），③それを高齢者に提供して高齢者にとってのサービス価値創造を行う（価値創造），④そして，

提供されたサービスに対するフィードバックを行い，それを反映することで，サービスレベルを向上し，

スパイラルな成長を実現する，⑤こうしたサービスをＩＣＴが支える，という特徴を持つ．そして，こ

うした特徴を持つ地域サービスシステムは，知識共創，サービス価値創造の重要な研究対象である． 

 北陸ライフケアシステム研究会の活動を通して得られた知見から，ICT を活用したウェルビーイン

グサービスシステムという新たなシステムコンセプトを提案する．システムの構成要素として，①WB
志向のサービス価値提示に関して WB ビジョンの創造とその説得方法，②多職種連携を通じた共創的サ

ービス設計に対するコミュニティにおけるサービス共創，③地域サービスシステムの構成論としての持

続的なシステム論や制度論，④安全・安心・有効な地域情報システムを実現するプライバシーや IT マ

ネジメント，の４つを開発し，これらをスパイラルに回すことで，「地域の社会課題を自律的に改善す

るサービスコミュニティが創造され発展していく社会」の実現を目指す． 
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テーマセッション趣旨： 

価値を生み出すシステムとしての知識創造プロセスへのアプローチ 
 

知識共創フォーラム事務局 

Forum for Knowledge Co-creation 
 

地域包括ケアやスマートシティ，コミュニティを活用した各種社会イノベーションなど，価値創造活

動をシステムの観点から実現したり解明したりすることの重要性が改めて指摘・実践されています．そ

こには創発性発揮と不確実性削減への期待があるものの，本質的には両者がバランスを保っていなけれ

ばならないでしょう．すなわち，創発性と不確実性が持つ「動き」を生みだし創造をもたらし得る潜在

力を活用して，価値創造を達成する力を得るという，本質的に動的な知識創造プロセス概念が重要であ

ると考えます．この知識創造プロセスを理解し活用するには，部分の和を越えた全体性として価値を共

創する，不確実性・ゆらぎが創発に結びつく，静的・斉一的な安定ではなく動きと多様性の中に安定を

生み出すといった，システム論・システム科学で考えられ磨かれてきた概念が重要となるはずです． 

今回の知識共創フォーラムでは，この価値を生み出すこと（活動，実践，システム，モデル，理論等）

に対する研究をテーマとします．招待講演では，システム科学の視点から，地域包括ケアにおけるサー

ビスサイエンスと知識科学の研究を精力的に進めている北陸先端科学技術大学院大学・知識マネジメン

ト領域の小坂満隆教授をお招きして，このテーマに迫りたいと考えています．そしてテーマセッション

では，システム科学を含むより多様な観点・方法論・理論，そして，種々の対象について，価値創造を

検討している発表を募集します．  

価値創造を対象とした研究を展開することで，価値の創造を深く理解し，さらなる価値創造へと繋げ

ることができるはずです．すなわち，実践とともに，その実践を対象に観察・計測・実験・分析・考察

を進める．知識科学では，知識の創造・共有・活用という観点から，実践者と研究者との知識共創活動

の研究に意識的に取り組んでいます．価値創造の実践，価値創造実践についての知識共創，価値創造の

理論化，学問知を活用したさらなる価値創造の 4 つを，相互に連関させながら進めていくのが知識科学

の運動だと考えています．この運動により，実践がますます拡がり，学問知を深化させて行くはずです．

また，この運動そのものを対象としたメタな知識科学も構想できるでしょう．これら知識科学のシステ

ム論的パースペクティブが，価値創造の理解と実践にどう関わり貢献し発展させるのかを検討し，また，

その検討がシステム論と知識科学をどう発展させるのかを議論することを望んでいます． 

本フォーラムでは，この知識科学の運動を進めたいと考えているものの，登壇者がこれまでに知識科

学に意識的・自覚的にかかわっていることを求めるものではありません．問題意識や対象，視点を共有

したり刺激や魅力を感じたりする方々に，自らの研究活動を基に，価値を創造する活動の解明や問題解

決の方向性を提案し，あるいはまた，モデルのアイデアや理論化の試みを示し，参加者と共に議論を深

めることを期待しています．多様な観点からテーマへの見解を議論・共有し，この場において知識共創

を目指すことで，今後の研究や共同での取り組みの糸口を見出すことを目的とします．このセッション

が本フォーラムの中核となります． 
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【要約】本稿では，現代の自律的な集団を前提とし，5A リーダーシップが推進する未来知の共創過

程におけるメカニズムを提案する．これにより，リーダーシップ理論に対等性と時間軸を入れ．これま

でのリーダーシップ理論研究に不足していると思われる，相互作用における合意形成や創発的共創の観

点を取り入れる．研究においては実証的ワークショップを行い，分析結果より仮説を検証した．その結

果，共創を促進するリーダーシップは Affirmative, Advancing, Amalgamative, Agreeable, Achievable という

5A のプロセスを生み出し，満足のいく合意と結果創出を推進することが明らかになった． 

 

【キーワード】5A リーダーシップ，相互作用，創発，未来知，合意 

 

1. 背景・目的 

本稿では，集団のアウトプットとしての未来知の共創を導くリーダーシップの１つを提案し，そこに

おける知識共創の過程を明らかにする．未来を築くための知識共創としての，より良い合意とは何かを

考える．そのためのリーダーシップは，相手の考えを促進した上で，自分の考えを反映させ，未来のた

めの創発を起こす機能と考えられ，この機能の相互作用のメカニズムを明らかにする．前提として，役

割分担が決まっていない自律的で現代的な集団における，自然発生的なリーダーシップ機能を想定する．

これまでのリーダーシップ理論研究に不足していると思われる，合意形成や知識創造の過程におけるリ

ーダーシップのあり方を提案した点，およびリーダーシップ理論に対等性と時間軸を入れた点で新規

性・独創性がある．明示的な情報伝達とそれによる理解に留まらず，暗黙的な合意や満足も対象にする

ため，コミュニケーションではなく相互作用として考える．実践場面においては，地方自治体における

市民ワークショップや大学における学生ワークショップ等，未来創造型リーダーの育成を念頭におき，

将来のための共創場面を想定している． 

 

2. 先行研究 

2.1 共創 

本研究の位置づけを図 1 に示す．本研究は，知識共創のメカニズムをリーダーシップ機能の観点を用

いて説明するものである．これまで，西中・白肌・神田は，時間軸を将来に置き，相互作用による共創

のメカニズムを研究してきた(Nishinaka, Shirahada & Kohda, 2017a; 2017b; 2017c)．これら一連の研究にお

いて，触媒的リーダーシップが未来のための創発を起こす機能を持つことを仮説として形成した． 

すなわち，良い結果のチームにおける触媒的リーダーシップは，(1) 相手を支持・相手の考えを理解

し(Affirmative) ，(2) 向上させ(Advancing)それだけではなく，(3) そこに自分の考えを反映させる

(Amalgamative)といった相互作用がある．かつ，その機能が相互に生じる場合に，(4) 満足のいく合意に

なっており(Agreeable)，(5) 結果としてのアウトプットも良い(Achievable）という集団の意思決定のプロ

セスと結果を推進するという仮説である．これまでの研究においては，相手に与える影響力を重視し，

「触媒的リーダーシップ」と名付けたが，自分の考えを反映させる働きなど，共創的であり触媒以上の

働きをしているため，ここでは「5A リーダーシップ」と名前を変更する． 

2016-2017 年の研究においては，実験群におけるメカニズムをボトムアップ的に仮説として提示した

にとどまっており，5A リーダーシップの共創プロセスにおける働きが完全に明確になっていない．そ

のため，本稿は，2018 年の検証結果を踏まえ，上記仮説の検証に統制群での検証を加え，かつ時間軸を

将来に置いた共創プロセスにおける 5A リーダーシップの働きの明確化を，シミュレーション的な実証

実験によって追加検証するものである（図 2）． 
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2.2 リーダーシップ理論 
リーダーシップ理論の中で，条件適合理論の 1 つであり，現在のリーダーシップ理論の基礎となって

いるパス・ゴール理論(House, 1971,1996) との関連性を述べる．パス（道筋）・ゴール（目標）理論は，

リーダーのとる行動パターンに着目した行動理論の１つで，リーダーの職務はフォロワーの目標達成を

支援することであり，それは集団の目標にかなうというものである(Robins, 2014)．パス・ゴール理論で

は，フォロワーの満足度を 1 つの基準にしているが，それだけでは，すべてのメンバーが対等であると

いう現代の集団にそのまま適用することは難しく，また，将来の目標達成のための創発的な観点のもと，

満足のいく合意を行い，共創を実現してゆくという現象の説明が難しい．条件適合理論を含むこれ以前

の理論は，企業における業務をいかに遂行してゆくかに論点が置かれていた．条件適合理論以降は，急

激な社会の変化に合わせて企業を変革するリーダーが求められた．その後，様々なリーダーシップが提

案され，管理的な能力のみならず，リーダーが担う認知的な能力の中には，予測能力や創造的な思考能

力があるという指摘も出ている（Mumford, et al., 2017）．また，近年では，組織の考え方を変える，共

通意識を作る，といった意味でセンスメーキングもリーダーの能力として取り上げられている(Weick, 

1995; Barr, 1998; Combe, at al, 2015)．センスメーキングでは，組織の納得感を主導するため，合意と捉え

られがちであるが，多義性を制約としている．本研究の目的である未来知としてのイノベーション創出

においては，多義性はプラスの効果をもたらすものであり，リーダーシップが導く合意の目的が異なる．

本研究では，相互作用を喚起するものとしてネットワーク構造を重視はする．しかし，本研究は相互作

用による合意を導くものであるため，組織構造の中で分散された情報や権力を包括する collective 

leadership とは異なる(McHugh, et al., 2016)．相互作用やネットワーク構造を利用し影響力を評価してい

る点においては，Marion らの Collectivism 研究(Marion, et al. 2016)と方法論においては近似がある．彼ら

の研究は，非公式のリーダーシップがプラスの効果を組織にもたらすとしており，情報集約観点から見

た小集団の組織における機能を研究したもので，本研究とは目的が異なる．shared leadership（共有型リ

ーダーシップ）は，タスクを共有し，リーダー権限を分散させる理論であり，本研究との関連は低い． 

以上より，相手の考えを促進した上で，自分の考えを反映させ，未来のための創発を起こすリーダー

シップ機能に関しての先行研究は多いとは言えない．集団構造とリーダーシップにおける先行研究とし

ては，ハラリー(Harary, 1959, 三隅訳, 2005, p403) がネットワーク理論に基づいた構造概念を用いて集団

タイプを定義している．本研究では，このタイプに基づいて集団を構成するが，自律的な集団を前提と

するため役割は未定義とする．そのためネットワーク構造は，相互作用を実証的にシミュレートするた

めの形として利用する． 

 
 

図 1：本研究の位置づけ 
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3. 研究の手法 

3.1 全体構造 
研究の全体と本稿の位置づけを図 2 に示す．2016 年から 2017 年には，実験群において実証的ワーク

ショップ事例研究を行い，以下の仮説 1, 仮説 2 を導出した（図 2 の(A)）．2018 年においては，その仮

説を検証するために統制群を加えシミュレーション実験を行い，評価した（図 2 の(B)）．(B)が本稿の

範囲である． 

 
図 2：研究の全体と本稿の位置づけ 

 

3.2 2016-2017年の研究と仮説の提示 
2016 年から 2017 年にかけて行った実証的ワークショップにおいては，「やさしい街を作る」という

政策立案的なテーマで戦略ロードマップを作成した．(1)ワークショップの発言テキストの共起分析 (2)

ロードマップのアウトプットにおけるテキストの共起分析 (3)観察による会話の定性分析を行い，それ

ら結果より下記仮説を設定した．仮説 1 は，5A リーダーシップによって推進される集団のメカニズム

であり，このプロセスを実施するのはメンバーである．しかしメンバーの合意による意思決定の主体は

集団である． 
 

仮説 1：5A リーダーシップ機能は，(1) 相手を支持・相手の考えを理解し(Affirmative) ，(2) 向上させ

(Advancing)それだけではなく，(3) そこに自分の考えを反映させる(Amalgamative)といった相互作用があ

る．かつ，その機能が相互に生じる場合に，(4) 満足のいく合意になっており(Agreeable)，(5) 結果とし

てのアウトプットも良い(Achievable）というプロセスを推進する 

仮説 2：5A リーダーシップは，満足のいく未来創造の合意をリードする 

 

前提 1：5A リーダーシップ機能を含む集団機能が相互作用により自然発生する 

前提 2：5A リーダーシップ機能が他の集団機能に影響し意識的ではない主導的機能として働く 

 

3.3 2018年の研究 
2018 年 1 月に，追加の実証的ワークショップを実施した．未来知の創造を行う場面を想定し，20 年

後の「地域活性化」を共通テーマとしたイノベーション思考を訓練する事例を用い，2 時間のワークシ

ョップを 3 回行った（ワークショップ 3 のみ比較のため現在事例とする）．ワークショップでは，A0

紙の上に付箋でアイデアを書き出しながら，20 年後の街の姿を作成してゆく．  

チーム A とチーム B をネットワーク構造に基づき完全民主主義的な構造に構成した（Harary, 1959, 三

隅訳, 2005) （図 3）．チーム A とチーム B は同じネットワーク構造となっているが，発言をプロトコ

ルで統制し，チーム A は仮説 1 のプロセスがあるチーム，チームＢはないチームとなっている．ワーク

ショップ構成を表 1 に，検証方法を表 2 に，評価項目・基準を表 3 に提示する． 

 

 
図 3：チーム構造 
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表 1: ワークショップ構成 

W
o

rk
 

sh
o
p

ID
 

T
eam

 

ワークショップの目的 事例 発言プロトコル 

1 A 
5A リーダーシップ機能

の確認 

事例 1：IT の先端技術を活用して，

医療サービス特化型都市を考える．

それにより，地域活性化と地域の将

来像（20 年後）を考える 

ルール１． 

（A1 と A2 がリーダー） 

・A1 と A2 が 5A に則った
発言規則に従う 

2 Ｂ 
5A リーダーシップ機能

の確認 
事例 1 と同じ 

ルール 2． 

（B1 と B2 がリーダー） 

・B1 のみが 5A に則った発
言規則に従う 

3 A 
5A リーダーシップ機能

の将来志向性 

事例 2：地域資源（自然，歴史，産

業など）を活用して地域の現在の観

光業を活性化する（非未来ケース） 

ルール１． 

（A1 と A2 がリーダー） 

・A1 と A2 が 5A に則った
発言規則に従う 

 

表 2: 検証方法 

検証項目 比較対象 検証内容 検証箇所 

仮説 1 Workshop 1 と 2 を比較 
5A に則った発言プロト

コルであるか，否か 

Workshop1 の方が良い合意とアウ

トプットになっているか？ 

（表 3 の項目・基準で評価） 

仮説 2 Workshop 1 と 3 を比較 
未来事例であるか，現代

事例であるか 

Workshop1 の方が良い合意とアウ

トプットになっているか？ 

（表 3 の項目・基準で評価） 

 

表 3: 評価項目・基準 

No 評価対象 評価基準 評価方法 

1 アウトプットの良さ 
アイデア間の連携，分散度合い 

アイデア（発言）の数，中心性 
アウトプットの共起分析 

2 
合意における満足度 

過程の満足度 Workshop総合評価（満足度アンケート） 

3 アウトプットに対する満足度 アウトプットの満足度アンケート 

 

仮説 1 を検証するために，仮説 1 の一連のメカニズムをシミュレートし，想定どおりの動きであるか

を確認する．シミュレーションは，発言におけるルールとしてのプロトコルを定義し，意図的に 5A リ

ーダーシップ機能を起こし，結果を評価するという形をとった．参加者のワークショップにおける発言

とアウトプットの付箋上のテキストを書き出し，それらに対して khcoder で共起分析をかけ，5A リーダ

ーシップによる影響を分析結果から評価した．評価項目・基準は表 3のとおりである． 

仮説 1(1)-(3) に関しては，プロトコルと前提条件で意図的に設定し，5A リーダーシップが良い合意を

導くか（仮説 1(4)）と，アウトプットに与える影響（仮説 1(5)）を確認する．前提 1 および 2 は，事前

設定する．ワークショップ 1 ではチームＡが 5A の規則に従った発言を行い，ワークショップ 2 ではチ

ームＢが 5A の規則に従わない．ワークショップ 1 と 2 を比較し，表 3 にある評価項目・基準でアウト

プットの良さと合意における満足度，合意程度を評価する． 

仮説 2 に関しては，未来事例と現在事例の比較において，5A リーダーシップが良い合意を導くか（仮

説 1(4)）と，アウトプットに与える影響（仮説 1(5)）を確認する．具体的には，チーム A が，事例を変

更して 2 回のワークショップ 1 と 3 を行う（表 1，表 2）．ワークショップ 1 では未来事例，ワークシ

ョップ 3 では現在事例である．ワークショップ 1 と 3 を比較し，表 2 にある評価項目・基準で，アウト

プットの良さと合意における満足度を評価する． 

今回の検証と前回の分析的ワークショップ結果の双方を合わせて，少なくとも，この前提条件，この

設定項目における結果との因果関係のメカニズムが明らかになる． 
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4. 実証的ワークショップ結果 
各ワークショップにおいて各チームがワークショップの結果として作成したコンセプトとアウト

プットにおける共起分析の結果，アンケートの結果を表 4，評価方法と評価結果を表 5 にまとめた．提

示はしていないが，ワークショップにおける発言の共起分析結果より，プロトコル設定による 5A リー

ダーシップのシミュレーションは成功していることを確認している．今回の結果およびこれまでの研究

結果の双方から判断し，各仮説は確認され，相互作用によって発生する 5A リーダーシップは，集団の

アウトプットに正の影響を与え，それは未来創造型の共創時に効果を発揮することが明らかになった．

つまり，5A リーダーシップは，(1) 相手を支持・相手の考えを理解し(Affirmative) ，(2) 向上させ

(Advancing)それだけではなく，(3) そこに自分の考えを反映させる(Amalgamative)．かつ，その機能が相

互に生じる場合に，(4) 満足のいく合意になっており(Agreeable)，(5) 結果としてのアウトプットも良い

(Achievable）というプロセスを推進していた．一般的に不確実性の高い内容ほど合意が重要になる．な

ぜならば，不確実性が高い場合は必ずしも目標が達成できるとは限らないため不測の場合を考慮し合意

が必要になる． 

表 4 :作成されたアウトプットの共起分析 

Workshop ID 1 2 3 

Team A B A 

事例 
事例 1：IT 先端技術を活用した

医療サービス特化型都市 
事例 1 と同じ 

事例 3：地域資源（自然，歴史，

産業など）の活用（非未来ケース） 

コンセプト 

先端医療技術が 

溶け込んだ誰でも安心 

できる街 

医患の Well-being を 

達成できる街 
ようこそ夢の世界へ 

アウトプット

の共起分析

（外部変数：

MemberID(1)） 

 
  

共起分析評価 H L（中心性が低い） L（発言が少ない） 

アウトプット

の満足度 

（合意満足度） 

4 3.5 3.3 

ワークショッ

プ総合評価 

（合意満足度） 

4 3.7 3.3 

(1) アウトプット作成におけるメンバーの特定は付箋の色から判断できるようになっている 

 

表 5 :評価方法と評価結果 

 確認事項 対象 アウトプットの評価結果 

仮説 1 5A リーダーシップ

の結果への影響 

Workshop1 と 2 5A リーダーシップが機能しているチーム A の方が 

アウトプットの完成度が良い（共起分析の結果より） 

仮説 2 5A リーダーシップ

は，満足のいく未

来創造の合意をリ

ードする 

Workshop1 と 3 5A リーダーシップは，未来創造の合意が必要な場合

に，より効力を発揮する． 

 

 

 なお，チーム B では，実際のアウトプットは力作であったが，表 4 におけるアウトプットの共起分析

の評価とアウトプットに対する満足度（合意満足度），ワークショップ総合評価（合意満足度）は高く

ない．これは，非常に優秀なリーダータイプでありながら 5A リーダーではないプロトコルを実施する

B2（図 3 参照）がリーダー(B1)をサポートし，リーダー(B1)が 1 人でアウトプットを作ったためと思

われる．B2 は，自分の意見を十分にアウトプットに入れられなかったために満足度が低かったと推測

され，そのため全体の合意満足度が下がっている．最終的には，B2 は自分の意見をアウトプットに入
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れたために，共起分析の結果の中心性は下がり，アウトプットの評価は下がった．集団で良いアウトプ

ットを作るという目的のために，個人の意見を反映できない場合の葛藤がこの状況から見て取れる．こ

のことから判断しても，十分ではない合意が集団の結果に影響し，良いとはいえない結果を導く場合が

あることが窺われる．  

 

5. 結論 

本研究では，これまでの実証的ワークショップから得られた仮説を追検証する形で，プロトコル設定

による実証的ワークショップを行い，結果を分析した．その結果から，集団のアウトプットとしての未

来知の共創を導く 5A リーダーシップを提案した．5A リーダーシップは相互作用によって生まれ，集団

のアウトプットに正の影響を与える．また，共創過程において Affirmative, Advancing, Amalgamative,  

Agreeable, Achievable というプロセスを取り，Affirmative, Advancing, Amalgamative によって，Agreeable, 

Achievable が導かれるという因果関係があり，その結果満足のいく合意を推進することが明らかになっ

た． 

本研究においては，5A リーダーシップが集団におけるイノベーティブな知識の創造に与えるメカニ

ズムを明らかにした．しかしながら，未来知の創造においては，5A リーダーシップは，未来創造の合

意が必要な場合に効力を発揮することがわかったものの，より良い将来のための合意にどのような影響

を与えるかは，研究が不十分である．そのため，この部分に関しては，さらなる研究が必要であると思

われる． 
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『コトのデザイン』の分析と可視化の試み 
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【要約】コトのデザインという新たなデザイン手法を用いた活動が広く実践されるようになった．し

かしその定義や要素については未だ整理されておらず，それによりコトのデザイン活動の成果や新規性

が伝わりづらいという現状がある．本研究では，コトのデザイン活動の実践について報告されている研

究論文を対象に分析と情報の可視化を試みた．分析のため，コトのデザイン活動の成果をプロダクトと

位置づけ，プロダクトは 4種類の要素と 2種類のツールという概念によって整理可能であると仮定した．
結果，対象となった 9 つのデザイン活動とプロダクトを要素とツールによって整理することができた． 

 
【キーワード】コトのデザイン	 デザイン思考	 デザイン活動	  
 
1． 背景と目的 
今日では，デザインという言葉が様々な場面や状況で用いられるようになった．それに伴い，デザイ

ンという言葉の範囲も広がり，○○デザインという言葉が多く生まれている．デザインの定義について

は，時代によって異なる定義付けがなされており，例えば宮下(1969)は，「デザインとは，実用的美的造
形を計画し，これを可視的に表現することをいう．あるいは，デザインとは実用的造形計画の可視的表

示である．」と述べている．宮下の定義では形態に着目し，デザイナーの検討した計画をあくまでも見

える形として，表現することが定義の中心となっている．また，河北(1989)は，「『デザイン』は，人間
の創造力，構想力をもって生活，産業，環境に働きかけ，その改善を図る営みと要約できます．つまり，

人間の幸せという大きな目的のもとに，創造力，構想力を駆使し，私達の周囲に働きかけ，様々な関係

を調整する行為を総称して『デザイン』と呼んでいます．」と述べている．河北の定義では，デザイン

をより抽象的なものであると捉え，豊かな生活のために，計画したり，創造したりすることがデザイン

であるとしている．宮下の定義はデザインする対象物が中心，河北の定義はデザインする対象物とその

周囲に存在する環境や人，それらに関わる事象を中心として定義しているが，一般的に，デザインに対

する解釈としては，前者の定義がより近いと考えられる．しかし現在のデザインという言葉が持つ意味

の広さを鑑みれば，後者のような抽象的な定義がより適切であると考えられる．この事象を中心とした

デザインの定義がなされた頃に，事象をデザインの対象として捉えようとする手法『コトのデザイン』

が生まれた．これまでのデザインの対象を，物から事象（コト）へと拡張しようとする動きは現在も続

いている． 
コトのデザインという言葉は，デザインの研究者が，拡張されていくデザインという行為を定義付け

るために生み出したものである．この言葉については，デザイン学研究 No．77（1990）の巻頭言にその
記述が見られる．この巻頭言において飯岡（1990）は，デザインがモノのデザインからコトのデザイン
へ達したことを指摘しており，これは河北の定義と主張が一致している．つまり，1990年代に入り，工
業デザイン全盛期の終わりとともに，新たなデザインの意味，存在意義が議論されるようになってきた

ことを示している．この頃よりコトのデザイン活動が行われるようになった．須永(1993)は，「コトの
デザイン」は，モノと人間を包含する一回り大きい対象があり，この大きい対象はモノのはたらきに「意

味」を付与するコンテキストとしての役割があり，この大きな対象を相手にするのが「コトのデザイン」

であると述べている．大きい対象とは，「コト」を示していると考えられる．また，デザイン教育の現

場においても，既にコトのデザインを扱っていることが示されている． 
しかし，コトのデザインはその対象が「コト」という事象であることから，様々な要因が存在しそれ

ぞれが影響し合うような，複雑な構造を持っていると考えられる．そのため，コトのデザイン活動は，

何を目的に何をデザインし，どのような結果が得られたのか（どのような効果があったのか）が理解さ
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れづらいと考える．なぜならならば，コトは形を持たないため，実践者以外はコトの全容を把握するこ

とが難しく，よって実践者の意図や目的が見えなくなるからである．反面，モノのデザイン活動は，結

果が形となって残るので、実践者の目的や意図が理解しやすい．冒頭で指摘したように，一般的なデザ

インに対するイメージがモノのデザイン活動であることも，コトのデザインが理解されづらい要因とし

て考えられる． 
コトのデザイン活動には実践者以外の人々が参画することが多く，活動の全体の計画や得られた成果

を含めて，活動の関係者に伝える必要がある．しかし，コトのデザインは定義として未だ曖昧であり，

どのような要素で構成され、その要素にはどのようなものがあるのかについては未だ整理されていない。

そのため「コト」を「デザイン」するという概念そのものは理解されにくい．実践しようとするデザイ

ン活動の新規性や成果について正確に発信するためには，コトのデザイン活動が持つ要素を含む，構造

を自ら把握し，情報として整理する必要がある．整理することで，実践者以外の人々がコトのデザイン

の手法や概念を理解することができれば，今後より高度で複雑なコトのデザインを実践できるようにな

り，コトのデザイン活動において，革新的で持続可能な共創を実現できることが期待できる． 
そこで本研究では，コトのデザインの手法に対する理解をより深めるため，コトのデザインによって

デザインされた「コト」の，構成要素の分類と可視化を行い，コトのデザインを情報として整理するこ

とを試みた． 
コトのデザイン活動の目的は，何らかのコトを達成することであり，そのためにデザインするのはモ

ノではなくコトである．そして，実践者は目的を達成するまで，デザインと評価・省察を繰り返し行う。

そこで，本研究ではコトのデザインを，「（コトのデザインの）実践者が達成したい何らかのコトを目

的として設定し，それを達成するために形を持たないコトをデザイン，実践し，その成果を評価する活

動全体」であると定義し，コトのデザイン活動の実践について報告されている研究論文を対象に分析を

行った． 
 
2． 研究の方法 
2．1 対象 
対象は，日本デザイン学会発行の研究論文集，『デザイン学研究 Vol.59(2012) No.1』から『デザイン

学研究 Vol.64(2017) No.1』までのおよそ 5年分の論文の中から，上述の定義を満たすコトのデザイン活
動を抽出し，9件の活動を分析対象とした(表 1)．今回対象とした論文という形式は，コトのデザイン活
動実践後，実践者が自らの活動について発表を行おうとする段階に相当する（図 1，D）．つまり，実践
者しか知り得ない図 1A，B や実践した結果や省察などがパッケージングされた状態で提示されたもの
であり，対象として適当であると考えた． 
対象とした活動例として，活動 A（横田ら，2017）を挙げる．活動 Aは，絵をほとんど描いた経験が

ないファッションを学ぶ学生へ向け，ファッションデザイン画制作における透けるテキスタイル表現の

教材開発を目的とした表現方法を検討したものである．透けるという表現方法をデザインし，この表現

方法を実際に学生に実践してもらうための授業を設計し，その中で表現方法を活用している． 
以上の例のように，今回対象とした活動は，①活動に人が関わっていること，②「コト」が活動の目

的であること，③形のないものをデザインしていること，の 3つの条件を満たすものである． 
2．2 デザイン活動の構造 
対象としたデザイン活動はいずれも，目的，プロダクト，結果の 3つの項目から構成されている．そ

れぞれの項目について以下に述べる． 
a．目的 
デザイン活動の発端となった目的・願望を指す．例を挙げると「街を活性化させたい」「高齢者にも

っと元気になって欲しい」といった抽象的なものから，「ゴミの収集場所を綺麗に保ちたい」「町内会
でもっと活発な意見交換をしたい」のような，具体的なものまで様々であり，活動の実践者が設定する．
目的は，コトのデザイン活動を行うモチベーションであると言える． 

b．プロダクト 
目的を達成するためにデザインしたものを指す．本研究で対象とした活動では，なんらかの手法やワ

ークショップのような活動など，形のないものがデザインされる．プロダクトには，それを構成する要
素が存在する．詳細は 2．3．プロダクトを構成する要素で述べる． 

c．結果 
結果は，プロダクトをデザインしたことによってもたらされた結果を指す．結果は実践者によって省 
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察が行われる．また，本研究の分析対象のように，その時点までに実践された活動内容を含めて，研究

論文として発表されることがある． 
以上の項目に分解した後，プロダクトについて，要素とツールを用いた可視化を行った． 
2．3 プロダクトを構成する要素 
本研究で分析の対象としたプロダクトは，1 つまたは複数の要素から成り，活動の種類によって異な

るが，方法，活動，情報，関係の大きく分けて 4つに分類可能であると仮定した．また，要素をデザイ
ンするために利活用した道具・手段を「ツール」とした． 

2．3．1 要素 
方法は，教育手法や発想法などといった，何らかの行為・システムを補助または拡張させる，方法・

手順を指す．例：アイデア発想法，ファシリテーション手法など 
活動は，2人以上の人々が集まる場を指す．例：ワークショップ，授業，祭り，町内会など 
情報は，人が知覚可能な様々な情報を指す．例：喫煙マナー向上を促すポスター，空港の案内表示，

誘導音など 
関係は，人と人，人とモノ，人と環境の関係性・相互作用を指す．例：グループ会議システム，安心

できる空間，親子の関係構築など 
これら要素同士には時間的関係性も存在し，2 つの異なる要素が同時にデザインされる場合や，連続

してデザインされる場合がある． 
2．3．2 ツール 
プロダクトをデザインするために利用した道具・手段が『ツール』である．ツールはその用途や特徴

によって，エッセンシャルツールとジェネラルツールの 2つに分けられる． 
エッセンシャルツールは，エッセンシャル(本質的要素)という言葉が示すように，プロダクトの本質

である要素をデザインするために利活用した道具・手段であり，実践者自身の手によって生み出される．

例として，ワークショップの内容を伝えるための案内ポスター，イベントの目玉となるアート作品，メ 
ッセージを印象づけるためのフォント制作などが挙げられる． 
	 ジェネラルツールは，一般的に広く利用されている道具・手段である．アンケートや行動観察などの

要素の有効性を検証するようなもの，実践者が生み出した以外の道具・手段がこれに該当する．例とし

て，参加者へのインタビュー，効果を確かめるための実験，アンケート調査などが挙げられる． 
 
3． 結果 
対象とした 9件の研究で実践されたデザイン活動について，以下のような方法で図による可視化を行

った．図には各要素とその種類を示し，その要素の簡易的な説明を記述した．各要素の下部には用いた

ツールを示し，エッセンシャルツールはグレーのボックス，ジェネラルツールはホワイトのボックスで

表した．また，エッセンシャルツールについては，要素の説明の中で対応するものをグレーのボックス

で表した．可視化の例について図 2に示す．また，分解の結果とプロダクトを可視化したものを図 3に 

表 1.分析対象一覧 図 1.コトのデザインの実践と発表まで 
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示す． 
活動 Aのプロダクトは 2つの要素，方法（テキスタイル表現）と活動（授業）で構成され，それぞれ

異なるツールを持つが，いずれもジェネラルツールである．1 つめの要素でデザインした方法を，授業
の中に取り入れることで有効性を検証している． 
活動 Bのプロダクトは 2つの要素，活動（ワークショップ）と情報で構成され，それぞれ異なるツー

ルを持ち，エッセンシャルツールとしてグラフィックデザインを用いている．グループインタビューや

行動観察で得られた気づきをワークショップの中で検討した上で情報の整理やグラフィックデザイン

を行っている． 
活動 Cのプロダクトは 1つの要素，方法（合意形成支援）から構成されている．この要素をデザイン

するためにいくつかの実験と，エッセンシャルツールとして webアプリケーション実装を行い，実装実
験及びヒアリングから有効性を検証している． 
活動 Dのプロダクトは 2つの要素，活動（ワークショップ）で構成され，それぞれ同様のツールを持

つ．特にエッセンシャルツールとしてプロダクトデザイン（ナースコールのデバイス）をいずれの要素

でも用い，ワークショプの中で利用している． 
活動 Eのプロダクトは 1つの要素，関係（親子・環境）から構成されている．親子の関係構築のため

に，プロダクトデザイン（環具）を行い，実際に使用してもらった後に，インタビューやアンケートか

ら有効性を検証している． 
活動 Fのプロダクトは 1つの要素，方法（製品のデザイン開発）から構成されている．ユーザーリサ

ーチやアンケートのデータを元に，精度の高いデザイン決定の手法を提案している． 
活動 Gのプロダクトは 1つの要素，方法（ユーザビリティ評価法）から構成されている．いくつかの

実験から，初心者でも遂行可能な評価手法を提案し，実験及び事後アンケートから有効性を検証してい

る． 
活動 Hのプロダクトは 1つの要素，活動（ワークショップ）から構成されている．映像制作を利用し

てワークショップを設計・運用し，事後アンケートから，このような体験が「書く」力を養う体験とし

て適切であったかどうかを検討している． 
活動 Iのプロダクトは 2つの要素，活動（ワークショップ）で構成され，それぞれ同様のツールを持

つ．しかし，ワークショップの内容は異なっており，一方では音に着目し，もう一方ではテレビ番組制

作をモチーフとしている．また行動観察から，設計したワークショップについて考察している． 
 

 

図 2.可視化の例 
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4． 考察 
プロダクト全体に着目すると，特に活動を要素として持つものが多く見られた．活動はそれを行うこ

と自体が目的達成に貢献している場合と，別の要素の有効性を検証するために活動を行う場合がある．

例えば活動 A のプロダクトでは，はじめに方法を設計し，それを授業という活動の中で実践すること
で，その有効性を検証している．このようにコトのデザイン活動では，初めに目的を達成しうる要素を

デザインし，それを実行することで，初めにデザインした要素の有効性を検証し，課題を見つけ改善を

行うという手順が多く用いられる．また，方法を要素として持つプロダクトは，複雑な目的に対して，

何らかの方法を設計し，それを当てはめることで目的の達成を目指していた．ここでの目的とは，課題

や問題であることが多く，それを解決することが目的として設定されていた． 
ツールに着目すると，エッセンシャルツールを持たないプロダクトが見られた．エッセンシャルツー

ルを持たないプロダクトは，実践者自身はあまりデザインを行わず，既存の手法で解決案を導くような

手法・手順を用いたと考えられる．これに該当するプロダクト持つのは，A，F，Gである．これらのプ
ロダクトに共通するのは，要素のデザインを行う直前に実験や調査等を行っていること，そして全て方

法を要素として持つことである．活動 Aのプロダクトでは，はじめに画材の選択を行い，初心者でも表
現し易い描き方を検討していた．活動 F のプロダクトでは，ユーザーリサーチの結果を方法の設計と，
妥当性の検証に利用していた．活動 Gのプロダクトでは，2つの実験の結果から新たなユーザビリティ
評価法を検証していた．このように方法を要素として持つプロダクトは，一見するとコトのデザインを

行っていないようなものもある．しかし，本稿で用いた分解手法を用いることで，デザイン活動とその

中でデザインされたプロダクトの構造を把握することが可能となり，方法というコトをデザインしたデ

ザイン活動であると位置づけることができる． 
一方でエッセンシャルツールを持つプロダクトは，活動（ワークショップ）を要素として持つものが

多く見られた．これに該当するプロダクトを持つのは，B，C，D，E，H，Iである．活動 Bのプロダク
トでは，ワークショップで得られた仮説からグラッフィクデザインによる表現と，実際の店舗において

情報の整理を行っていた．活動 C のプロダクトでは，実験の結果から Web アプリケーションの機能要
件を検討し，実装を行っていた．活動 Dのプロダクトでは，ナースコールアートワークショップで使用
するナースコールデバイスをデザインしていた．活動 Eのプロダクトでは，環具という道具をデザイン
し実際の親子に使用してもらい，その様子を観察していた．活動 Hのプロダクトでは，映像を用いたワ
ークショップをデザインし，実践していた．これらのプロダクトでは，知覚可能なモノをツールとして

デザインしており，それはグラフィックや，映像等に相当する．しかしこれらはあくまでもツールであ

り，目的ではない．さらに上位の目的を達成するための手段である．このような構造を，本稿で用いた

分解手法によって明らかにすることができた．これにより，コトのデザイン活動の本来の目的や，本当

にデザインしたかったものを他者に伝達することが可能となる． 
このように，コトのデザインによって生まれたプロダクトはその構成要素が異なるが，本稿の手法を

適用することによって，一見すると異なるコトをデザインしているように見えるものでも，構造や要素

図 3.分解結果とプロダクトの可視化 
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が類似しているものを明らかにすることが可能となる．本研究の結果においては，D と I，F と G が該
当する．Dと Iのプロダクトは，いずれも活動（ワークショップ）という要素を 2つ持つ．また，ツー
ルも同じものを用いている．これは同じ目的のワークショップを，異なる参加者もしくは異なる場所で

実践したことを示唆している．また，Fと Gのプロダクトは，方法を要素として持っており，エッセン
シャルツールは持たないが，実験やリサーチによってデータを収集・整理し，その結果を用いて方法を

設計，最後にアンケートによって方法の有効性を検証している． 
コトのデザインを分析し，可視化することにより，コトのデザインによってデザインしたものとそれ

がどのようなモノ・コトで構成されているかについて俯瞰することが可能となる．俯瞰することで，デ

ザインしたコトがどのような位置づけで，他と比較してどうか，ツールに過不足は無いか，等の検討を

行うことが可能となり，より良質なコトのデザインにつながることが期待される．今後はこの手法をよ

り多くの活動やプロダクトに適用することで，コトのデザイン活動の姿をより明らかなものにしていき

たい． 
最後に，本研究におけるツールの定義については未だ曖昧な部分も多いため，「本質的であるか」「研

究者自身が生み出しているか」この 2点以外の側面から検討し直す必要がある．また，ツールの判定に
ついても客観性に欠ける部分がある．これについては，判定者によるツールの判定を行い，判定者間の

一致性の測定を行うことで充足させていきたい． 
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【要約】本研究は流通分野に適用されている確率的潜在意味解析法を健康分野に応用するため，健康

関連データに必要な前処理を医学・保健学・情報学の観点から検討した．前処理の中でも特に離散化の

分割数の違いを分析した結果，運動・睡眠データと食事のデータを用いて，所属確率が 100%の項目の

割合を比較すると，離散化の分割数が少ない方が概してその割合が高かった．したがって，離散化の分

割数が少ない方がクラスタリング結果の解釈性において有効であることが示唆された．医療・保健の視

点による評価から，相手に合わせた保健指導をしやすくするため，セルフエスティーム，セルフエフィ

カシー，ヘルスリテラシー，健康観に着目したデータの処理が重要であることが明らかになった． 

 

【キーワード】保健指導 先進的健康行動促進モデル ヘルスケアデータ 確率的潜在意味解析法

（PLSA） 

 

1. 緒論 

生活習慣病は日本の医療費の 3 分の 1 を占めており(厚生労働省，2014)，罹患予防，重症化予防は財

政再建を進める国の重要政策の 1つになっている．生活習慣病の主原因は，健康に悪い生活習慣である

が，これを正すために，保健師が保健指導として行動変容のための介入を行うことが重要である．保健

師は医療や保健に関する豊富な知識とともに，実践経験で得たノウハウを持って，質の高い保健指導を

提供している．しかし，ベテランの保健師といえども，多様な対象者一人ひとりに関心を持ってもらえ

るような効果の高い目標設定には苦労している様子がうかがえる(畝ら，2009)． 

現在，ウェアラブルデバイス（身体に装着して利用するＩＣＴ端末の総称）の普及が加速しており，

データに基づく健康管理の推進が期待されている．生活実態の結果（健康診断結果）とともに，対象者

の運動や睡眠などの日々の生活のデータを分析して，健康行動を促進するモデルを構築し，保健師のサ

ポートができれば，保健師は効率的に質の高い保健指導を提供できると考える．健康行動促進モデルで

は，代表的な人物像であるペルソナを捉え，ペルソナに対して保健指導案を作成し，ICT を活用した保

健師のサポートを行う． 

本研究では，ペルソナを導出するノウハウがある流通分野で活用されているグルーピングの手法であ

る確率的潜在意味解析法（PLSA）(Hoffman, 1999)をヘルスケア領域へ応用することを目指す．本稿では，

流通分野に適用されている PLSA を健康分野に応用するには，健康関連データに対してどのような前処

理が必要かを医学・保健学・情報学の観点から検討する． 

 

2. 方法 

PLSAを健康分野へ適用するのに必要な健康関連データの前処理を検討するため，4つのステップ（デ

ータ収集，データ前処理，PLSA の実行，前処理の評価）を行う．それぞれのステップの詳細を下記に

述べる． 
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2.1 データ収集 

ウェアラブルデバイスを始めとした健康に関する多種多様な情報を収集するために，健康診断データ，

運動・睡眠データ（ウェアラブルデバイスからのデータ），生活習慣アンケート，食事データを 25 人

の研究参加者から収集する．収集するデータには健康診断の結果が含まれており，これは個人情報保護

法で定める「要配慮個人情報」にあたる．情報収集に際して本人の同意を得ることを徹底するため，健

診機関で保有する情報は使用せず，研究参加者から直接収集したデータのみを使用する．また，研究参

加者の匿名性を確保するため，一般財団法人 北陸予防医学協会（以下，北陸予防）で匿名化したデー

タのみを使用する．収集に際しては研究参加者に提出用 EXCELシート（以下，提出シート）を提供し，

そこに全てのデータを入力する方式を採用する． 

4つのデータの詳細な説明は下記である． 

①  健康診断データ： 

平成 29 年度の定期健康診断（入社 1 年目の研究参加者は雇入時の健康診断）の結果を収集する．な

お，平成 29 年度定期健康診断未受診者（人間ドック受診予定などの理由で，データ収集時点で健康診

断を受診していない参加者）については，平成 28年度の定期健康診断の結果を収集する． 

②  運動・睡眠データ（ウェアラブルデバイスからのデータ）： 

研究参加者に Fitbit Charge 2 を配布し，8月から 10月の 3か月間，装着したままの状態で生活しても

らう．データはウェアラブルデバイスからスマートフォンを通じて Fitbit 社のクラウドに転送・蓄積さ

れる．これらの情報は Fitbit 社がインターネット上で提供しているダッシュボードを研究参加者が操作

することで EXCEL 形式のファイルをダウンロードできる．それを研究参加者自身が提出シートにコピ

ーし，提出してもらう．収集するのは「運動（歩数・活動量）」「睡眠（時間・質）」のデータである． 

③  生活習慣アンケート： 

生活習慣の把握には，厚生労働省の「標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】」(厚生労働省, 2013)

に掲載されている「標準的な質問票」をベースに，当研究のために開発した 58 項目の質問を用いる．

開発にあたっては，北陸予防の保健師が普段の保健指導で対象者から聞き取っている内容をまとめ，盛

り込む．研究参加者からの回答は，提出シートに埋め込まれているドロップダウンリストから選択して

もらう方式とする． 

④  食事データ： 

北陸予防の医師・保健師へのヒアリングをもとに，食事のバランスと間食の有無を尋ねる質問項目を

開発する．朝・昼・夕食それぞれについて，主食・主菜・副菜・その他というカテゴリごとに，どのよ

うな食物を摂取したのか（例えば主食なら，ご飯類・パン類・麺類・その他から複数選択）を回答して

もらう方式とする．また，間食摂取の有無についても調査する．なお，食事データは「月のうち任意の

連続した 7日間」を 3か月分収集することにする．運動・睡眠データとは異なり，食事データは自動で

は記録できないため，EXCEL シートに入力するという煩雑な操作が必要である．他のデータと同じよ

うに 3か月間毎日データを収集するのは過剰な負担を強いることになり，難しいのではないかとの意見

が出た．北陸予防の医師・保健師と相談したうえで，研究参加者の食事の傾向を掴むために必要最低限

のデータ量として，1か月辺り 7日間という期間を設定する． 

 

2.2 データ前処理 

健康関連データは，連続値や離散値，文字列といった様々な種類のデータがある．ウェアラブルデバ

イスからのデータにいたっては，全ての項目が連続値である．確率的潜在意味解析法を実行するには，

共起行列の形式に健康関連データを変換する必要がある．本研究では，特に離散化（連続値をレベルご

とに分割する）の方法に着目し，分割数の違いが PLSAの結果の解釈に及ぼす影響を分析する． 

健康診断データと生活習慣アンケート内の一部の連続値に対しては，医師・保健師に確認の上，該当

項目ごとで一意の分割数を設定する．健康診断データは，年齢・身長・体重・BMI，生活習慣アンケー

トは，1日平均歩数・禁煙経験・残業時間が離散化の対象である． 

運動・睡眠データと食事データは，PLSA に用いる全ての項目が連続値であり，健康診断データと生

活習慣アンケートと比較してデータ量が多い．本研究では，運動・睡眠データと食事データに対して，

分割数を 2・3・5・7の 4通りとし，分割数の違いを分析する．運動と睡眠に関する項目では，全体（3

か月）の平均を求めた後，4通りの離散化を行う．その際，生活パターンによる違いを考慮するために，

平日と休日・祝日の 2通りに分ける．また，四分位範囲の 1.5 倍を超えるデータを外れ値として削除す
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る．睡眠に関する項目では，研究参加者の勤務形態に基づいて，午後 8時台から午前 8時台を 1日分と

し，それ以外の時間帯のデータは処理の対象外とする．上記の時間帯で重複した場合は合算する．食事

データでは，バランスの良い食事（朝・昼・夕・朝昼夕）と間食に関して，該当項目の TRUE（摂って

いる）の合計値に基づいて全体（3 週間）の平均を求めた後，4 通りの離散化を行う．その際，平日と

休日・祝日で 2通りに分ける． 

 

2.3 PLSAの実行 

確率的潜在意味解析法（PLSA）(Hoffman, 1999)は，入力を共起行列として，行と列を同時にグルーピ

ング（クラスタリング）できる手法で，全てのクラスタにおける所属確率が全ての変数ごとで得られる．

PLSAは，元々，文書データを用いた自然言語処理で活用されていたが，現在，ID-POS データを用いて

流通の分野に適用されてきている．流通におけるノウハウは，代表的な人物像であるペルソナの導出で

あるが，この考え方をヘルスケアに転用し，PLSAのヘルスケア応用を本研究では目指している． 

本研究では，Target Finderを用いて PLSAを実行する．Target Finderの設定は，X を保健指導対象者の

ID，Y をデータ項目とする．クラスタ数探索範囲は 2から 10，クラスタ数刻み幅を 1とする．また，よ

り安定した結果を得るために，繰り返し回数を 100 回から 1,000 回に変更する．それ以外のパラメータ

はデフォルトとする．初期値は始めにランダムに選定された 5つを全ての実験で用いることとする．こ

のような設定に基づき，PLSA によるクラスタリングを実行する． 

 

2.4 前処理の評価 

本研究では，前処理の中でも離散化における分割数の違いを分析するために，PLSA のクラスタリン

グ結果から得られる項目のクラスタへの所属確率に着目し，離散化を評価する．クラスタへの所属確率

が高いほど，その項目はクラスタの特徴を良く説明できることになる．本研究では，運動・睡眠データ

と食事データそれぞれの項目数に対して，所属確率が 100%の項目の割合を 4 通りの分割数ごとで比較

する．比較の際のクラスタ数は分割数に対応させる．たとえば，離散化数が 2分割の場合は，クラスタ

数 2の場合のクラスタリング結果を参照して，所属確率が 100%の項目の割合を求める． 

 

3. 結果 

図 1は離散化の分割数ごとの所属確率が 100%の割合の推移を表している．縦軸は所属確率が 100%の

項目の割合で，横軸は離散化の分割数である．青色線が運動・睡眠データで，橙色線が食事データであ

る．結果から，運動・睡眠データと食事のデータを用いて所属確率が 100%の項目の割合を比較すると，

概して，離散化数が少ない方が所属確率が 100%の項目の割合が高かった．所属確率が 100%ということ

は，クラスタの特徴的な項目であるため，離散化数が少ない方がクラスタリング結果の解釈がしやすい

と考えられる． 

 

 
図 1：離散化の分割数ごとの所属確率が 100%の項目の割合の推移 
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4. 考察 

離散化の分割数は少ない方がクラスタリング結果の解釈性が高まることが分析結果から示唆された

が，たとえば，離散化数が 2 の場合，対象者が健康であるか，健康でないかという大きな分類になって

しまい，詳細な健康状態が捉えきれないと考えられる．したがって，離散化の分割数が少ないケースか

ら段階的に分割数を多くしていき，細かな分析をしていくことがペルソナを構築していく上で有効であ

ると考えられる．本研究では，運動・睡眠データと食事データに対して，4通り（分割数は 2・3・5・7）

の離散化を行っているため，健康である状態（健康レベルが高い）を，よく運動し，睡眠の質が高く，

睡眠時間をしっかりとり，バランスの良い食事をとっている場合とし，その反対が健康でない状態（健

康レベルが低い）としている． 

PLSA を用いた分析の試行錯誤の中で，相手に合わせた保健指導をしやすくするため，①セルフエス

ティーム，②セルフエフィカシー，③ヘルスリテラシー，④健康観に着目したデータの処理が重要であ

ることが医療・保健の視点による評価から明らかになった．健康の状態（健康レベル）が同じであって

も，保健指導の仕方は個人の特性（パーソナリティ）によって異なるためである．それぞれ対応する項

目は生活習慣アンケート内の下記の質問項目である． 

 

① 質問項目「自分は大事な人間だと思いますか」（表内で「自分大事」と表記） 

② 質問項目「健康は自分の行動で変えられるものだと思いますか」（表内で「行動変容」と表記） 

③ 質問項目「健診結果から自分が何をすべきか理解できますか」（表内で「健診結果理解」と表記） 

④ 質問項目「自分は健康だと感じているか」（表内で「健康観」と表記） 

 

本研究では，個人ごとの保健指導において，健康レベルとパーソナリティの関係についての全体の傾

向との差異の分析を可能にするため，健康レベルとパーソナリティの関係分析を行う．関係分析では，

4 通りの離散化をした運動・睡眠データと食事データを対象とする．それぞれのデータに上記の生活習

慣アンケートの 4 項目を加えたデータを PLSA の入力データとする．そして，離散化の分割数ごとで，

分割数と同じクラスタ数のクラスタリング結果から，健康レベルが低いクラスタ・高いクラスタを捉え，

それぞれのクラスタに含まれる生活習慣アンケートの 4項目を抽出する． 

表 1，表 2は，運動・睡眠データを用いた場合において，健康レベルが低い（表 1），高い（表 2）ご

との該当する生活習慣アンケートの 4 項目とその回答および離散化の分割数を示している．表 3，表 4

は，食事データを用いた場合において，健康レベルが低い（表 3），高い（表 4）ごとの該当する生活

習慣アンケートの 4項目とその回答および離散化の分割数を示している． 

表 1から表 4の結果から，概して，健康レベルが低い人は，自分を大事だと思わず，健康だと感じて

いない傾向にあった．一方，健康レベルが高い人は，健診結果を全く理解できない傾向にあった． 

 

表 1：運動・睡眠データを用いた場合の健康レベル（低）とパーソナリティの関係 

生活習慣アンケートの 4項目とその回答 分割数 

健診結果理解_③あまり理解できない 2分割 

自分大事_④思わない 2分割 

 

表 2：運動・睡眠データを用いた場合の健康レベル（高）とパーソナリティの関係 

生活習慣アンケートの 4項目とその回答 分割数 

健康観_③どちらかといえばそうではない 2分割 

健診結果理解_④全く理解できない 2分割 

行動変容_②どちらかといえばそうである 2分割 

健診結果理解_④全く理解できない 3分割 

健診結果理解_④全く理解できない 7分割 

 

表 3：食事データを用いた場合の健康レベル（低）とパーソナリティの関係 

生活習慣アンケートの 4項目とその回答 分割数 

健康観_④感じていない 2分割 
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健診結果理解_①よく理解できる 2分割 

自分大事_④思わない 2分割 

健康観_④感じていない 3分割 

健診結果理解_①よく理解できる 3分割 

自分大事_④思わない 3分割 

健康観_④感じていない 5分割 

健診結果理解_①よく理解できる 7分割 

自分大事_④思わない 7分割 

 

表 4：食事データを用いた場合の健康レベル（高）とパーソナリティの関係 

生活習慣アンケートの 4項目とその回答 分割数 

健診結果理解_④全く理解できない 2分割 

自分大事_①思う 2分割 

健診結果理解_④全く理解できない 3分割 

健診結果理解_④全く理解できない 5分割 

健診結果理解_④全く理解できない 7分割 

 

PLSA は，健康診断結果など流通させるのに困難が伴うような要配慮個人情報ではなく，対象者のま

とまりから，対象者の特徴と健康行動に向けたニーズが分かるクラスタのみを扱えるという特性から，

保険外ヘルスケア産業での流通・活用を促すため，要配慮個人情報を使わずにヘルスケアデータを流通

させるのに有効である．それにより，健診機関からクラスタの提示を受けた保険外ヘルスケア事業者は，

対象者の特徴とニーズを理解し，介入方法を検討して生活習慣を改善するためのサービスを提供できる．

多くても年に数回という介入頻度の低さと，長くても半年という介入期間の短さにより，現在の仕組み

では対象者のモチベーションを維持しづらく，保健指導の効果が十分に出ないという指摘がある．これ

を防ぐには，介入頻度を高めればよいが，現在の健康保険の仕組みの中で，介入頻度を高めるための費

用と人材を確保するのは難しい．そこで，普段の生活の中のあらゆる場面でこのようなサービスが提供

されれば，利用者のモチベーションが保たれ，健康に向けた行動の促進につながると考えられる．PLSA

を用いて開発する健康行動促進モデルは，健診機関での保健指導だけで活用するのではなく，スポーツ

クラブなどの保険外ヘルスケア産業においてもヘルスケアデータの活用を促進することで，地域全体で

健康情報の利活用が進み，保健指導の実践を後押しすることで，生活習慣の改善を促し，利用者の健康

度を向上させるとともに，健康診断の効率化，保険外ヘルスケア産業の活性化が期待できる． 

課題としては，外れ値の除去の方法を四分位範囲の 1.5 倍を超えるデータを削除することとしている

ため，それ以外の外れ値の方法を分析の目的に応じて検討する．また，研究参加者ごとで，特に運動・

睡眠データの項目ごとの件数にばらつきがみられるため，データの収集度合いを考慮した指標を取り入

れることを検討する．さらに，ペルソナに対して想定した保健指導案と，該当する実際の保健指導対象

者に対する保健指導内容を比較し，内容が一致しているのか，一致しない原因は何か（情報が不足して

いるのか，分析結果解釈の問題なのか）を探ることで，モデルを使った保健指導の実践に向けた課題を

洗い出す． 

 

5. 結論 

本研究では，流通分野に適用されている確率的潜在意味解析法（PLSA）を健康分野に応用するため，

健康関連データに対する必要な前処理を医学・保健学・情報学の観点から検討した．前処理の中でも特

に離散化の分割数の違いを分析するために，PLSA のクラスタリング結果内の項目のクラスタへの所属

確率に着目し，離散化を評価した．その結果，運動・睡眠データと食事のデータを用いて，所属確率が

100%の項目の割合を比較すると，概して，離散化の分割数が少ない方が所属確率が 100％の項目の割合

が高かった．したがって，クラスタリング結果の解釈可能性の観点から，離散化の分割数が少ない方が

有効であることが示唆された．離散化の分割数が少ないと，対象者の健康レベルが高い・低いという大

分類になってしまい，詳細な健康状態を捉えきれないという懸念がある．そのため，離散化の分割数が

少ない状態から段階的に分割数を多くしていき，詳細な分析をしていくことがペルソナを構築していく
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上で有効であると考えられる．医療・保健の視点による評価から，相手に合わせた保健指導をしやすく

するため，「セルフエスティーム」，「セルフエフィカシー」，「ヘルスリテラシー」，「健康観」に

着目したデータの処理が重要であることが明らかになった．健康レベルが同じであっても，保健指導の

仕方は個人のパーソナリティによって異なるためである．健康レベルとパーソナリティの関係分析を行

った結果，概して，健康レベルが低い人は自分を大事だと思わず，健康だと感じていない傾向にあり，

健康レベルが高い人は健診結果を全く理解できない傾向にあることがわかった． 
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【要約】本研究では，日中言語の既存研究から日本語語彙は中国語語彙より意味範疇が多いという現

象に注目し，「日本語は中国語より意味範疇を多く分ける傾向がある」という仮説を設け検証を試みた．

異なる語彙ではなくできるだけ同じ語彙で比較するために，まず，同じ漢字を用いる同形の複合動詞を

抽出し，さらに意味が似ている部分と異なる部分の両方を持つものに限定し，検証対象とした．認知言

語学の基本である意味範疇と意味拡張という分析概念により一対の同形複合動詞を照らしあわせ，日中

の意味範疇と意味拡張の違いを考察しその特徴を見出した．その特徴の異なる意味範疇の数より，現象

を抽出でき，考察を行った．結果的に日中の認知的な差異として当初の仮説を確かめことができ，整合

的であると分かった． 

  

【キーワード】日中対照 認知の違い 複合動詞 意味範疇 意味拡張 

 

1. はじめに 

これまでの日本語と中国語の対照研究は，主に両言語を比較しその共通点と相違点を明らかにする対

照言語学の立場が多い（大河内, 1992）．近年，認知言語学の立場で，人間が持つ一般的な認知能力を

基盤にし，身体を通しての経験を重視する研究もなされてきている（石井, 2010; 野田, 2011）．つまり，

言語を認知の反映と考え，言語現象の裏に認知が原因となると考える研究である．人間は共通の認知能

力を持つものの，各言語の母語話者は違う文化や環境で育つので，身体を通した経験が異なってくる．

よって，言語現象に表れる認知の違いが生じてくる．同じ対象に対して基本的に同じ捉え方や認識が起

きると考えると，同じ対象を違うように表現していることこそが各言語に表れる認知の違いと考えられ

る．言語は認知の表れとして存在するという認知言語学の考えを対照言語学の方法に融合し，言語現象

の共通点を踏まえた上で相違点を対照分析することで，各言語の基盤にある認知の違いが見いだせるだ

ろう． 

日中対照の既存研究においては，1 つの語や 1 種の意味のいくつかの語を対象として深く分析・考察

することで，興味深い言語現象を見いだしてきたが，日中の認知の違いまでは考察できていない．そこ

で，本研究では，日中の言語現象の違いを明らかした上で，さらにその背後の認知の違いまで探り出し

たいと考えている．具体的には 2.2 節で改めて紹介するが，既存研究は日本語語彙の意味範疇は中国語

語彙より数が多いという現象の傾向があることを示唆している（王皓, 2013; 王秀英, 2012）．私たちは

このような知見に基づき「日本語は中国語より意味範疇を多く分ける傾向がある」という仮説を設ける．

この仮説がどこまで一般化できるかを確かめるため，少数の語から見出された傾向ではなく，複数の語

群の全体的な傾向を明らかにすることを目標とする． 

以上を踏まえて，本研究の目的は「日本語は中国語より意味範疇を多く分ける傾向がある」という日

中の認知の違いの仮説を確かめるために，ある種の語群に対して仮説の検証を試み，必要であれば修正

した仮説を提示する．ここで対象とする語群は，日中言語で同形であり似た意味を持つ複合動詞である．

これを対象として分析する理由は 2.3 節で述べる． 

地理的・歴史的な関係が深い日本と中国は，グローバル化が進む現代社会でさらに円滑な交流が求め

られる．そのためには日本人と中国人が互いの違いも分かった上で接する必要があるだろう．日中の認

知の違いを明らかにすることは，このような目標の上でも有効である．その時，社会現象だけではなく，

人間の本性であり生活に不可欠な言語を研究対象に据え，特に，共通の認知能力と風土・社会・文化の

中での経験から生じる認知の違いを重視する認知言語学の考えで分析することは，認知の違いと共通性
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をより本質的に明らかにすることに繋がると考える． 

本稿は以下のように構成されている．ここまで第 1 節では，研究の背景，仮説，そして目的を述べた．

続いて第 2 節では，理論的な背景となる関連知識と既存研究を紹介した上で，同形であり似た意味を持

つ複合動詞を研究対象とする理由を述べる．次に，研究の小目的を設け対応する方法を述べる．そして，

第 3 節では各小目的に従った結果を順に提示し，最終的に日中の同形複合動詞に見出された違い関する

現象を示す．続いて第 4 節ではその現象に基づき仮説の検証について考察する．最後に第 5 節で本研究

の結論と残された課題を述べる． 

 

2. 理論的背景 

2.1 関連知識 

本研究で用いる認知言語学の諸概念について確認する． 

物事を比較するという認知能力に基づいて，人間は物事を区別し，分類・整理することができる．こ

の物事を分類することはカテゴリー化と呼ばれており，分類した個々の群はカテゴリーと呼ばれる．た

とえば，ある種の行動や状態の変化を 1 つのカテゴリーと捉えることにより，ある種の物事を 1 つのま

とまった意味をもつ動詞として捉えていると考えることができる．ある語が表すカテゴリーの中でも，

物事をより詳細に区別し分類・整理し，その個々の物事を表す意味をカテゴリーとして考えることもで

きる．そして，個々の意味がその意味のカテゴリーとして認識でき，その意味である語が使われるとき，

その使用範囲を意味範疇と呼ぶ． 

カテゴリー内の要素（メンバー）は互いに無関係ではなく共有している部分がある．例えば，様々な

種類の椅子は，同じ「座れる」という機能を持っているから「椅子」と呼ぶことが可能になる．しかし，

その共通的性質を各メンバーが同じ程度持っているというわけではない．ある程度「それらしさ」を持

つ周辺的なメンバーに対して，最も「それらしさ」を持つメンバーを「プロトタイプ」と呼ぶ．また，

通常はこれらの各メンバーもたった一つの事例でできているわけではなく，少しずつ異なるメンバーで

構成された下位カテゴリーをなしている．そして，各下位カテゴリーが関連性を持ち，中心側のメンバ

ー（下位カテゴリー）と周辺側の各メンバー（下位カテゴリー）によって上位のカテゴリーを構成する

という図式をネットワークとして捉えることができる． 

語の場合は，1 つの語を各意味範疇（下位カテゴリー）からなるネットワーク（上位カテゴリー）と

して捉えることになる．認知言語学ではこれを意味ネットワークと呼ぶ．また，各意味もプロトタイプ

的意味とそれ以外の意味に分けられる．そして，プロトタイプ的意味から，比喩に基づいてそれ以外の

意味に拡張しているというのが認知言語学の考え方である．つまり，一つの語のプロトタイプ＝典型的

な意味から，それ以外の意味が拡張し，全体的に 1 つの語の意味ネットワークとして形成される．全て

の意味拡張の元がプロトタイプ的意味であるとは限らないため，1 つの意味から別の意味に何らかの比

喩を使って拡張することを意味拡張とする．3.2 節で紹介するように，意味拡張には主に，メタファー，

メトニミー，シネクドキというプロセスが知られている． 

 

2.2 既存研究 

前に述べたように，本研究では，認知言語学と対照言語学の融合という立場を取っている．具体的に

は，言語現象の裏にある認知現象を考察して体系性・普遍性のある言語現象の理解をめざす認知言語学

（松本, 2003;籾山, 2010 等）に，言語間の違いを考察する対照言語学を採り入れることで，体系性・普

遍性の信憑性を高めるとともに，認知の特徴をより明らかにできると考えられる．研究方法としては，

認知言語学の意味範疇と意味拡張という概念を用いて日中両言語を対照する． 

日中言語の動詞を対象に同様の手法を用いる既存研究として，王皓（2013）と王秀英（2012）がある．

王皓（2013）は「買う」「売る」と「买」「卖」のそれぞれのプロトタイプ的意味を抽出した上で，そ

れからの意味拡張した各意味範疇を含めた意味ネットワークの分析・考察を行っている．日中対照とし

て意味範疇が同じ部分と異なる部分を示し，1 つの語についての日中の差異を明らかにしている．その

中で，日本語の「買う」と中国語の「买」は同じ意味を持つ共通部分があるが，「買う」は「买」より

意味項目が多いという日中の相違点も指摘している．王秀英（2012）は「～こむ」類と「～进/入」類と

いう意味の似ている語を対象にし，それぞれの類の意味範疇（物理/抽象の考察含め）と意味拡張を含め

た意味ネットワークを分析・考察し，両者は同じ意味範疇を持つが，「～こむ」の三つの意味範疇を「～

进/入」は持っていないという相違点を指摘している．これらより，日中の 1 つの語や 1 種の意味の語に
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関して，意味が対応しない部分は，日本語の意味範疇が中国語より数が多いためであるとまとめること

ができる． 

日中の言語現象の違いだけではなくその背後の認知の違いまで探るという目的を持つ本研究では，少

数の語や意味の対照研究から見出された，日本語の意味範疇は中国語より数が多いという傾向から，

元々「日本語は中国語より意味範疇を多く分ける傾向がある」のではないかと考え，これを仮説として

設ける．この仮説はどこまで一般化できるかを確かめる必要がある．そこで，本研究では 1 つ語や 1 種

の意味の語から取り出した個々の語の傾向ではなく，複数の語群で全体的な傾向を明らかにすることを

目標とする． 

複数の語群でこの仮説を検証するためには，個々の語の性質ではなく，全体的に日本語と中国語の意

味範疇を比較しないといけない．既存研究では，日中で対応する語の意味範疇を比較し，どの意味範疇

は一方の語にあり他方にはないか，といったことを分析している．だが，「多く分ける傾向」というこ

とを示すには，一方の言語だけが持つ意味範疇の数を全体的に比較することで十分であろう．なぜなら，

この仮説は，個々の語でどのような内容の意味範疇があるか，両言語での意味範疇の内容の関係や包含

関係はどのようになっているか，という具体的で細かな点には言及していないためである．よって本研

究では，日中のある種の語群で異なる意味範疇の数を比べることを検証方法として考える． 

 

2.3 研究対象 

本研究では日中同形複合動詞を仮説検証の対象とする．その理由を以下で述べる． 

日中の複合動詞は統語論的な構造に共通する性質を持っている．つまり，日本語も中国語も複合動詞

構造は同じく「単純動詞＋単純動詞」を組み合わせたものである．これに対して英語などの複合語は，

「前置詞・形容詞・副詞＋動詞」という構造が多い．例えば，日本語の単純動詞の「加える」＋単純動

詞の「入れる」から「加え入れる」と組み合わせる．中国語の方は単純動詞の「加」＋単純動詞の「入」

から「加入」に組み合わせる．また，日本語は中国語から漢字を採り入れたため，日中には漢字の形が

同じ語も数多くある．これを本研究では同形と呼ぶ．しかし，日中で漢字の形が同じである（あるいは，

簡体字・繁体字で対応する）語にもかかわらず，違う意味を持っていることも多い．例えば，日本語の

「加え入れる」には「（なにか要素を）加えて入れる」という意味を持っているが，中国語の「加入」

には「加えて入れる」の意味だけでなく，「参加する」という意味も持っている．前に述べたように，

本研究の基本的な考えとしては同じ部分と異なる部分が同時にあり，異なる部分に認知の違いが表れる

と考える．そして，日中同形にもかかわらず，違う意味が持っていることは日中の認知の違いの表れで

あると考える． 

また，複合詞は「創発性」という特徴を持っている．複合詞には，要素となる単語の意味の単なる足

し合わせではなく，意味が限定されるという「部分的合成性」（野田, 2011）と呼ばれる性質がある．

限定される意味から派生した，単語の意味に分解できない部分は創発的なものであり，その創発的な部

分は人間の認知能力と経験により成り立っているものとみる事ができる．つまり，複合動詞の場合は前

項動詞と後項動詞の意味の足し合わせたものから，より意味や使用範囲が限定されていく創発性を通し

て，複合動詞の各意味になると考えられる． 

創発性の具体例を挙げる．「取る」と「組む」を組み合わせた「取り組む」という複合動詞は，「相

手と勝負をする」という意味に加え，「熱心に事にあたる」という意味を持つ．単純動詞である「取る」

と「組む」の意味の組み合わせからは，「熱心に事にあたる」という意味に直接にはならない．この意

味は，「相手と勝負をする」の意味から意味拡張することでできたものである．「相手と勝負をする」

という意味は，1 つの試合をしていることを指している．一般的に試合には勝ち負けがあるため，参加

者は勝つために熱心に努力しないといけないと考える．さらに，この「熱心に試合に努力する」からさ

らに一般化し，「熱心に事に当たる」という意味に拡張されている．つまり，「熱心に事に当たる」と

いう意味は「取る」にも「組む」にも分解できない創発的な意味が作られたと考えられる．そして，認

知により創発性が生まれると考える． 

また，王皓（2013）は，句の述語部分をなす動詞は句全体を把握するために重要な役割を果たしてい

ると述べている．本研究は可能な限り，文の意味伝達に重要な部分での認知の表れを扱いたいため，複

合詞の中でも複合動詞を本研究の対象とする．以上より，本研究は複数の語群から日中同形複合動詞を

研究対象とする． 
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2.4 研究の具体的目的と方法 

本研究の目的は「日本語は中国語より意味範疇を多く分ける傾向がある」という日中の認知の違いの

仮説を，日中同形複合動詞を対象に検証し，必要に応じて修正することである．具体的に 4 つの小目的

と，それを達成する研究方法を述べる． 

I. 日中同形複合動詞の中でも最も認知の違いが表れる部分を見出し，研究対象とする． 

方法 I：複合動詞のデータベースを確定し，辞書義に従って，認知が最も表れる部分を抽出する． 

II. 対象とする同形複合動詞の個々の意味範疇と意味拡張を明らかにする． 

方法 II：辞書義から物理/抽象の意味範疇を判定し，コーパスから例文を抽出し，比喩に基づいて意味

拡張を分析する． 

III. 対象とする同形複合動詞の意味ネットワークの日中での違いを見出す． 

方法 III：意味ネットワーク図を比較し特徴を見出した上で，異なる意味範疇の数をカウントし，現象

を取り上げる． 

IV. 対象とする同形複合動詞の意味範疇と意味拡張の違いの原因に対して，仮説を検証する． 

方法 IV：異なる意味拡張の数と特徴から仮説を設け，他の言語現象を含め，考察する． 

 

3. 結果 

3.1 研究対象とする同形複合動詞の抽出 

意味に同じ部分と異なる部分があり異なる部分に認知の違いが表れる，という本研究の基本的な考え

に添って，研究対象とする同形複合動詞の限定を進める．研究手順は大きく 2 つに分かれる． 

 手順 1：国立国語研究所『複合動詞レキシコン』から同形複合動詞を抽出する． 

 手順 2：各語の辞書義に従って，同じ意味と異なる意味の両方を持つ語を抽出する． 

辞書義については，日本語は『三省堂スーパー大辞林』（辞書の意味の判定）と『岩波国語辞書』（自

他動詞の判定）を，中国語は『現代漢語辞典第 7 版』を用いる．同形の抽出については 2.3 節で述べた

ため，ここでは二つ目の手順のみ説明する． 

一般的に語は複数の意味を持つ場合が多い．2 つの語の意味が同じであるかどうかの判定ではつぎの

3 パターンが考えられる． 

A. すべての意味が同じ． 

B. 同じ意味と異なる意味が両方に持つ． 

C. すべての意味が違う． 

A は全く同じ意味なら認知も同じだと考えられるので認知の違いを分析しにくい．C は歴史的な原因で，

あるいはたまたま同じ形になっているだけの可能性があるため，こちらも認知の違いは分析しにくい．

従って，本研究の基本的な考えに添って，同じ意味も異なる意味もある語に最も認知的な違いが表れ易

いと考える．よって，本研究では，日中同形複合動詞の中でも，同じ意味と異なる意味の両方を持つ語

を研究対象とする． 

まず 1 つ目の手順として『複合動詞レキシコン』（2760 語収録）から同形複合動詞は 109 個抽出され

た．さらに，その中から同じ意味と異なる意味の両方を持つ語は 26 個であった． 

 

3.2 個々の同形複合動詞の意味範疇と意味拡張の分析 

ここでは次の三つの手順に分けて進める． 

 手順 1：自分で辞書義から物理/抽象の意味範疇を判定する． 

 手順 2：それぞれの意味範疇にふさわしい例文をコーパスから見出し意味範疇の判定を確かめる． 

 手順 3：比喩に基づいて意味拡張を分析する． 

まず，手順 1 に関して辞書義と意味範疇の違いを説明する．辞書の意味と意味範疇の間には大きいな

ズレが存在している．辞書の意味はただ意味の説明だけである．これに対して，意味の使用範囲を意味

範疇として捉える時，ある語がどこまでその意味で使えるかがポイントになってくる． 

最も分かりやすいパターンとして，辞書における語義の説明では特に使用範囲が限定されてないが，

実際にはある場面や行動，あるいはある概念にしか使われない場合がある．特に，辞書では語の意味が

物理世界の現実の行動か抽象的な概念かを限定していない場合が多いのに対して，意味範疇の場合は物

理的な使い方と抽象的な使い方に分けている場合が多いと考えられる．なぜなら，1 つの意味範疇は物

理的か抽象的か片方の意味範疇しか持っていない可能性があるからである．例えば，日本語「推し進め
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る」は「積極的に行動して物事を進行させる．推進する．」の辞書義を持っているが，例えば物理的に

「タンクを推し進める」という使い方をしない．むしろ，政策など抽象的なものを進めさせる．つまり，

「推し進める」のこの意味は抽象的な使い方だけを持っている． 

そこで本研究でも，個々の同形複合動詞の意味範疇を考察する際，このような物理的使い方をする意

味と抽象的な使い方をする意味を二つの意味範疇として扱う．具体的には，現実世界で人間の五感によ

ってある一つの行動や事象を具体的に捉えられる場合を「物理的」と定義する．例えば，人を殴る，ご

はんを食べるなどが挙げられる．これに対して，現実世界で人間の五感では具体的に捉えられず，ある

種の感情や事象をイメージ的に捉えられる場合を「抽象的」と定義する．例えば，幸せを感じる，人生

を過ごすなどが一例である． 

従って，本研究は個々の同形複合動詞の辞書義をそのまま扱うのではなく，意味範疇の分析をするた

め，個々の意味範疇を考察する際，辞書の意味における物理的意味と抽象的な意味を 2 つの意味範疇と

して扱う．1 つの例としては，日本語の「教え育てる」には「教育する，人間を望ましい方向へ変化さ

せること」の辞書義を持っている．しかし，「教え育てる」には「目の前にある子どもを教え育てる」

という使い方をしない．むしろ，教示や指導などの具体的な行動の長期的目的として「教え育てる」が

ある．従って，日本語の「教え育てる」には「抽象的に教育する，人間を望ましい方向へ変化させるこ

と」という意味範疇を持っている．これに対して，中国語の「教育」は物理的にも抽象的にも使える．

よって，中国語の「教育」は物理的な意味範疇と抽象的な意味範疇の両方を持っていると考える． 

手順 2 に使うコーパスとして，日本語は BCCWJ『現代日本語書き言葉均衡コーパス）と TWC『筑波

ウェブコーパス）を使い，中国語は BCC『BCC 現代漢語コーパス』を使う． 

手順 3 に関して，認知言語学では，比喩に基づく意味拡張を基本的に三つに分けている．それはメタ

ファー，メトニミー，シネクドキである．松本(2003)は 3 種の比喩の特徴をつぎのように整理している． 

 メタファー：意味の似ている部分が存在する，かつ食い違う意味要素を有する 

 シネクドキ：似ている部分が存在するが，一方の意味は他方にない意味要素を余分に持っている 

 メトニミー：空間的な隣接性，時間的隣接性，さらに多様な関連性に基づく比喩である 

メタファーの例として「零れ落ちる」の 2 つの意味を示す．この語は「散って落ちる」の意味と「物

が外に出て下に落ちる」の意味を持っている．2 つの意味の似ている点は「落ちる」の部分である．違

う部分は，前者が「散って」，後者は「外に出て」である．つまり，似ている部分が存在し，かつ食い

違う意味要素を有する．1 つの意味（「散って落ちる」）から，似ている部分（「落ちる」）に着目し，

別の似ている意味（「物が外に出て下に落ちる」）に拡張する仕方はメタファーによる意味拡張である． 

「成り立つ」の 2 つの意味を例としてシネクドキを説明する．この語は「ある状態の存在が可能とな

る」と「一人前になる」という意味を持つ．「一人前」は「ある状態」として捉えられが，「ある状態」

は「一人前」以外の状態もある．例えば，「組織」や「方程式」が出来上がるという状態になるのも「あ

る状態になる」の意味である．よって，「一人前になる」が持っていない意味を余分に持っている．こ

れは包含関係の広い意味と狭い意味の関係にある．このように，ある意味（「ある状態の存在が可能に

なる」）から，包含関係を通して狭い意味（「一人前になる」）に拡張する仕方はシネクドキによる意

味拡張である． 

メトニミーによる意味拡張を「過ぎ去る」を例として説明する．この語の「抽象的にその場所を通り

過ぎて行ってしまう」と「時が経過して，過去のこととなる」という 2 つの意味は，時間的隣接性に基

づいたメトニミーによる意味拡張であると考える．つまり，まず先に「ある抽象的なもの（例えば苦痛

や批判）が通り過ぎていく」により，ある状態になるという変化が起きる．このとき，現在あるものが

「時間を経て」過去のことになるという時間的な前後を経験することから，昔話のように昔の時間に戻

って，「時が経過して，過去のこととなる」の意味が生じると考える．このような前の出来事の意味か

ら時間的な隣接性を通して，後の意味に拡張する仕方はメトニミーによる意味拡張である．他に，「永

田町」で日本の政界を意味する空間的隣接性，煙が火事を意味する因果的隣接性など，様々な関連性が

意味拡張に用いられる． 

日本語の「引き起こす」と中国語の「引起」という同形複合動詞の例を通して，この節での手順の全

体的な流れを説明しよう（図 1）．まず，「引き起こす/引起」それぞれの辞書的意味について，物理的

か抽象的かという意味範疇の判定をする．その上で，各意味範疇にふさわしい例文をコーパスから取り

出し意味範疇，特に，物理／抽象の判定を確認する．最後に，意味範疇間の関連性を分析し，意味拡張

を判定する． 
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                      図 1：「引き起こす/引起」の意味範疇と意味拡張 

 

3.3日中の意味範疇と意味拡張の違い 

以上より見出された意味ネットワークを日中で対照させ，全体的な傾向を抽出する．本研究の基本的

な考え方に則り，異なる部分が認知の違いの表れと考える．手順として以下 3 つに分ける． 

 手順 1：対象とする個々の同形複合動詞の意味ネットワーク図を比較し，同形複合動詞の特徴を

見出し，各特徴の性質を分析する． 

 手順 2：異なる意味範疇の数をカウントし，多い部分を現象として見出す． 

手順 1 では，まず，日中の意味ネットワークを比較し，意味範疇が対応している部分は認知も同じと

考え以降の分析の対象から外す．そして，意味ネットワークが異なる部分は，個々の意味範疇に注目し

て分析する．その結果次の 4 つの意味範疇の特徴を見出した． 

① 漢語サ変動詞による意味範疇補足 

② 自他動詞による意味範疇補足 

③ 細かい意味分け 

④ 独特な使い方 

漢語サ変動詞とは漢語に「スル」を付けた動詞であり，ここでは日本語複合動詞に対応する漢語に「ス

ル」を付ける動詞を考える．例えば「加え入れる」の漢語サ変動詞は「加入する」である．「漢語サ変

動詞による意味範疇補足」とは，元々の日中の対になる複合動詞の意味範疇は対応していないが，漢語

サ変動詞の意味範疇を日本語の複合動詞の意味範疇に加えれば，中国語と同じになる意味範疇である

（図 2）． 

図 2 では，日本語「教え育てる」の意味範疇「抽象的に教育する．他人を望ましい方向に変化させる」

と，中国語「教育」の「抽象的に一定の要求に沿って育てる」は基本的に対応していると考える．一方，

中国語「教育」は「物理的に説得，要求」という意味範疇も持ち，これは日本語「教え育てる」にはな

いため，異なる部分として考える．そして，日本語の「教え育てる」に対応する漢語サ変動詞「教育す

る」には「物理的に説得，要求」の意味範疇があり，これを日本語の方に加えることで，中国語の 2 つ

の意味範疇に対応させることができる．このような操作を「漢語サ変動詞による意味範疇補足」と呼ぶ．

このような操作により補足できる意味範疇は異なっているものなので，日本語の「漢語サ変動詞による

意味範疇補足」における異なる意味範疇としてカウントする． 
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図 2：漢語サ変動詞による意味範疇補足（「教え育てる／教育」の例） 

 

「自他動詞による意味範疇補足」とは，元々の日中の意味範疇は対応していないが，一方の他動詞の

意味範疇に自動詞の意味範疇を加えることで同じ意味範疇になる操作である（図 3）．逆に，自動詞に

他動詞の意味範疇を加える場合も含む． 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3：自他動詞による意味範疇補足（「滑り落とす／滑落」の例） 

 

図 3 の例で，日本語「滑り落とす」は「物理的に滑り落ちるようにする」の意味範疇を持ち，これに

対応し，中国語「滑落」は「物理的に滑って落とす」という意味範疇を持っている．一方，中国語「滑

落」は「物理的に滑って落ちる」の意味範疇も持っている．これに対して，日本語の方に自動詞の「滑

り落ちる」の「物理的に滑って落ちる」の意味範疇を足せば，中国語の意味範疇に対応させられる．こ

のような操作を「自他動詞による意味範疇補足」と呼ぶ．このような操作により意味範疇を補足できる

場合，日本語の「自他動詞による意味範疇補足」における異なる意味範疇としてカウントする． 

「細かい意味分け」は，一方の複数の意味範疇が他方の 1 つの意味範疇に対応している場合である．

例えば図 4 の，日本語「成り立つ」は「抽象的に要件が満たされてある事柄ができあがる」と「事業な

どが立ち行く」という意味範疇を持っている．一方，中国語の方は「抽象的に組織や機関が準備出来上

がり，存在するようになる」の意味範疇を持っている．日本語の 2 つの意味範疇はどちらも中国語の方

に 1 つの意味範疇で対応する．この状況を「細かい意味分け」と呼ぶ．このような場合，複数の意味範

疇を持つ方に，多い分だけの異なる意味範疇があると考える．上記の例では日本語の「細かい意味分け」

を 1 つカウントする． 
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            図 4：細かい意味分け 

 

上記のように対応する同形複合動詞に完全に持っていない意味範疇がある場合，「独特な使い方」と

する．例えば，図 5 の中国語「飞散」は「抽象的に何かが飛んで散る」の意味範疇を持つが，日本語「飛

び散る」にはこのような意味範疇はない．しかも，何らかの方法で補足もできない．この状況を「独特

な使い方」と呼ぶ．この例では中国語の「独特な使い方」の特徴に 1 としてカウントする． 

 

 

 

   

   

                 図 5：独特な使い方 

 

以上の 4 つ特徴は大きくは 2 種類に分けられる．1 つは，意味範疇の補足あるいは複数の意味範疇を

まとめるという操作で，日中の意味範疇を対応させられる場合である．これには①「漢語サ変動詞によ

る意味範疇補足」，②「自他動詞による意味範疇補足」，③「細かい意味分け」が当たる．もう 1 つは，

日中の意味範疇が全く対応しておらずどのような操作でも日中の意味範疇を対応させられない場合で

ある．これには④「独特な使い方」が当たる． 

 

3.4異なる意味範疇の数と現象 

以上の異なる意味範疇の各特徴にカウントした結果，表 1 のようにまとめられる．そして，この表か

ら次の 2 つの現象が見出される． 

 現象 1：日本語の方が中国語より圧倒的に多い． 

 現象 2：意味対応にあたる 3 つの特徴（①②③）の意味範疇は中国語にはない． 

 

表 1：四つの特徴ごとの異なる意味範疇の数 

 日本語 中国語 

①漢語サ変動詞による意味範疇補足 10 0 

②自他動詞による意味範疇補足 12 0 

③細かい意味分け 4 0 

④独特な使い方 27 13 

合計 53 13 

 

4考察 

ここで見出した 2 つの現象が，本研究が設定した仮説「日本語は中国語より意味範疇を多く分ける傾

向がある」によって整合的に説明できるかどうかを考察する． 

異なる意味範疇の数は，全ての特徴において日本語が中国語より圧倒的に多い（現象 1）．これは，

本研究が最初に設けた仮説と整合的である． 

意味対応にあたる 3 つの特徴①②③を持つ意味範疇は中国語にはない（現象 2）について，3 つの特

知識共創第8号（2018）

Ⅲ3-8



 

 

徴を 1 つ 1 つ考察してみよう．まず，「漢語サ変動詞による意味範疇補足」に関しては，中国語の 1 つ

の意味範疇の中で対応する日本語の同形複合動詞が持っていない意味範疇があるが，漢語サ変動詞から

意味範疇を補足することができる．つまり，中国語の 1 つの意味範疇を日本語では 2 つの語の意味範疇

に分けていると言える．したがって，日本語の意味範疇の数は全体としては多くなる．同時に，日本語

の 2 つの意味範疇が合わさって中国語の 1 つの意味範疇に対応しているので，日本語の 1 つの意味範疇

は中国語よりも狭くなっている．また，「自他動詞による意味範疇補足」に関しても同じで，中国語の

1 つの意味範疇は日本語では自動詞と他動詞の 2 つの語に分けられており，個々の意味範疇として使わ

れているので，全体として意味範疇の数は多くなる．また，「細かい意味分け」でも，中国語の 1 つの

意味範疇が日本語では 1 つの語の中で複数の意味範疇として使われている．すなわち，日本語の意味範

疇は中国語より細かくなっていると言えるが，数が多い（現象 1）と同じで当初の仮説と整合的である． 

ここで注意したいのは，日本語語彙の意味範疇は中国語語彙より多いというのはあくまでそうなって

いるという言語現象である．これに対して，意味範疇を多く分けるというのは言語現象の背後にある，

人間（ここでは日本人）の認知の働きだと考える．よって，日中の認知的な違いとして「日本語は中国

語より意味範疇を多く分ける傾向がある」があるから，日本語語彙の意味範疇は中国語語彙の意味範疇

より多いという言語現象になるわけである． 

以上より，本研究で扱った 26 個の同形複合動詞の異なる意味範疇から見出した 2つの現象について，

「日本語は中国語より意味範疇を多く分ける傾向がある」という仮説が整合的であることが分かった． 

 

5結論 

日本語の意味範疇は中国語より多いという，これまでの日中対照言語研究が示している言語現象から

得られた知見に基づいて，本研究では「日本語は中国語より意味範疇を多く分ける傾向がある」という

仮説を設けた．そして，形式が同じで意味に違いを持っている日中同形複合動詞（26 個）について，意

味範疇と意味拡張の違いを分析した上で，意味ネットワークを比較した．そして，各語が持つ異なる意

味範疇の数を分析し，「日本語の方が中国語より意味範疇が圧倒的に多い」「意味対応にあたる 3 つの

特徴である，漢語サ変動詞による意味範疇補足，自他動詞による意味範疇補足，細かい意味分け，の性

質を持つ意味範疇は中国語にはない」という全体的な現象を見出した．さらに，この現象で仮説の検証

を試みたところ，少なくとも本研究で取り扱った同形複合動詞について，日中の認知の違いの仮説が一

般化できると結論づけられる． 

本研究では，似た意味を持つ同形複合動詞の群（26 個）について異なる意味範疇の数を考察すること

で，日中の認知の違いを確かめることができた．これは従来 1 つの語や 1 種の意味の語から言語現象を

見出すという状況から，背後にある日中の全般的な認知の違いの可能性を提示することができた．しか

し，従来の研究方法に比べて個々の語の使用対象や範囲，歴史変化などの掘り下げの程度が浅いという

問題は認めざるをえない．日中の認知の違いの仮説をさらに確かめるために，より多くの語で深く検証

しないといけないと考える． 

 従って，今後の課題として以下の 3 つを提示する． 

(1) 今回は，現在使われている日本語と中国語を考察しそこに表れる日中の認知の違いを明らかにす

るという立場を取った．だが，本研究で提示した日中の認知的な違いの仮説の信憑性を高めるた

めに，さらに，個々の語について分析を掘り下げ，歴史的な変化も含めて検討する必要がある．

また，個々の複合動詞の使用対象となる目的語，動作主などをさらなる検討すべきである． 

(2) 本研究が扱った 26 個の同形複合動詞の意味範疇で見出された 4 つの特徴が，日本語の他の語や

他の言語などにも当てはまるかを検討する必要がある． 

(3) 仮説の信憑性をさら高めるために，より多くの日中の言語現象，および日中の文化比較から得ら

れた知見との整合性を確かめる必要がある． 
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【要約】日本語オノマトペは繊細かつ微妙な描写を可能にし日本語に不可欠の要素であるが，外国人

学習者には学習が困難である．オノマトペを創作するという学習方法が有効であることが既存研究で示

されたが，暗黙的ニュアンスをより良く学習できるように，本研究は臨場感があふれイメージを喚起し

やすいマンガを用いる学習方法を提案する．そして，穴埋め問題と 5 段階評価という方法での暗黙的ニ

ュアンスを測定した．既存方法との学習効果を比較する実験の結果，マンガを用いた創作によりオノマ

トペの能力向上に効果があることを示し，その中でも暗黙的ニュアンスの学習効果を示唆した. 
 
【キーワード】オノマトペ マンガ 創作タスク 暗黙的ニュアンス 
 
1. はじめに 

日本語のオノマトペは，繊細かつ微妙な描写を可能にし日本語には不可欠な要素だと考えられる(田

守，2010)が，数が多く外国語に適切な対応語がない語もあるため，日本語学習者はオノマトペの意味の

想像が困難であることが多い(小松・秋山，2009)．また，似ている言葉も多くあり，場面・文脈によっ

て使い方が異なり，学習者はこのような微妙なニュアンスの違いを学習し使いこなすことは更に困難で

ある．従来の学習法では，特定の文脈においてオノマトペを一つずつ覚え，選択問題のような練習を繰

り返すという方法が典型的であるが，このような方法では特定の文脈での使い方しかわからないため，

オノマトペのニュアンスを学習することが難しい(三上，2003)． 
オノマトペのニュアンスの学習問題を解決するため，楊・橋本・李冠宏・李暁燕(2015)は創作タスク

という学習法を提案した．この研究では，オノマトペのニュアンスは明示的ニュアンスと暗黙的ニュア

ンスに分けている．明示的ニュアンスとは，同じ形態・音韻を用いたオノマトペに共通している言語化

可能なニュアンスである．たとえば，オノマトペの中で音が繰り返される形態(ABAB 型，キラキラ，コ

ロコロなど)は「繰り返しの連続した継続の動作であると感じられる」というニュアンスを持つとされ

る(田守，2010)．一方，暗黙的ニュアンスとは，日本語母語話者であっても文脈により，あるいは人に

より使い方が微妙に異なる場合があり，その深い意味を明示的に言表することが難しい部分のことであ

る．例えば，「星が(キラキラ)光る」という文の中では，なぜ形態が近い「キリキリ」と意味が近い「テ

カテカ」が使えないかを日本語母語話者ははっきりと説明できるわけではない． 
楊ら(2015)の提案方法は，形式的ルールのインプット，オノマトペの創作，創作したオノマトペの評

価のフィードバックという 3 段階で構成される．学習者は最初のインプット段階で，オノマトペの形と

その明示的ニュアンスの関係を表す形式ルールを学ぶ．次に，学習者はある文の空欄に入り指定された

形式ルールに従うオノマトペを創るというアウトプットを行い，創ったオノマトペのふさわしさを 5 段

階で日本語母語話者からフィードバックをもらう．創作とフィードバックを 10 回繰り返すことでオノ

マトペの暗黙的ニュアンスを習得する．この創作タスクという提案方法により，学習者は自身が創った

オノマトペのニュアンスの仮説修正を繰り返すことができ，目標言語の暗黙的ニュアンスを自身の中に

構築していくと指摘された． 

しかし，この研究には主に以下の 3 つの問題点がある． 

(1) 繰り返し 10 個のオノマトペを創作することによって，学習者のモチベーションが下がった(楊，

2014)． 
(2) 文の中でのオノマトペ創作では，オノマトペが表している場面のイメージをしにくいため，暗黙
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的ニュアンスを深く体験・学習することが困難である． 
(3) 明示的・暗黙的ニュアンスの測定方法に関して，正解不正解という採点方法でオノマトペの学習

効果を測定するだけではなく，ニュアンス習得の評価を測定することを考える必要がある．また，

オノマトペの暗黙的ニュアンスの測定方法を改めて考え直す必要がある． 
以上の問題点の(1)(2)はマンガを用いることで解決できるのではないか，というのが本研究の立場であ

る．マンガを日本語学習教材として用いることの可能性に関して熊野(2010)は次のようなにまとめてい

る．近年の海外における日本のアニメ・マンガの人気は顕著であり，アニメ・マンガは日本語学習を始

めるきっかけとして大きな役割を果たしている．また，海外のさまざまな地域において日本語学習を始

めるきっかけの 7～8 割がアニメ・マンガであるという傾向が見られるとともに，日本語学習への肯定

観や学習継続率の高さなど，動機づけとしての役割も確認されている．さらに，教材としてのアニメ・ 
マンガの可能性や学習者の期待の高さも示されている．これらの利点より，マンガは日本語教育の教材

としての可能性が十分あると考えられる．特に本研究では，日本語学習者の学習意欲を高める効果を期

待できる． 
さらに，村上・野山・金子(2008)はマンガの特徴として，マンガには「言語外の情報」が豊富にある

ため言語への依存性が低いこと，および文脈が非常に豊かであることを挙げている．つまり，絵などを

利用して具体的な場面を提示することによって，文字の説明よりわかりやすい表現で，学習者に臨場感

を与え，印象が残りやすくすることもできるだろう．すなわち，言葉で表現しにくい暗黙的ニュアンス

を伝達ができる可能性があると考えられる．このようなマンガの特徴を利用し，既存研究の問題点を解

決する方法を提案する．具体的な提案方法は 3 節で述べる． 
そこで本研究は，マンガを用いた日本語オノマトペの暗黙的ニュアンスを習得し学習モチベーション

を高める方法を開発し，その有効性を検証することを目的とする．具体的には以下三つの小目的を設定

する． 
(1) マンガによる暗黙的ニュアンスの体験・学習の効果を確かめる. 
(2) 提案した学習方法により，日本語学習者のオノマトペ学習モチベーションを高められるかを明ら

かにする. 
(3) 明示的・暗黙的ニュアンスの測定方法を提案する. 
 
2. マンガを用いた創作タスクによるオノマトペ学習方法 

2.1 先行研究からの改善点 

問題点(1)のモチベーション低下に対して，創作の回数を先行研究(楊ら，2015)の 10 回から 6 回に減ら

すと同時に，マンガにより楽しい学びを提供する．問題点(2)の暗黙的ニュアンスの体験・学習の方法に

ついては，表現力が豊かで直感的に情報の読み取ることができるマンガを学習プロセスの中に加える．

そして，問題点(3)の明示的・暗黙的ニュアンスの測定方法については，実験前後のテストの方法を日本

人のオノマトペのニュアンスとどのぐらいの差異があるのかを測定しやすくするように修正する．具体

的には，選択問題では 5 段階評価で点数付けを行う．さらに，穴埋め問題を追加する．穴埋め問題では，

ルールの制限も明示的ニュアンスの提示もなく，学習者が自分の感覚に従ってオノマトペを考えなけれ

ばならない． 
 
2.2 提案方法 

具体的な提案方法は以下の手順・材料である． 

(1) 形式ルールの学習 

学習者は，オノマトペの形式とそれに対応する明示的ニュアンスを学習する．これには，語形的ルー

ルと音韻的ルールがある．本稿での実験では，楊ら(2015)と同じ図 1 に示す形式ルールを用いた． 

(2) マンガを用いた創作 

オノマトペを隠したコマが含まれたストーリーのあるマンガを学習者に提示する．そして，指示され

たオノマトペの形式ルールに従い，学習者はそのコマにふさわしいオノマトペを創る．例えば，図 2 で

示したように，マンガの中であるオノマトペを隠し，下の問題説明のところで，回答すべきオノマトペ

のルールとニュアンスを提示した．実験参加者がマンガのストーリーを読んで，前後の文脈から回答を

考える．本稿の実験では，2 ヶ所のオノマトペを隠した材料を用いた． 
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図 1：実験で用いた形式ルール 

 

 
図 2：実験群のタスク：マンガを用いた創作 

 
学習者が作成したオノマトペに対して母語話者からフィードバックを与える．実験では母語話者 1 名

がその場で自身の感覚に基づいてふさわしさを 5 段階でフィードバックした．これは，作ったオノマト

ペが日本人のニュアンスとどのぐらいの差異があるのかを学習者が知るためである．実験では，日本語

母語話者の協力者は 3 名であり，オノマトペに対する評価のばらつきは統計的には有意ではなかった． 
この創作とフィードバックを 6 回繰り返す．この回数は，事前実験により最適と考える創作回数を調

査した結果に基づいている． 
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(3) 明示的・暗黙的ニュアンスの測定 
(1)の形式ルールの学習の前(プリテスト)，および(2)の創作タスクの後(ポストテスト)に，オノマトペ

の暗黙的・明示的ニュアンスをどの程度習得しているかを測るテストを実施する． 
テストは，同じオノマトペを含む異なる 5 つの文からオノマトペの使い方がふさわしいと思うものを

2 つ選ぶ「複数選択問題」(3 問)，同じ文脈の中で異なるオノマトペが使われた 5 つの文の中からもっと

もふさわしいと思うものを 1 つ選ぶ「単一選択問題」(5 問)という，楊ら(2015)で使われている形式に加

え，文脈の中に空欄がありそこに適切と思うオノマトペを入れる「穴埋め問題」(3 問)を用いる（付録 A，

B 参照）．  
この穴埋め問題が，本研究の目的 3 に対応する暗黙的ニュアンスの提案方法である．穴埋め問題では，

ルールの制限も明示的ニュアンスの提示もないため，学習者が自分の感覚に従ってオノマトペを考えな

ければならない．さらにテストの採点も楊ら(2015)の正解・不正解から変更し，母語話者による 5 段階

評価とした．これにより，よりきめ細かくオノマトペの能力を測定できると考えられる． 
 
3. 提案方法の検証実験 

2 節で示した本研究の提案方法の有効性を確かめるために，既存の創作タスク(楊ら, 2015)の方法と類

似させたものと学習効果を比較する実験を実施した． 
 
3.1 実験参加者 

中国人留学生34名(北陸先端科学技術大学院大学の修士課程学生)を対象として実験を行った．34名(平
均年齢 25.6，SD＝2.22)の内訳は，男性 18 名，女性 16 名であり，全員が日常的な日本語の読み書き能力

を持っており，かつ日本語能力試験 N1 の資格を持っている(平均成績 118.8，SD＝17.12)． 
 
3.2 実験手順 

まず，34 名の実験参加者にプリテストを行い実験参加者のオノマトペの能力を測定し，平均得点が等

しくなるようにランダムに 17 名ずつ 2 群(実験群・対照群)に分けた(両群の平均得点は 47.0，実験群の

SD=6.40，対照群の SD=5.85)．つぎに，両群が同じオノマトペの形式ルール(図 1)を学習し，実験群と対

照群がそれぞれマンガと文章の中でオノマトペの創作課題を行った．そして，ポストテスト(実験後テ

スト)を行い学習効果を測定した．最後に，提案方法に関する評価アンケートを行った（付録 C，D 参照）． 
 

3.3 対照群のタスクの材料 

実験群は，2.2 節で述べたマンガを用いた方法でオノマトペの創作とテストを行う．対照群は，楊ら

(2015)の実験における創作群のように例文の中でオノマトペを創作する課題を行う．しかし，本研究で

はマンガを用いる実験群との条件を統一するために，マンガの内容を文章化したものを実験参加者に提

示した(図 3)．実験参加者が文章を読んで，オノマトペの創作を行い，創ったオノマトペに対して日本

語母語話者からフィードバックをもらう．このような創作とフィードバックを 6 回繰り返す． 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3：対照群のタスク：文章を用いた創作 

 車酔いになりながらも、関くんは大きなてるてる坊主に顔を描こうと

したが，フラフラしていたせいで，「 2 」と筆先を誤らせてしまい，

ぐぬぬと顔をしかめた． 
(実験参加者に見せる文章の一部分) 

 
「2」の中に下の条件を全て満たすオノマトペを創ってください。 
１．「AB っ」型のオノマトペを創ってください。 
２．濁音効果を使ってください。 
３．「さ」と「す」の滑らかさ効果を使ってください。 
４．ニュアンス：力強く一気にすべり動くさま。 
フィードバックの五段階基準 
１．ふさわしくない  ２．あまりふさわしくない ３．どちらともいえない  
４．ややふさわしい ５．ふさわしい 
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4. 実験結果 

提案した学習方法の効果を検証するため，まずプリテストとポストテストの結果を分析した(図 4)．
学習方法(実験，対照)とテスト(プリ，ポスト)の 2 要因混合計画で分散分析した結果，テストの主効果が

有意だったが(F(1, 32) = 15.93，p < .001)，交互作用は有意ではなかった．  
 

 
図 4：2 群のプリ・ポストテストの平均点数．エラーバーは標準偏差 

 
穴埋め問題の成績のみに対して同様に分析した結果(図 5)，交互作用が有意だった(F(1, 32) = 6.96，p 

= .013)．次は，プリ・ポストの穴埋め問題の成績別に学習方法の単純主効果を検証したところ，両者と

も有意ではなかった(プリ：F(1, 32) = 0.90，p = .351，ポスト：F(1, 32) = 3.52，p = .070)．また，学習法別

にテストの穴埋め問題前後の単純主効果を検定したところ，実験群では有意であり(F(1, 32) = 13.43，p 
< .005)，対照群では有意ではなかった(F(1, 32) = 0.74，p = .396)．すなわち，両群とも有意な成績の向上

があるが，穴埋め問題では，実験群のみ有意に向上した．つまり，本研究で想定しているように，穴埋

め問題が暗黙的ニュアンスの能力をある程度測定できるとすると，マンガを使う方がオノマトペの暗黙

的ニュアンスの習得により効果があったことを示唆している． 
 

 
図 5：2 群プリ・ポストテスト穴埋め問題成績の比較．エラーバーは標準偏差 

 
学習者のモチベーションを知るため，アンケートの中で「この実験を通じて，オノマトペに興味を持

つようになりましたか」と「この実験を通じて，これからオノマトペをもっと勉強しようと思いますが」

という質問項目を設定した．この設問において，モチベーションが上がったと思われる上位 2 つの選択

肢(前者の質問に対しては，選択肢 a「興味を持つようになった」と b「ちょっと興味を持つようになっ

た」，後者の質問に対しては，a「そう思う」と b「ややそう思う」)を選んだ学習者の数は，両方の質

問ともどちらの群でも 15 人以上であった(図 6)． 
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図 6：2 群の学習モチベーシへの評価 

 
5. 考察 

実験群・対照群の両群でプリテストよりポストテストの点数が有意に高かった(図 4)．これは創作タ

スクという学習方法を通じて，両群ともオノマトペの明示的・暗黙的ニュアンスを学習できたと言える．

やはり楊ら(2015)が示したとおり，創作タスクには，学習者が自分と母語話者のニュアンスの差を認識

しオノマトペのニュアンスを学習することに効果があると言えるだろう．また，文脈つきの文章(対照群)
の創作タスクでも，回数を減らしてもオノマトペの明示・暗黙的ニュアンスの学習効果が見られた． 
穴埋め問題に関しては実験群の方が対照群よりも学習効果が有意に高かった(図 5)．ここで提案する

穴埋め問題では，選択肢はもちろんのこと，オノマトペを選ぶヒントとなる形式ルールの制限も明示的

ニュアンスの提示もないため，学習者が自分の感覚に従ってオノマトペを考えなければならない．制約

なく自分でオノマトペを考えることは学習者がオノマトペに対する感覚に従って答えを出すことであ

る．よってその結果(プリとポストの差)は暗黙的ニュアンスの学習効果を表していると考えられる．文

章の場合では文字を通して，学習者が自ら場面をイメージし感情や感覚を想像するという，間接的な表

現であるのに対して，マンガの場合は，オノマトペが表している場面のイメージをしやすいため，オノ

マトペの暗黙的ニュアンスという言葉で表しにくいニュアンスを直感的に理解することを助けている

と考えられる．つまり，マンガは直接的な表現力が文章より高いため，オノマトペの学習過程において

は，オノマトペを深く体験でき，暗黙的ニュアンスの習得に良い影響を与えたのではないかと推察する． 

しかし，ヒントや制約がない穴埋め問題といえども，学習者が「正解」と考えるものを答えるという

点は，「正解」がありそれに近づこうとするという問題になっている．一方，本研究での暗黙的ニュア

ンスは，言葉で表しにくい感覚的なニュアンスで人や文脈による微妙な違いを含めた部分の理解が重要

だと考えると，正解を 1 つ作れるより，正解以外も含め関連するオノマトペのニュアンスの「分布」を

母語話者と同じように判断できることがより重要ではないかとも考えられる．このような能力を測定す

るには穴埋め問題ではまだ不十分であろう．本稿における実験では，母語話者の実験協力者が学習者の

作った様々なオノマトペの文脈におけるふさわしさを判断している．学習者にも同じように(以前の実験

で得られたデータを用いるなどして)多くのオノマトペの文脈におけるふさわしさを判断してもらい，そ

の分布が母語話者による評価の分布とどういう関係にあるか，学習前後でどう変化するか，ということ

を分析するという方法が，暗黙的ニュアンスの学習効果をさらに良く測定する方法の候補として考えら

れる．このように，暗黙的ニュアンスをうまく測定し，それを用いて学習方法の適切さを高めて行く手

段について，さらに検討する必要がある． 
オノマトペの学習モチベーションに関する 2 つの質問項目において，両群で 88％以上の実験参加者が

高い評価を付けた(図 6)．両群での差はないので，マンガによる学習モチベーションの向上があったと

は言えない．一方，楊(2014)では同じ質問項目でどちらの問題においても 73％(11 人/15 人)の実験参加者

が高い評価を付けた．いくつかの条件が異なる実験であるため，この数値自体を直接比較することはで

きないものの，本研究の提案方法は，楊ら(2015)の方法よりもモチベーション維持あるいは向上に効果

がある傾向がある．事後アンケートでマンガ・作文を読むことが楽しいと思う理由を聞いたところ，「マ

ンガ・作文の内容が面白い」の選択肢(複数選択可)が一番多く選ばれた(48％以上)．また，オノマトペを

創作することが楽しいと思う理由を聞いたところ，「日本語を考えることが面白い」と「オノマトペの
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創作自体が面白い」という選択肢を選んだ(複数選択可)割合が 51％であった．すなわち，本研究で最初

に想定していたマンガの楽しさの提供は確かにあったと判断できるものの，絵があることによる楽しさ

というより，ストーリーがあることによる面白さが評価されているのであろう．また，創作自体の面白

さも評価されていると言える．楊(2014)も創作自体の面白さを想定していたが，それによるモチベーシ

ョンは維持されていなかった．これは，創作タスクにおいて，途中で評価が高いオノマトペが作られた

あとも，10 回創作するまで続けなくてはならないということが効いているのではないかと考察されてい

る．これに対して本研究ではモチベーションが維持されたのは，創作回数を減らすことにより，高い評

価を得られた後にそれほどたくさん創作しなくても良いことによるかもしれない．すなわち，ストーリ

ーと創作回数のどちらがモチベーションの向上・維持に効果があるかについては，さらに検証する必要

がある． 
 
6. 結論 

日本語オノマトペが日本語を使用する上で重要かつ外国人学習者には学習することが困難であると

いう問題に対して，既存研究(楊ら, 2015)は創作という方法が学習に有効であると主張した．しかし，こ

の研究は暗黙的ニュアンスの学習効果の確認と学習モチベーション低下という問題があった．本研究で

は，臨場感が豊富なマンガを用いて創作する方が，オノマトペが表している場面のイメージをよりうま

く学習者に与え，暗黙的ニュアンスという言語で表しにくいオノマトペの感覚を伝えることができると

考え，マンガを用いた創作タスクによるオノマトペ学習方法を提案した．さらに，暗黙的ニュアンスの

測定方法として，自分の感覚に従ってオノマトペを答える穴埋め問題と，母語話者の暗黙的ニュアンス

との違いを 5 段階で評価する方法を提案した． 
提案方法の効果を確かめるため，マンガと文章による創作タスクを比較する実験を行った結果，マン

ガでも文章でも，創作タスクという方法はオノマトペの能力向上，特にニュアンスの学習に有効である

が，暗黙的ニュアンスに関してはマンガを用いる創作タスクの方がより学習効果があることが示唆され

た．マンガは直接的な表現力が文章より高いため，オノマトペの学習過程においては，オノマトペを深

く体験でき，暗黙的ニュアンスの習得に良い影響を与えたのではないかと推察する． 
また，創作の回数の減少と文脈つきストーリーにより，モチベーションを高めることができることを

確認した．前者により創作のプレッシャーを減らし過不足ない回数で創作することで，モチベーション

を維持できたと考えられる．そして，単文より文脈つきストーリーの方が，得られる情報が多く創作も

より簡単で，内容もより楽しめるので，モチベーション向上に効果があったと考えられる． 
今後の課題として，暗黙的ニュアンスの学習効果を他の検証方法で確かめる必要がある．また，モチ

ベーショを高めることができるのは創作の回数の減少と文脈つきストーリーのどちらの効果であるか

をさらに考察する必要がある．そして，本研究の提案方法を教育現場で実用するために，フィードバッ

クのコストを下げる方法，マンガの教材やマンガに関する教え方などを再考慮する必要がある． 
 

参考文献 
田守育啓 (2010)『オノマトペ擬音・擬態語をたのしむ』岩波書店. 
小松孝徳・秋山広美 (2009)「ユーザの直感的表現を支援するオノマトペ表現システム」『電子情報通信学会論文誌 A』

92(11), pp. 752-763. 
三上京子 (2003)「日本語教育におけるオノマトペ指導の現状と方策」『第 7 回ヨーロッパ日本語教育シンポジウム報告・

発表論文集』, pp. 254-261. 
楊碩 (2014)「創作タスクによる日本語オノマトペのニュアンス学習に関する研究」北陸先端科学技術大学院大学知識科

学研究科修士論文． 
楊碩・橋本敬・李冠宏・李暁燕 (2015)「創作タスクによる日本語オノマトペのニュアンス学習システム」『人工知能学

会論文誌』30(1), pp. 331-339. 
村上吉文・野山広・金子史郎 (2008)「マンガを日本語教育にどう活かすか」『月刊日本語』21(5), pp. 26-29. 
熊野七絵 (2010)「日本語学習者とアニメ・マンガ―聞き取り調査結果から見える現状とニーズ―」『広島大学留学生セ

ンター紀要』20 pp. 89-103. 
 
 
連絡先 
住所：〒923-1211 石川県能美市旭台 1-1 北陸先端科学技術大学院大学 
名前：練原昕 
E-mail：lianyuanx@jaist.ac.jp

知識共創第8号（2018）

Ⅲ4-7



 

 

付録 

A. プリテスト 
以下のオノマトペの使い方がふさわしいかどうかを判断

してください。ふさわしいと思う二つの選択肢に〇をつけ

てください。 

（A） 

 電車にお年寄りが乗って来た時、前に座っていた若い女

性がすっと立ち上がって席を譲った。                                                

 時々、胸がすっと押し付けられる感じで息苦しくなる。             

 交通整理のお巡りさんはすっと笛を鳴らし、右手を振っ

て右折車に進行を促す。                                                           

 夜部屋でテレビを見ていたら、突然友達がすっと部屋に

入って来たので、本当にびっくりした。                                              

 暑い日に、冷蔵庫からよく冷えたコーラを出して飲んだ

らすっとした。 

（B） 

 社員はドアをがんがんと軽くノックして、社長室に入っ

た。 

 金鎚で鉄の板をがんがん叩いた。                                

 雪の上に小鳥の足跡ががんがんとついている。                     

 毎晩の接待でお酒が抜けず、頭ががんがん割れそうに痛

む。   

 神社では、２回がんがんと手をたたく。             

（C） 

 トランプを台の上でがらがらとかき回して数が重なら

ないようにする。 

 不合格の通知で、これまでの自信も決意も希望もがらが

ら崩れ去り、目の前が真っ暗になった。                            

 古い目覚まし時計が枕のそばでがらがらと眠そうに鳴

った。 

 大きな石ががらがらと崖から崩れ落ちてきて肝をつぶ

したよ。 

 海面ががらがら波立って白く見えるのは海底噴火のた

めだという。 

 

以下のオノマトペの使い方がふさわしいかどうかを判断

してください。ふさわしいと思う場合は〇をつけてくださ

い。（一つだけ選んでください） 

（A） 

 頭がどろどろ痛んで耳鳴りがしているような気がする

のです。 

 頭がずきずき痛んで耳鳴りがしているような気がする

のです。 

 頭がぞくぞく痛んで耳鳴りがしているような気がする

のです。 

 頭がボサボサ痛んで耳鳴りがしているような気がする

のです。 

 頭がごろごろ痛んで耳鳴りがしているような気がする

のです。 

（B） 

 思い切り言ってやって胸がさかっとしたよ。                       

 思い切り言ってやって胸がさりっとしたよ。                       

 思い切り言ってやって胸がするっとしたよ。                      

 思い切り言ってやって胸がすかっとしたよ。                      

 思い切り言ってやって胸がすらっとしたよ。                      

（C） 

 ここでぶらぶら言っていないで、お父さんにはっきり言

ったらどうなの？ 

 ここでじわじわ言っていないで、お父さんにはっきり言

ったらどうなの？ 

 ここですらすら言っていないで、お父さんにはっきり言

ったらどうなの？ 

 ここでふつふつ言っていないで、お父さんにはっきり言

ったらどうなの？ 

 ここでぶつぶつ言っていないで、お父さんにはっきり言

ったらどうなの？ 

（D） 

 さすが天才ピアニスト。聴衆はうっとりと聞き惚れてい

る。 

 さすが天才ピアニスト。聴衆はげっそりと聞き惚れてい

る。 

 さすが天才ピアニスト。聴衆はすっかりと聞き惚れてい

る。 

 さすが天才ピアニスト。聴衆はてっきりと聞き惚れてい

る。 

 さすが天才ピアニスト。聴衆はばっちりと聞き惚れてい

る。 

（E） 

 人の目から逃れて母は物陰でめそめそ泣いていた。 

 人の目から逃れて母は物陰でしくしく泣いていた。 

 人の目から逃れて母は物陰でほろほろ泣いていた。 

 人の目から逃れて母は物陰でじくじく泣いていた。 

 人の目から逃れて母は物陰でぽろぽろ泣いていた。 

 

空欄に適切なオノマトペを入れて、文を完成してください。 

例：彼は家を買う資金を    貯めている。正解：こつ

こつ 

シャワーを浴びて   してからビールを飲もう。正解：

さっぱり 

 人生 50 年という歳月を、ただ   過ごして年老いて

しまった。 

 入院中だとか外国だとかいううわさは   と耳にし

ますが、そう言えば最近ちっとも見かけませんね。 
 温泉にはいって一晩   と寝れば疲れもとれるさ。 

 
 

B．ポストテスト 
以下のオノマトペの使い方がふさわしいかどうかを判断

してください。ふさわしいと思う二つの選択肢に〇をつけ

てください。 

(A) 

 裏山の竹林がざわざわ音を立てている。風が出て来たら

しい。 

 ペンキ塗り立てで、どのベンチもざわざわしていて座れ

ない。 

 ざわざわと落ち着きのない生徒がいると、グラス全体の

集中力が落ちる。 

 うちの猫は、部屋中に一番日当りのいい場所を占有して、

ざわざわひなたぼっこをしている。               

 ざわざわの帽子を得意そうにかぶって、新入生は学校へ

急ぐ。 

（B） 

 さらっとした肌触りは夏服としてこの上ない。         

 乱暴に回したものだから、ドアの取っ手がさらっと取れ

てしまった。 

 岩の上にライオンがさらっと立って、こちらを見下ろし
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ていた。 

 さらっと言う音とともにシャンパンの泡が勢いよく飛

んだ。  

 彼女はこのようなさらっと読める小説が好きだ。                     

（C） 

 昔はこの川でぐるぐる洗濯をしたり菜や大根を洗った

りした。 

 ここでは今でも風車がぐるぐる回っている風景を見る

ことができる。 

 赤ちゃんの頭、生まれた時の髪の毛は一度剃ったほうが

いいと年寄りがいう ので剃ってやってぐるぐるだよ。                                  

 気温の上昇とともに、草花の芽がぐるぐると成長してい

く。 

 彼は縄でぐるぐるに縛られて倉庫に閉じ込められてい

る。 

 

以下のオノマトペの使い方がふさわしいかどうかを判断

してください。ふさわしいと思う場合は〇をつけてくださ

い。（一つだけ選んでください） 

（A） 

 青リンゴをがらがらとかじる。                  

 青リンゴをびりびりとかじる。 

 青リンゴをぶりぶりとかじる。 

 青リンゴをがりがりとかじる。 

 青リンゴをざらざらとかじる。 

（B） 

 母が倒れた時、私はおたおたするばかりで、何もできな

かった。 

 母が倒れた時、私はおろおろするばかりで、何もできな

かった。 

 母が倒れた時、私はくどくどするばかりで、何もできな

かった。 

 母が倒れた時、私はだぶだぶするばかりで、何もできな

かった。 

 母が倒れた時、私はぱきぱきするばかりで、何もできな

かった。 

（C） 

 男はもぐもぐとのどを鳴らしてうまそうに大ジョッキ

を飲み干した。 

 男はもくもくとのどを鳴らしてうまそうに大ジョッキ

を飲み干した。 

 男はこくこくとのどを鳴らしてうまそうに大ジョッキ

を飲み干した。 

 男はごくごくとのどを鳴らしてうまそうに大ジョッキ

を飲み干した。 

 男はもちもちとのどを鳴らしてうまそうに大ジョッキ

を飲み干した。 

（D） 

 燃え上がった炎に桶の水をすぽっとかけて消す。                    

 燃え上がった炎に桶の水をざっとかけて消す。  

 燃え上がった炎に桶の水をすっとかけて消す。  

 燃え上がった炎に桶の水をずしっとかけて消す。 

 燃え上がった炎に桶の水をずらっとかけて消す。 

（E） 

 がっぽりした体つきの男だが、何かスポーツでもやって

いるのかな。 

 ぎっしりした体つきの男だが、何かスポーツでもやって

いるのかな。 

 がっちりした体つきの男だが、何かスポーツでもやって

いるのかな。  

 がっぷりした体つきの男だが、何かスポーツでもやって

いるのかな。 

 きっぱりした体つきの男だが、何かスポーツでもやって

いるのかな。 

 

空欄に適切なオノマトペを入れて、文を完成してください。 

例：彼は家を買う資金を    貯めている。 正解：こ

つこつ 

シャワーを浴びて   してからビールを飲もう。 正

解：さっぱり 

 洗ってドライヤーを当てた髪の    した感触を楽

しむ。 
    鼻をすすりながら、寒風の中で子供が遊んでいる。 

 佐藤さんは彼からの援助の申し出を、    と断った。 
 

C. 事後アンケートの質問（実験群） 
1. この学習方法についての説明は十分ですか。 
2. この学習方法の手順は難しかったですか。 
3. この学習方法のマンガを読む部分は楽しいと思いま

すか。 
4. 問題 3 で a「楽しい」、b「やや楽しい」と答えた人

はその理由を選んでください（複数選択可） 
5. 問題 3 で d「あまり楽しくない」、e「楽しくない」

と答えた人はその理由を選んでください（複数選択可） 
6. この学習方法のオノマトペを創る部分は楽しいと思

いますか。 
7. 問題 6 で a「楽しい」、b「やや楽しい」と答えた人

はその理由を選んでください（複数選択可） 
8. 問題 6 で d「あまり楽しくない」、e「楽しくない」

と答えた人はその理由を選んでください（複数選択可） 
9. この学習方法はオノマトペの学習に役に立つと思い

ますか。 
10. この学習方法によって、オノマトペの暗黙的ニュア

ンスを学習できたと思いますか。 
11. あなたが今までに使ったことがある学習方法と比

べると、この学習方法はより効率が高いと思いますか。 
12. この実験を通じて、オノマトペに興味を持つように

なりましたか。 
13. 新しいオノマトペを学習する際に、またこの学習方

法を利用したいと思いますか。 
14. この実験を通じて、これからオノマトペをもっと勉

強しようと思いますか。 
15. ほかの分野の学習においても、この方法で学習した

いですか。 
16. この学習方法についてのご意見・ご感想を書いてく

ださい。 
 

D. 事後アンケートの質問（対照群） 
1. この学習方法についての説明は十分ですか。 
2. この学習方法の手順は難しかったですか。 
3. この学習方法の作文を読む部分は楽しいと思います

か。 
4. 問題 3 で a「楽しい」、b「やや楽しい」と答えた人

はその理由を選んでください（複数選択可） 
5. 問題 3 で d「あまり楽しくない」、e「楽しくない」

と答えた人はその理由を選んでください（複数選択可） 
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6. この学習方法のオノマトペを創る部分は楽しいと思

いますか。 
7. 問題 6 で a「楽しい」、b「やや楽しい」と答えた人

はその理由を選んでください（複数選択可） 
8. 問題 6 で d「あまり楽しくない」、e「楽しくない」

と答えた人はその理由を選んでください（複数選択可） 
9. この学習方法はオノマトペの学習に役に立つと思い

ますか。 
10. この学習方法によって、オノマトペの暗黙的ニュア

ンスを学習できたと思いますか。 
11. あなたが今までに使ったことがある学習方法と比

べると、この学習方法はより効率が高いと思いますか。 
12. この実験を通じて、オノマトペに興味を持つように

なりましたか。 
13. 新しいオノマトペを学習する際に、またこの学習方

法を利用したいと思いますか。 
14. この実験を通じて、これからオノマトペをもっと勉

強しようと思いますか。 
15. ほかの分野の学習においても、この方法で学習した

いですか。 
16. この学習方法についてのご意見・ご感想を書いてく

ださい。 
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不定自然変換理論の構築：圏論を用いた動的な比喩理解の記述 
Constructing theory of indeterminate natural transformation: describing 

dynamical metaphor comprehension based on categorical theory 
 

布山美慕 1)，西郷甲矢人 2) 

FUYAMA Miho 1)，SAIGO Hayato 2) 

miho02@sj9.so-net.ne.jp, harmoniahayato@gmail.com 
 

1) 玉川大学，2) 長浜バイオ大学	
1) Tmagawa University,  2) Nagahama Institute of Bio-Science and Technology 

 
【要約】本論文では，意味の創造過程を探求するための仮説として，比喩理解を例にとり Theory of 

indeterminate natural transformation (TINT)を提案する．TINT ではイメージの意味をイメージの間の想起
関係として定義し，被喩辞のイメージから喩辞のイメージの想起を端緒として動的にイメージの不定圏

の構造が変化する過程として比喩理解過程をモデル化する．このモデル化のため，圏論の数学的構造を

導入し，イメージの意味をコスライス圏で，喩辞と被喩辞のイメージの意味の対応づけを関手で，比喩

理解の過程を自然変換の探索で表現した．加えて，比喩理解の動的な過程をモデル化するために，イメ

ージの想起確率を導入し，圏を不定化した．この理論化によって，被喩辞と喩辞のもつイメージの構造

単位の相互作用を扱うことができる． 
 
【キーワード】比喩，意味，圏論，自然変換 
 

1. はじめに 
私たちの生は種々のイメージに満たされている．視覚や聴覚，触覚，嗅覚，味覚といった五感や体性

感覚に基づくイメージ，断片的なあるいは構造的イメージ，現実的／非現実的なイメージ，言語的／非

言語的なイメージ，はっきりした／曖昧なイメージ．たとえば，コップ，雨，空，死，星座，父，ペガ

サス，数字の 23，虚数，柔らかさ，あのときの彼女，神様，青，この論文，などなどのイメージがある．
これらのイメージは私たちに豊かな意味を伴って現れる．著者らは，全く意味のないイメージは持ちよ

うがなく，またイメージのない意味もないと考える．これらのイメージとその意味は外界にある
、、
のでは

なく，人が日々不随意にあるいは意図的に，創り出している．素晴らしい音楽，誰も到達しなかった理

論，あるいは昨日と違って見える道端の花の雫，それらは私たちが創り出したイメージと意味であり，

その度に私たちにとっての世界は新しくなっていく．これらのイメージや意味が折り重なって体積し，

ある種の知識となり，社会の変革が行われることもあるだろう．このイメージとその意味の創造は，人

間の一つの基礎的な能力の一つであり，様々な認知過程の基礎であると考えられる． 
本論文では，このうち，イメージの意味の創造過程を探求するために，最も基礎的な意味の創造過程

の例として新規比喩の理解過程を取り上げる．そして，イメージの意味をイメージの間の関係性と捉え

る仮説に基づき，この新規比喩の理解過程の新しい理論「Theory of Indeterminate Natural Transformation
（TINT）」を提案する（以降は略称である TINTを用いる）． 

TINT は，新規な比喩の意味の創造過程を記述し説明することを目的とし，これを喩辞と被喩辞の相
互作用の過程として記述する． TINTの一つの特徴は，被喩辞の意味や喩辞の意味をイメージの関係性
の総体として捉え，これらのイメージの関係性の構造としての相互作用を記述する点である．このアプ

ローチは，潜在意味解析や Word embedding を用いて意味の創出をある種のベクトル演算に近似する方
法に比べて，意味（を表すイメージ）の関係性の情報をより豊かに使うことを可能にする．TINTの提案
は数学の一分野である圏論の基礎概念の応用によってなされる．圏論は，数学的な構造を「射」と呼ば

れる関係性をもとに調べる分野であり，構造同士の相互作用の記述に有用である．加えて，TINTでは意
味創出の動的過程を捉えるために簡単な確率過程を導入し，圏論を拡張して用いる． 

TINTは一つの仮説であり，トイモデル等を用いた検証もこれからの課題である．また，一つ一つの定
義（たとえばイメージの意味をコスライス圏で定義するなど（第 4節参照））についても大胆な仮説で
あるため，各々丁寧に検証が必要である．本論文では，こういった検証や理論の洗練は将来的な課題と

し，まず議論の俎上に載せるため TINT の概念的な提案を中心に行う．多くの課題や今後必要となる研
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究については第 7節で述べる． 
本論文では，まず 2 節で TINTの概要を圏論の専門用語を用いず説明する．3 節で必要な圏論の概念

を紹介する．4節で圏論と簡単な確率過程のアイディアを用いて，TINTを定式化する．5節では，比喩
の事例を用いて，TINTによる比喩理解の過程を説明する．6節で比喩理解の理論的な先行研究に簡単に
触れ，7節で今後の研究の課題を示す． 

 
2. TINTの概要 

TINTではあるイメージの“意味”とは，あるイメージから想起される他のイメージとの想起関係の総
体であると考える．何らかの契機によってイメージ A が生じるとする．このイメージ A によって他の
イメージ Bや C等々が想起されるとき，著者らはこの Aから Bや C等々への想起関係の総体を Aの意
味と考える．たとえば，「愛」というイメージに対して「暖かい」「家族」「悲しい」「恋人」「ハー

ト」「赤い」など種々のイメージが想起されるとすると（なお，ここでは便宜的に“言葉”で表現して

いるがイメージは言葉ではない），これら「暖かい」「子供」「悲しい」「恋人」「ハート」「赤い」

への想起関係の総体が「愛」というイメージの意味と考えるのである．同様に，これらの「暖かい」な

どの他のイメージの意味もその他のイメージとの想起関係で定義されるため，イメージの意味は全体と

して相互依存的な体系をなす．これは，ある語の意味が他の語の意味との相互依存的な関係によって定

まるとする考え方に類似し，また概念が他の概念との関係性を探索しながら内包的・外延的な“意味”

を定めていく過程に類似するだろう（たとえば類似性という関係性に関して，今井（2001））． 
このとき，新しい意味の創造とは，イメージの間の新しい想起関係の創造であると考えられる．そし

て，もっとも簡単な意味創造として，一つの想起関係が新しく生まれる場合を考えることができる．た

とえば，イメージ A から新たにイメージ X への想起関係が生じることで，イメージ A の意味が変化し
新規な意味が生まれる場合を考えることができる． 
これはまさに，それまで関連づいていなかった喩えるものと喩えられるものが比喩関係によってつな

がる「新規比喩の理解過程」に対応する．たとえば，「愛は飲み水だ」という表現があなたにとって新

規なとき「愛」のイメージから「飲み水」のイメージへの想起関係が新たに作られる．その新規な想起

関係によって「愛」の意味は新しくなる．したがって，新しい意味の創造過程のもっとも基礎的な過程

として，新規比喩の理解を考えることができる． 
加えて，喩えるものも喩えられるものも（そしておよそ意味のあるイメージは全て），比喩関係以前

にある意味を持つならば，それぞれ元々種々の他のイメージへの想起関係を有している．このとき我々

は，比喩の理解過程では，単に「愛」から「飲み水」への想起関係が作られるのではなく，この「愛」

→「飲み水」の想起関係を通じて，「飲み水」からの元々の種々の想起関係が「愛」からの元々の種々

の想起関係に対応づけられようとすることで，「愛」の意味がいっそう豊かになると考える（愛は飲み

水のように不可欠で，心身に心地よく，清潔でなければ害ともなり，透明で，また冷たく…など）．こ
の想起関係の（部分的な）総体同士の新たな関係性の構築が新規比喩の理解であり，新規な意味の創造

過程である．  
比喩の理解を関係性同士の対応づけとして扱おうとする理論はすでにいくつか提案されている

（Bowdle & Gentner, 2005., など）．しかし，6節で議論するように，著者らはこれまでの理論では関係
性同士の対応づけを十分扱うことができていないと考える．TINTは，圏論の概念を導入することで，こ
の関係性同士の対応づけをよりよく定式化することを試みる． 
 
3. 必要となる圏論の概念の説明 

TINTで必要となる圏論の主要な概念は，“圏”，“関手”，“自然変換”である（より詳細にはMac 
Lane（1998）などを参照）． 
圏とは，大まかに言えば，対象間を繋ぐ合成できる射からなるネットワークである．対象は何らかの

現象を表し，射は現象の間の変換や過程を表すと解釈できる． 
圏は対象と射を含む体系で，以下の 4つの条件を満たす． 

1. 各射 fには 2つの対象 dom(f)と cod(f)とが対応づけられていて，それぞれ域（domain）と余域
（codomain）と呼ばれる．dom(f)と cod(f)は同じ対象であっても良い．「射 fの域が X，余域が
Yである」ということを 
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	 	  あるいは 

 と記し，こういった矢印を用いて組み上げた表記を図式と呼ぶ．図式中の矢印の向きの表記は左

から右に限らない． 
2. 射 f，gで cod(f) = dom(f) となるものがあるとき，つまり， 

のとき，こういった f，gに対して，これらの合成と呼ばれる射 

が存在する． 
3. 次のような図式で表現される状況のとき 

 平行四辺形の上側を通る経路と下側を通る経路が射として同じものとなるという結合律を要

請する．つまり， 

	 となる．このように，域と余域を共通とする射が合成方法によらずに等しいとき，その図式は

可換であるという． 
4. 最後に，単位律が要請される．単位律とは，任意の Xについて恒等射1": 𝑋 → 𝑋があり，任意

の射𝑓:𝑋 → 𝑌に対して，次の図式が可換であることである． 

つまり， 
f ∘ 1" = 𝑓 = 1+ ∘ 𝑓 

でなければならない． 
  

 対象とその恒等射は 1対 1で対応づけできるため，対象をその恒等射とこの意味で同一視でき
る．言い換えれば対象を射の特殊な事例として見なすことができる． 

 
	 	 まとめると，圏は次のように定義される． 
 定義 1：圏とは，対象と射と呼ばれる二つの内容から構成される体系で，射は域/余域と呼ばれる対象
を関係させており，合成と恒等射を備え，結合律と単位律を満たす． 

 
圏の例は身近に見いだせる．「集合」を対象とし「写像」を射とする圏や，「命題」を対象とし「証

明」を射とする圏を考えることができる．また，交通や代謝のネットワークも一例として考えられる．

もちろん，より数学的な例もそれこそ無限にある．圏の概念は「掲げた公理をみたすものなら何でも良

い」という数学的自由さの発露とでもいうべきものである． 
次に二つの圏の間の構造を保つ対応づけとして関手を次のように定義する． 
 
定義 2：圏 Cの対象，射から圏 D への対象，射への対応 Fが関手（functor）であるとは，以下の 3

X
f��! Y

<latexit sha1_base64="B9Kp4L79nBhrNhO1CJMCn7CjwjE=">AAACfHicSyrIySwuMTC4ycjEzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxQtIRCjEVBRlpmeUJBYV5ZdHx1bXpdXVKkRyxQsoG+gZgIECJsMQylBmgIKAfIHlDDEMKQz5DMkMpQy5DKkMeQwlQHYOQyJDMRBGMxgyGDAUAMViGaqBYkVAViZYPpWhloELqLcUqCoVqCIRKJoNJNOBvGioaB6QDzKzGKw7GWhLDhAXAXUqMKgaXDVYafDZ4ITBaoOXBn9wmlUNNgPklkognQTRm1oQz98lEfydoK5cIF3CkIHQhdfNJQxpDBZgt2YC3V4AFgH5Ihmiv6xq+udgqyDVajWDRQavge5faHDT4DDQB3llX5KXBqYGzWYARYAhenBjMkKN9Cz1DAJNlB2coDHBwSDNoMSgAQxucwYHBg+GAIZQoLV1DEsY1jKsY/zPpMqkzaQLUcrECNUjzIACmMwAE3yTlA==</latexit><latexit sha1_base64="B9Kp4L79nBhrNhO1CJMCn7CjwjE=">AAACfHicSyrIySwuMTC4ycjEzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxQtIRCjEVBRlpmeUJBYV5ZdHx1bXpdXVKkRyxQsoG+gZgIECJsMQylBmgIKAfIHlDDEMKQz5DMkMpQy5DKkMeQwlQHYOQyJDMRBGMxgyGDAUAMViGaqBYkVAViZYPpWhloELqLcUqCoVqCIRKJoNJNOBvGioaB6QDzKzGKw7GWhLDhAXAXUqMKgaXDVYafDZ4ITBaoOXBn9wmlUNNgPklkognQTRm1oQz98lEfydoK5cIF3CkIHQhdfNJQxpDBZgt2YC3V4AFgH5Ihmiv6xq+udgqyDVajWDRQavge5faHDT4DDQB3llX5KXBqYGzWYARYAhenBjMkKN9Cz1DAJNlB2coDHBwSDNoMSgAQxucwYHBg+GAIZQoLV1DEsY1jKsY/zPpMqkzaQLUcrECNUjzIACmMwAE3yTlA==</latexit><latexit sha1_base64="B9Kp4L79nBhrNhO1CJMCn7CjwjE=">AAACfHicSyrIySwuMTC4ycjEzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxQtIRCjEVBRlpmeUJBYV5ZdHx1bXpdXVKkRyxQsoG+gZgIECJsMQylBmgIKAfIHlDDEMKQz5DMkMpQy5DKkMeQwlQHYOQyJDMRBGMxgyGDAUAMViGaqBYkVAViZYPpWhloELqLcUqCoVqCIRKJoNJNOBvGioaB6QDzKzGKw7GWhLDhAXAXUqMKgaXDVYafDZ4ITBaoOXBn9wmlUNNgPklkognQTRm1oQz98lEfydoK5cIF3CkIHQhdfNJQxpDBZgt2YC3V4AFgH5Ihmiv6xq+udgqyDVajWDRQavge5faHDT4DDQB3llX5KXBqYGzWYARYAhenBjMkKN9Cz1DAJNlB2coDHBwSDNoMSgAQxucwYHBg+GAIZQoLV1DEsY1jKsY/zPpMqkzaQLUcrECNUjzIACmMwAE3yTlA==</latexit>

f : X �! Y
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of “drinking water” is made. Then the meaning of “Love” is
changed by its new relationship. In this manner, we can rec-
ognize the process of comprehending novel metaphors as one
of the most basic processes of creating new meanings.

Furthermore, each image of the target and the source have
had associations to other images before understanding new
metaphor. Therefore, when comprehending the metaphor, we
will not only make the associative relationship from “Love”
to “Drinking water” but also correspond some part of asso-
ciative relationships from “Love” to some part of associative
relationships from “Drinking water”. These associating each
structure fertilize the meaning of “Love”; Love is like drink-
ing water, so Love is necessary for live, feel good, harmful
without cleanliness, transparent, cold, and so on.

We think it is the most important process of metaphor com-
prehension to this constructing relationship between a part of
associative structures of the target and the source. TINT rep-
resents this structure-to-structure interaction as a construction
of indeterminate natural transformation. The next section is
devoted to formulate this central concept based on the fun-
damental notions of category theory and its stochastic exten-
sion.

3. Formulation of TINT
Category-theoretic concepts for TINT
The fundamental concept of the categorical theory as re-
ferred to here are ”category”, ”functor”, ”natural transforma-
tion”(for more detailed information, see (Mac Lane, 1998).).

A category is, roughly speaking, a network formed by com-
posable ”morphisms” which intertwines ”objects”. It can
be considered that the objects represent some ”phenomena”,
and the morphisms represent transformations or processes be-
tween those phenomena.

0. A category is a system consisting of objects and mor-
phisms, satisfying the following four conditions.

I. Each morphism f is associated with two objects dom( f )
and cod( f ), which are called domain, codmain.

When dom( f ) = X and dom( f ) = Y , we denote

f : X −→ Y

or

X
f−→ Y

It is not necessary to limit the direction of the morphism from
left to right, if it is convenient it is free to write from bottom
to top, or from right to left, etc.. A subsystem of the cate-
gory build up with these morphisms and objects are called
diagrams.

II. If there are two morphisms f ,g such that cod( f ) =
dom(g), in other words,

Z
g←− Y

f←− X

there is a unique morphism

Z
g◦ f←−−− X

called the composition of f ,g.

III. We assume so-called associative law. For the diagram

W Y

g
!!✟✟
✟
✟
✟
✟
✟

h◦g
""

Z
h

##✼
✼
✼
✼
✼
✼
✼

X

f
##✻
✻
✻
✻
✻
✻
✻

g◦ f
""

we assume

(h◦g)◦ f = h◦ (g◦ f )

As above, when all compositions of morphisms which have
the same codomain and domain are equal, we call the diagram
commutative.

IV. The last condition is unit law: For any object X there
exist a morphism 1X : X −→ X called the identity of X such
that the diagram

X
f

$$✟✟
✟
✟
✟
✟
✟

Y X
f

""

f
$$✟✟
✟
✟
✟
✟
✟

1X

##✼
✼
✼
✼
✼
✼
✼

Y
1Y

##✻
✻
✻
✻
✻
✻
✻

is commutative for any f : X −→ Y . In other words,

f ◦1X = f = 1Y ◦ f .

By the natural correspondence from objects to their identi-
ties, we may “identify” the objects as identities. In other
words, we may consider the objects are just the special mor-
phisms. In the following sometimes we may adopt this view-
point without notice.

Definition 1 A category is a system composed of two kinds
of entities called objects and morphisms, which are interre-
lating through the notion of domain/codomain, equipped with
composition and identity, satisfying associative law and unit
law.

Example: Category of images C The objects of C are im-
ages (visual or auditory, concrete or abstract, verbal or non-
verbal) and morphisms of C are associations between them. 3

3For simplicity, in the present paper, we think the number of
morphisms between two given object is at most one. That is, the
morphism is considered as “the possibility of association”, though
it is fruitful to relax this condition to the general case (i.e. the case
with a distinction between many kinds of association).
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「射fの域がX，余域がYである」ということを
f : X −→ Y

あるいは
X

f−−→ Y

などと記し，こういった矢印を用いて組み上げられ
た表記を図式と呼ぶ．図式中の矢印の向きの表記
は左から右に限らない．Xの恒等射1Xについては，
1X : X −→ Xである．
次に，射f, gで，cod(f) = dom(g)となるものが
あったとき，つまり，

Z
g←−− Y

f←−− X

というような状況のとき，こういったf, gに対して
は，これらの合成と呼ばれる射

Z
g◦f←−−− X

が存在する．
これらの対象や射が満たすべき関係として，次の

2つを要請する．

W Y

g
!!✞✞
✞✞
✞✞
✞

h◦g
""

Z

h

##✽✽✽✽✽✽✽

X

f

$$✽✽✽✽✽✽✽

g◦f
""

図1 結合律
Fig. 1 Associativity law

一つめは結合律で，図1のような状況のとき，X

からWへの経路は平行四辺形の上側を通る経路
（(h ◦ g) ◦ f）と下側を通る経路（h ◦ (g ◦ f)）の
2種類が考えられるが，これらが射として同じもの
でなければいけないという要請である．つまり，

(h ◦ g) ◦ f = h ◦ (g ◦ f)
となる．このように，図式内の対象から対象への道
筋（つまり射の合成方法）が複数あるときに，結果
が選び方によらない場合，その図式は可換であると
呼ばれる．
この概念を用いれば，2つめの関係である単位

律は，任意の射f : X −→ Yに対して，図2に示
す図式が可換であることを要請するものとして述べ
られる．
つまり

f ◦ 1X = f = 1Y ◦ f
でなければならないというルールである.

X

f

!!✝✝
✝✝
✝✝
✝

Y X
f

""

f
##✝✝
✝✝
✝✝
✝

1X

$$✽✽✽✽✽✽✽

Y

1Y

%%✽✽✽✽✽✽✽

図2 単位律
Fig. 2 Unit law

まとめると，圏には「対象」と「射」とが備わっ
ていて，これらは域，余域の概念を通じて関係し
あっており，射には結合律をみたす合成という操作
があり，対象には単位律をみたす恒等射が紐付けら
れている.

圏の例は身近に見いだせる．「集合」を対象とし
「写像」を射とする圏や，「命題」を対象とし「証明」
を射とする圏を考えることができる．また，交通や
代謝のネットワークも一例として考えられる．もち
ろん，より数学的な例もそれこそ無限にある．圏の
概念は，「掲げた公理をみたすものなら何でも良い」
という数学的自由さの発露とでもいうべきもので
ある．

2.2 ある圏における射を通じた対象の同じさ：
同型射

圏は合成可能な「射」たちのなすネットワークで
あると述べたように，圏においては，対象ではなく，
射の立場から世界をみることができる．このとき，
ある圏における「異なるものの間の同じさ」を同型
射（isomorphism）の概念によって与えることがで
きる．これは，射f : X −→ Yに対して図3に示す
図式を可換にする射g : Y −→ Xのことを言う．

Y

1Y

!!✝✝
✝✝
✝✝
✝

g

""
✽✽

✽✽
✽✽

✽

Y

g
##
✽✽

✽✽
✽✽

✽ X
f

$$

1X
%%✝✝
✝✝
✝✝
✝

X

図3 同型射
Fig. 3 Isomorphism

(h � g) � f = h � (g � f)
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条件をみたすときにいう． 
1. Cの射𝑓: 𝑋 → 𝑌を Dの射𝐹(𝑓): 𝐹(𝑋) → 𝐹(𝑌)に対応させる． 
2. Cの各対象 Xの恒等射1_𝑥について𝐹(11) = 12(3)  
3. Cの射 f,  gの合成𝑓 ∘ 𝑔について，𝐹(𝑓 ∘ 𝑔) = 𝐹(𝑓) ∘ 𝐹(𝑔)となる 

 
簡単に言うと，関手は図式あるいは圏の構造を保つ対応づけである．ただし，関手の定め方は一意と

は限らない． 
関手は普遍的な概念であって，認識・表現・構成・モデル化・理論化などの言葉で言い表されるプロ

セスは，すべて関手の生成と見なせるほどである．関手を通じて，いわば一つの圏が他の圏に映り込み，

自明に異なる現象のあいだに同じさを措定することができる．こういった関手と理論化の関係について

は，Tsuchiya, Taguchi, & Saigo (2016)において，意識の理論化に関して関手で対応づけられるモデルが現
象に対してどの程度情報を保つモデルと見なせるか議論されている． 
関手の定め方は一意とは限らないため，複数の関手を考えることができる．すると，これら複数の関

手の間の変換を考えることができる．これが自然変換である．これは，ある圏と別の圏の一つの対応づ

けが自然変換を通じて他の対応づけに変換されることと見ることができ，いわば関手自体を対象とみて

それらの間の射を考えることに相当する． 
 
定義 3：F，Gは圏 Cから圏 Dへの関手とする．tが Fから Gへの自然変換（natural transformation）
であるとは，以下の 2条件をみたすときに言う． 

1. tは Cの各対象 Xに対して，Dの射𝑡1: 𝐹(𝑋) → 𝐺(𝑋)を対応させる（つまり自然変換は，そ
のそもそもの「身分」としては，対象から射への対応である）． 

2. C の各射𝑓: 𝑋 → 𝑌について F(X)から G(Y)への射として，𝑡+ ∘ 𝐹(𝑓) = 𝐺(𝑓) ∘ 𝑡1が成り立つ． 
 
自然変換をどう描くかについていくつか流儀があるが，ここでは𝑡: 𝐹 ⟹ 𝐺と表すことにする．2 つめ
の条件については，次の図式を用いるとわかりやすいだろう． 

 
右上が Cでの射，右下が Dでの射を表している．ここでは関手 F，Gによる fの 2つの映り先と自然

変換𝑡: F ⟹ Gとの関わりが描かれている．2 つめの条件は，この四角形が可換であることを要請するも
のである．関手から関手への変換を，関手によって映る先の圏 Dの構造を保つかたちで行うことと考え
られるだろう． 

 
次に，圏の一例としてコスライス圏を次のように定義する． 
定義 4：Cを圏，Xを Cの対象とするとき，コスライス圏 X\Cを次のように定義する． 

1. 対象は𝑑𝑜𝑚(𝑓) = 	𝑋となる全ての射𝑓 ∈ 𝐶. 
2. 射は𝑓: 𝑋 → 𝑎から𝑔：𝑋 → 𝑏へのℎ ∘ 𝑓 = 𝑔を満たすようなℎ ∈ 𝐶（下記図式参照） 
3. 射の合成は Cの合成で行う 
4. 恒等射は Cの恒等射を引き継ぐ 
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れている．2つ目の条件は，この四角形が可換であ
ることを要請するものである．関手から関手への変
換を，関手によって映る先の圏Dの構造を保つかた
ちで行うことと考えられるだろう3)．
この自然変換の概念を用いることで，あるイメー
ジの圏から別のイメージの圏への一つの想起関係
（関手）の構築（比喩の措定）を端緒とする，より
豊かな両圏の関係性の創造過程を記述することが可
能となる．我々はこれを不定自然変換理論の基礎的
なアイディアとする．

2.4 コスライス圏
圏とは，対象と射からなり，いくつかの条件を満
たすものと述べた．このとき，この元の圏における
射を新たな圏の対象と見なし，元の圏における射の
間の関係（可換図式）を新たな圏の射と見なすこと
ができる4)．このように，射を対象とみなす圏の一
つとしてコスライス圏が定義される．
定義3 Cを圏，XをCの対象とするとき，コスラ

イス圏X/Cを次のように定義する．
( 1 ) 対象はdom(f) = Xとなる全ての射f ∈ C．

3) こうして，「関手を対象とし，自然変換を射とする圏」
を考えるにいたる．これを関手圏（functor category）と
呼ぶ．図の左下はこの見方を示している．横方向のCでの
動きと縦方向の関手圏での動きとが合わさり，Dでの四角
形が形成されているという覚えやすい構造になっている．
関手圏が本当に圏であるかは，自然変換の合成がまた自
然変換になっているということを確かめなければならな
いが，これはD での動きを見ればすぐにわかる．この関
手圏の射である自然変換を通じて，関手圏における同型
が定まり，自明に異なる関手のあいだの同じさを措定す
ることができるようになる．しかもこの自然変換の概念
を通じ，これまで多様な局面やレベルに現れていた「同
じさの措定」のあいだの同じさが，数学的に定式化でき
るようになる．
4) これは，関手の間の射として自然変換を考えたことに
類似する．

( 2 ) 射はf : X −→ a からg : X −→ b への，
h ◦ f = g を満たすようなh ∈ C（図5参照）．

( 3 ) 射の合成はCの合成で行う．
( 4 ) 恒等射はCの恒等射を引き継ぐ．
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Fig. 5 Coslice Category

コスライス圏は，もとのCのある対象Xと他の対
象の関係性を対象とし，それらの関係性同士の関係
を射とする圏と言える．イメージとしては，世界を
神様の視点から俯瞰的に見るのではなく，ある一つ
の視点（X ∈ C）から見た場合の世界の見え方に対
応すると思えるだろう5)．

3. 不定自然変換理論の提案
前節で紹介した圏論の概念を用いて，比喩の意味

理解の理論として不定自然変換理論を提案する．た
だし，あとで5節で述べるように，本論文では不定
自然変換理論のうちの根幹部分のアイディアの提案
を行う，そのため，“不定化（圏自体の変化）”およ
び確率過程の導入についてはごく一部のみ簡単に提
示する．
1.2で述べた比喩理解のアイディアを圏論で正確

に表現しなおす．まず，イメージを対象とする圏C
を考える．射はあるイメージから他のイメージへの
想起関係である6)．本論文では，あるイメージから
他のイメージへの射をたかだか一つとして簡単化し
て扱うため，想起関係そのものではなく“想起可能
性”を射とする．想起可能性があれば射があり，な
ければ射はない7)．このイメージの圏は想起可能性

5) ある“わたし”にとっての他者は，“わたし”にとっての
他者との関係性に他ならず，もとの世界での射が対象と
なる．認知的な閉じの中にいる私たちにはそのようなか
たちでしか世界を認識できない．
6) 正確には自分自身への想起関係も含めて良い．(良いよ
ね？)
7) すぐ想像できるように，この想起可能性を0, 1ではなく
確率で表現することでより豊かな構造を表現できる．確
率過程の導入はステップ2以降となる．
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れている．2つ目の条件は，この四角形が可換であ
ることを要請するものである．関手から関手への変
換を，関手によって映る先の圏Dの構造を保つかた
ちで行うことと考えられるだろう3)．
この自然変換の概念を用いることで，あるイメー
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なアイディアとする．

2.4 コスライス圏
圏とは，対象と射からなり，いくつかの条件を満
たすものと述べた．このとき，この元の圏における
射を新たな圏の対象と見なし，元の圏における射の
間の関係（可換図式）を新たな圏の射と見なすこと
ができる4)．このように，射を対象とみなす圏の一
つとしてコスライス圏が定義される．
定義3 Cを圏，XをCの対象とするとき，コスラ

イス圏X/Cを次のように定義する．
( 1 ) 対象はdom(f) = Xとなる全ての射f ∈ C．

3) こうして，「関手を対象とし，自然変換を射とする圏」
を考えるにいたる．これを関手圏（functor category）と
呼ぶ．図の左下はこの見方を示している．横方向のCでの
動きと縦方向の関手圏での動きとが合わさり，Dでの四角
形が形成されているという覚えやすい構造になっている．
関手圏が本当に圏であるかは，自然変換の合成がまた自
然変換になっているということを確かめなければならな
いが，これはD での動きを見ればすぐにわかる．この関
手圏の射である自然変換を通じて，関手圏における同型
が定まり，自明に異なる関手のあいだの同じさを措定す
ることができるようになる．しかもこの自然変換の概念
を通じ，これまで多様な局面やレベルに現れていた「同
じさの措定」のあいだの同じさが，数学的に定式化でき
るようになる．
4) これは，関手の間の射として自然変換を考えたことに
類似する．
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コスライス圏は，もとのCのある対象Xと他の対
象の関係性を対象とし，それらの関係性同士の関係
を射とする圏と言える．イメージとしては，世界を
神様の視点から俯瞰的に見るのではなく，ある一つ
の視点（X ∈ C）から見た場合の世界の見え方に対
応すると思えるだろう5)．

3. 不定自然変換理論の提案
前節で紹介した圏論の概念を用いて，比喩の意味
理解の理論として不定自然変換理論を提案する．た
だし，あとで5節で述べるように，本論文では不定
自然変換理論のうちの根幹部分のアイディアの提案
を行う，そのため，“不定化（圏自体の変化）”およ
び確率過程の導入についてはごく一部のみ簡単に提
示する．
1.2で述べた比喩理解のアイディアを圏論で正確

に表現しなおす．まず，イメージを対象とする圏C
を考える．射はあるイメージから他のイメージへの
想起関係である6)．本論文では，あるイメージから
他のイメージへの射をたかだか一つとして簡単化し
て扱うため，想起関係そのものではなく“想起可能
性”を射とする．想起可能性があれば射があり，な
ければ射はない7)．このイメージの圏は想起可能性

5) ある“わたし”にとっての他者は，“わたし”にとっての
他者との関係性に他ならず，もとの世界での射が対象と
なる．認知的な閉じの中にいる私たちにはそのようなか
たちでしか世界を認識できない．
6) 正確には自分自身への想起関係も含めて良い．(良いよ
ね？)
7) すぐ想像できるように，この想起可能性を0, 1ではなく
確率で表現することでより豊かな構造を表現できる．確
率過程の導入はステップ2以降となる．
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コスライス圏は，もとの C のある対象 X と他の対象の関係性を対象とし，それらの関係性同士の関
係を射とする圏と言える．イメージとしては，世界を神様の視点から俯瞰的に見るのではなく，ある一

つの視点(𝑋 ∈ 𝐶）から見た場合の世界の見え方に対応すると解釈できる． 
 

4. TINTの数学的な定式化 
3節で説明した圏論の諸概念と，加えて簡単な確率過程を導入し，TINTの定式化を行う． 

4.1. 圏論を用いた TINTの記述 
まず，次のようにイメージの圏とイメージの意味の圏を定義する． 
  
定義：イメージの圏 Cの対象はイメージ（一節で述べたように，五感等に基づくものでも，言語的・
非言語的なものでも，抽象的でも具体的でも良い種々のもの），Cの射はそれらの間の想起関係とする
（対象間の射は複数あって良いが，この拡張は今後の研究にし，本論文ではこれを想起可能性として一

つに限定して議論する）． 
 

定義：Aがイメージの圏 Cの対象であるとする．このとき Aの意味の圏をコスライス圏 A\Cで表現す
る． 

 
2 節で述べたように，TITN ではイメージの意味を他のイメージとの想起関係として捉える．たとえ

ば，赤の意味は，赤から想起される他のイメージとの想起関係全体と考え，これを赤のコスライス圏と

して定義する．そして，TINT では比喩理解の過程を次のようにコスライス圏の間の関手の自然変換の
探索過程と見なす． 
まず，「Aは Bのようだ」という比喩がなされたとする．すると，Aから Bへの想起が起こる．これ
は図 1のように表現されたイメージ Aと Bの意味を表すコスライス圏 A\Cと B\Cの間に，図 2に示す
ように比喩によって一つの射 f が生まれることに相当する（この f によって，厳密には全体の圏が変化
するため，C’と記している．ただし，あとで確率過程を導入して定式化しなおす際にこの変化は吸収さ
れる）．この fによって，自然に一意にコスライス圏 B\C’から A\C’への関手 f\C’が生まれる．ここで，
𝑓	 ∖ 𝐶D ≔ (∙) ∘ 𝑓: 𝐵 ∖ 𝐶D → 𝐴 ∖ 𝐶′であり，たとえば，図 2の𝑏J ∈ 𝐵 ∖ 𝐶′を𝑏J ∘ 𝑓 ∈ 𝐴 ∖ C′にうつすような関手
である．この関手を Base of Metaphor Functor（BMF）と呼ぶ．この BMFは，図 2で見れば，「Bにとっ
ての y」を「Aにとっての Bにとっての y」というようなかたちで Bを媒介として yと Aとの想起関係
を作る．しかし，このように Bを経由するかたちでは，直接的な想起関係でないため，比喩の解釈が不
明確で，比喩理解がなされたとは考えにくい．そこで，f\C’の自然変換によってより自然な関手 F を見
出し，意味を理解しようとする．これは，たとえば，𝑏J ∘ 𝑓に対応するもとのコスライス圏 A\C の対象
を探索することに相当する（すでに𝑏J ∘ 𝑓 ∈ 𝐴 ∖ C′なので，𝐴 ∖ C′の射の探索となっており，自然変換の探
索に相当する）．この探索によって，図 3のように𝑏J ∘ 𝑓に対応する jが見つかるとき（ただし他の対象
との関係性も含めて自然変換のかたちで対応することが条件），この対応づけによって新たな関手 Fが
見出される．この対応づけでは，「Bにとっての y」は「Aにとっての j」というように，Bと Aそれぞ
れから直接に想起されるイメージ同士の間に対応づけがなされ，比喩の意味が解釈される（たとえば，

図 1：イメージ Aの意味とイメージ Bの
意味を表現するコスライス圏 A\C と B\C． 

図 2：比喩の措定．Aは Bのようだという比
喩の措定によって射 fが生まれる．fを元に f\C’
（Base of metaphor functor）が生まれる． 
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「薔薇のような愛」という比喩なら，「薔薇にとっての

トゲ」が「愛にとっての残酷さ」のように対応すること

で，この比喩の意味の理解が進む）．こういった一連の

対応づけをなす関手 Fが比喩の意味となると考える． 
ただし，自然変換は強い条件であり，コスライス圏B\C’

から A\C’への関手そのもの，つまりコスライス圏 A\C’と
B\C’全体に対して見出すことは通常難しいと考えられる
（「薔薇」から想起されるイメージ全てに対して「愛」か

ら想起されるイメージの全てを単一の解釈で結びつける

ことは難しい）．したがって，コスライス圏 A\C’とコス
ライス圏B\C’の部分的な圏同士を結びつける関手に対す
る自然変換を探索すると考えるのが妥当であろう．部分

的な圏は複数あり，自然変換も複数ありえるため，一つ

の比喩には複数の解釈がありえ，それらが並存する状態が比喩理解の状態だと考えられる． 
 

4.2. 圏の不定化に向けて 
新しく射 fが生まれることや，自然変換が探索され Fが見出される動的な過程は，圏論の枠組みの中

では記述できない．本論文ではこういった動的な過程を表現するために簡単な確率過程を提案する．た

だし，その数理的構造の詳細は現在研究をすすめており，本論文では主要なアイディアの提案に留める． 
その過程を記述し説明したい主な現象は，静的なイメージの空間をもとにして，あるイメージの想起

を契機に他のイメージが想起されイメージの意味のコスライス圏がある時間形成される過程と，探索的

に自然変換が創造される過程である．このために，想起可能性の各射𝑓Lに想起確率𝜇Lを対応させ（ただ
し，確率は Cの圏における確率であり，コスライス圏の中では正規化されていない），また射の励起と
緩和の過程（存在の有無の変化）を以下のようなルールで定義し，圏の不定化を行う． 

 不定化された圏は（C，μ，R）の三つ組で表される．Cは元の圏，μは射の確率的重み，Rは励起と
緩和のルールである．確率的に励起した圏𝐶N1O,Q	は圏 Cの部分的な圏であり，時刻 tで励起しているすべ
ての射を含む． 

TINTでは，Cは元のイメージの圏，μはあるイメージから別のイメージへの想起確率，Rは射の励起
と緩和過程のルール，𝐶N1O,Q	はその時点で想起されている想起関係すべてを含む圏である．著者らは，現
在までに暫定の TINTの公理として以下のものを考えている．比喩理解の過程に沿って説明する． 

 
• 全てのイメージの体系と全ての想起関係は圏 Cとしてモデル化される．想起確率μと励起緩和
のルールは以下のように導入される．	

• イメージ Aの意味はコスライス圏と想起確率μによってモデル化される 
• 「Aは Bのようだ」という比喩表現によって，射𝑓:𝐴 → 𝐵が励起される．fは fのμの値𝜇Rに関
わらず必ず励起される．この射 fの励起を契機に，励起と緩和の過程を経て Base of metaphor functorに
対する自然変換を満たす関手が構築される． 
• 励起の過程は以下のルールに従う． 

0.（Basic rule）：励起した二つの射の合成によってできた射は励起する．域と余域の対象と同一視
できる恒等射が励起している射は励起する（μに関わらず必ず励起する）． 

1.（Neighboring rule）：励起した射の余域を域に持つ射はμに依存して決まるある確率で励起する． 
2.（Fork rule）：域を共有している射が励起しているとき，その余域の間の射（あるいは間の射に相

当する合成射）が探索され確率μに従って励起する． 
-- ルール 1あるいは 2の特別な場合として，逆射も確率μで励起する． 

• 緩和の過程は以下のルールに従う（励起に比較して長い時間で緩和過程は起こる）． 
  1.(Anti-Fork rule）：域を共有する 2つの射が互いの余域間に射を持たないとき，この 2つの射の励
起はおさまる（2つの射はその時点の圏からなくなる） 
• 以上の過程を経て，不定圏は定まり，励起した射の族は f\C（BMF）の自然変換を成す（ここ

で生まれる自然変換が不定自然変換である） 
． 

図 3：f\C’に対する自然変換が探索され，
比喩の関手 Fが構築される． 
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• ここまでの不定自然変換の過程によって，μの値が変化する（学習が起こる）．このμの変化

はイメージの想起関係の変化であり，この変化によって私たちの世界の見え方が変化する． 
 
5. TINTによる比喩理解の過程の説明例 
ここまで，TINTの定式化を行った．本節では，具体的な比喩文を取り上げて TINTを用いた比喩理解
の過程の説明を行い，TINT	 の理解を深める．ただし，不定化の部分ついては今後精緻化すべき点も
多く，具体的な確率の計算例を示すには至っていない(1)．ここでは，具体的にどのような課題が現れる

かを明らかにする意味も含め，現時点の TINTを用いて具体的な比喩理解の過程を追う． 
三好達治の『土』（三好，1932）という詩の中の比喩を例に説明する．『土』は次のような詩である． 
 
 蟻が 
 蝶の羽をひいて行く 
 ああ 
 ヨットのようだ 
 （三好達治，『土』） 
 
	 この詩では，何が何に喩えられているのかいくつか解釈があり得るが，ここでは試みに「羽が（ヨ

ットの）帆のようだ」という比喩が込められていると考えて TINTを用いてみる(2)．この状況は図 4の
ように表現できる．羽と帆のコスライス圏には詩の中に出てくる単語が対応するイメージを中心にい

くつか記述した（これ以外にも想起されているイメージがあって良い）．詩の中に書かれている単語に

対応するイメージは想起されている（対応するμに関わらず射が励起している）と考える．比喩の措定

によって，羽と帆の間に想起関係の射 fが励起する．fをもとにした関手 f\C（Base of metaphor functor）
によって𝑏J ∈帆 ∖ 𝐶が 𝑏J ∘ 𝑓 ∈羽 ∖ 𝐶にうつる．このbJ ∘ 𝑓を fができる以前の羽 ∖ 𝐶の対象にうつすよ
うな自然変換が探索されるが，その過程として，Fork rule によってbJ ∘ 𝑓とaJは同じ C の対象である
「羽」を域に持つため，この二つの射の余域を繋ぐ射が探索される（このとき，「羽」を域とする射は

他にも多くあるため（例えば「蟻」や「三角」など），これらに対しても同様に以下の過程が起こる）．

この射は合成射でも良いが，ここでは直接繋ぐ x が見出されたとしている．どのような経路が選択さ
れるかは各射が持つμに依存し，ここでは他の合成射よりも x の𝜇1が相対的に高かったため x が選ば
れやすかったと考える(3)．この x は𝑏J ∘ 𝑓 ∈羽 ∖ 𝐶を𝑎J ∈羽 ∖ 𝐶に写す射であり，𝑓 ∖ 𝐶の自然変換 F の
要素となりうる．同じように，様々な場所で Fork ruleを始めとするルールが適用され，自然変換 Fの
要素となりうる射が見出される．これらは全て同じ部分圏に対する自然変換の要素となるとは限らな

いが，これらの射の間に自然変換が要請する関係が担保されるとき，それらは同じ自然変換の一部と

なる． 
自然変換の一部になる過程を確認するため，図 5を用いて他の射の発見も見よう．この例では同時に
新しいイメージの創造（発見）の過程も追うことができる．「羽」から出る二つの射𝑓と𝑎Uに Fork rule
が適用され，この余域の間を繋ぐ射が探索される．直接これらを繋ぐ射は𝑦だが，この𝑦の想起確率𝜇W
が小さく直接は想起できないとき，これらの間を繋ぐ合成射が探索される．この合成射は様々あるが，

図中では中継するイメージとして「海」が見出され，「帆」から「海」への射bUと海から土への射zの

図 4：『土』の比喩の措定 図 5：土から海のイメージの発見過程 
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合成射が見出されている．このとき，zはbU ∘ 𝑓 ∈羽 ∖ 𝐶を
𝑎U ∈羽 ∖ 𝐶にうつす射であり，自然変換の一部になりうる．
さて，もしxと𝑧が同じ自然変換の要素ならば，図 6のよう
に，iと jが存在する．これは図 7のように表すと明らかで
あろう．注意すべき点は，𝐹および𝑓 ∖ 𝐶はコスライス圏の
間の関手のため，Cの対象ではなく，コスライス圏の対象
である C の射同士の対応づけが記載されている点である． 
さて，この自然変換が見出された図が表現する「羽は帆の

ようだ」という比喩の理解の解釈を考えてみると，「羽に

とっての蟻は帆にとってのヨットであり，羽にとっての土

は帆にとっての海である．蟻にとっての土はヨットにとっ

ての海である」という対応づけがなされており，「土の上

を蟻によって運ばれていく羽」の様子が「海の上をヨットによって運ばれていく帆」の様子と対応する

という解釈だと見なせるだろう(4)． 
ここまでの過程において，「土」というタイトルに対応する「海」のイメージが見出されたことで，

土と海の対比が際立ち，詩情はいっそう豊かに感じられ，たとえばこの対比において，土や海に関連す

る色や空気の感じなどがそれぞれのコスライス圏に加わり，いっそうイメージ豊かになる過程もありう

る．こういった過程は，土や海を通じてさらなる想起が起こる過程と見なせるだろう． 
このようにして種々のイメージが想起されるが，Fork ruleに基づく探索によって適当な射が見出せな
い場合，Anti Fork ruleによって，それらの射は抑制され，消えていく．また，より豊かな自然変換（対
応する部分圏が大きい）方が豊かな解釈として選ばれやすい可能性はあるだろう． 
ここまでの説明では，μと主に Fork ruleによって射の探索が行われ，結果として自然変換の形式にな
ると述べた．もう一つの考え方として，探索時にすでに自然変換となるような射の族が優先的に探索さ

れる可能性もあるだろう．たとえば，図 8のように，二つのコスライス羽∖ 𝐶	と帆 ∖ 𝐶に共通して，「引
く」への射があるような場合（わかりやすくするため，Cの対象である「引く」を二つ記載している），
これらと自然変換がなされるように𝑥が探索される可能性を考えることができる．その場合，「蟻」と
「ヨット」が共に「引く」との想起関係を持つため，「ヨット」に対応するイメージとして優先的に「蟻」

が見出されうるだろう（正確にはそれらのイメージへの射が優先的に励起される）． 
 

6. TINTの特徴と既存の比喩理解の理論との比較 
TINTの特徴は以下のようにまとめることができる． 
• イメージの意味，および比喩の意味をイメージの構造としてコスライス圏と関手を用いて表現す

る 
• 被喩辞と喩辞の間の相互作用を，不定自然変換の構築過程として，構造と構造の間の相互作用と

して表現する 
• 新規比喩の理解の過程を複数の解釈（自然変換）が共存する状態として表現する 

図 6：自然変換の確認．xや zといった
射の族が自然変換となる． 
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図 7：自然変換の確認 

図 8：「引く」同士の自明な関係をもと
にした自然変換の制約 
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• イメージの圏として比較的静的な意味の空間を表現し，かつ射の確率的な励起と緩和の過程によ

って比喩理解の動的な過程を表現する 
1 節で述べたように，著者らは比喩理解においてもっとも重要な過程は被喩辞と喩辞のイメージが新
たに繋がることによる新規な意味の創造過程だと考える．被喩辞と喩辞の意味はそれぞれ他のイメージ

との関係性からなる構造で決まっている．したがって，比喩の意味が被喩辞と喩辞の相互作用からなる

と考えるなら，構造と構造の相互作用を表現することが自然であるように思われる．ここでは，この観

点から，過去の比喩研究との比較をごく簡単に行う．比喩研究の詳しいレビューは平・楠見（2011）や
内海（2013）を参照されたい． 
これまでも多くの比喩理解の理論が提案されてきた．特に，Gentner（1983）の構造写像理論をもとに

比喩理解の理論として提案された隠喩履歴理論（Bowdle & Gentner, 2005）は，“構造写像理論”という
名前の通り，二つの概念の間の対応づけを，それらの概念を構築する（概念的な）要素の体系同士の対

応づけとする．この理念は構造間の対応づけという点で TINT と類似する部分があると考える．しかし
ながら，構造写像理論や隠喩履歴理論では，実際にはそれらの要素の One-to-one mappingを行なってお
り，構造同士の相互作用としては十分ではないと思われる．また「構造として同じ」という「同じ」の

定義が十分ではなく，述語論理的な表現に制限されている点も課題だと考えられる．TINTは，圏論の枠
組みで関手や自然変換を「同じ」の定義として持つ．関手や自然変換は可換図式の意味で構造単位の対

応づけを行なっており，より構造同士の相互作用の表現方法として、著者らはよく定義され適当な表現

になりうると考える． 
また，Kintsch(2001)は比喩理解のモデルとして Predication モデルを提案している．Predication モデル

では，共起関係を元に単語の距離を定めたベクトル空間を構築する潜在意味解析を用いて，被喩辞と喩

辞のベクトルの重心と，被喩辞や喩辞のベクトルと類似する複数個のベクトルの，重心ベクトルを比喩

の意味を表すベクトルとし，この合成ベクトルと類似性が高い意味特徴を比喩の解釈とする．このモデ

ルでは，ごく簡単に言えば，被喩辞と喩辞の相互作用をベクトルの合成と見なしており，比喩理解のあ

る側面を捉えている可能性はあるものの，“比喩”として新しい意味の創発過程を捉えることは難しい

と思われる． 
一方，潜在意味解析とは異なる手法で，単語の意味をベクトル表現する方法として，bag-of-words モ
デル（ある単語 xをその単語 xが現れている文脈の他の単語から xを推定する）や skip-gramモデル（あ
る単語 xの表現ベクトル xを用いて，xが出現する文脈に出現する他の単語を推定する）等が提案され
ており（Mikolov, Chen, Corrado, & Dean, 2013; Mikolov, Sutskever, Chen, Corrado, & Dean,2013），word2vec
として実装されている．word2vecは比喩理解を説明するモデルではないが，類推に類似の構造がベクト
ル空間に表現されることが報告され，注目されている．こういったモデルと本理論の関係は明らかでは

ないが，これらのモデルが文脈的に近い距離にある単語同士の空間上での距離を近くに配置していると

考えると，近似的にイメージの想起の強さと距離の近さを類似と考えられる可能性がある．もしそうな

らば，たとえば word2vec で表現された距離を想起確率の逆数のような形で用いるなど，本モデルの検
証に利用できる可能性がある． 
 
7. 今後の研究 
本論文では新しい比喩理解の理論として TINT を提案した．TINT は現在のところ，アイディアの段階

であり，今後理論の精緻化や検証に向けて以下のような研究が必要だと考えている．	

1. 簡単なトイモデルを作り比喩理解の表現として TINT がどの程度妥当か確かめ，改善する	
2. 比喩の理解過程の時間的な発展をシミュレーションできるように実装し，人が妥当だと思

う比喩の解釈との類似性を調べ，理論の妥当性や改善を試みる．  
3. より詳しい先行研究との比較を行う．将来的にはパフォーマンスの比較も行う	
4. 人を使った検証実験を考え，試みる 

1は，いくつか比喩の例文を用い，少ない数のイメージからなる圏をトイモデルとして主観的に手作
業で書き，想起確率μについても手作業で主観的に設定し，確率の合成等の演算を定義した上で，比

喩の措定から始まるイメージの励起や緩和の過程を追い，妥当な意味の解釈が表現されるか検証する．

比喩文に対して図 4のようなイメージの圏を書き，全てのイメージの間の確率を仮に設定すれば良く，
また確率μは相対的にしか効かないため，たとえばヨットから蟻とヨットから土への相対的な想起の

しやすさを想像しながらμを設定するような方法を取れば良い．ごく簡単な主観的なトイモデルだが，
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理論の精緻化の課題が明らかになることが期待できる． 
2は，1を踏まえ，コーパスなどを利用して，より大きなイメージの圏と想起確率を導入し，シミュ
レーションを行う．6節で述べた word2vec等の意味空間を近似的に用いることが可能であろう．ただ
し，word2vecの意味空間の距離がなぜアナロジーを可能にしているのかなど定性的な性質が必ずしも
明らかでないため，シミュレーションに影響しうる利用する意味空間の潜在的にもつ特徴には注意が

必要である． 
3は，6節の先行研究との比較は思想的な部分にとどまっており，より具体的に理論の定性的な比較
や，説明可能な範囲の比較，シミュレーション等によるパフォーマンスの比較などを行い，TINT の
性質を明らかにしたい． 
4については，1〜3によって TINTの理論の性質をよりよく分析したのちに，他の理論と弁別可能な
予測を構築し，これを人を対象とした実験によって確かめることが考えられる．たとえば，想起確率

をプライミング等の手法でコントロールし，自然変換の探索過程をコントロールすることで，起こり

やすい比喩の解釈をコントロールできる可能性があるだろう．もしその結果の解釈の変化の予測が，

他の理論と異なれば，TINTの傍証になる． 
モデルの精緻化にあたり，とりわけ以下の点が重要となる．TINT は，これまでの理論とは異なり，
被喩辞と喩辞の相互作用をそれぞれの構造同士の相互作用として陽に扱う．構造同士の相互作用の記

述を可能にしたのは，関係性の記述に優れる圏論の構造と，それを不定化した確率過程のアイディア

である．ただし，理論の一つの中心にある自然変換の制約は非常に強いのに対し，自然変換が成り立

つ適切な部分圏を確率過程によって生み出す過程の自由度は現在のところ高い．自然変換の構造を有

意味に担保した上で，いかに想起確率μと励起確率を定義しモデルに導入するかが大きな課題であり，

かつ意味空間等を考える上でも興味深い問題だと考えている．この課題に取り組み，また 1〜4 の研
究課題を一つ一つ進めながら TINTを検証し，洗練していくことで，比喩を理解するとはどのような
認知なのか，これまでの研究とは異なる観点から研究を進めることが可能になると期待される． 
 
注 
(1) この点に対する著者二人の立場は必ずしも一致していない．第一著者の布山の立場としては，確率μと現在のルー
ル R の体系では比喩理解を記述するのに十分ではないと考えている．その理由は，比喩理解が多義的とはいえ，
典型的に多くの人が（文化が類似な条件下で）思い浮かべやすい比喩の解釈とそうでない解釈があると考えられる

が，その優劣がこの理論では十分表せないためである．一方，第二著者の西郷は必ずしもこの点に同意していない．

本研究報告資料は布山の立場に従って書かれている． 
(2) 「A は B のようだ」という単純な比喩文であればこういった何が何に喩えられているかといった判断は必要ない
が，詩の場合などそもそも何が何に喩えられているのかが判然としない場合，比喩理解はその措定された比喩関係

の探索から始まると考えられる．TINTの処理によって，もっとも対応づけがうまくいった（豊かな自然変換がな
された）比喩関係を用いて比喩の解釈が行われる，あるいはうまくいった複数の比喩関係の重層的な理解として解

釈が行われる可能性があるだろう．  
(3) この過程は，次の例であげたように，「羽」を域とする𝑎Jと𝑓の射に対する Fork ruleの適用の結果，「帆」と「蟻」
を繋ぐ射が探索され，合成射であるx ∘ bJが見出される過程としてもありうる． 

(4) 後述の通り，「羽，土，蟻」の想起関係は「想起」以上の意味を持っていない．よって，文法的な解釈は，実際に
はそれに相当するイメージの想起をもって行われていると考えるべきであろう． 
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【要約】博物館学習では，展示物に対する解釈と理解を関連付けながら，個人的経験と客観的知識を関

連付けることによって知識が構成される．博物館での学習効果は，来館者の主体的な態度が重要な意味

をもち，博物館訪問に至るまでの来館動機や対象分野の予備知識にも影響される．博物館への来館動機

について大学生を対象として行った調査の結果，古代史系博物館への来館動機が最も低いことが確認さ

れた．本研究では，古代史系博物館を対象として，展示解説におけるストーリー性の有無が来館動機に

及ぼす影響について実験的検討を行った．さらに，事前学習における教示内容の難易度について把握す

るために，古代史関連の企画展示に関連したクイズアプリを博物館内外に設置してフィールド調査を行

った．本稿では，これらの結果を踏まえて，博物館学習支援について筆者らが目指す研究の方向性につ

いて報告する． 

 

【キーワード】博物館 学習支援 来館動機 ストーリー性 

 

1. はじめに 

博物館は有形および無形遺産に関する資料を収集・保管し，教育的配慮の下に展示・伝達する社会教

育施設である．近年，文化や自然における多様性保護・促進の観点から，博物館の責務として遺産の重

要性に関する意識や理解を啓発する教育的側面が一層重視されつつある(UNESCO, 2015)．展示物を介し

て知識を伝達する役割を担う博物館では，学習者自身が展示内容の意味を解釈し，個人的経験と客観的

知識を関連付けることによって知識を再構成する主体的な学びが求められる． 

博物館体験では実際に来館することが前提となるが，博物館が扱う分野によって来館意向の程度は異

なると考えられる．筆者らは，様々な分野の社会教育施設と娯楽施設を対象として大学生の来館動機に

ついて調査を行った．その結果，古代史系博物館への来館動機が他の施設に比べて特に低いことが確認

された．このように来館動機の低い博物館では，展示物への素朴な興味やその背景に関する前提知識を

潜在的な来館者に伝え，内発的動機を高めることが重要となる．特に，来館意向が低い潜在的来館者を

想定した事前学習段階では，館内展示のように一連の流れをストーリーとして伝えるだけでなく，特定

の展示内容に関心を持たせる工夫も必要と考えられる． 

本研究では，古代史系博物館を対象として，主体的な学びを支援する教示内容の構成について検討す

るにあたり，来館動機が形成される前段階に着目して実験的検討を行った．また，古代（古墳時代）の

歴史を扱う大阪府立近つ飛鳥博物館，堺市博物館と連携し，2017 年 7 月にユネスコへの世界文化遺産登

録推薦候補に決定した百舌鳥・古市古墳群について理解を深めてもらうための古墳群マップアプリ，ク

イズアプリ，映像コンテンツを開発している．これらのアプリやコンテンツを用いて実施した展示イベ

ントや企画展協力を通して，来館意向の形成段階に適した難易度の教示内容を検討するための基礎的デ

ータ収集を行った．以下，２章では，博物館が遠隔地にある場合も考慮して，大学生を対象として実施

した来館動機に関する調査結果を示す．３章では，古墳の復元模型について解説する映像コンテンツを

用いて，展示解説におけるストーリー性の有無が来館動機に及ぼす影響について検討した結果について

述べる．４章では，博物館を含む展示エリアにクイズアプリを設置し，展示内容を教示する際の難易度

について検討した結果を報告する．最後に，これらの検討結果と経験を踏まえ，来館動機の形成も含め

た博物館での学習支援について，筆者らが目指す実践研究の方向性と展開について述べる． 

知識共創第8号（2018）

Ⅲ6-1



 

 

 

2. 博物館への来館動機調査 

博物館への来館動機については，展示物への興味，専門知識の習得，日常と異なる経験を求めて，同

伴者としてといった理由(Falk, 2012)が知られている．また，そのような調査結果から来館者の意向を考

慮しつつ，展示方法や企画内容を工夫する必要があると指摘されている(Falk, 2012)．しかしながら，上

記の調査結果は，実際に博物館を訪問した人を対象としたものであるため，未だ来館経験を有しない潜

在的来館者を対象として来館意向の程度を把握することも必要である．また，来館動機は，個人の興味・

関心だけでなく，その博物館が遠隔地にあるかどうかによっても異なる可能性がある． 

博物館が扱う分野によって来館動機の差異がどの程度大きいかを確認するためにアンケート調査を

実施した（実施期間: 2017 年 6 月 29 日～7 月 12 日）．本調査では，４種類の社会教育施設に娯楽施設

（遊園地）を加えた５種類の施設について，異なる所在地域（関西圏・関東圏）から２施設ずつ計 20 施

設を選定した（表１）．対象施設は，認知度に偏りが生じないように，観光レビューサイトで評価が上

位にあるものを採用した．施設の所在地域については，評価協力者が関西在住のため，距離的な理由か

ら容易に訪問できないことが来館意向に影響する可能性を考慮して設定した．調査は大学内の研究室で

行われ，情報系学部の学生 63 名が参加した．評価対象 20 施設について施設名と施設の概要説明を付記

した質問紙を全ての参加者に提示し，来館動機を７段階（1:全く行きたくない ～ 7:非常に行きたい）で

評価するように求めた．対象施設はランダムな順序で提示され，全ての参加者が全 20 施設について回

答した． 

調査結果を表 1 に示す．施設種別（５種別）と地域（関西／関東）の２要因分散分析を行った．その

結果，施設種別の主効果に有意差〔F(4,630)=58.10, p<.001〕がみられ，地域の主効果（F < 1）と交互作

用（F < 1）に有意差はみられなかった．多重比較（Bonferroni 法）を行ったところ，古代史系博物館へ

の来館動機（3.13）は，科学館，動物園，遊園地に比べて有意に低かった（いずれも p<.001）． 

 

3. 展示解説提示に関する実験的検討 

歴史系博物館では展示された資料自体に加えて，その背景について理解を深めることが重要とされて

いる(小笠原, 2012)．しかし，歴史系博物館に特に興味や関心を有しない場合，まずは展示内容に着目す

る契機を与えて興味を喚起しながら，その背景にも目を向けるように主体的な学習態度を段階的に醸成

する支援が必要となる．展示解説の内容にストーリー性を持たせることの意義が指摘される場合が多く，

館内展示では来館者に展示資料間の関係性を理解させることを企図した展示配置が行われる場合が一

般的である(小笠原, 2012)．それに対して，来館意向が低い潜在的来館者を想定した事前学習段階では，

館内展示のように一連の流れをストーリーとして伝えるだけでなく，特定の展示内容に関心を持たせる

ことによって対象への興味を喚起することも必要と考えられる． 

3.1 映像素材 

古墳時代から飛鳥時代を専門的に取り扱う大阪府立近つ飛鳥博物館では，我が国最大の前方後円墳で

表 1 来館意向の調査対象施設と調査結果（N=63） 

施設種別 
対象施設 平均 

評価値 関西圏 関東圏 

古代史系博物館 
堺市博物館（大阪府） 

兵庫県立考古博物館（兵庫県） 

さいたま市立博物館（埼玉県） 

群馬県立歴史博物館（群馬県） 

3.13 

(1.65) 

博物館 

（古代史系以外） 

京都鉄道博物館（京都府） 

神戸海洋博物館（兵庫県） 

郵政博物館（東京都） 

ＮＨＫ放送博物館（東京都） 

3.97 

(1.86) 

科学館 
大阪市立科学館（大阪府） 

明石市立天文科学館（兵庫県） 

日本科学未来館（東京都） 

多摩六都科学館（東京都） 

5.54 

(1.31) 

動物園 
天王寺動物園（大阪府） 

京都市動物園（京都府） 

恩賜上野動物園（東京都） 

多摩動物公園（東京都） 

4.79 

(1.53) 

遊園地 
ユニバーサルスタジオジャパン（大阪府）

東映太秦映画村（京都府） 

東京ディズニーランド（千葉県）

日光江戸村（栃木県） 

5.23 

(1.69) 

平均評価値に付記された括弧内の値は標準偏差 
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ある仁徳天皇陵古墳(1)とともに古墳築造当時

の様子を 150 分の 1 の縮尺で復元した大規模

模型（直径約 10 メートル）が展示されている

（図１）．この復元模型では，建物 150 棟，人

物 3,000 体，樹木 4,880 本，埴輪 73,000 本によ

って，埴輪や鉄器などの生産遺跡，古墳時代の

住居など様々なシーンが精巧に作り込まれて

いる(一瀬, 1996)．しかし，模型の縮尺から人

物の高さは 1 センチ程度と小さいため周囲か

ら細部の様子は見えにくく，シーンごとに解

説を加えることも容易でない．筆者らは，この

復元模型内のシーンをクローズアップしなが

ら撮影し，古墳時代の情景を伝える映像コン

テンツを同博物館の古代史研究者の協力を得

て制作し，同館内での展示や館外での企画イベント等にも活用している． 

本実験では，この復元模型の内容を解説する本編映像（配置順，築造順）2 種類とともに，その背景

を紹介する導入映像（仁徳陵古墳紹介，博物館紹介）2 種類を制作し，それらを組み合わせて計４種類

の映像コンテンツを用いた（表 2）． 

本編映像としては，復元模型に作り込まれたシーンを配置順に解説する映像（3 分 28 秒）と古墳が造

られる過程を築造順に解説する映像（3 分 25 秒）を用いた．配置順（ストーリー性なし）の映像には，

復元模型（図 1）の左側奥から反時計周りに観覧できる 5 シーン（玉づくり，豪族居館，倉庫，埴輪作

り，修羅作り）と最後に古墳全体を俯瞰する映像が含まれる．一方，築造順（ストーリー性あり）の映

像には，復元模型の右側で観覧できる 5 シーン（濠を掘る，石棺を運ぶ，埋葬の儀式，葺石を並べる，

埴輪を並べる）と最後に古墳全体を俯瞰する映像が含まれる． 

本編映像の内容を契機として古代史への素朴な興味を高めるには，復元模型の元となった仁徳陵古墳

や展示施設である博物館についても知ってもらう必要がある．そのため，復元模型の背景を紹介する導

入映像として，近つ飛鳥博物館の外観と展示品を紹介する映像（55 秒），仁徳陵古墳のドローンによる

空撮映像（55 秒）を用いた．博物館紹介動画は，博物館の外観と館内の様子を写真で提示した後，石棺

や修羅など古墳に関係する展示品 3 点を概要説明とともにスライドショーで紹介するものである．また，

仁徳陵古墳の空撮映像は，堺市大仙公園内で撮影したもので，古墳の正面から上空 147 メートルまでド

ローンが上昇しながら古墳の全容を撮影した映像である． 

3.2 実施要領 

実験的検討には大学生 176 名（平均年齢 21.4 歳）が参加し，導入映像と本編映像からなる映像コン

テンツを鑑賞することが来館意向に及ぼす影響について検証した（実施期間: 2017 年 12 月 6 日～2018

年 1 月 20 日）．各参加者には４種類（Ａ～Ｄ）の映像コンテンツをランダムに割り当て，映像コンテン

 

図 1 仁徳天皇陵古墳の復元模型 

（大阪府立近つ飛鳥博物館） 

表 2 提示した映像コンテンツの構成 

 A B C D 

背景紹介 

（導入映像） 

55秒 

古墳空撮 

 

 

古墳空撮 

 

 

博物館紹介 

 

 

博物館紹介 

 

 

復元模型解説 

（本編映像） 

約 200秒 

ストーリー性なし

（配置順） 

 

ストーリー性あり

（築造順） 

 

ストーリー性なし

（配置順） 

 

ストーリー性あり

（築造順） 
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ツ（導入映像・本編映像）を提示した後，来館動機に関わる 5 つの質問項目に７段階（1:最も否定的 ～ 

7:最も肯定的）で回答を求めた．動画再生と鑑賞後のアンケートへの回答は，研究室のサーバで稼働す

る Web アプリケーションを用いて実施した．参加者は各自の PC またはスマートフォンからブラウザで

実験の Web アプリにアクセスした． 

3.3 結果と考察 

来館動機に関わる 5 項目の質問への回答結果を表 3 に示す． 各質問項目について，導入映像の種別

（古墳空撮，博物館紹介）と本編映像のストーリー性（あり／なし）の２要因分散分析を行った．その

結果，質問 1, 4, 5 では，すべての主効果，交互作用について有意差はみられなかった（F < 1）．質問２

「近つ飛鳥博物館の仁徳天皇陵古墳模型を見に行きたくなりましたか？」では，ストーリー性の主効果

に有意差〔F(1,172)=6.67，p<.05〕が認められ，導入映像の主効果（F < 1）および交互作用（F < 1）に有

意差はみられなかった．また，質問３「近つ飛鳥博物館に行って色々な展示品を見たくなりましたか？」

についてもストーリー性の主効果に有意差〔F(1,172)=4.82，p<.05〕が認められ，導入映像の主効果（F 

< 1）および交互作用（F < 1）に有意差はみられなかった．質問 2 と質問 3 はどちらも近つ飛鳥博物館

への来館意向に関わる項目で，導入映像の違いによらずストーリー性なし映像を鑑賞した方がストーリ

ー性あり映像の場合より来館意向が有意に高まることが確認された． 

その他の項目（質問 1, 4, 5）についても平均評価値はストーリー性なしの方が高い値を示した．古墳

や古代史への興味が高まったかどうかを問う質問 4 については，有意差はみられなかったものの，スト

ーリー性なし映像を鑑賞した協力者の評価値は質問 2, 3 に対する平均評価値より高かった．このことか

ら，映像素材を用いた事前学習によって内的動機付けを高めようとする場合，ストーリー性を考慮する

ことが必須の要件であるとは限らず，教示内容について様々な工夫の余地があると考えられる． 

 

4. 解説内容の難易度に関するフィールド調査 

前章の実験的検討は，古代史系博物館への来館意向が低かった大学生対象として行われた．事前学習

におけるストーリー性の位置づけとは別に，来館時または来館前に展示解説をどのような難易度で提示

すべきかについても検討が必要となる．筆者らは，これまで百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進

本部会議および堺市博物館・近つ飛鳥博物館の協力を得て，学習支援のための古墳群クイズゲームアプ

リを開発してきた．このクイズアプリの正答率から展示資料の解説内容の難易度について検討するため

に，博物館内外で来訪者が自由に体験できるようにアプリを設置してフィールド調査を行った． 

4.1 古墳群クイズゲームアプリ 

このアプリは，実際に配布されている館内マップやウォーキングアップ上のルートに沿って目的地ま

で移動しながら出題されるクイズに回答するゲームである（図 2）．プレイヤーは最初にクイズの難易

度を選択し，ゲーム開始後はキャラクターが各出題ポイントまで自動的に移動する．出題ポイントに到

達すると，古墳または博物館展示品に関する３択のクイズが出題される．クイズに順次回答しながら，

目的地まで移動する間に計６問のクイズに回答する． 

表 3 質問項目に対する回答の平均評価値 (N=176) 

  ストーリー性 

あり(n=88) 

ストーリー性 

なし(n=88) 
 

質問 1 実物の仁徳天皇陵古墳を見に行きたくなりま

したか？ 

3.56 

(1.69) 

3.97 
(1.45) 

 

質問 2 近つ飛鳥博物館の仁徳天皇陵古墳模型を見に

行きたくなりましたか？ 

3.52 

(1.62) 

4.13 

(1.47) 
* 

質問 3 近つ飛鳥博物館に行って色々な展示品を見た

くなりましたか？ 

3.50 

(1.71) 

4.01 

(1.38) 
* 

質問 4 古墳や古代の歴史に興味が湧きましたか？ 3.91 

(1.73) 

4.36 

(1.58) 
 

質問 5 古墳や古代以外で歴史に興味がありますか？ 4.45 

(1.92) 

4.61 

(1.87) 
 

括弧内の数値は標準偏差， *p <.05 
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このアプリは，設置場所に応じて異なる内容で出題できるように大仙公園エリア編，近つ飛鳥博物館

編を用意した．大仙公園エリア編では百舌鳥古墳群ウォーキングマップ上を，近つ飛鳥博物館編では同

博物館の館内マップ上をそれぞれ移動する．実際のマップ上をキャラクターが移動しながらクイズに回

答することで，プレイヤーは古墳群や博物館内を疑似的に回遊できるようになっている． 

大仙公園エリア編のクイズ問題（25 問）は，博物館の展示資料や文献に記載された解説文を参考に，

出題対象となる展示物の特徴が説明されている箇所をもとに作成した．近つ飛鳥博物館編のクイズ問題

では，以下の作問指針を定めて２段階（初級・中級）の難易度を設定して 20 問ずつ作成した．初級は，

対象そのものを知らなくても一般常識で回答できる，提示された問題文から回答を推測しやすい，選択

肢から消去法で回答しやすい問題とした．中級は，対象そのものについてやや専門的な知識が必要とな

る問題とした． 

各クイズアプリでは，同一難易度の問題群から６問がランダムで出題される．そのため，同じ難易度

で繰り返しプレイしても，正答率を簡単に上げることは難しい仕様となっている．また，プレイ終了時

には，５位までのランキングを表示するようにした．このランキングでは，６問中の正答数が多いほど，

また回答に要した総時間（問題提示から選択肢選択までの時間の合計）が短いほど上位に表示される．

このクイズアプリは来訪者が自由に体験できる場に設置するため，ランキングを表示することでアプリ

体験への外的動機付けとなることを意図した．  

4.2調査要領 

古墳群クイズゲームアプリを近つ飛鳥博物館，堺市博物館，商業施設の３箇所に設置し，来訪者が自

由に体験できるようにした．それによって，実来館者（博物館内）と潜在的来館者（館外の商業施設）

の正答率を比較し，難易度の差異について検討することを意図している． 

博物館外での展示は，JR 大阪駅北側に隣接する大規模商業施設であるグランフロント大阪内の展示ス

  

(a) 開始画面での難易度選択 (b) 出題されたクイズ例（初級） 

図 2 古墳群クイズゲームアプリの画面例 

  

(a) 博物館外（グランフロント大阪） (b) 堺市博物館内 

図 3 古墳群クイズゲームアプリ展示の様子 
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ペースで行った〔図 3(a)〕．古墳群マップアプリおよび古墳群ゲームアプリを大型タッチディスプレイ

で操作できるように 45 日間設置し，大仙公園エリア編と近つ飛鳥博物館編を来場者が選択できるよう

にした．一方，博物館内での展示については，堺市博物館の企画展エリアで大仙公園エリア編のゲーム

アプリ用端末（Windows PC）２台を 22 日間設置し，来館者が自由に体験できるようにした〔図 3(b)〕．

同様に，近つ飛鳥博物館の展示室では，近つ飛鳥博物館編のゲームアプリ用端末（Windows PC）１台を

30 日間設置し，来館者が自由に体験できるようにした． 

4.3 結果と考察 

古墳群ゲームアプリの体験展示における平均正答率を表 4 に示す．大仙公園エリア編の正答率〔表

4(a)〕について t 検定を行ったところ有意差〔t(1038)=-4.54，p<.001〕がみられ，館内の回答者の方が高

い正答率（0.64）を示した．さらに，近つ飛鳥博物館編〔表 4(b)〕の正答率について，難易度（初級／中

級）と設置場所（館内／館外）の 2 要因分散分析を行った．交互作用に有意差〔F(1,572)=8.98，p<.05〕

がみられたため，単純主効果検定を行った．その結果，難易度について中級の場合に有意差が認められ

〔F(1,572)=15.52，p<.001〕，中級問題では博物館内の回答者（0.67）の方が館外での回答者（0.51）より

正答率が高かった．また，設置場所については館外〔F(1,572)=37.50，p<.001〕・館内〔F(1,572)=22.58，

p<.001〕ともに有意差が認められた．以上のことから，古代史系博物館に実際に来館している人と未だ

来館していない人では予備知識に差があることが予想され，事前学習の支援においても学習者の有する

前提知識に応じた工夫が必要と考えられる． 

これらのアプリ体験では，博物館内・館外によらず，初級レベルのクイズを経験した上で，中級レベ

ルに取り組み，好成績を残すまで何度も挑戦する様子が観察された．したがって，来訪者に応じた適度

な難易度でクイズに取り組むことが，その後の来館動機に影響を及ぼす可能性がある．また，ゲームア

プリでは，対象物の写真画像とともに問題が提示され，問題はランダムに出題されるため回答する問題

間にストーリー性はなく，視覚的に興味を引くものが順次提示された状況に近いとみなすことができる．

そのため，3 章で用いた映像素材に相当する視覚的に印象に残りやすい写真画像等を利用することがで

きれば，このクイズアプリはストーリー性のない教示によって来館動機を高める学習支援方式のひとつ

として活用できる可能性がある．このアプリ体験の参加者からは，展示したゲームアプリを学習教材と

して利用したいとの声が聞かれて，古代史を専門とする学芸員からも楽しみながら学べる学習アプリと

して期待できるとのコメントを得ることができた．今後，展示用に開発したアプリをオンラインで利用

できるようにし，来館前の学習教材として活用できるようにする予定である． 

 

 

表 4 古墳群ゲームアプリ体験展示における平均正答率 

(a) 大仙公園エリア編 

実施場所 実施期間 正答率 回答者数 

【館外】グランフロント大阪 
45日間 

（2017/07/21～09/03） 
0.57

（0.25） 
341 

【館内】堺市博物館 
22日間 

（2017/07/22～08/12） 
0.64

（0.24） 
699 

正答率に付記した括弧内の数値は標準偏差 

 

(b) 近つ飛鳥博物館編 

実施場所 実施期間 
初級 中級 

正答率 回答者数 正答率 回答者数 

【館外】グランフロント大阪 
45日間 

（2017/07/21～09/03） 
0.77

（0.21） 
128 

0.51

（0.26） 
 40 

【館内】近つ飛鳥博物館 
30日間 

（2017/08/10～09/08） 
0.78

（0.22） 
255 

0.67

（0.25） 
153 

正答率に付記した括弧内の数値は標準偏差 

知識共創第8号（2018）

Ⅲ6-6



 

 

5. おわりに 

来館動機が高くない古代史系博物館を対象とした実験的検討によって，ストーリー性を伴わない映像

素材でも来館動機が向上することが確認された．その結果，学習者が古代史系博物館に特に強い興味・

関心を有しない場合，時系列的連続性としてのストーリー性を有する映像よりも，視覚的に興味を引く

素材を用いた映像提示も有用と考えられる． 

本研究では来館動機が特に低い古代史系博物館を対象に検討を行ったが，他の分野を扱う博物館や企

画展を対象として実験的検討とフィールド調査を実施することで，他分野への適用可能性についても検

討する必要がある．また，学習者に古代史への興味を持続させるには，事前学習において提示内容に対

する学習者の疑問に回答できるような仕組みとともに，段階的な学習シナリオを想定し，自己調整的な

プロセスを持続させることができる学習支援の枠組みも検討する必要がある． 
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(1) 古墳の呼称は複数あるが，本稿では「百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議」による呼称を用いた． 
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【要約】 
近代社会における地縁・血縁・職業による縁などの性格や位置づけが変化するに伴い、人のつながり

方の概念が再整理される中で、1980 年代中盤に「趣味縁」という概念が登場してきた。現代社会におけ

る趣味縁は、原則として各自の興味関心という自発意志以外に拘束力がない、弱いつながりである。逆

にその脆弱さを逆手にとって、趣味縁を軸に、地方都市の都心部のオフィスビルや商店街の空き空間を

暫定利用する市民有志非営利の活動が都心を再び埋め戻す姿が、2000 年代後半以降、札幌市や群馬県前

橋市で観察されるようになった（加藤,2017）。本稿は、筆者がモニターしてきた札幌の趣味縁の集団、

OYOYO での活動事例から得られた知見を、児童生徒の主体的・協働的学びを組織するためのアクティ

ブ・ラーニング（以下 AL と略称）の課題解決に応用することは出来ないか、その可能性を探る試みで

ある。 
 
 
【キーワード】 趣味縁 知識創造 知識共有 アクティブ・ラーニング 協調学習 

 

1. はじめに 

児童生徒の主体的・協働的学びを組織するために、アクティブ・ラーニング（以下 AL と略称）が、

昨今の教育現場で注目されている。 

AL とは、溝上（2015）によれば「北米で 1990 年代初頭に提唱された(Bonwell & Eison, 1991), 講義脱

却と学習と成長パラダイムにおける大学教育における学習論」である（p.6）。これは「一方的な講義形

式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称」（文部科学省

「用語集」）とされる。つまり AL には、従来の「知識伝達型」の授業よりも、他者と一緒に考えるこ

とで理解が進む「建設的相互作用」（Miyake,1986）が期待されている。具体的には、自分の考えを外

に出して確認してみる、他のメンバーの言葉や活動に接してより良い考えを作る、などのプロセスを経

ることにより、「個人内で理解が進化したり気付きや表現したりできることの質が高くなる」とされて

いる（三宅,2016）。 
しかしグループワーク学習などの実践の場おいて、学修者の資質や個性により必ずしも議論に活発に

参加できないメンバーが固定化してくる事例が往々にして観察される。 

本研究の目的は、協調学習の実践の場において、学習者個々の資質や努力などの問題とは別に、趣味

縁の集団に見られるメンバーの人的資源をコンテンツ化していく手法から、AL の場においても「建設

的相互作用」を誘発しやすいヒントを探ることである。 

本稿が対象事例とするのは、市民有志が札幌都心部の古いオフィスビルの一画を借りて自主運営して

いる「OYOYO（正式名称：OYOYO まちアートセンター、発音オヨヨ。以下 OYOYO と略称）」(1)を

拠点とした小集団、OYOYO ゼミである。ここで見られた、参加者自身の人的資源を集団全体の活動資

源として相互に明示する手法、個々が持つ専門性や技能の集団内での顕在化、可視化など、協調学習の
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小集団によるグループワークの課題解決に応用できないか、その可能性を事例から論じる。 

研究の方法は、参与観察に基づく質的分析と資料調査である。2010年冬以降、著者が OYOYO 美術部

（当時、現在は OYOYO ゼミ）の正式メンバーとなって収集した活動記録やインタビュー、アンケート

などの資料に基づき分析と考察を行っている。 

 

2. 趣味縁という用語 

議論に先立ち、趣味縁という用語の簡単な成立経緯を確認しておく。趣味縁とは、文字通り趣味を契

機としてつながる人間関係のことであり、1980 年代中盤に用語が登場している。1985 年 2 月に国立民

族博物館で行われたシンポジウム「日本人の人間関係」(2)で、「社縁(3)の人間関係」を論じた井上忠司

の論考が、筆者の調べでは初出と思われる（加藤,2017）。このシンポジウムでは、従来は地縁・血縁

以外の人のつながり方が社会で比重を増していた状況を踏まえ、教育学や社会学の登壇者たちが当時の

人間関係の現状について論点整理と分析を行っている。登壇者の一人であった井上は、当時の社縁の変

容を論じるにあたって「社縁の人間関係における結合の契機の特徴から、説明の便宜のうえで、かりに
．．．

『趣味縁』『選択縁』『情報縁』とよんでおこう」（井上,1987,p.250）（傍点は筆者）と述べている。

そして、続けて趣味縁を次のように説明している。「人々のあいだには、『目的（ないしは目標）達成

のために』という“目的志向”もさることながら、『それ自体が愉しみのゆえに』という“愉しみ志向”

の顕著な傾向が認められるのである」（同,p.251）。この井上の指摘は、今日の筆者のフィールドでも

顕著に観察されており、30 年後の今でも有効であった。 

その後 2011 年になって、社会学の浅野(2011）が、バンドや同人誌などいわゆるオタク的趣味を含め

ての若者の私的な領域でのつながりが、実際には社会参加や公共性への契機となっていることを、社会

関係資本の概念を用いて論じており、趣味縁という概念が再注目される契機をもたらした。 

これらの先行研究や、筆者自身による趣味縁集団の観察結果を踏まえ、筆者は現在、趣味縁の特色を

大きく次の３点と考えている（加藤,2017）。 

① 社会的「有用性」からの逸脱。 

② 選択縁であること。 

③ 所属する社会集団内での既存の役割からの解放（脱役割）と変身が可能。 

次章では、趣味縁の現代的な事例として、札幌の OYOYO ゼミ（次章で詳述）の活動を記述し、協調

学習で自主的で建設的な相互作業を阻害するような諸要因をどのように回避していたかを、紹介する。 

 

3. 対象事例 OYOYO ゼミ 

3.１ OYOYO の設立 

 札幌の中心部では JR 札幌駅前の再開発に伴い、大通地区から札幌駅前地区へと 2018年現在も都心と

しての比重が移行中(4)である。2000 年代後半には大通地区のあちこちに長期の空室が目立つようになり、

特に中古のオフィス物件にその傾向が顕著であった。そうした中、非営利の市民団体がオフィス街の空

室を借り受け、リノベーションをした上で、アートの活動拠点などに再利用する動きが活発になった。

そうした拠点群の中でも唯一「部活制」を採用して運営を始めたのが OYOYO である。 

OYOYO は、2008 年 5 月 18 日、大通地区の雑居ビルに市民有志による自主運営かつ非営利のまちづ

くり・アートの活動拠点として創設された。設立時は「大人の放課後」をキャッチコピーにメンバーを

公募し、学校の課外活動を模した「部活制」を組織運営の基本とした。図書部、文化部、放送部など、

参加者が希望する部活に所属し「部員」として活動する。これは部員が支払う部費を毎月の固定収入と

し、助成金に頼らず自立運営が可能となるよう構想されたモデルであった。活動開始後、何度かの制度

変更を経て、2012 年 5月に当時活動していた美術部、写真部などの部活は「OYOYO ゼミ」として一本

化された。今日では、空間を指す場合は OYOYO、そこを拠点とする集団を指す場合は OYOYO ゼミと

正式名称を呼び分けている。 

初期の OYOYO 設立に関わったのは、当時の大通地区の衰退と空洞化に深刻な危機感を抱いていた商

工関係者、まちづくり関係者らだった。彼らは、2007年に現在の OYOYO の空間（床面積 168.69 ㎡）

が家主の逝去によって空室となったことを受け、「まち魅力プレイヤーズ会議」を設立し、メディア、

映像、写真、アートなど各領域の活動主体となることを期待された人々（多くは後の各部活の部長）と
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ともに、OYOYO 設立構想を具体化していった。構想段階から、参加者が楽しく自主的に参加すること

で、自然と地域活性化が起こるような仕組みづくりに配慮がなされ、「部活制」も組み込まれた(5)。 実

際に部員の公募が始まると、年齢も所属も多彩な市民らが都心に「自分の居場所を持とう」と集まって

きた。 

筆者が着目する独特な活動デザインが特に顕著に見られた 2015年当時のOYOYO ゼミのメンバーは、

国家公務員、元自衛官、美術やサブカルチャーなどのプロデューサー、学生、主婦、ダンス教師、会社

員など 20 代から 50 代までの約 10 名強であった。イラストや写真などの創作活動を行う者と、鑑賞を

専門にする者とが混在している。正式メンバー以外にも、OYOYO 内に併設されているカフェの常連客、

企画に応じて参加する外部講師や一般参加者など、外部からの一時参加者も時々ある。 

OYOYO ゼミは、月額部費を収める者が正式メンバーである、という組織の輪郭を持っていた。

そのうえで、実際には毎回 10 数名のコアメンバーが毎週定例会に集って活動していた。本稿が論

じるのはその小集団内での人的多様性となる。第４章で述べる AL の学習環境、つまり閉じた空間

と固定した顔ぶれなどについては、小集団でのグループワークに限定して考えた場合、ある意味で

OYOYO ゼミと似た環境下であり、比較可能ではないかと考えるものである。 

OYOYO ゼミの運営については、毎月ゼミメンバー全員から集めた部費をとりまとめて OYOYO
に週一回の空間利用料として収めていた。この部費は、部長も古参も新人も幽霊部員も全員同額で

設定されていた。全員が同額を負担するため、メンバーは諸権利において対等であり、運営や企画に全

員が発言権と参加権を持っていた。重要案件は定例会の参加者全員で協議し決定を行う。参加や提案は

権利であって義務ではなく、仕事の都合や興味に応じて各自が望む形と頻度で参加可能であった。2012

年頃からメーリングリストで毎週一回の定例連絡が行われ、最新の決定事項や活動予定について、欠席

者を含めた全員が情報を共有するようになった。 

 

3.2 OYOYO の活動デザイン 

2015 年当時、OYOYO ゼミでは、毎週 1 回夜 8 時から 2～3 時間の定例活動を行っていた。主な

活動プログラムは、①打ち合わせ、②クロッキーや手芸等のワークショップ、③メンバーの 1人が

講師となって得意分野を解説する部員相互レクチャー、④その都度テーマを決めて全員が自慢の一

品を持ち寄って思い入れを語る「お宝鑑賞会」、⑤全員で近所を散策するマチ歩き、⑥外部講師を

招いての公開講座、⑦夏冬一回で恒例化してきた企画展、⑧電子書籍を含む各種出版物の製作など

であった。これらの活動スケジュールの調整は、定例会の「打ち合せ」で行われる(4)。以下に 2015

年秋の活動内容を紹介する。 

開催日 区 分 開 催 内 容 

10 月１日 打合せ 打合せ 

10 月 7日 打合せ 当日は暴風雨となり警報が出たため中止 

10 月 15日 部員相互レクチャー A氏による越後妻有の芸術祭探訪報告 

10 月 22日 打合せ 打ち合せ（ホールレンタルのため喫茶店にて） 

10 月 29日 打合せ 打合せ 

11 月 5日 部員相互レクチャー B氏による社員旅行（カンボジア）スライド報告 

11 月 13日 打合せ 打合せ 

11 月 19日 公開講座 病院で死ねない時代の医療・福祉を考える ～あなた

ならどう生きる？どう死ぬ？（訪問看護ステーション

所長・外部講師） 

11 月 26日 打合せ 打合せ 

12 月３日 公開講座 パーマカルチャー公開講座（外部講師） 

 

部員相互レクチャーは、希望者による旅行や趣味のプレゼンテーションであり、公開講座は一般にも

告知しての公開講座を OYOYO ゼミ主催で行うものである。 

上記の表のように、OYOYO ゼミの活動の形式やテーマは様々だが、いずれも趣味やアートを入口に

した参加者全員によるコミュニケーションとしてデザインされている。メンバー個々に蓄積された知識、
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技能、感受性、経験などの人的資源が OYOYO ゼミにおける主な「コンテンツ」である。 

創立当初から OYOYO は資金繰りに余裕がなかったこともあり、講師を招いたりイーゼル等を買った

りする資金が無かった。また、OYOYO ゼミは週一回の定例利用者の一つに過ぎず、空間の単独の専有

者ではなかったため、据え置きの備品を増やすことは厳しかった。そのため、筆者が正式参加した 2010

年末頃には一連の試行錯誤を経て、OYOYO メンバー自身が持つもの（人的資源）を活用する方向で、

主要な活動プログラムがほぼ出来上がっていた。上記表の 2015 年はそうしたプログラムのバラエティ

がよく見て取れる活動年度であった。 

 上記の表は、一見して区分欄に「打合せ」の登場する頻度がかなり高いのが見て取れる。文字通り、

打合せでは、企画やイベント運営に必要な議論は行う。しかしそれ以外にも、メンバーたちの新規コレ

クション自慢や最近見てきた映画や舞台の話、共通の知人の消息、休日の予定など、雑談に費やされる

時間も相当に多かった。普通であれば、運営上のノイズにしか見えない冗長性の許容は、見方を変えれ

ば、全員に発言内容と発言機会を選択する自由があることを具現化した姿である。また、議論の文脈か

らの逸脱の許容、具体的な企画や創作に落とし込まれる以前の曖昧な状態でのアイデア共有、私的体験

の尊重などもここに見ることができる。 
 OYOYO ゼミにおいては活動成果としての作品、企画、製作や創作技術の向上が目的ではないため、

効率的な運営はある意味で必要がなかった。メンバーたち自身が集団の活動コンテンツであり、その人

的資源を本人が望む言葉で望むように表出し、全員で共有して楽しむ。そうした各自の人的資源は絶え

ず更新されていく。脈絡なく展開していく雑談は、むしろ脈絡がなかったからこそ、そうした個々の人

的資源の再確認や興味の変遷に伴う新たな潜在力との出会いの契機を兼ねていた。そうした中から次回

の部員レクチャーの申請や、「最近知り合った人のお仕事が面白くて。公開講座をお願いできるかも」

などと展開していったりする。本業やそれぞれの生活を持った社会人達が、あくまでも余暇の「楽しみ」

の範疇で収まる程度の作業量と努力で、個々の楽しみを集団で最大化する着地点を全員が相互に探る、

そうした負荷や発言機会など関係性の調整も、雑談の多い打合せが同時に機能を果たしていた。 
 また、組織の水平志向の構造にも筆者は注目してきた。例えば OYOYO ゼミに一本化される前の旧

美術部時代、もしデッサンやクロッキーなどの技術研鑽型で発展していれば、自ずと技術の巧拙が相互

に認識され、メンバー間に序列が形成されていたかもしれない。しかし実際には、毎回のように講師や

企画提案者が入れ替わるので、メンバー間の序列が固定化されなかった。他人の発表回であっても「い

つかは自分の番」であるため、お互い様の配慮や相互の尊敬、対等な関係性が集団内で醸成されやすか

ったと言える。特に部員相互レクチャーやお宝鑑賞会は、各自の趣味や専門性が活動資源として全員に

共有され可視化される現場であった。 

どのメンバーも自分の好きなものについては実に楽しそうに生き生きと語り、筆者は現場での取材メ

モにしばしば「輝いている」という言葉で記述してきた。 

これについて、宮崎(2013, 111～112 ページ）は「学習者を正統参加者として認めることは、趣味で

あれ遊びであれ、学習者の経験を既に社会を構成する価値ある活動として認めることに他ならない」と

述べている。正にその意味において、メンバー達は自分の趣味や専門性、経験などを、場の多様性をま

せる価値ある「資源」として発現する機会を持った。 

つまり OYOYO ゼミは、週一回の数時間、共感をベースに相互の異質性を楽しみながら、各自の経験

や趣味嗜好、特定分野の知識など、個人的なもの(資源)の「社会化」を行っていると考えられる。そし

て筆者が特に注目したいのは、参加メンバー個々の資質や経験値、発表内容の優劣以前に、OYOYO ゼ

ミの活動デザインそのものが、ゼミメンバーの一人一人を、他のメンバーに対して資源として明示する

構造になっていた、ということである。 

OYOYO ゼミが、縦型の組織系統にならなかった理由はもう一つ考えられる。幹部メンバーの関わ

り方である。OYOYO ゼミ部長の S 氏は、筆者が参与観察を始めた 2010 年冬時点でも、毎週の活動に

欠かさず参加していた。しかし日常の活動には殆ど介入せず、家主との契約変更や企画展の方向性など

重要な議案の折だけ、初期からの経験や専門性に基づいたアドバイスを行ってきた。また OYOYO ゼミ

メンバーではないが、初期メンバーの一人で OYOYO 代表、本業ではメディアプロモーションやイベン

ト企画の事務所を経営している K 氏も、見守る参加形態を続けてきた。K 氏が経営する OYOYO 併設の

カフェの営業時間が OYOYO ゼミの活動時間と重複することもあって、S 氏と同様、出来る限り参加は

するが日々の活動にはほぼ介入していない。ホールレンタルなど外部との調整が必要な時のみ、OYOYO
ゼミに相談を持ち込む程度である。このように、いわゆる幹部メンバー達は「見守る」参加に終始して
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おり、必要な場合だけ助けながら、日常の活動と運営は常連参加メンバーに委ねている。 

筆者は、背景要因として、両名とも音楽、美術などアート関連での職業経験が長いことと無関係では

ないだろうと推測している。普通の組織やサークルであれば、活動がミッションをそれ始めた時に、軌

道修正なり指導なりが入る。K 氏 S 氏の両名とも、アーティストと仕事をしていて「え、そっちに行く

の？ でも、もしかしたらそっちの方が面白いかも」という見識のキャパシティを備えている。 

これについて、S氏は筆者の問いに応じて、次のようにメールで回答してくれた。 

「自分とスペースの関わり方は、ある時期から、『自分が手がけたものが、自分の手を離れ、自分で

も予想しないところに転がるおもしろさ。それこそ、本物の場のクリエイティビティではないか』と考

えるようになりました。」(5) 

つまり、OYOYO ゼミでは、幹部メンバーが早くから、そこで起こる創発の面白さに気付き、それが

最大限活かされるよう、フラットな体制での見守りの姿勢に徹して、日常活動には極力介入せず、トッ

プダウンの運営にしなかった。メンバー達は、お互い様の発想、「自分はこれが出来るけれどこの人は

こんな才能がある」という相互リスペクトをベースに、運営を行ってきた。往々にして冗長性の高い運

営であったが、同時に誰の発言であっても頭から否定されたり、笑われることがないため、メンバーは

安心して自由に発言し提案するようになった。 

 

4. 趣味縁の活動デザインから AL への応用の可能性 

以上のような OYOYO ゼミの活動事例を踏まえ、趣味縁の特徴から AL に適用可能ではないかと思わ

れる要素は、以下の３点である。 

4.1 多様性の尊重を誘発するアーキテクチャ 

第一に、AL でよく言われる「多様性の尊重」「多様な意見の尊重」を、学習デザインから誘発する

アーキテクチャである。学習課題が与えられるなか、参加する学生の意欲や思考力、積極性などには濃

淡がある。教員が「間違っても構いません」「意見を出してくれてありがとう」などの呼びかけを行っ

ても、小集団内では優秀な学生が運営や議論をリードし、自分の能力や技術では「その場に貢献出来な

い」と感じる学生がどんどん授業から後退していく光景は珍しくない。これは小集団に分かれて学習課

題に取り組む中で、参加者個々人が持つ基礎学力や発想力などの優劣が、そのまま集団での序列になっ

てしまう結果だと考えることができる。リカバリや逆転の可能性を感じられなくなった学生には、「で

きない自分」という認識が無言のうちに集団内に共有される苦痛な時間を過ごすことになる。 

OYOYO ゼミにおいても、個人の資質や能力は様々であった。だが、それを序列化する方向でなく、

多様なバラエティとして並列するような活動デザインのアーキテクチャ（濱野,2008,p.20）が敷かれて

いたと考えることができる。 

濱野は、アーキテクチャとは次の２点にまとめられるとする。 

① 任意の行為の可能性を「物理的」に封じてしまうため、ルールや価値観を被規制者の側に内面

化させるプロセスを必要としない 

② その規制（者）の存在を気づかせることなく、被規制者が「無意識」のうちに規制を働きかけ

ることが可能。 

濱野が挙げている例の一つが、飲酒運転の規制である。罰則や道徳教育の徹底によってでなく、「自

動車内にアルコール検知器を設置し、運転者が飲酒していればエンジンがかからないようにする」、と

いうのがアーキテクチャによる規制法である。 

前章で紹介したような OYOYO ゼミの活動デザインは、最初から意図されたものでは決してなく、経

済的制約や部活同士の合併による冗長性の増加など、偶然の要因が積み重ねで形成されてきた。余剰資

金もなく人数も限られた小集団で、特定の誰かに負担を寄せることなく、全員が無理をせずに有意義で

楽しく過ごせるやり方を模索する中から偶然たどりついた形態である。結果として、メンバーの人的資

源を万遍なく活動コンテンツに転用し、準備や発表に負荷の少ない形で、全員で楽しめるような活動デ

ザインが備わった。 

これは、AL で言うところの「一人一人の多様性を活かし相互に受容する環境」であり、「建築的相

互作用」（Miyake,1986）が発現するベースに該当すると筆者は考えている。 

OYOYO ゼミの活動デザインは、個々の参加者の資質によらず、背景も興味も異質なメンバー同士が
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楽しく数時間を一緒に過ごすために有効なアーキテクチャであった。持ち込まれる人的資源の水平な拡

がりを楽しみ、メンバー間で競うような縦軸の高さは志向しない。また毎週２時間限りの囲われた付き

合いであり、毎回講師と観客との立場が入れ替わり、「発表について非難しない」「誰かを傷つけるよ

うな言動をとらない」という規制が働いて、「荒らし」が起こらなかった。 

誰であっても貴重な人的資源として集団内に明示されるような構造で、学習デザインを組むこと。そ

ういうアーキテクチャの上に授業を設計すること。これは、工夫次第で AL にも十分に応用可能ではな

いかと考える。 

具体的には、小集団で学習課題に取り組むような授業の場において、参加する学生の知識や思考力の

差でなく、学生個々が持ち込む資源の多様性が全体の議論を豊かにすることを明示するような学習デザ

インを部分的に取り入れることが考えられる。例えば、新聞を使ったグループ学習などの場においては、

まず、学生それぞれが自由に選んで切り抜いて来る記事のバラエティは、自分とは価値観も考え方も興

味も違う「他者」という存在に気付かせる。これは同時に、自分では全く意識することのなかったテー

マに触れる契機でもあり、結果としてその日の議論の拡がりを担保してくれる。その後の議論や思考の

成熟度や技術などは、もちろん個々による開きがあるだろう。しかし「全員が、その人だけが持つ目線

によって、その人が居なければ小集団に持ち込まれない情報を全体にもたらしている」ことを明示する

学習デザインが前提となることにより、アーキテクチャとしての相互リスペクトや、「多様性の尊重」

「多様な意見の尊重」を誘発しやすいアーキテクチャになっている、と考えることは出来ないだろうか。 

4.2 初期段階で趣味縁を活かした自己紹介を 

第二に、趣味縁そのものが、雄弁にその人となりを伝える経路として有効である。 

OYOYO ゼミでは、新規メンバーが入ると、お宝鑑賞会を開いて各自の自己紹介としていた。例えば

「私のお宝映像 3分間」「私の写真この１枚」「私の秘蔵の音楽」などテーマを決めて、各自がテーマ

に沿った自分の逸品を持ち寄り、出席者は順番に短時間でその品のプレゼンテーションをしていく。何

をどんな風に大切にしている人なのか、そこに至るどんな人生のドラマを経てきた人なのか。趣味のフ

ィルターを通すと、履歴書等とは違った回路で、非常に多くの情報を短時間で共有できることが、すぐ

にゼミメンバーに実感された。つまり、「本人が望むような形での情報の集団への開示」「短時間でも

人間的な厚みを伴った相互理解」の手法として、趣味縁はOYOYOゼミでは非常に有効に機能していた、

ということができる。 

参加者の AL 授業への参加度合いには興味関心や性格等により濃淡があるが、例えば最初の方の回に

各自の趣味を組み込む形があると、全員の関心度や積極性が高まると考えられる。また、履歴書的な一

般の自己紹介よりも、相互の理解に有効ではないかと考える。趣味は、本人の自発意志のみで維持され

継続されている個人的志向であり、それがゆえに本人の独自性と、「好きなもの」に対する自主性が既

に内在している。OYOYO ゼミで発表するメンバーに常時見られたような、好きなものを自由に語る時

の「輝き」は、概して他人には十分に魅力的であった。これは、オンライン等を使った協調学習支援に

おいて、「学習者本人に関する情報の可視化」が十分でないと、相手先との人間関係構築が難しいこと

が指摘されてきた（中原,2002）が、こうした側面からも、趣味縁の応用を今後考えることが出来るの

ではなかろうか。 

4.3 冗長性の戦略的な活用 

第三に、小集団において冗長性が果たす機能の再認識である。OYOYO ゼミは明確な組織ミッション

がない。メンバーたちの写真やガンプラや鉄道趣味など個々の楽しみを集団で最大化するために、自発

的に集まっているだけであり、本人の興味関心や自発意志以外になんら組織の拘束力がない。このため、

打合せも雑談の時間がかなり入る。筆者は参与観察の最初、この雑談を「無駄」「非効率」と感じて大

いに違和感を覚えたが、徐々にその隠れた効能に気付くようになった。 

例えば、AL であれば「学生の関心と能力にあった課題設定」（中井,2015,p.32）を、教員やファシ

リテーターが準備する。OYOYO ゼミの場合、一見とりとめのない雑談は、まだ価値化されておらず、

集団の資源になるかどうかも分からないような曖昧な領域にあるもの含め、メンバーの人的資源を集団

内で言語化し、顕在化し、共有する機会である。会話の流れの中で偶然のように出てきた情報に「え、

あのマチ出身？ レクしてよ」「作るの、そんなに簡単なの？ 今度ワークショップして全員で作れな

い？」などと盛り上がり、実現することもママ起こった。集団の潜在的な人的資源は、日々の生活とと

知識共創第8号（2018）

Ⅲ7-6



 

 

もに刻々更新されており、雑談は、その折々の「集団構成員の関心と能力にあった活動設定」の準備を

兼ねていたと言える。 

他にもまた、雑談は、メンバーにかかる負荷と楽しみのバランスについて、集団で「なんとなく」調

整する場でもあった。「最近○○さんがレクやってないね。どう？」とか、「企画展も終わったし次回

も打合せでいいんじゃない？」など、各自が感じている企画疲れ感や運営プログラムのバランス感が、

少なからず打合せが終わった後の雑談の中でも登場していた。 

この雑談の肝心なところは、無目的であるがゆえに、集団の活動に貢献するかどうか未定の領域にあ

るもの、本人が自覚していないが資源化の可能性のあるようなものまで、集団で言語化され、共有して

いくことが可能になることである。組織的知識創造に照らすと、「暗黙知・形式知」「共同化・表出化」

の部分が、ゆるく相互に滲み出すようなイメージとなる（野中・紺野,1999）。 

これは、限られた時間内での学習成果という明確なミッションを持ち、運営プログラムも教員が作成

する AL にそのまま応用することは困難であり、また当面の必要性すらそもそもないかもしれない。 

逆に、冗長性が生きてくるのは、小集団での各自の顕在化していない才能の洗い出しや共有、初顔合

わせ、アイスブレイク等であろう。目の前の「目的を外す」ことによって、「本来意図していなかった」

新たな潜在資源を顕在化させる契機として、「冗長性」は今後の可能性を秘めているのではないか。 

冗長性のメリットを AL にどう組み込めるか、もしくは効果的な応用が実現可能かどうかは、まだま

だ検証すべき課題が多い。短期的には、その授業回のテーマに即した少人数に分かれてのフリートーク

の設定や、または事前準備など授業外活動での応用等が考えられるが、ここでは今後の可能性として言

及するにとどめておく。 

 

5. おわりに 

以上、本稿では、趣味縁集団に見られる活動デザインの要素で、AL に適応しても効果を発揮しそう

な要素について、その可能性に言及するにとどまった。詳細な分析や理論化、より具体的な提言及び応

用可能性の実証などには、到達することが出来なかった。これらについては、今後のさらなる研究課題

としたい。 
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注 

(1) 札幌市中央区南１条西 6 丁目 第 2 三谷ビル（1963 年建設）6 階の南側に入居していた。活動期間は 2008 年 5 月

から 2017 年 12 月 26 日の約 9 年に亘る。ビルの老朽化により大家より退去の要請を受け、12 月末にビルから撤収した。 
(2) このシンポジウムは 1985 年 2 月 20 日から 22 日までの３日間、国立民族学博物館において館内外の研究者を集め

て開催されたもので、1987 年にドメス出版より報告書が「現代日本文化における伝統と変容３ 日本人の人間関係」と

して出版された。本研究でのこのシンポジウムへの言及はすべて同書の記載に依る。 
(3) 「社縁」とは、もともと「結社縁」の意。血縁・地縁を除くすべての人間関係を指す名称である。（上野,1987,p226

より抜粋まとめ） 
(4)その推移は、各種の地価データや札幌市商店街振興組合連合会の『札幌市都心商店街通行量調査』などに見ること

が出来る。 

(5) 2011年 10月 18日、㈱ノーザンクロスの酒井秀治氏（OYOYO 設立の中心メンバーの一人）へのインタビューより 
(6) 初期段階では定例活動日に「ただ何となく集まっていた」時期もあったが、多忙な社会人メンバーが多い中、週一

回の活動時間を有効活用するために、徐々に事前に活動内容を決めるようになった。 
(7) 2014 年 8 月 21 日に筆者は当時の OYOYO ゼミ部員全員にアンケートを行った。その自由記述欄の記入について、

筆者の補足質問に対し S 氏が 2014 年 12 月 11 日にメールで回答してくれたもの。 
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地域に定住する外部専門家の役割と評価に関する考察 
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【要約】国内各地で地域再生などを含む「まち(地域)づくり」活動が拡大している中で，そのプロセス

に外部の専門家が関与することが多くなっている．こうした外部専門家の役割と，地域における専門性

のあり方では，地域関係者との関係構築が課題である．近年，総務省が推進する「地域おこし協力隊」

など，定住型の支援もまちづくりでは活用されている．また，外部専門家が対象地域に一定期間定住す

るなど，定住する外部の専門家も重視されている．しかし，定住する外部専門家による地域への関与の

研究では，専門家を研究者として分析するものが多かった．そこでこの研究では，複数の分野における

専門家および専門性の捉え方を整理したうえで，外部者である専門家（「レジデント専門家」）が定住

することの意味や，定住による専門家の変化を考察し，まちづくりにおける専門家の意味を議論した． 

 

【キーワード】専門家，地域再生，研究者 

                

1.はじめに 

 国土の 52％を占める「過疎地」を中心に，国内各地のいわゆる地域 1)では，地域経済や社会の衰退が

顕著になり，地域の維持自体が地域課題として議論される地方の地域も多い．また都市部でも，郊外と

言われる都市周辺部や地方都市での人口減少が続き(矢作，2009)，同時に進行する人口の高齢化によっ

て，都市部も例外ではなくなってきている．日本国内でも地方都市を中心に，人口 10 万人以上の都市

の 27.5％が人口減少していることが指摘されている(矢作，2009)．都市への人口集中が進行しながら，

非都市部である地方地域が縮小している． 

 このように高度経済成長期以降，拡大を続けてきた国内の地域は，都市への人口集中や少子高齢化に

よる人口減少，またグローバリゼーションや大都市経済との格差拡大による地方の地域経済の縮小によ

って衰退が進んだ（奥野，2008 など）．日本創成会議による 2040 年における「消滅可能性都市」につ

いての指摘など(増田，2014)，都市の拡大と地方地域の縮小は，地域経済だけではなく，国全体にとっ

ても課題となっている． 

 この状況に対して，1980 年代からいわゆる「地域振興」が始められた．そして 1990 年代以降の「地

域活性化」，さらに「地域再生」と，「呼び方」は変化したが，課題解決のために主に地域の自治体が

中心となって対策を講じてきた．さらに 2000 年代以降は，地域住民が制度的に主体となる「地域づく

り」や「まちづくり」2)も各地で進められてきた．こうした地域再生 3)の動きは，1990 年代から注目さ

れ，2000 年代以降に特に活発になっている．これに関して，地域再生に関する図書の出版が 1990 年代

以降に増加したことを小田切（2013)が指摘している． 

 こうした対策は，地域外からの資本導入や，財政的にも余裕があった国からの補助金に依存して進め

られた．しかし，経済的な活性化だけでは，過疎化などが原因で衰退した地域社会の再生は難しく，ま
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た国の財政赤字が拡大した以降は，それも難しくなっている．一方，地域の自律を基調とした再生であ

る「内発的発展論」(鶴見，1989；1999 など)も主張されてきた．地域資源を有効活用し，地域外とも連

携して効果的な地域再生を図るアプローチは，地域経済に循環をつくるシステムとしても提案されてい

る（槇平，2013）． 

 一方，経済的な再生に加え，アメニティの維持や自然環境の保全なども含む，魅力ある地域を再生す

るという考え方が 2000 年代以降に支持されるようになった．地域経済の活性化を目的として，各自治

体が 1990 年頃まで行ってきた地域振興とは異なる，「地域課題」を解決することが地域再生であるとい

う主張である． 

 こうしたケースでは，課題を解決するためのノウハウやスキルが必要とされ，またそれを持っている

人材が重要になった．そのため地域再生に関わる関係者の「専門家化」が進み，「地域再生専門家」4)と

呼ばれる存在も生まれている．例えば，兵庫県豊岡市のコウノトリによる地域づくりでは 5)，そのテー

マに詳しい地域住民が専門家になっている．齋藤ほか(2011)はこうした存在を「地域公共人材」だと説

明している． 

 しかし，地域再生を必要とする地域では，地域再生のために十分な人材を確保できないことが多い．

もともと地域課題が生じたのは，こうした人材が人口流出などでいなくなったことが原因あることが多

い．また地域内の地縁や血縁による共同体の解体が進み，従来のように組織的に地域再生を進めること

も難しい．つまり，地域再生を担う人材を地域独自では供給できていない． 

 この状況を補完するために，地域外からの専門家やいわゆる「よそ者」と呼ばれる関係者が，地域再

生を担うことが増えてきている．例えば，総務省の「地域おこし協力隊」や「地域おこし企業人」など

が該当する．敷田（2009）はこうした外部専門家の役割と地域における専門性のあり方や専門家と地域

との関係について考察し，関係の構築が課題であることを指摘している．このように地域で専門家とし

て認められて地域再生をするアクターを地域再生の専門家と呼ぶことができるが，本研究で注目するの

は，専門家がよそ者として地域に関わるケースである． 

 地域おこし協力隊のような専門家は，一定期間地域に定住したうえで地域再生活動に従事する点に特

徴がある。また，これに似たパターンとしては，科学技術の専門家，いわゆる「研究者」が対象地域に

一定期間定住して研究することが，地域にとってメリットがあるとする「レジデント型研究」が佐藤

（2009）や菊地（2015）によって提唱されている．外部専門家である研究者が，一定期間定住したうえ

で地域に関与することは，地域おこし協力隊などの，地域再生活動に直接関与するコンサルタントや自

治体職員，大学教員などの専門家とは異なる存在となることである．その理由は，研究者の仕事は自ら

の研究対象を，第三者として客観的に観察するという性質を持っているからである． 

 上記のような提案は，研究だけを目的として地域に入るのではないという意図を持っており，ある意

味では，新しい地域再生の専門家のあり方として考えることもできる．しかし，先行研究では，定住す

る研究者を扱う前述の菊地（2015）など，研究者側からの視点が中心であり，一般の専門家との比較や

定住による地域との関係の分析は試みられていない．そして研究者と限定することで，一般にはそれよ

り多いと考えられる，専門性を持って地域課題解決を試みる「専門家」を対象としていない． 

 そこで本研究では，研究者という枠を専門家に拡張したうえで，レジデント型研究者をより拡張する

必要性から，外部者である専門家が定住する「レジデント専門家」の特性や課題，その可能性が発揮さ

れる条件を考察し，地域再生における定住する専門家の評価について議論した． 

 なお，研究者と専門家が混用されることも多いが(チェンバース ，2000 などでも見られる)，本研究

では，研究者 6)7)は大学や研究機関の職業的研究従事者のように，ある事実の科学的解明を探究する者

を指す． 

 また，専門家については，岡本（2006）が「高度な専門技能を切り売りできる人」であり，①ノンイ

デオロギー，および②労働市場における流動性，③専門家同士のコミュニティを持つとしている．そし

て豊田ほか（2005）は，専門家は専門領域を持ち，それを他者からも認められている存在としている．

さらに，そこで本研究では，専門家は研究者を含む広い概念であり，特定の分野で卓越した知識とスキ

ルを持つ 8)，自他共に専門性を認めることができる存在とした 9)． 
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2.地域のレジデント専門家 

2.1レジデント型研究者の提案 

 研究者が地域に一定期間定住することは，従来もあったことである．もともと地域には特定のテーマ

を持って研究に従事する専門家は存在していた．例をあげれば，一定の期間，地域調査やサンプリング

で地域に滞在する研究者である．特に生態学の研究では，対象とする生物や生態系を比較的長期間にわ

たってモニタリングする必要があり，必然的に滞在期間が長くなると考えられる．また，地域調査など

で調査に一定の時間がかかる場合には，地域に滞在しての調査や研究が行われてきた．このようなスタ

イルの滞在は，一般に「現地に入る」とか「フィールドワーク」と呼ばれている． 

 しかし，前述の菊地（2015）らの提案する「レジデント型研究者」は，地域再生における専門家につ

いての新たな提案である．新たな点は，地域に定住することを目的にしている点である．従来のフィー

ルドワークなどの研究スタイルは，あくまで地域に定住することが研究の手段であった．佐藤(2009)は
レジデント型研究者以前に「レジデント型研究機関」を提唱し，「レジデント型研究員 10)」が地域に定

住したうえで，研究しながら地域関係者と協働地域再生くりを担うことを提示している．それによれば，

専門家による地域への「知識伝授」ではなく，土着の知と科学的な知を融合する，いわゆる知識創造を

推奨している． 

 この提案の背景には，研究者が外部からの観察者に終始し，地域で起きていることや地域課題の解決

に対して無関心であったことがある．また逆に，外部の専門家が地域の課題解決に一方的に関与するケ

ースも目立ち，それが特殊な例ではないことも指摘されている(Chan et al., 2016）．もちろん，すべての

研究者が観察に終始していると主張するわけではないが，「傍観」は繰り返し批判されてきた．それは，

研究が地域を利用するだけで，研究成果の還元が少ないことへの批判でもある（敷田・森重（2006）な

ど多数が言及）．研究者が地域で起きている課題の解決に対して無頓着であることは指摘されてきた．

例えば，Gunderson and Light（2006）は，フロリダ半島の湿地の水管理に関して，研究者が純粋科学を追

究し，社会経済的な要素を変える意味ないことを批判している． 

 こうした指摘に対しての回答の 1 つが前述した佐藤（2009）によるレジデント型研究である．菊地

（2015）は，こうしたレジデント型研究者の特徴を 6 項目にまとめたが，その中で「再帰的当事者性」

つまり，自分の研究が自分に返ってくることをあげている．これに関して仲野（2011）は，研究者とし

ろうと，観察者と被観察者という二項対立を批判し，地域外から地域について問うのではなく，地域内

にいて問う自分とそれを地域外から客観視する自分を相互に関係させる研究スタイルを提案している．

それは，研究者と生活者の両面を持つことだという．つまり，菊地（2015）の主張と同じく，定住型研

究者は，地域に定住することによって，地域の中の主体の一人としての生活者を演ずることを求められ

ている． 

 地域研究ではないが，イノベーション研究においても，研究者が対象と向き合いながら自らの研究

を推進する「合作」を山口（2007）が推奨している．同様な提案として，研究手法としての「アクシ

ョンリサーチ（AR; Action Research)」があり，参加共同を通じた実践的な課題解決のための「行為の

知（Knowledge in action)」の創出であると佐藤ほか（2005）が定義している．このように，何らかの課

題解決を伴う研究が重視されている．また井上（2002）も，「参加型アクションリサーチ（PAR; 

Participatory Action Research)」の必要性を主張し，地域関係者と研究者が最初から共同し，状況をよく

しようとすることとしている 11)． 

 こうしたアクションリサーチ，参加型研究の提案は，地域への関与の強さと課題解決が組み込まれて

いる点で，レジデント型研究者と一致する．そして自らの専門知識とスキルを用いることで，地域の課

題解決に貢献する点では，専門家による地域関与と考えることができる．つまり，課題解決を伴う研究

を進めることで地域に何らかの貢献をする．本研究ではこうした専門家を「（地域）レジデント専門家」12)

と呼ぶ．このような地域課題を解決するための専門家は，地域おこし協力隊や環境省の国立公園に配置

される自然保護官 13)など，地域課題を専門性に基づいて解決することを求められている存在であり，社

会的にも注目され、期待されている． 

  

2.2レジデント専門家の特性 

知識共創第8号（2018）

Ⅳ1-3



 地域で生活しながら専門家として活動するレジデント専門家は，研究という専門家としての業務以外

に生活面で地域との関係を持つことで，地域と専門家の関係が複数成立すると考えられる．生活では，

地域の関係者とさまざまな接触があるからで, これは専門分野という「帯域」以外に，両者の帯域幅が

拡大していると考えられる．そのため，自分が地域との関係をコントロールできる主体性を持つ専門分

野の業務とは異なり，予想しない影響や関わりが生ずる可能性が高い．そのことがレジデント専門家に

複数の特性を持たせていくことにつながる． 

 菊地（2015）は参与観察とレジデント型研究の違いについて言及し，前者が観察に注力するのに対し，

後者は「当事者性」を持つと述べている．もちろん参与観察であっても，またレジデント専門家であっ

ても，地域との関係が弱い場合には，客観的観察者に近づくと考えられる．つまり両者の違いは二者択

一ではなく，あくまで相対的なものである． 

 しかし，こうしたレジデント研究では，滞在の目的のほとんどが，自らの行う調査のためであり，地

域社会と積極的に関係を持つことは，調査にとってのロスやよけいな要素と考えられてきた．特に自然

科学では，ギボンズ（1997）の主張する「モード 1」の科学的真理の追究が優先されるので，その目的

達成に貢献しない行為は必要性が低かった．逆に課題を解決するような実利的な研究は，「応用研究」

と呼ばれて，科学を追究する研究者からは批判的に見られてきた．しかし専門家であれば，課題の解決

は前提である．クライアントの持つ課題を解決するために，自らの専門知識とスキルを用いる．そして

先述したように，そこに自らの主義や主張が介在しないことが特徴である．つまり，それが問題解決を

優先していく，ギボンズの主張する「モード 2」のアプローチである．そこには同業者による評価（peer 
review)に，社会的評価が加わり，関係者も増える． 

 さらに注目すべきことは，専門家は自らの判断で課題を解決するのではなく，あくまでクライアント

の要請に従うという点である．一方，モード 1 を行う研究者は特定のクライアントは持たず，自らが主

体的に科学研究を行っている．つまり，レジデント専門家が研究者であれば，自らが主体的に研究して

いるので，クライアントが不在，または自分がクライアントであるという状態が生ずる．その点では，

クライアントを前提とした専門家より，研究者の方が主体性を維持しているように見る．しかし，趣味

の研究ではない限り，職業上のさまざまな制約を受けることになり，利害関係を科学に持ち込まないと

いう「超越主義」（伊勢田，2011）を全員が保持しているわけではない．逆に研究者ではない専門家が

「プロボノ」14)をする場合などは，主体性はそれ以上に確保されていると考えられる． 

 一方，専門家の知識に関してシュッツ（1980）は，専門家, 知識を持った市民および通常人に区分し

たうえで，限定された領域の知識を持つ専門家に対し，通常人は物事に対処するための，あり合わせの

知識を持っていると述べている．また，知識を持った理念型としての市民は，手段として専門家に依存

することはあっても，その判断自体は自ら行うというスタイルである．これをレジデント専門家に応用

すれば，専門家として研究を進める一方で，生活上は通常人として対処することになる．しかし，レジ

デント専門家はその逆であり，自らの専門知識を客観視し，（第三者としての視点で）課題解決のため

に使い，判断は通常人や地域の知識を持った市民に任せることになる．あくまで地域関係者が決定をす

ることにこだわるわけではないが，レジデント専門家が単独でその役割を果たすことは，敷田・森重

（2006）が主張する，専門家による「インフォームドコンセントがない」一方的な対処につながる可能

性が高い． 

 一方，レジデント専門家の滞在は，あくまでも一時的滞在である．研究者として地域に定着するため

に滞在しているのではなく、地域おこし協力隊など，定着・定住を目指すタイプとは異なる．そのため

地域を離れることを前提にした関与となる．その点ではレジデント専門家は「よそ者」であり，敷田（2009）

が述べるような，よそ者としての特性を持つと考えられる．つまりレジデント専門家は，地域の関係者

が持っていない知識やスキルを持ち，自らの意思で地域外に出ていく可能性を持つことから，自由な発

想や行動で，常識にとらわれないイノベーティブな解決ができる存在である． 

 

2.3レジデント専門家の課題 

 レジデント専門家が持つ課題は，通常の（ビジターとしての）専門家が地域を対象として，または地

域で研究を行う場合に比較してより複雑になる．まず自分の行動が地域に影響する再帰性から，課題解
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決が常に「浮動する」可能性がある．つまり，自分が導いた解が自分の行動に影響し，それでまた導く

解が変化するという相互影響を想定しなければならない。それは責任を伴う．さらにこの影響を無視し

にくい．その理由は，レジデント専門家が地域で生活することでさまざまな役割が生じているからであ

る．いかによそ者であっても，定住期間の延長に伴い内部化が進めば，地域への責任を持った関与が求

められるからである．それを当事者性ということができる．この点では，レジデント専門家が再帰性を

「予測」し，そこから生ずるであろう影響を避けるために行動を自制する可能性がある．また研究者で

ある場合には，影響を与えることから自分の研究の客観性を疑うことになり，第三者に研究の正当性を

説明しにくいことも予想される． 

 またレジデント専門家がそこで生活するために，自分が関わる地域への生活上の配慮から，自由に地

域でデータを得ることは制約されるだろう．もちろん自然科学の研究を目的としたレジデント専門家で

あれば，何かの測定のように，独立した複数のサンプルを得ることは難しくない．しかし地域社会を対

象とする研究では，1 箇所に定住するためにレベルのそろった多数のデータを得ることに制約を受ける. 

この点では，佐藤（2016）が述べるように，特定のサンプルが持つ文脈や意味を考察することで，多数

のサンプルから帰納的に導き出すのと同じ説得力を持つ，論理的な答えが期待できるからである． 

 次に，地域とレジデント専門家の関係については，例えば坂井(2011)は，主体者である住民と地域再

生に関与する専門家を区別したうえで，専門家が専門的知識や技能を提供するだけではなく，当事者で

ある住民の視点で行動することを理想だとしている．また藤田(2004)は，支援者としての専門家の役割

を，「ユーザーオリエンテッド」であることが重要だと述べている． 

 しかし，専門家の主義の主張や理想の実現が地域再生で優先されれば，地域の主体性は無視されがち

である．それは外部者である専門家として，どこまで地域の決定に関わるのかという地域再生への関与

の「正当性」の問題でもある．レジデント専門家が地域に定住すれば，すぐに地域再生に参加できるの

ではない．そこには，地域側との介入合意などが必要である．しかし，こうした「手続き」が行われる

ことは少ないと考えられる。特にレジデント型研究者の場合には，研究は自由であり，特別な許可がい

るものを除き，自由に地域に介入できるからだ． 

 このような一方的な介入を防ぐには，地域側にレジデント専門家を評価し，妥当性を判断する「目利

き」が必要になるだろう．これはレジデント専門家を見分ける「ゲートキーパー」や「コスモポライト」

を置くことで対応できると考えられる．両者には違いもあるが，組織や集団の内外とコミュニケーショ

ンでき，境界をまたぐ情報や人の動きをチェックする存在である 15)． 

 また，地域で必要としている課題解決の内容と，地域に定住するレジデント専門家の専門性が一致し

ないケースも考えられる．つまり専門性とニーズのミスマッチである．これに対しては，地域で活動す

るレジデント専門家が，自らの専門性の限界を克服するために専門性を拡張し，地域に必要なテーマに

も対応できるようにする対策がある。田中（2013）はそれを「非専門家的専門性」だとして評価し，さ

らに不足する知識やスキルを相互補完する仕組みとして優れていると述べている．それは敷田（2010）
が主張する「ゆるやかな専門性」と一致する．佐久間(2011)も，地域再生では自分のコアとなる専門分

野以外に「弱い専門性」が必要だと述べている．一方で，このような専門性の拡張は，専門家は変化せ

ず地域側だけが変化する，一方的なキャパシティビルディングではない，協働で地域再生を進めるアプ

ローチである． 

 佐藤(2009)は，レジデント型研究員による「新たな知識創造」を推奨するが，専門知識やスキルを持

つ専門家が，地域の主体性を尊重しながら知識創造を進めるためには，今までの地域再生における専門

家の役割を変更しなければならないだろう．それは，専門家が研究者として専門分野で知識創造をする

だけではなく，知識創造プロセスの推進，ファシリテーションすることである．この違いは，前者がモ

ード 1 に基づく自らの専門性による地域課題解決を所与としているのに対し，後者は地域課題解決を優

先して，そこに自分の専門性を活用しようとするモード 2 との差である． 

 

2.4結論 

 本稿では，佐藤（2009）や菊地（2015）によって提案されてきたレジデント型研究員について，研究

に限らず課題解決を進める地域外からの専門家として考察した。 
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 レジデント専門家はモード 2 の科学に依拠して地域の課題解決を図り，その代わり，自分の専門性を

向上させる．一方、地域に介入するための正当性や地域の主体性は、その際によく議論すべきであろう．

こうした正当性や地域の主体性は，レジデント専門家をよそ者と見て受け入れることで整理できる．そ

の際に地域側がゲートキーパーを用意し，レジデント専門家を吟味することが重要である． 

 もともと地域には，優れた知識やスキルを持つ住民がいたはずであり，それが不足する場合には，よ

そ者を活用して補完するようにしていた．しかし近年の人口減少と高齢化によって，十分な知識とスキ

ルを持った地域関係者が減少し，外部からの支援を必要とするようになっている．このような状況の中

で，地域外からよそ者としてのレジデント専門家が来ることについては一定の評価ができる．特にプロ

ボノなどでの地域貢献がなされれば，地域の支援となろう． 

 しかし，レジデント専門家は，外部者である専門家がどこまで関わるのかという地域再生への関与の

「正当性」の問題を考慮しなくてはならない．専門家の信念や理想実現が地域再生で優先されれば，地

域の主体性は無視されがちだからである． 

  専門知識やスキルに立脚する専門家が，地域の主体性を尊重しながら課題解決を進めるには，持っ

ている知識を効果的に使ってアドバイスする今までの専門家の役割を変更する時期に来ている．それは，

専門家が研究者として専門分野の知識創造をするだけではなく，課題解決の際に知識創造プロセス推進

の役割やプラットフォームとなることでもある． 

 

 

注 

1)宮町(2011)によれば，「地域」は地域住民や地域社会の短縮語としても使われている．そこで本研究では，

地理的，空間的な範囲だけではなく，そこに人や社会も含めて使用する．なお，地域は都市･非都市を問わ

ずに存在するが，本研究では都市圏以外の地域を想定して論じた．その理由は，経済的に繁栄している都

市に対して，衰退しつつある「地方」の市町村の活性化や再生を進める事例に関心が集まっているからで

ある． 

2)佐藤ほか(1999)は，「まちづくり」は 1970 年代から使われ始めたと述べている．また岡田(2005)は,地域づ

くりが 1980 年頃から使用され始めてきたと述べている． 

3)最近は「地域づくり」よりも｢まちづくり｣に代わり「地域再生」が頻繁に使用されている．ここでは，「ま

ち」が一般的には商店街などのような市街地と理解されやすいという考え方(吉田ほか，2005)に従い，ま

ちではなく地域を使い，地域振興や地域活性化，地域再生，地方創生などの類語も含め，総称として｢地域

再生｣とした． 

4)瀬沼ほか(2013)は，こうした「まちづくりの専門家」を，アドバイザーやコンサルタントのような「知識

を持った人」だと説明している． 

5)コウノトリの野生復帰は，豊岡市にとって「地域づくり」であると菊地(2006)が述べている． 

6)研究者の定義については，例えば酒井(2006)が議論している． 

7)佐藤(2011)は，科学技術白書による日本の研究者数は約 70 万人で，人口 1 万人あたり 64.2 人であり，ア

メリカやドイツより多いと述べている． 

8)岩田(2012)は，経験が圧倒的に少ないのが非専門家の特徴だと述べている． 

9)研究者と専門家については，一般的なイメージとして「研究者は専門家」と捉える場合が多いが，より広

い概念である｢専門家｣と研究者を本文のように区別して議論した． 

10)当初の提案である佐藤(2009)では，「レジデント型研究機関」および「レジデント型研究員」とされてい

た． 

11)地域研究におけるアクションリサーチについては，武田(2015)を参照のこと． 

12)Teo ほか(2007)は，医療分野でのレジデントとは経験のある研修医が該当するとしている。そのため本稿

では地域に見習いに入るのではなく，一定の専門性を持つ存在としてレジデントを用いた. 

13)彼らは国立公園管理の現場では「レンジャー」と通常呼ばれている． 

14)プロボノとは「専門家による(職場外での)専門性を発揮したボランティア活動」のことである．嵯峨(2011)

『プロボノ－新しい働き方』や杉岡(2017)「働き方改革につながる自治体職員のプロボノ」など参照のこ

知識共創第8号（2018）

Ⅳ1-6



と． 

15)ゲートキーパーについては，國領(2006)「創発しようぜ！創発を誘発する空間の設計」またコスモポライ

トについては，狩俣(1992)『組織のコミュニケーション論』をそれぞれ参照のこと。 
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原子力分野における知識マネジメントの適応 
Adaptation for knowledge management to nuclear research fields 
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TARUTA Yasuyoshi1)2), YANAGIHARA Satoshi1), IGUCHI Yukihiro1)2),  
KITAMURA Kouichi2), TEZUKA Masashi2), KOUDA Yuya2) 

y-taruta@u-fukui.ac.jp, yana511@u-fukui.ac.jp, iguchi.yukihiro@jaea.go.jp, 
kitamura.koichi@jaea.go.jp, tezuka.masashi@jaea.go.jp, kouda.yuya@jaea.go.jp 

 
1) 福井大学, 2) 日本原子力研究開発機構 

1) University of Fukui, 2) Japan Atomic Energy Agency 
 

【要約】 原子力分野の科学や技術の強化や応用，または組織力を向上させることを目的に原子力の研

究分野では原子力知識マネジメント(Nuclear Knowledge Management: NKM)という新しい研究領域が発展

しつつある．この研究には，原子力に関する膨大な知見を蒐集して効果的，効率的に伝達する課題が含

まれている．この NKM には二つの側面として「原子知識に関するマネジメント」と「原子に関する知

識マネジメント」がある．現在，この二つは明確に区別されておらず，原子力に関する情報管理と知識

経営や知識管理が混同されている．さらに，NKM の研究領域は新しく理論的にも十分に議論されてい

ないという指摘もある．一方，NKM では知識マネジメントの SECI モデルに代表される組織・集団の知

識創造に関する理論の活用が試みられているが，部分的課題への応用であり総合的な解決や原子力分野

に適応されるような研究には至っていない．そこで原子力分野での問題解決には KM を正しく理解し，

課題解決に相応しい形で適応させることが本質的な解決には重要であると着想し，対象とする知識を明

確化することを目的に基礎的研究を行った．そして，知の表現に関するコンセプトモデルを提案し，原

子力分野における新しい知の表現を明らかにした．  
 
【キーワード】知識マネジメント，原子力知識マネジメント，システム科学，知識科学，暗黙知 

 
1.緒言 

原子力分野の世界的な傾向として，原子炉施設等の廃止措置がある．廃止措置とは，原子炉施設等の

解体プロジェクトのことである．現行の法制度では，原子炉施設はその運転が終了すると廃止措置計画

を政府（所管省庁など）に申請し，認可を受けた後に運転事業から解体事業へと舵を切る．廃止措置に

は，原子炉の廃炉や解体，放射性廃棄物の処理・処分までが含まれている．近年，この廃止措置事例が

増加しているのは，1960 年代から 70 年代に建設された多くの初期の炉の計画運転期間が終了したこと

などが関係している．同時に原子炉施設等の新設は滞っているおり，原子炉施設等の黎明期から活躍し

ていた多くの職員の退職や新規で入社する職員の減少など原子力産業の構造的な変化が生まれている．

更に 1990 年代の後半からは，大学等での原子力関連学部なども減少するなど，雇用の機会以外の問題

点も指摘されている．このような状況から原子力に関する重要な知識・技術等が喪失するという懸念が

言及されている．そこで，解決策の一端を担うものとして原子力知識マネジメント(Nuclear Knowledge 
Management: NKM)という新しい分野に注目が集まっている(IAEA 2004a)(Iguchi et al 2016)． 

NKM は，2002 年に国際原子力機関(International atomic energy agency: IAEA)が自らの組織力強化の必

要性と共に“原子力知識”の重要性を勧告したことから始まる取り組みに端を発している(IAEA 2002b)．
2004 年頃からは“原子力知識マネジメント”に経営分野の知見である“知識マネジメント”(Knowledge 
management: KM)のアイデアを加味した考え方が提案され，国際学会などが開催されるなどし，新しい

研究領域が立ち上がっている(IAEA 2004b)．この NKM は，原子力に対する知識マネジメントであり，

知識の特定，取得から保存や活用に役立つものであると説明されている (IAEA 2006)．さらに，IAEA に

は NKM に関する組織が発足するなど体制も整いつつある．なお，IAEA は原子力の平和利用に関して

技術や安全の世界的な標準化などを行う国連組織であり，当然ながら，各国の原子力政策にも大きな影

響を与える機関である．2004 年に組織改編があり，当時の国際原子力情報システム課(International 
Nuclear Information System： INIS)が，INIS と NKM が融合し，現在は，NKM 課として独立したセクシ

ョンとなっている． 

知識共創第8号（2018）

Ⅳ2-1



 

 

他方，日本の NKM に目を向けると研究はそれほど進んでいないが，産業界を中心として原子力に関

する知識・技術の継承という文脈で，SECI モデルを用いた KM 理論への応用が期待されている．SECI
モデルとは組織や集団の知識創造モデルである(Nonaka et al 1995)．それ以外の NKM 研究は日本以外で

も情報管理が中心であり，理論的な側面も十分に検討されていない．そのため KM は十分に応用されて

いるとは言い難い状況にある．そして，SECI モデルを単に“暗黙知を形式知に変換する手法として活用

する”というようにモデルの本質である創造的企業の特徴の写像（理論化）という部分が十分に反映さ

れていない点もみられる．現在の NKM 研究の主流は，データベース(Databases: DB)としての知識管理

や原子力分野の分類として事故事例の管理，大学向けの教育などが大きな位置を占めている状況である

(Yanagisawa et al 2008)．こうした中，NKM に関して主要な概念や手法などが十分に定義されておらず科

学的な一貫性が欠如しており，理論的にも十分ではないという指摘もある(Kanke 2016)． 
原子力分野で単純に KM 理論を応用することが NKM であるならば，各課題に対して部分的に KM 理

論を利用することで十分である．しかし，これは部分的な最適化のみであり，産業構造や教育まで広く

存在している問題の解決には至ることが難しいと予想される．例えば，問題が工学的な要素のみで構成

されるならば，要素還元論的な部分解決が全体解決へと繋がるであろうが，原子力でも人間が介在する

課題やシステムに対しては工学的なアプローチには限界があるといえる．この種の議論は，

churchman(1971)，Ackoff(1974)，Checkland(1981)などの要素還元論や還元主義的な批判としてシステム科

学で議論されている．特にチェックランドは，還元主義の科学をハードシステムとしてパラダイムⅠと

呼び，それに変わる社会的であったり問題構造が複雑に混在していたりする課題解決にはソフトシステ

ムまたはパラダイムⅡの科学が必要であると指摘している． 
そこで IAEA が問題提起をし，各事業主体で認識されている本来の問題を鑑みると知識の分断や喪失，

伝承等に課題であるといえる．つまり，ベテランやエキスパートが持つ有用な知識・技術・知見・経験

などを伝承することに関して，どういった戦略で達成するのかというものである．そのためには情報管

理を主体とする KM だけでなく，知識の統合や創造の側面である KM が重要であると着想した． 
本研究では原子力分野における NKM を発展させることを目標に，KM を適応させるための基礎的研

究として対象となる知識に関して考察し，コンセプトとなるモデルの提案を行う．さらに，NKM と KM
の関係性や位置づけを明確化し，新しい認識モデルを提案することを目指す．最初に研究対象となる

NKM に関するレビューを行い，研究のためのフレームワークについて言及し，コンセプトモデルを構

築する．最後に，コンセプトモデルを発展させて NKM に適応させるケースについて議論を深める． 
 
2.原子力知識マネジメントの背景と関連研究 

2.1NKM 研究とその背景 

原子力知識マネジメント(Nuclear Knowledge Management: NKM)の重要性に対する認識は共通している

ものの NKM そのものを研究対象にしたり理論的に扱ったりするような事例は多くはない．そこで，

NKM に関する共通の理解に関して IAEA のレポートをレビューする．IAEA は原子力の世界的な標準化

やルール作りも重要なテーマでもある．加盟各国から有識者等が集まり作られたレポートには有用な知

見が多くちりばめられており，法的な拘束力は無いが各国の政策などに利用されている． 
最初に述べたように NKM への注目は 2002 年の IAEA の General conference での勧告に起因する．こ

の勧告では IAEA は”Strengthening the agency's activities related to nuclear science, technology and applications”
というテーマで次の 4 点に関して勧告している．それぞれ(A)原子力の科学・技術・応用に関する組織活

動強化，(B)原子力知識(Nuclear knowledge)，(C)イノベーティブな原子力技術の開発における組織活動

(Agency activities in the development of innovative nuclear technology)，(D)アフリカ睡眠病の撲滅キャンペ

ーン (Support  to  the  African  union’ s  pan  African  tsetse and trypanosomosis  eradication 
campaign)である．この勧告の背景には，原子力発電施設(Nuclear power plant: NPP)のスタッフの高齢化と

退職者に関連する問題が指摘されている(IAEA 2002)(IAEA 2008)．この問題点は，1990 年代後半の NPP
の構成員の効果的な教育に関した提案がベースとなっている(IAEA 1996)．1990 年代は 1950 年代から 60
年代に多く建設された初期の商用炉や研究炉の多くが計画運転期間を終了し，廃炉や廃止措置に移行し

始めた時期である(IAEA 2006)．教育の重要性に関しては，1990 年代は大学等で原子力に関する学科が

統廃合したり原子炉施設の新設が滞るなどで雇用の機会も減少したりすることで学ぶ場がなくなるこ

とが指摘されている．原子炉施設の廃止は進む一方で，この業界を担うスタッフが減少し，50 年代，60
年代からの従事者が大量に退職するという時期とも重なる．原子炉施設で従事するスタッフは，例えば
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原子炉の運転や保守・メンテナンスが専門であり，決して解体業務が専門ではないが，長年培ってきた

運転技術などの情報や知識を適切に次世代に伝承することも教育的課題の一部として認識されている．

この種の課題は，日本だけの問題ではなく国際的な課題であり，2002 年には NKM として，今後も原子

力の科学や技術を高めていき，必要な知識等については適切に保存するという内容に繋がるものである． 
他方，原子力業界以外の退職等に関する問題にも目を向けると，日本では，2007 年問題(または 2012

年問題)というものがある．これは，団塊の世代と呼ばれる日本の高度成長時代に誕生した人口比率の大

きな世代が大量退職することで知識，技術，技能が喪失すると不安視された問題である(高木 2008)．
この 2007 年問題は根本的には解決されておらず，定年退職者を嘱託職員として雇用するなどして乗り

切ったという(高木 2008)．多くの企業でも同種の課題を持っており，水力発電所でもベテランの知識等

の継承が課題となっており，IT を使った取り組みで解決できないか検討がされている(柳澤 2007)． 
次に，IAEA Safety Glossary という世界的な原子力安全標準やそれに関した用語集から NKM に関する

説明を参照する(IAEA 2007)．この中では，マネジメント(management)は放射性物資の管理という文脈で

定義されており，放射性物質の製造や供給から保守，リサイクルまたは処分に関与する行政および運営

活動における管理であるとされている．また，マネジメントシステム(management system)は，政策と目

標を確立し，それらを効率的，効果的に達成できる要素の集まりである．構成する要素には組織構造，

リソース，組織プロセスが含まれ，これらは ISO 9000 で定義されている(IAEA 2004a)．一方，KM は，

統合され体系的なアプローチとして組織の知識を明らかにし，管理し，共有して，組織の目標達成を助

けることを集団の新しい知識の創造から可能にするものであるとしている．特にマネジメントシステム

という文脈において，KM は組織の洞察を獲得し，自らの経験からその理解や知識の獲得，記録，保存

と利用を助けるものであるとしている．このことから，マネジメントと KM は文脈が異なるものを対象

としており単にマネジメントに知識を付加したものではないことが分かる．また，NKM 理論に重要な

形式知(explicit knowledge)と暗黙知(tacit knowledge)については，形式知とは文書，図，計算，設計，デー

タベース，手順，マニュアルなどに含まれる知識であり，暗黙知とは人の精神・心(mind)に保持されて

おりどのような形でも捉えられたり伝達されたりできないものであるとしている．この文脈では．知識

と情報とは区別され，データは情報をもたらし，知識は情報の取得，理解，解釈によって得られると説

明している．このサーベイからは，IAEA Safety Glossary は用語集という特異性のため各用語の定義が列

挙されているが，他の IAEA の報告書(IAEA 2006) (IAEA 2016a)では同じ用語でも定義ではなく単なる用

語説明として明記してある点も明らかになった．  
 
2.2NKM に関する研究コンセプト 

 NKM 研究に関しては理論的な側面の研究がほとんど無いと述べたが，その中でも IAEA は NKM ま

たは KM に関する概念を提案している(IAEA 2012)．同レポートのイントロダクションでは原子力知識

をマネジング(Managing)
する 5 つの特性として複

雑性，コスト，タイムス

ケール，協力，教育に言

及している．5 つの特性

を考慮したいくつかのコ

ンセプトが提案されてい

る．これらは，研究計画

立案や組織に等に関する

基本的なコンセプトマッ

プ，プロセスマップなど

が紹介され，上位レベル

のゴールに関する KM の

整地コンセプトやマネジ

メントシステムに関する

主要構成要素のコンセプ

トなどである．図1はKM
に関する概念図である． 図 1  Example of concept map (IAEA 2012) 
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これは KM に対するノードと関

係性を示している．例えば，KM
は用語集と参考ガイドで定義さ

れ，NPP や組織で実行できるとし

ている．しかし，これには KM が

何をどうするための何かがかけ

ており，主語・述語・目的語のト

リプルという記述で書かれてい

るが情報としては不完全である．

次に，図 2 は原子力に関する安全

性の向上や品質といった上位の

目的に対する中間目標とそれに

関する KM の技術を示したもの

である．ここでは，KM 技術のう

ち知識損失・教育・教訓・知識転

移などが中間目標を達成または

関与するとしているが，その具体

策までは言及されていない．図 3
はマネジメントプロセスとコア

R&D プロセス，それを支えるサ

ポートプロセスを示したもので

ある．KM はトップレベルマネジ

メントプロセスから導出される

としているが，そうすると図 1 と

の関係性が分からなくなる． 
いずれも概念の提案であり問

題とその解決に関する関係など

には踏み込まれていない点が分

かる．また，いくつかの用語が体

系化・分類されているという説明

もあるが，これだけでは NKM や

KM に関するガイドラインとし

ては不十分であるといえる．  
 
2.3NKM 研究事例 

NKM 研究に関して，NKM を応用した事例はいくつか見られる．例えば，原子力に関する計算機シス

テムでの研究フレームワークとしての利用である(Yanagisawa et al 2008)．この研究では，経営学の KM
ではなく原子力エネルギーの将来予測としてのシナリオ分析の側面で複数のデータを扱うという意味

において KM を捉えていると解釈できる．KM の知識管理の側面では，IT アプリケーションを利用した

KM 研究も見られる(Wang et al 2017) (Gardan et al 2017)．これらの研究は主に情報科学の領域が中心であ

り，原子力のデジタル環境(INDE)の開発といった文脈でも NKM または KM という用語は用いられてい

る(Patterson 2016)．NKM の大枠では，大量にデータを蒐集することや保存することで適切に管理・処理

し，原子力科学の開発期間の短縮，コスト削減，信頼性，操作性，信頼性，安全性につなげることも期

待されている．  
別の視点では，原子力の事故に関連した分類に関する研究がある(IAEA 2016b)．これは，IAEA が中心

となり．チェルノブイリやスリーマイル，福島での事故を教訓に，事故に関する研究や様々な知見をま

とめるための指針の整備である．日本でもこの分類指針は活用されており，福島事故のアーカイブに関

する情報が体系的に整理されてホームページで公開されている(權田ら 2014)． 
一方，廃止措置では，解体や廃炉は発電運転とは異なる業務であり，過去の情報や知識をうまく活用

しながら事業を進めることが必要であり NKM に期待されている(Iguchi et al 2016)．廃止措置でも様々な

図 2 Alignment of KM with the top level goal of the organization 

(IAEA 2012) 

図 3 Introduction KM as a major components of the management 

system (IAEA 2012) 
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分野があり各々の研究アプローチは異なっている．そのためには NKM での包括的な視点や，全体を通

じた知識や情報の管理が重要である．例えば，知識管理の重要性は原子力施設のライフサイクルの初期

段階，つまり設計段階から始めることの重要性が指摘されているが，十分に対応されていないという

(Laria 2017) ．廃止措置での NKM 研究の活用は少ないが，廃止措置では，汚染部分を除去や廃棄物の減

容化などの技術的課題が重要な研究であるの点は，廃止措置の初期から変化していない(Smith et al 1978)．
こうした分野を体系的に研究する取り組みも見られるが，社会に与える影響に関しては十分に検討され

ていないという指摘もある(Invernizzi et al 2017)． 
 
2.4NKM における KM研究課題 

原子力分野の問題点のひとつは，原子力知識マネジメントの理論的研究の不足と現実的な問題解決の

方法論の未整備である．特に，原子力分野では廃止措置の進展や NPP に関してベテランの退職と若手の

原子力産業への参加などの課題もある．例えば，若手の雇用を促進することだけではなく，ベテランや

エキスパートの持つ多くの知識，高い技術，確かな技能などを有効に引き出して，それを後世や他者に

引き継ぐことは基礎や応用研究の促進だけでなく技術保持やイノベーションにも関する重要な課題で

ある．つまり，若手に対する直接的または間接的な教育ではなく，有用な知識・技術をどのようにして

伝承するのかといった課題でもある．これは，原子力産業以外の広く一般産業でも指摘されている問題

であるとも表現できる．現在，技術や技能の伝承には，データベース(DB)化，共有化，使いやすい形で

保存することなどは行われている．原子力に関する多くのデータを共有化したり，共通の技術標準化を

進めたりすることは開発コストの低減化，研究を活性化，安全性の向上などに期待されるものである． 
さて，原子力は様々な分野の知見が組み合わさる総合科学である．原子力発電などは既存のタービン

を使った発電技術だけでなく原子力に関する物理，数学といった基礎的な学問から，電気，機械，建築，

材料，情報などの応用学問まで幅広い分野の知見の集合体である．同時に，プラントに関する運転や安

全に関する実践的な領域も合わさっている．レビューでも見てきたように，現時点ではデータベースの

構築やそうした分野で行っている取り組みが原子力分野の KM 研究として提案されている．これは KM
の持つ側面の一つに過ぎない．ここでは対象となる知識がどういった種類の知識であるのか，つまり，

“簡単に引き出すことが出来るものか”“そうでないものか”の議論はほとんどなされていない． 
KM の持つ組織論的側面は，個々の具体的な解決を図ることももちろんであるが，それらのプロセス

をよりよく進めるための方法論の提供である．例えば，すでに文章化されている知識や情報は，知識工

学の分野を応用すれば体系化は可能である．しかし，例えば日本では，熟年労働者の高齢化や生産拠点

の海外進出を指摘することで，「技」が喪失していることが指摘されている(森 2005)． 
いずれにしても，「原子力知識に関するマネジメント」と「原子力に関する知識マネジメント」の捉

え方が明確に分離されておらず，どの問題にどのような方法でアプローチするのか構造化されていない．

さらに Kanke が指摘したように理論的な側面にも言及されておらず(Kanke 2016)，NKM と KM の関係

性に関してもほとんど議論が為されていない．これまでは，情報科学の知見を活用した KM も活用の可

能性を示すのみであり具体的な方法も不十分である．そこで，本研究ではすべての解決はできないが，

NKM 研究を発展させる基礎研究として，原子力分野における知識等の授受の具体的な課題解決を目指

すための知識に関するフレームワークの側面から研究が必要であると着想する． 
 
3.NKM 研究のためのフレームワーク 

NKM 研究を発展させるための視点として，蒐集や保存された原子力に関する情報や知識の理論に関

して，その扱い方に関する指針が必要である．そこで，NKM を一歩進める形での NKM 研究のフレーム

ワークとなるコンセプトを考える．まず，知識の基本的な定義は，IAEA も言及しているように，我々

が語ることのできないような属人的な知識や身体的な知識は暗黙知(tacit knowledge)であり，文章や言

語で語ることの出来るものは形式知であるというポランニーの立場に立つ(Polanyi 1962)(Polanyi 
1966)．そして，原子力発電施設(NPP)のライフサイクルを通じた二つの知識に関する基本的な考え方を

提示する(図 4)．原子力のライフサイクルに着目する理由には，NPP に関する基本的な知識の考え方を

提示すること，NKM の問題点でも指摘されていた過去の知識等の利用の必要性に関して考察を深める

ためである．そこで，NPP のライフサイクル(t n)には，設計(t1)，建設(t2)，運転(t3)，廃止措置(t4)と 4 つ

のフェーズで考える．この区分けは一般的な NPP に関するフェーズであり，発電設備を持たないような

研究のための原子炉(実験炉，研究炉)でも同様のフェーズで切り取ることができる．例えば，国内初の
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大型水炉の廃止措置中の事例で

ある新型転換炉ふげん発電所の

フェーズを見ると，設計は約 4 年

間，建設 8 年間，運転 25 年間，

廃止措置の完了見込み 25 年間

(廃止措置準備期間を含めると30
年間)である．なお設計フェーズ

の範囲にもよるが，計画立案や

概念設計も含めると 8 年間ほど

となる． 
図の上部は形式知であり文章

化された知識や情報を概念的に

示し，下部は暗黙知として言葉

にされていないルールや暗黙的

に共有されている知識の概念を示している．時間軸が増大方向に従い，NPP 内で生産や保存される知識，

技術や情報は業務の進行ともに増加していく．図中の円は知識の蓄積の概念を示し，組織あるいは集団

が持っている集合化された知識を大きな円で示し，小さい円はそれよりも小さな集団や個人が持ってい

る知識とする．実際には様々な形態で保存されているが，ここでは深く言及はしない．この概念図で特

に示したい点は，形式知は組織内で文章等が廃棄や廃止されない限り保存されてるが，暗黙知は人に依

存するために単純に捉えることが難しいという点である．NPP に関わる構成員の相互作用により知識は

徐々に蓄積されていく一方で，個人が持つ情報は，個人が所有したまま，離職したりすると知識が喪失

してしまう可能性もある．特に個人や組織は暗黙的な知識は確かに有しているが，それを外からは観測

することができないからである．ポランニーは，外在化されている暗黙知を観察により個人が内在化で

きるとしているが，自分が内在化している知識と外在化していた暗黙知が一致しているかどうかは，表

出化ができない限り確かめることができない． 
さらに，形式知は組織に様々な形式・フォームでストックされているが，組織や集団が持つ暗黙知は

個人が持つ暗黙的な認識の集合体や組織内で暗黙的に共有される知識である．例えば，構成員が多けれ

ば多いほど暗黙的な認識は存在し，そこで文化や歴史が長く続いていれば，暗黙知も多い・大きいもの

であると一般的には考えることができる．現時点では有用性は問わないが，組織に人格がない限り，暗

黙知は個人が所有する知識である．しかし，暗黙知は個人がもつ知識であるために，個人に依存し，個

人と個人の間にある暗黙的な共有も位置の個人が不在になれば，簡単に喪失または欠落してしまう．最

初のフェーズである設計や建設段階の知識でも特に暗黙知は，運転期間が長期間になればなるほど，す

でに喪失していたりして保存することが困難になっていくといえる．失われた知識はすでに存在しない

ためにそれを伺い知ることは出来ない．そ

のため，原子力分野以外でもこうした知識

を如何にして抽出して保存するのか，そし

て継承，伝承するのか課題を抱えている．

さらに，単に抽出，保存するだけでなく，

その中でも伝承という視点で有用性や意味

に関する議論も必要である． 
 
4.NKM 分野のための概念モデル 

ここでは，知識等を伝承するため研究コ

ンセプトを検討する．上記 3 では，構成員

の増減や時間とともに知識は徐々に増加，

蓄積あるいは消失したりすると述べた．そ

こで，知識の伝承という文脈で，古川は知

識・技術・技能の伝承に関する研究として

それらの構成や概念を提案している(古川

慈 2014a)(古川慈 2014b)(古川慈 2015)．こ
図 5 知識・技術・技能の構成 

図 4  NPP の知識の増加と喪失の概念図 
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れは，ポランニーに関する知識の

定義を参照し，広義の知識として

形式知と暗黙知，技術などの構成

を考えるものである．例えば，形

式知には技術，文章，仕様，数学

的表現，形式言語表現などがあり，

これらは比較的容易に伝達(利用)
可能であるとし，暗黙知には，ノ

ウハウ，技能，洞察，直感，観，信

念，観点，価値があり，これらは

容易に表現できないものと考えて

いる．このモデルは，伝達可能な

部分とそうでない部分の境界は分

割が困難であるとして明確に分離

ししてはいない．実際に古川も，

暗黙知と形式知の境界領域が曖昧であるため，明確にすることが難しいと述べている． 
そこで同モデルを発展させる形で知識等の伝承に関する知の表現に関する概念モデルがある(樽田 

2018)．これにより，境界領域にあるような曖昧な知識を，何が伝承できて何が伝承できないかをより厳

密に議論することが可能となる．知の表現モデルでは，暗黙知の原義であるポランニーに従い暗黙知を

言語化できない知識であると捉えて，曖昧な部分を排除し“可能・不可能”，“できる・できない”と

したモデルである(図 6)．例えば，暗黙知に関しては「言語化していない知識」は「言語化できない知識」

とは異なり，単に外に表現・表出されていないだけであると指摘されている(大西 2007)．これに従うと，

言語化されていない暗黙知は，言語化・表出化・表現化されていない形式知である．そして，「言語化

できる・できない」と「表現化(表出化)できる・できない」という要素に対して知識の表現を提案した．

ただし，野中らも指摘するように，形式知の背後には多くの暗黙知があり、暗黙知と形式知は対立する

ものではない．相互補完的な関係にある(野中ら 2003)．本研究では，この概念モデルを NKM の基礎理

論の一部を担うものとして捉え直し，知識の伝承や授受に関してモデルを発展させる．  
第一象限は「言語化できる」且つ「表現できる」ものである．ここは形式知が付置される．例えば，

ノウハウや明文化されていないルールは暗黙知として捉えがちであるが，厳密には明文化されていない

ルール等は，言語化できるため形式知である．明文化されていないということは，個人の中に語られて

いないだけで潜在的に持っている知識とも表現できる．そこで，ここでは潜在知と呼ぶことにする．潜

在知では．言語化や表現化を単にしていないものは，「できる」と捉え，「難しい」中で「できる」部

分は形式知であり「できない」部分は暗黙知であるとする．潜在知の逆は，既に顕在化しているもので

あり顕在知と呼ぶ．これは形式知と同意であるが，「形式」とはフォームに従った知識という意味にも

捉えられ，暗黙知という言語化ができない知識を考えた場合，その対義語は，形式に従った知識ではな

く，顕在化している知識であるとみるのが自然であると考えた．なお，形式知の定義に含まれる文章，

仕様，数値など表現できて，言語化も文章化もできるものが形式知として付置される．原子力において

重要な「技術」もここに付置されるとした． なお，森は「技」を技術と技能の側面から整理しており，

ポランニーの定義とも親和性が高い(森 1996)(森 2005)．森は，技術は方法や手段であり，技能は行為

や能力であると定義している．技術は流通が容易であり，客観的なもの，例えば，マニュアルや仕様に

よって伝播するのに対して，技能は流通が困難で人間を通じて伝承するとしている．例えば，技術に関

する映像を記録として残しても，カンやコツといったものを流通させるのは困難であると説明している． 
第二象限は，言語化できないが表現できる身体知や技能が含まれる．身体知は暗黙知の一種であるが，

第三象限は，言語化も表出化もできないより深いと表現できるような暗黙知が付置される．そこで，第

二象限は，身体知としての芸術や運動がある．例えば，実際の自動車の運転は身体知に依存しており，

形式知である運転マニュアルを随時参照することはない．アクセルを踏む，ブレーキを踏む，ハンドル

を操作するなどは周囲の状況を暗黙的に判断して統合し，実際に運転をしているのである．ダンスとい

った運動や芸術表現も同じである．例えば，原子力の運転マニュアルや設計，施工や解体に関するマニ

ュアルは形式知であるが，これを参照し実際に行動するという部分は暗黙的な身体知に依存する．また，

このマニュアルは細かい点まですべてを網羅的に記述されてはいない．ある機器を操作する際には，手

図 6 知の表現モデル 
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や足，指をどのように動かすのかまでは明示的に示していないし，操作者もそういった身体の動きを頭

で考えて実行することは無い．その意味において，マニュアルとは，暗黙的または非明示的な手順が含

まれているといえる．完全な情報や知識は何かを定義することは必要であるが，形式知であるマニュア

ルは，重要な要素の集合体であり，単に口伝を形式知に変換しただけではすべてを伝承できるとはいえ

ないと考えることができる． 
第三象限の深い暗黙知は，感覚，センス，感性といった根拠や判断の拠り所となるものである．カン

やコツは身体的に表現ができるが，その根拠や背景となる感覚や感性を具体的に言及することはできな

い．例えば，諏訪(諏訪 2005)が提案しているメタ認知的言語化では，身体的な運動は，最初はマニュア

ルに従い表現できるが，頭で考えなくても自然と表現できるようになると言語表現はできなくなるとい

う．また，古川ら(古川康 2007)は，メンタルモデルをより望ましい形へと再構築が行われることで身体

知に関しては習熟が進むという．ここでいうメタ認知とは，客観視や内省，内観というようにある対象

のシステムを外界から捉えようとする行為ではない．さらに，メタ認知的言語化を実施することで身体

や思考を制御するのではなく，システムの中，身体や環境の中に体感できることを増進させるツールと

しての位置づけであるという(古川康 2007)．これらの研究背景には本研究とも関連する観察に関する

議論がある．これは，郡司(郡司 1997)や松野(松野 2000)が提案する観察・観測に関する方法論である．

これまでの自然科学の観察は，主体と観察対象の分離したいわば外部観測であるとい，それとは反対に

内部観測という対象を内部から観測する方法論の提案である．諏訪はメタ認知的言語化の具体例を，外

部観測による分析で熟練者と素人の差と熟達者の身体知の獲得プロセスに着目した行為者の理論から

も説明をしている．なお，松野は内部観測を「経験世界の内に現れる個物は何であれ，他の個物と関係

を持つとき、相手から受ける影響特定できる限りにおいて，その相手を同定する．しかも相手を同定す

る，とするこの観測はこの経験世界の内で絶えることがない．何が何を観測しようとも，その観測は後

続する，果てしのない観測を内蔵する．これを内部観測という」と説明している．第三象限はこのよう

な観測・観察の問題も含有しており，システム科学，知識科学や KM の研究分野でもあるといえる．  
第四象限は，言語化はできるが，表出化できない形態や認知に関するものが付置される．なお，第三

象限では，感覚や感性といった五感に関するものが考えられるが，それらは観測により数値化できたり

相対的に評価可能ではあるが，感じたり考えたりする根拠は表出化ができないものである．また，第四

象限は，逐行的言語のように言語化ができれば表現や表出化は可能であると考えられるが，適切な事例

を見つけることはできない．しかし，人の顔の認知やその判断など知っている・分かっているが表現で

きないものがあるとこの象限に相当すると考えられる．ポランニーは，形態・ゲシュタルトは認識を求

める過程で能動的に経験を形成しようとする結果として生起されるしている．つまり，部分を認識した

り理解したり表現することはできる．目や鼻や口の位置や形である．しかし，全体としてそれを認識し，

人間の顔，男性，女性，個人を特定するという判断の結果や根拠・プロセスは，表現できなくなり，深

い暗黙知との関係性が生じると考えられる．また，部分と全体の認識や近接項と遠位項の関係にも関す

る議論が必要である．NKM では，ベテランの判断を類型化したり，計算機で表現したりと情報科学分

野からのアプローチも期待もされている．エキスパートシステムはベテランの判断や診断を計算機で実

現するものである．しかし，プロダクションルールを十全に整備することへのハードルもありうまくい

く事例とそうでない事例に分かれる．これは類推過程の改善の課題もあるが，認識の側面からは第 4 象

限に関連する議論もあると捉えることができる．この点に関しては原子力分野でうまくいく事例とそう

でない事例の差異やうまくいかない場合の改善に関する研究に貢献できると考えている．  
 
5.議論 

5.1 知識の表現モデル議論 

NKM に関しては次世代に何かを伝承したり適切に教育を

したりといった具体的な活動を考えた際に，これまでの NKM
の取り組みは，各象限から第一象限へと知識を変換すること

が一つの目標であるといえる．つまり，体系化したりマニュア

ルを作成したりすることである．ただし，4 で述べたように，

現実的にはすべてを詳細に記述することは困難な作業である

といえる．ここで示したモデルでは，個人，集団，組織といっ

た枠を定めていないが，今後は，有する知識の対象を問わず学 図 7 知の表現の階層構造 
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術的に扱うためには何らかの形で表出化する必要がある．例えば，単純に知の表現に個人，集団，組織

に関する階層的な表現があるとことは十分に考えられる(図 7)．しかし，それぞれの各ノードと関係性

に関しては今後の課題である． 
一方，第一象限内で潜在化している潜在知を顕在化するという研究も NKM において知識等を次世代

に伝承するために必要なプロセスである．例えば，ベテランやエキスパートが持っている知識などは，

これまで語られていなかった点は，第一象限にあると考えて，それらを文章化・顕在化する試みである．

原子力施設では，様々な記録が存在しているが，さらなる安全措置が取られたり，改修されたりして，

過去の状況と異なる状況になることも考えられる．その時に，語られていない情報や知識をなるべくな

くすような試みは必要である．一方，エキスパートが持つ判断や身体的な動きや判断に関しては第二象

限にある知識が対象となり，それを第一象限へと変換する研究や取り組みが必要である．  
ここで，表出化したものを体系化するためには，研究課題として，(1)情報や知識を引き出すこと，(2)

引き出されたものを加工がしやすく長期的に保存すること，(3)保存された知識等を利用すること，の 3
点が考えられる．これまでの NKM 研究では，既存の属人的ではない情報や知識に対して(1)(2)の点に

関して研究が取り組まれてきた．KM を適応させるためには，(3)の利用に関して，知識の創造や統合が

為されやすい環境や方策の検討，イノベーションに関する場の創出など，本来の KM の研究知見が活か

せるはずである．そのためには，まず，属人的・局所的に保存や潜在化していたりする知識等に対して

顕在化，形式知化・明示化することが必要である．特にこれは(1)の情報や知識を引き出す部分の研究課

題とも関連する．(2)は情報科学分野が得意とする課題であるが(1)～(3)の課題とのつながりを考慮する

と単なる DB を作成するのではなく，知識を創出しやすいデータ構造や標準化技術といった新しい視点

を提供がいる．(3)の研究課題では，知識の汎化・体系化・概念化も関連し，他者が利用するという文脈

が重要である．例えば，マニュアルや教材としての利用，ベテラン技術者の技術を計算機や機械でシミ

ュレーションするなどの利用形態も考えられる．また，暗黙知から形式知に変換することが難しい部分

は，これまで，原子力分野の研究では，KM の理論を活用や OJT の実施というように具体的ではなかっ

た．同モデルを通じてその対象をより具体的に指示することも可能になる．つまり，OJT で対応できる

部分はそれで行い，逆にそれ以外は，テキスト化や OFF・JT や e-learning など他の可能性を検討する

ことで資源をより効率的に配分するのである．  
 
5.2 知識等の伝承プロセスの議論 

これまでのNKMではベテランの知識などは SECI モデル

を活用した抽出が検討されていた．しかしながら，SECI モ

デルを使用して，暗黙知を形式知に変換するというのは，理

論の一部を用いたものであり正確性に欠ける部分がある．

SECI モデルは，創造的な企業の特徴を理論化し，これまで

不確かだった知識の創造の過程を明示化した点に本質があ

る．知識を変換はプロセスの一つである．そのプロセスは，

個人の暗黙知が集団や組織の形式知になり，さらには，個人

が内省化し個人の暗黙知になるという一連の過程を説明し

ている(図 8)．つまり，ベテランや若手を集めて議論したり

グループワークしたりするだけでは新しい知識が生まれた

り伝承が為されたりはされない．例えば，言語化できない暗

黙知は，観測者が外から暗黙知を持っている人の近位項(近
接項)ではなく遠位項しか観測できない．それを何度も観測したり，ともに体や頭を働かしたりしながら

内在化(dwell in)する必要がある．しかしながら，SECI モデルは NKM において，共同化．表出化，連

結化，内面化という各フェーズ知識が連続的に創造されるというプロセスに関わる重要な知見を与えて

いる．これは伝承の具体的な方法を構築する際に参考となる指針である．これまでの NKM 研究も DB
を作ったり，事例を体系化したり，それらを共有したりすることが主眼に置かれていた．その文脈に従

えば SECI モデルを参考にしているといえる．しかし，知識の創造という側面で，どういった問題を解

決するためにどのような知識が創造されて，解決されたのか，残された課題は何であるのかなどの分析

は十分ではない．本研究では，知識等の伝承を中心的な課題と捉えて，そのために研究の基礎となるフ

レームワークに着目している．このフレームワークはポランニーの知識の定義を参照したり，伝承研究

図 8 SECI モデル(Nonaka et al 1995) 
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や身体知研究を参照したりとこれまで議論

されてこなかった側面から今後の NKM 研

究を発展させるために必要な下地となって

いるといえる． 
そこで，既存の SECI モデルを参考にし

た KM の捉え方と本研究で提示したモデル

と SECI モデルの関係性に関して述べる．

新しく提案した知の表現モデルと KM の関係性として，従来の SECI モデルを参考にした知識等の伝

承，継承や変換の理論ではなく，新たな伝承・創造の形態が考えられる(図 9)．その際に，個人や集団，

組織が持っている潜在知，身体知，技能を表出化(Externalization)する必要がある．知の表現モデルの

(1)情報や知識を引き出すことと対応している．次に，それを対象から得られた知識以外の知見も合わせ

て一つの新しい知識へと連結化(Combination)していく過程がある．例えば，情報の抽出だけなくその

結果と他の知見も加味して複合化したり総合化したりした知識にする必要がある．これは情報に文脈を

付加する知識化でもある．そうして加工された知識は他者が利用できる形態へと変換する過程として共

同化(Socialization)や一般化，モデル化，類型化・体系化という広く利用可能な公共財的(public 
knowledge)な知への変換を得る．例えば，レポートや論文，広く周知できる状態にするのである．最後，

それらがまた利用されて，個人や組織が新たな知識を生産して，暗黙知を獲得し内面化(Internalization)
する過程に繋がる． 

この点を NKM 研究においてさらに議論を発展させて知識の表現と相変異の概念モデルを提案する

(図 10)．原子力研究は世界中で行われているが，国によって公開されているデータの差異や規制や基準

などが異なっている．そのために IAEA は共通の技術仕様書や制度や指針の作りをしているといえる．

そこで，グローバルとローカルという二つ知の形を考える．誰でも自由に利用可能な知識(External 
Knowledge)で広く世界的に公開されているようなグローバルな知識(Global Knowledge)，一方は，内製化

されていたりする知識(Internal Knowledge)，公開が限定であるような局所的で各国のみに保存されてい

るようなローカルな知識(Local Knowledge)である．図中の I 知は，グローバルであるが個人や局所的に

存在する Internal，Individual な知識であり，分散していたり非構造的であったりする知識である．NKM
の情報管理に関する課題に相当する．非構造的な知識はそのままでは活用することが非常に難しいため

に何らかの形で体系化または構造化する必要がある．これが Externalization された E 知にあたる．野中

らに従うと．情報と知識の違いはコンテクストにあるという．つまり，文脈を持った知識とは，前後の

つながりや意味を把握できるような構造化や体系化された知識である．例えば，情報科学や知識工学に

おけるオントロジーによる体系化などがこの分類で活躍すると考えることができる．さらに，知を有効

に活用するためには，ある分野(ドメイン)において体系化された知識を他の分野の知見と統合する必要

がある．この過程が Combination に

あたり，知識を次の段階にするた

めに加工するプロセスを有する．

同時に，原子力以外の他分野の知

見も活用することが必要である．

例えば，E 知のオントロジーを活用

するならば，作業・タスクといった

意図を明確にしたオントロジーを

構築するなどが考えられる．ここ

までは，概念的には個人や集団，ま

たは各組織，各国での研究活動で

ある．原子力分野は総合科学であ

り，研究分野によっては非常に大

型の装置を必要とするために各国

の連携も必要であるし，各組織等

に分散された知識であるといえ

る．そのため，公共財化・公開化さ

れた知識としてオープンにするプ
図 10 知識の表現と相変異の概念モデル 

図 9 知識の変換過程 
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ロセスが重要である．これが，Publish または Socialization Knowledge にあたる．さらに，単にオープン

にするだけではなく，その知識は検証されて正当化される必要がある．そのためのグローバル化でもあ

る．このように公開化された知識はまた，各個人，組織，国などにより利用されて次のスパイラルに進

むといえる．このような研究フレームワークには，単に NKM に KM の考えを応用するのではなく，相

応しい形に適応させることが必要である．単なる応用であれば，各分野の知識を各課題に応用するだけ

に終わってしまい，NKM として本来解決したい課題に十分に対応できないといえる．つまり，部分的

な解決を全体的な解決に繋げる際に各知を如何にして統合し正当化するのかといった課題に答えるこ

とが必要であり，異なるディシプリンの統合といった問いに答えることが求められ，結局は部分最適可

能な全体に関する議論は避けて通れないのである． 
 
6.まとめ 

本研究では，原子力知識マネジメント(NKM)を発展させるために知識マネジメントの適応に関して論

じた．これまで NKM はその重要性が認識されるものの，KM という文脈を単に管理するためのものと

して利用やデータベースの作成など個別課題への応用方法として利用していた．例えば，DB は，大量

にある原子力に関連した情報を体系化するのには非常に有効的な手段であるが，原子力に関連する知識

等の伝承やそもそもそれらをどのように引き出すのか，といった課題には対応していない．一方，情報

システムは単なる計算機システムでなく，人間活動システムとして見る必要があるという(Checkland 
1981)．つまり，我々の活動には，コンピューター技術により，サポートされるケースとそうでないケー

スがある．これまで NKM は，知識マネジメントでも情報管理を中心に扱ってきた．これは，膨大な情

報を整理するためには重要な研究である．この膨大な情報を人間が適切に扱うには，それ以外の，つま

り，技術マネジメントや知識マネジメントも重要になってくる．そのためには，既存の研究の理解とさ

らなる発展が大切である．NKM を発展させるためには，原子力の特徴である様々な分野の集合体や統

合された科学分野といった特徴を捉えることも必要である．工学分野のディシプリンは要素間言論的で

あるが，そこで従事する人に着目した場合は非線形な問題も発生する．つまり，既存の NKM 研究の延

長では対応できない研究分野である．しかし，廃止措置に関しては，それ自体を俯瞰視するような研究

はほとんどなされていない．NKM 研究を発展させるためには，どの部分の知識をマネジメントしてい

るのかを明確にし，問題解決するためには，どういった分野の知見を，なぜ，どのように原子力に用い

るのかといった点を明示化する必要がある．本研究では，NKM に対して概念的な視点から論じてきた．

そして，今後の NKM 研究を発展させるために必要な研究概念を提案するという学術的貢献を為した． 
しかし，本研究の限界として，具体的な方策に関しては言及できていないことがあげられる．また，

NPP に関して述べたが，NKM を活用した理論に関しては十分な議論は尽くされていない．しかし，こ

れまで NKM の枠組みを論じた研究は少なくその点では，今後の NKM 研究を発展させるためのひとつ

の視点の提供となっている．今後は，部分的な課題と全体的な課題など様々な視点から研究することで，

より具体的な方法論や理論体系の発展に関する研究が必要である． 
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【要約】人間は，はじめは何の意味も持たない記号に対し，新たな意味を接地することができる．さ

らには，その記号の言外の意味（意図）をお互いに理解するコミュニケーションを取ることも可能であ

るが，そのメカニズムは未だ明らかではない．本研究では，脳活動のダイナミクスやネットワーク構造

という視点から，記号コミュニケーション課題中の実験参加者らの脳波データから，相手へ伝えようと

する意図の違いとその順序（先手・後手）で試行を抽出し，電極間位相同期度を解析した．そして，得

られた脳波位相同期ネットワークに対してコミュニティ抽出法を適用し，大域的な神経機能ネットワー

ク構造を検討した．この結果，相手へ先にメッセージを送る場合は，前頭または頭頂―側頭部の電極間，

後に送る場合は，前頭―頭頂部の電極間で機能的結合が密であるコミュニティが観察された．相手へメ

ッセージを送る際に，そのやり取りの順序に応じた，言外の意味（＝意図）に関連する，記憶の想起や

記号の意味の解釈に関する認知処理を反映している可能性を示唆する．本研究は，二者が記号の意図を

お互いに理解するに至るメカニズムの解明に示唆を与えるものである． 

 

【キーワード】記号コミュニケーション，脳波位相同期ネットワーク，コミュニティ抽出  

 

 

1. はじめに 

1.1 記号コミュニケーション 

人間は，記号のやり取りを重ねることで，他者に記号の意味あるいはその記号の背後にある意図を伝

達する記号コミュニケーションを行う．そのような記号の意味のすり合わせによる調整・協調行動を行

うことで，人間は社会を形成しているといえる．たとえば，著者が所属する北陸先端科学技術大学院大

学（以下，JAIST）は，イノシシや猿，カモシカなどの野生動物が度々目撃されることで知られている

が，特にカモシカを見ることは「鹿に似た野生動物の一種(1)を目撃する」という字義通りの意味として

捉えられているだけではなく，在校生や OB らの間で「（カモシカを見ると）留年する」という言外の

意味を持った記号として古くから捉えられている(2)．その言外の意味は JAIST というローカルな場にお

けるコミュニケーションに限り通用し，設立当初には存在しなかった記号の意味が学生の間で形成・共

有されている．より一般的な例を取り上げると，「お塩取れる？」という言葉には，「お塩の容器を取

れる能力があるか」という字義通りの意味と「お塩が欲しいから渡してほしい」という言外の意味があ

り，人間は後者の言外の意味（≒意図）を推測して相手にお塩の容器を渡すというコミュニケーション

を成立させることができる．これらの例以外にも，人間は日常的に記号コミュニケーションを行ってい

るが，その成立メカニズムには未だ不明な点が多い． 

人間同士のコミュニケーションにおいて，はじめは意味を持たなかった記号に二者以上の人間で新し

い意味を共創（接地）し，お互いに意味を共有し，さらにはその記号の背後にある意図を理解する，と
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いう記号コミュニケーションの成立・不成立を観察することは，その過程の複雑さのため，従来の手法

では困難であった．しかし近年では，これを可能とする実験パラダイムとして，実験記号論が提案され

ている(Galantucci, 2009; Galantucci, Garrod, & Roberts, 2012)．実験記号論では，実験室実験を設計・実施

することで，コミュニケーションの手段をあえて制限することにより，記号を用いたコミュニケーショ

ンの成立過程を捉えることを可能としている．すなわち，二者間のコミュニケーションを通じて一種の

人工言語が創発する過程を捉えようとする． 

金野ら(Konno, Morita, & Hashimoto, 2013)は，この実験記号論に基づいた記号コミュニケーション課題

（2.2節で後述する）から得られた行動データ分析を行っており，複数の段階を経ることで，二者がコミ

ュニケーションを取れるようになる傾向があることを報告している．そして，記号の言外の意味の理解

には，相手へメッセージを送るタイミングの調整を行う二者の役割分担が重要であることを指摘してい

る．これらの二者の調整や詳細な変遷については，鮫島らがベイズ推定を用いた記号生成確率モデルを

提案・分析しており，記号コミュニケーション課題の成功・失敗ペアにおける同様の傾向を詳細に可視

化することに成功している(鮫島, 金野, 李, 奥田, 森田, 橋本, 2016)．また李らは，記号コミュニケーシ

ョン課題中の二者同時脳波計測データの検討を行っており，相手の記号を受け取る際に脳波のアルファ

波帯域における局所的なパワー抑制が見られることを指摘している(Li, Konno, Okuda, & Hashimoto, 

2015)． 

これらの研究は，記号を用いたコミュニケーションの成立過程の解明に行動指標と生理指標の両面か

ら示唆を与えるものであるが，相手へメッセージを送る際，すなわち記号の言外の意味（≒意図）を伝

えようとする認知処理を反映した，脳全体の大域的な神経活動の特徴はまだ扱えていなかった．近年で

は，認知活動や神経基盤を検討するために，脳全体をネットワークとして捉え，その複雑なネットワー

ク構造の特徴を検討する試みが進められている．特に神経ネットワークに対するコミュニティ抽出法

（2.4 で後述）の適用などによる計測部位のクラスタリング結果は，何らかの機能を担っている脳の機

能モジュールに対応していると解釈でき，言語ネットワークの動的な構造の解析(Chai, Mattar, Blank, 

Fedorenko, & Bassett, 2016)などにも用いられている．大域的な神経活動指標に対するネットワーク解析

と行動指標を用いた推定モデルとの対応をもって認知活動を検討することで，記号コミュニケーション

の成立メカニズムの理解に新たな知見をもたらすと考えられる． 

したがって本稿では，記号の言外の意味を伝えようとする際の認知処理時の神経活動を検討するため，

記号コミュニケーション課題における脳波計測データに対して，行動データによる推定結果を用いて，

次節で述べる位相同期現象とネットワークの視点を援用し，大域的な神経機能ネットワーク構造を検討

した． 

 

 

1.2 脳波位相同期現象とネットワーク構造の解析による認知活動の理解 

大域的な神経機能ネットワーク構造を検討する一つの方法として，脳波計測データ間の位相同期解析

が知られている．たとえば，あるムーニーフェイスと呼ばれる図形を人間の顔だと認識する際に，ガン

マ帯の長距離の脳波電極間で位相同期が起こることが示されている(Rodriguez et al., 1999; Varela, 

Lachaux, Rodriguez, & Martinerie, 2001)．さらに，シータおよびアルファ波帯域などの低周波数帯におけ

る位相同期は，作業記憶(Klimesch, Freunberger, Sauseng, & Gruber, 2008)や認知制御(Palva & Palva, 2011; 

Sadaghiani et al., 2012)，語彙情報の処理(Brunetti, Maldonado, & Aboitiz, 2013)に関連することが示唆され

ている． 

二者の協調過程を明らかにすることを目指した研究においても，同期やダイナミクスの観点が着目さ

れている．指振り(Tognoli, Lagarde, DeGuzman, & Kelso, 2007)などの動きの同期を伴う二者間の協調では，

二者の頭表脳波計測データにおいて特定の電極間で位相同期が生じることが示されている．一方，二者

で数字を交互に数えあげるという，動きを伴わない言語を用いたコミュニケーションでは，二者の電極

間での位相同期は見られず，個人内における複数電極間の位相同期のみが報告されている(Ahn et al., 

2018)．これらの知見は，各認知過程に応じた神経活動の特徴および二者間の協調を検討する上で，位相

同期を分析対象とすることが有益であることを示唆している． 

また近年では，脳内の神経活動の時空間パターンを一種のネットワークとして捉えた脳結合性を解析

することで，多くの認知活動の神経基盤が明らかにされつつあり，脳全体の領域間の相互作用などを考

慮した脳内ネットワークに対して，その複雑な構造を解析する試みが進められている (Avena-
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Koenigsberger, Misic, & Sporns, 2017; Mišić & Sporns, 2016)．この視点は，脳の局所的活動を検討する以上

に新しい知見をもたらす可能性(Bassett & Sporns, 2017)があり，コミュニケーションのような複雑な認知

過程のメカニズムを捉えることに有益だと考えられる． 

神経メカニズムやその動的な描像を同定するため，脳の機能ネットワーク構造の特徴を検討する一手

法としてコミュニティ抽出法が用いられつつある(Bullmore & Sporns, 2009; Rubinov & Sporns, 2010)．コ

ミュニティ抽出法は，対象とするネットワーク構造のリンクが密である部分集合を抽出することができ，

そのネットワーク構造の特徴を検討する上で用いられる手法の一つである．発展的な例として，脳内の

言語ネットワークを調べた研究では，時間変化を含めた動的なコミュニティ抽出を行い，右半球のハブ

を中心としたロバストな神経活動とその周辺ネットワークにおける特徴の変化を捉えている(Chai et al., 

2016)．実際のコミュニティ抽出では，モジュラリティを最適化する手法が広く用いられている．モジュ

ラリティはネットワーク科学におけるコミュニティの分割 (partition) の良し悪しを定量化した指標で

ある．位相同期度などを含む脳領域間の機能的結合の特徴をコミュニティという形で検討することは，

脳ネットワーク構造が持つ特徴やその機能モジュールの検討を可能にし，新しい知見が得られると期待

できる． 

本稿では，記号の言外の意味を意図する際の認知過程の神経メカニズムを明らかにするために，脳波

電極間の位相同期を用いた脳の機能的結合性を一種のネットワークとして捉え，そのネットワーク構造

に対しコミュニティ抽出を行うことで，言外の意味の処理に関わる脳の機能モジュールの検討を行った． 
 

 

1.3 研究目的 

本研究は，記号コミュニケーションに関わる神経メカニズムを解明するために，脳波位相同期ネット

ワーク構造の特徴を明らかにすることを目的としている．本稿では，相手へメッセージを送る際の順序 

（先手・後手）と相手に記号の言外の意味を伝えようとする際の認知活動を検討するために，記号コミ

ュニケーション課題時の脳波計測データから得られた位相同期ネットワークに対して，コミュニティ抽

出法を適用することで，その大域的な神経機能ネットワーク構造の特徴を検討した． 

 

 

2 脳波計測実験と解析方法 

2.1 実験参加者 

本研究では，健常成人 20 ペア 40 名（いずれも 20 代右利き男性）から得られた，次節で述べる記号

コミュニケーション課題時の二者同時脳波計測データ（サンプリング周波数 1000Hz，28ch 脳波）につ

いて解析を行った． 

 

 

2.2記号コミュニケーション課題 

本研究で扱う記号コミュニケーション課題（図 1）は，実験記号論に基づき考案されたものである

(Konno, Morita & Hashimoto, 2013)．実験参加者のペア 2名はそれぞれ別の部屋に分かれ，ペアの相手が

伏せられた状態で，コーディネーションゲームとよばれる協調課題を行う．本課題は，試行ごと（全 60

試行）にディスプレイ上の４つの部屋のいずれかにランダムに配置された自身のエージェントが表示さ

れ，相手のエージェントの配置が隠された状態で，メッセージ（≒図形）の交換のみを通じて，相手と

同じ部屋に向かい出会うことを目指すゲームである．自分のエージェントを動かす前には，1）相手への

メッセージとして 4種の図形から１つを選択・送信することができる．ただし，二者のうちどちらが先

に送るかは任意である．すなわち，メッセージを送る順序（先手・後手）を実験参加者らは自分たちで

取り決め合うことができる．二者がメッセージを送り合った後には，2）画面上のエージェントを上下左

右に移動させる，または留まるかを選択し，同じ部屋に向かうことを試みるが，対角の部屋への移動は

許されていない．このため，高得点を得るためには，二者が各試行の最後に提示される移動結果を踏ま

え，全 60 試行を繰り返し行うことを通して試行錯誤する中で，二者間で図形と部屋の対応関係（記号

の字義通りの意味）を一致させることが求められる．加えて，現在エージェントがいる現在位置の部屋

なのか，もしくは移動先の部屋なのか，（記号の言外の意味）という記号の使い方に関する相手の意図

を理解するに至らなければ高い得点を得ることは難しい課題設計としている． 
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2.3 行動データによる記号の言外の意味の推定 

本研究では，記号コミュニケーションにおける言外の

意味に関連する神経活動の特徴を捉えるため，鮫島ら
(Samejima, K., Konno, T., Li, A., Okuda, J., Morita, J., & 

Hashimoto, T., 2016) の記号生成確率モデルに従い，言外

の意味として現在位置または行き先を意図してメッセ

ージを送っていると推定される各試行を，先手・後手に

分けて抽出・分離した．鮫島らの記号生成確率モデルは，

記号コミュニケーション課題において，各試行で実験参

加者が送信した図形や部屋の移動結果，送信順序などと

いった実験参加者の行動データを用いる（図 2）．図形

と部屋の対応関係（字義通りの意味）と現在位置/行き先

（言外の意味）に関する事前分布をそれぞれ一様分布，

ベータ分布として，実験参加者の行動データから事後分

布を逐次求めることで，各試行における被験者の記号の

字義通りの意味の共有や言外の意味の推定を可視化し

ている． 

本稿では，言外の意味に関連する認知過程の神経メカ

ニズムを検討するため，全 60 試行の中で，メッセージ

（≒図形）を交換するの際の先手・後手，さらにメッセ

ージの言外の意味として現在位置と行き先のどちらを

意図しているかを推定し，被験者ごとに各試行を分離・

集約した上で次節の 2つの位相同期度を求めた． 

 
 

2.4 脳波位相同期指標とコミュニティ抽出 

本研究では，記号コミュニケーション課題時の脳波電極間の位相同期度を解析した．具体的な前処理

と解析手順を図 3 に示す．まず前処理ではフィルタ処理や独立成分分析（ICA）を用いたアーチファク

ト除去を行った．そして，全 28ch 脳波電極間の位相同期度を，Phase Locking Value (PLV) (Lachaux, 

Rodriguez, Martinerie, & Varela, 1999)と(Debiased) Weighted Phase Lag Index (DWPLI) (Vinck, Oostenveld, 

Van Wingerden, Battaglia, & Pennartz, 2011) の 2つの指標を用いて計算した． 

前者の PLV は従来から広く用いられている位相同期指標であり，ウェーブレット（またはヒルベル

ト）変換によって，脳波の位相情報のみ取り出し，複数試行にわたる電極間の脳波の位相差の平均を計

算する． PLVは， 

 
図 1：記号コミュニケーション課題の概要図 

A B

Participant

Agent

1) Message
2) Move 2) Move

1) Message

Room A Room B

図 2：記号生成確率モデル(Samejima et al., 

2016)のベイジアンネットワーク図．四角は

実際に観測されたメッセージ（記号），丸

は推定するパラメータをそれぞれ表す． 

Parameter of implicit meaning

Implicit meaningExplicit meaning

Current position
Symbol

Destination
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𝑃𝐿𝑉𝑡 =
1

N
|∑ exp(𝑗𝜃(𝑡, 𝑛))

N

n=1

| = 𝐸 [
𝑆𝑥𝑦

|𝑆𝑥𝑦|
],  

 

として定義される．ここで，tは潜時，𝑁は試行数𝑁 = {1, 2, … , 𝑛}，𝑗は虚数単位である．2つの信号𝑥, 𝑦間

の位相差を𝜃(𝑡, 𝑛) = 𝜙
𝑥
(𝑡, 𝑛) − 𝜙

𝑦
(𝑡, 𝑛)として表す．また，𝐸[𝑋]は期待値，𝑆𝑥𝑦はクロススペクトルを表

し，同様に計算できる． 

後者の DWPLIは，容積伝導やサンプルサイズのバイアスが改善された位相同期指標であり， 

 

𝐷𝑊𝑃𝐿𝐼 = 𝑊𝑃𝐿𝐼2 = {
E[ℑ(𝑆𝑥𝑦)]

E[|ℑ(𝑆𝑥𝑦)|]
}

2

, 

 

として WPLI を 2 乗した式で定義される．ここで，ℑ(𝑋)はクロススペクトルの虚部を表し，WPLI は

クロススペクトルの平均虚数成分をその虚数成分の平均マグニチュードで割った値を計算する． 

これらの指標を計算し，記号の言外の意味を意図する際の認知処理を反映すると考えられる，相手に

メッセージを送る 3000ms～1500ms前の脳波データに対し，初めの 500msをベースラインとして各指標

を標準化した．これらの標準化された指標(PLVz, dwPLIz)を用いて，全被験者での平均を求めた． 

最後に，得られた脳波位相同期ネットワークに対して Louvain 法を適用し，コミュニティ抽出を行っ

た．Louvain法 (Blondel, Guillaume, Lambiotte, & Lefebvre, 2008) は，コミュニティの分割 (partition) の良

し悪しを定量化した指標であるモジュラリティ Qが高くなるように分割する．モジュラリティ Qは， 

 

𝑄 =
1

2𝑚
∑ (𝐴𝑖𝑗 −

𝑘𝑖𝑘𝑗

2𝑚
) 𝛿(𝑐𝑖, 𝑐𝑗)

𝑖,𝑗

 , 

 

として定義される．ここで，𝐴𝑖𝑗はノード𝑖, 𝑗間のエッジの重み，𝑘𝑖はノード𝑖におけるリンクの重みの和，

𝑐𝑖はノード𝑖が割り当てられるコミュニティをそれぞれ表す．デルタ関数 𝛿(𝑢, 𝑣)は，𝑢 = 𝑣であるとき

に 1，それ以外と𝑚 =
1

2
∑ 𝐴𝑖𝑗𝑖𝑗 であるときに 0をとる．Louvain 法では，このモジュラリティ Q について，

(1) 任意のノードに対する全隣接ノードに対し，同じコミュニティに属する場合のモジュラリティを計

算する局所最適化を行った後，(2) 同じコミュニティに属するノード群を１つのノードに集約する，と

いう 2つのステップを逐次繰り返すことでコミュニティを得る． 

本稿では，前述した 2種類の電極間の位相同期度を計算し，得られた配列データを用いることで，電

極間の位相同期が強い（ベースラインから増加している）部分集合をコミュニティとして分割した．す

なわち，本研究での解析におけるコミュニティは，位相同期による脳部位間の何らかの機能的結合を表

現するであろう各脳波電極（ノード）が属する機能モジュールに対応する，と解釈できる． 

 
図 3：前処理と解析の手順．青色，赤色の点線で囲まれた箇所は前処理，解

析部分をそれぞれ表す． 
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3. 解析結果 

言外の意味に関する脳波電極間の位相同期の全体的傾向をまず初めに確認するために，全実験参加者

と電極の間で平均した位相同期スペクトルを計算した（図 4）．図 4 (A)は PLVz を用いて計算した場合

の結果を示す．上段・下段は行き先と現在位置をそれぞれ意図していると考えられる試行，左右は先手

か後手かを表している．図 4 (A) の結果からは，

アルファ帯域(8-13Hz) やシータ帯域(4-8Hz) な

どの低周波数帯に同期の増加が見られた以外

には，条件間での明瞭な同期や違いは見られな

かった．これは解析時に集約した試行数（サン

プル）が少ないことや容積伝導，ノイズなどの

影響が強く含まれる可能性が考えられる． 

図 4 (B) は DWPLIz を用いて計算した場合の

結果を示す．上段・下段は，図 4 (A) と同様に，

メッセージの言外の意味としてそれぞれ行き

先または現在位置を意図していると推測され

る場合の平均位相同期スペクトルであり，先

手・後手を区別した解析を図 4 (A)と同様に行っ

た．それらの結果として，行き先を意図する場

合には低周波数帯に同期・脱同期の増加または

減少が見られ，現在地を意図する場合には低周

波帯だけに限らず，ベータ帯域(13-30Hz) やガ

ンマ帯域(30-45Hz) などにも同期・脱同期の時

間変化構造が見られた．低周波数帯の同期は記

憶や認知制御，またガンマ帯における同期は知

覚や情報統合の際に観察されることが知られ

ており，本稿でもこれらの同期特徴が見出され

た． 

次に，アルファ帯域において脳波電極間で顕

著な位相同期・脱同期が見られた潜時(-2500 ~ -

1500ms)における位相同期ネットワークに対し

て，コミュニティ抽出を行った解析結果を図 5

に示す．各ノードは脳波電極を示しており，属

するコミュニティに応じて色分けして図示し

た．灰色の線は全 28ch 脳波電極間でベースラ

インから位相同期が増加した場合のリンクを

表す．解析結果より，先手の場合には左右の前

頭または頭頂―側頭部の電極間のコミュニテ

ィ(上段青色: P3,P7―T8; 下段橙色: Fp1,P4,P8―

T7) が見られた．後手の場合には，行き先と現

在位置のいずれの場合も前頭―頭頂部の長距

離電極間でコミュニティが見られた（上下段赤

色：Fp1,Fp2,F7―P7; F4,F7―P8）．これらのコミ

ュニティの分離同定結果は，筆者らが先行研究

の中で示した，メッセージの受信時の前頭―頭

頂間の位相同期による機能的結合を示唆する

結果(Fujiwara et al., in press)とも一致しており，記号の意味解釈時だけでなく，相手へメッセージを送る

際にも同様の位相同期の存在が示唆された． 

しかし，行き先か現在位置かのどちらかを意図する言外の意味について，今回のアルファ帯のコミュ

ニティ解析では明瞭な違いは見られなかった． 

 

 
（A）PLVz 

 
（B）DWPLIz 

 

図 4：メッセージ送信前の全被験者・電極間平均位

相同期スペクトル．(A) PLVz,．(B) DWPLIz．(A), 

(B) の上段，下段は言外の意味としてそれぞれ行き

先と現在位置を意図している場合を図示した．カ

ラーバーは各指標をベースライン(灰色)で標準化し

た値を示す．図の左右はメッセージをそれぞれ先

手と後手で送った場合を表す．各図の縦軸，横軸

はそれぞれ周波数と相手にメッセージを送るまで

の潜時を示している． 
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4. 考察 

本稿では，記号コミュニケーション時の脳波位相同期ネットワークに対して，コミュニティ抽出を行

い，先手の場合は前頭または頭頂―側頭部の電極間，後手の場合は前頭―頭頂部の電極間でコミュニテ

ィが観察された．後者の前頭―頭頂部間の位相同期による機能的結合については，作業記憶(Schack, 

Klimesch, & Sauseng, 2005)や認知制御(Phillips, Vinck, Everling, & Womelsdorf, 2014)に関連することが示唆

されているが，前者の前頭または頭頂―側頭間はさらなる検討が必要である．後者で示された異なる脳

部位間にまたがったコミュニティは，記号コミュニケーション課題において，相手へ図形をメッセージ

として送る際に，過去の二者の部屋への移動結果の想起や記号の意味の解釈に関する認知処理を反映し

ている可能性があると考える．しかしながら，今回のアルファ帯のみの解析では、言外の意味の違いに

よる特徴的なコミュニティを明確に分離する結果は得られなかった．これに対しては，実験参加者のパ

    
図 5：全被験者平均位相同期ネットワーク(dwPLIz)のコミュニティ抽出結果（アルファ帯）．

図の上段，下段は言外の意味としてそれぞれ行き先と現在位置を意図している場合を図示した．

図の左右はメッセージをそれぞれ先手と後手で送った場合を表す．各図のノードの位置は，脳波

電極の配置(10-20法)を表しており，ノードの色は属するコミュニティを表す．ノード（電極）間

の灰色の線は，ベースラインから位相同期が高まった全リンク（結合性）を表している．先手の

場合には左右の前頭または頭頂―側頭間（上段：青色，下段：橙色），後手の場合には前頭―頭

頂（上下段：赤色）の長距離電極間でコミュニティがそれぞれ見られた． 

   赤色 
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   黄色 
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フォーマンスや行動モデルとの対応をもって成功・失敗群を分離することやスペクトルで違いが見られ

た高周波数帯に関して同様の解析を行うことが挙げられる．さらには，統計的に有意な位相同期のみを

扱うことで，その位相同期ネットワークや条件間での差異を検討するなど，以上に述べてきた方法を用

いて，実際の神経活動を反映した現象であるのか，を十分に検討する必要がある． 

本研究において，コミュニティ抽出法を用いる限界は，ノードとして用いた脳波電極の数が 28ch の

みであることから，コミュニティ分割の空間解像度が比較的低い点が挙げられる．しかし，これはもと

もとの 64ch を眼球運動計測と二者同時脳波計測に用いたことによるものであるため，さらにチャンネ

ル数の多い脳波計などを計測時に用いることで，より詳細な検討が可能となると考えられる． 

本稿では，二者間の協調の検討に加えて，本課題における成功・失敗群間の違いや統計的分析などは

扱えていない．本稿で行ったように全実験参加者を平均した傾向を解析するだけでなく，ノード数は少

ないながらも，二者同時計測を活かすことを考慮した二者間や成功・失敗群間の詳細な解析へフォーカ

スし，実験参加者ペアごとに行動データによる推定結果と脳波計測データの対応を検討することで，統

計的に有意かつ実際の現象を示しているのかを注意して，さらに分析を進めていく必要があるだろう． 
 

 

5. まとめ 

本稿では，記号の言外の意味を意図する際の認知過程の神経メカニズムを明らかにするために，記号

コミュニケーション時の脳波位相同期ネットワークに対して，コミュニティ抽出を行った．結果として，

メッセージを送る順序という条件では，先手の場合に前頭または頭頂―側頭部の電極間，後手の場合に

前頭―頭頂部の電極間でコミュニティが観察された．この結果は，相手へメッセージを送る際に，その

やり取りの順序に応じた，言外の意味（＝意図）に関連する，過去の二者の部屋への移動結果の想起や

記号の意味の解釈に関する認知処理を反映している可能性を示唆する．しかし，言外の意味の違いによ

る特徴的なコミュニティの同定には，本稿の結果では明らかに示されなかった．この点について，今後

は実験参加者の分類やペアごとの結果などを詳細に検討する予定である． 

 

 

注 
(1) カモシカはウシやヤギと同じウシ科に属するため，厳密にはシカとは異なる． 

(2) この言外の意味は，少なくとも 10年以上前（2006年頃）の JAISTには既に存在していたようではあるが，成立時

期は定かではない． 
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【要約】本稿では Mikolovら (2013a) によって提案された Skip-gramアルゴリズムの探索的な検討の
結果を報告する．我々は以下の二点を分析した．(1) Skip-gramによって生成された単語の低次元空間で
の可視化 (2) Skip-gram の単語表現とデータセットの単語共起確率の行列による表現とのアナロジー課
題を用いた比較． 我々は以上の分析結果が，Skip-gramモデルがアナロジー課題において扱うのを不得
意とするようなデータ中の関係性があること，またアナロジー課題の正答にとって重要な特性は，Skip-
gram モデルの特性そのものよりもデータセット中の共起関係にあることの二点を示唆すると主張する． 

 
【キーワード】意味表現	 アナロジー	 機械学習 
 
1. はじめに 
本稿では意味表現という用語で，言葉や物事の間に見出された関係性を，記憶に保持しておく際に利

用する形式を指す．このような意味表現を作り出す能力は，人の認知の働きを理解する上で本質的であ

る．推論，記憶，言語といった認知科学の古典的な問題はすべて意味表現と関わっている．推論を行う

際には適切な因果関係の知識を選択してそれを問題に当てはめる必要があり，その際には事象と因果の

関係を理解している必要がある．物事の関係性を利用する連想は記憶の基本的な性質である．またある

種のアナロジー推論を行うにはさらに進んで，関係性同士の関係性を見出す必要もある (Holyak & 
Thugaard, 1994)．意味表現の問題とは，こうした認知活動を行う上で人がどのような表現を用いている
のかという問いである． 
本研究は，アナロジーを通して人の意味表現の特性を定式化することを目的とする．アナロジーを作

るには対象の間の関係から意味表現を作り，その表現を用いて異なる対象間に関係を見出す，という作

業が必要になる．ここには意味表現の生成とその使用に関わる問題がどちらも含まれている．適切なア

ナロジー推論を行うには何らかの意味表現を作っておいてそれらの間の関係を見出す必要があるし，ア

ナロジーを使用して他の事象を想像する時にはすでにある意味表現を使用して異なる事象を考え出し

ている．そのため，我々はアナロジーの研究を通じて意味表現の特性を理解する，という立場を取る． 
 意味表現のモデリング研究は認知科学において早くから行われてきたが (e.g. Collins and Quillian, 

1969; Collins and Loftus, 1975)，特にアナロジーに関して興味深い最近の結果として，自然言語処理の分
野において提案された Skip-gramモデルや GloVeモデルがある．(Mikolov et al., 2013a, b; Pennington et al., 
2014)．これらのモデルはベクトル空間モデルと呼ばれ，比例アナロジー課題 (“A is to B as C is to ?”とい
う文において，単語 A, B, Cの関係から Dを予測する課題) に対して高い精度を持つことが確かめられ
ている．しかし一方で，こうしたモデルは人のように対象の属性を参照して課題をこなしたり，新奇な

アナロジーに命名する，といったことはできない．本研究はこのような点を踏まえて，Skip-gramモデル
に代表されるベクトル空間モデルの分析を通じて人の意味表現の性質を明らかにすることを目的とす

る． 
 本稿ではまず，２節において Skip-gramのアルゴリズムとMikolovらの行ったアナロジー課題につい
て概観し，彼らのアルゴリズムが従来のニューラルネットワークモデルに比べて極めて単純化されたも

のであることを確認する．その後我々の分析結果を紹介する．概要としては，簡単な単語の共起確率の

行列によってのみでも小さなデータセットについては，Mikolov らのモデルに近いアナロジー課題の精
度が出ることを確かめた．もちろん計算量に関してはMikolovらの計算モデルの方が遥かに効率的だが，
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我々の分析結果は Skip-gram のアナロジー課題における高い予測精度が特定のモデルの特性によるもの
ではなく，データセットの共起関係そのものの特性によることを示唆する． 

 
2. 意味の分布仮説と単語共起モデル  
機械翻訳や質問回答システムなどの言語処理を行なう際にまず問題となるのは，語をどのように表現

するか，という問題である．その場合最も単純な方法は，各語を離散的に表現することである．このよ

うな表現はワンホットベクトルと呼ばれ，データ中における出現語のインデクスに対応するベクトルの

次元の値を１とし，他を０とすることで表現する．しかしこのような表現では，文書中にある語が出現

するかどうかは分かっても，単語間の関係性まで捉えることはできない．なぜなら各単語がベクトルの

ある要素を１にすることで表現されているため，どのベクトル間の距離も等しいからである． 
このような理由から，語のいわゆる「分散表現」を考えることが重要になる．分散表現とは，各語を

連続的な確率値を有するベクトルとして表現する方法であり，通常ある語とその周辺の文脈語との共起

関係を表現する．このような単語間の共起関係を重視する根拠として頻繁に参照されるのは，Harris 
(1954) の提唱した Distributional Hypothesisである．それによれば，「…各言語は分布構造，つまり，あ
る部分の他の部分との相対的な出現頻度という観点から説明可能である．」(Harris, 1954), あるいは「あ
る語の意味はその周辺語から知ることができる．」 (Firth, 1957)．こうした語の共起関係を重視する発
想はMikolovらのモデルにも強く現れている． 

 
3. Skip-gram のアルゴリズムと我々の仮説 
それでは Skip-gramのアルゴリズムを簡単に述べよう．Skip-gramのアルゴリズムは，ある語からその
周辺語への予測を最大にするような単語表現を生成する，という発想の下に作られており，基本的なア

ーキテクチャは以下のようになっている (図 1)． 

	  
         図 1: Skip-gramモデルのアーキテクチャ 

  
ここで w(t)は t番目の語であり，w(t-i)から w(t+i)までの語の予測を最大化するようにベクトル化する．
つまり，t番目の語が与えられた時の周りの i語の対数条件付き確率の平均， 

1
𝑇##log𝑝(𝑤*+, |	𝑤*)	 

を最大化する．Mikolovらは語𝑤0が与えられた時の，語𝑤1の条件付き確率を以下のように語のベクトル
𝑣34 , 𝑣36の関数として定義した．  

𝑝(𝑤1	|	𝑤0) = 	
exp	(𝑣36

; 𝑣34)
∑ exp	(𝑣36; 𝑣34)
=
3>?

 

実際の Skip-gram では計算量の効率化のために上記のソフトマックス関数を単純化した階層的ソフト
マックス法やネガティブ・サンプリング法，高頻度で出現する語を一定確率で捨てるサブサンプリング

法を用いたが，本稿での議論には関わらないので割愛する． 
我々の議論にとって重要な点は，Skip-gramのアルゴリズムの単純さにある．上述のように，Skip-gram
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のアルゴリズムは単層のニューラルネットワークであり，これにソフトマックス関数を適用しているに

すぎない．それにも関わらず，このアルゴリズムは意味，統語的な課題に対して既存のモデルを大きく

上回るパフォーマンスを発揮する． 
Skip-gram で扱われているアナロジー課題は，前述した比例アナロジーである．この課題を解くにあ

たって Skip-gramでは，𝑣,をそれぞれ語 iのベクトル表現だとすると，3つの語 a, b, cに関して 𝑣@ − 𝑣B +
𝑣D というベクトル演算を行い，その結果得られたベクトルに最も類似する𝑣Eを答えとして選択する，
という手法を取る．以上の操作を，𝑣@ − 𝑣B + 𝑣D ≈ 𝑣Eと表記する．よく知られた例で言えば，𝑣G,HI −
𝑣J@H + 𝑣3KJ@H 	≈ 𝑣LMNNH	という結果になればモデルは正しく課題に回答した，ということになる．この
ような演算を図示すると，𝑣G,HI − 	𝑣J@Hと𝑣LMNNH −	𝑣3KJ@Hが以下の図 2ような平行関係にある時に演算
結果が正しいアナロジーとなる．  

 

  
 

図 2: ベクトル演算による比例アナロジーの成立条件は 2つの単語対の間に平行関係が成り立っていること 

Mikolov ら (2013a) の報告するところでは，通常の非線形変換を入れたようなニューラルネットワー
ク言語モデルの意味課題に対する正答率は 23%，統語課題に関する正答率は 53%であるのに対して，
Skip-gramの正答率はそれぞれ 55%，59%である．このことは，Mikolovらのタスクで扱われているよう
な意味，統語関係について Skip-gram モデルはそれまでのモデルよりも優れた表現を形成していること
を示唆している．では，Skip-gram がその単純な構造にも関わらず言語の重要な構造を取り出し得るの
はなぜなのだろうか．我々はこのような目的意識の下で Skip-gramに関して探索的な分析を行った． 

 
4. Skip-gram の分析と単語共起行列のパフォーマンス 
以下の我々の分析では，まず Skip-gramの単語ベクトルの低次元における可視化を行い，Skip-gramに

おいてアナロジーが成立しているような単語の組が，そのモデルの対象となったデータセットにおいて

は共起関係の比率が一定であることを確認した．その後より直接的な検証を行うため，Skip-gram とデ
ータの共起行列を直接的に計算するモデルを Brown corpus (Francis & Kucera, 1979) について訓練した．
そしてこれらの単語ベクトルを用いて，上記のMikolovら (2013a) が行っているのと同様のアナロジー
課題を行わせた．すると，データから直接に共起行列を計算するようなモデルでもアナロジー課題にお

いて Skip-gramと同程度の正答率でアナロジー課題をこなし得ることが示された． 
まずは低次元における可視化の結果を示す．データセットとしては Google が公開している，Google 

News から取得したおよそ 1000 億語について訓練したものを用いた．この訓練済みデータは語と句計
300 万を含み，それぞれの語句が 300 次元を用いて表現されている(1) (Mikolov ら (2013a) で示されて
いる分析結果は 1000次元ベクトルによるもの)．図 3はこのモデルについていくつかのクラスの語の主
成分分析を行い，300次元空間のある 2次元部分空間について可視化を行ったものである．左上の国と
首都に関する図はMikolovら (2013a) の図を再現したものだが，いくつかの国と首都の間にアナロジー
課題に正解するために必要な，前述したような平行関係が成立していることがわかる．これは男女関係

についても同様で，それに加えて「家族」，「職業」，「歴史」，と言えるようなクラスターが発生し

ていることも分かる．しかし例えば主語-動詞関係について見てみると，I-am, He-is, She-isなどの間では
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アナロジー関係が成立していない．このことは，𝑣@ + 𝑣D − 𝑣B ≈ 𝑣E という関係式では捉えきることがで
きないような関係が存在することを示唆する． 

 
 
図 4 :  Skip-gram中の単語ベクトルの幾つかを主成分分析によって 2次元空間に射影したもの．国と首都，男女，時制
関係では平行関係(図 2)が成立しているが，主体-動詞関係を示した図では平行関係が一部でしか成立していない． 

 

図 3 : 2つの単語表現のアナロジー課題に関する正答率の比較．データセットはMikolovら (2013a) が用いたものから「家族」，
「比較級」，「現在進行形」，「過去形」，「複数形」，「複数動詞」カテゴリーを選択した． 
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	 次に，我々は Brown corpusを用いて単語の共起行列を作成し，同じコーパスで Skip-gramモデルを訓
練した．その上で 2つのモデルに関して，Mikolovら (2013a) が用いているアナロジー課題の一部に関
する正答率を比較した．元のデータセットは 14 のカテゴリーからなり全体で 19544 の項目から構成さ
れるが，本稿ではデータセット中での対象語の頻度が低いために比較できなかったいくつかのカテゴリ

については除外し，残った 6656 項目について分析した．その結果は図 4 に示している．ここから見て
取れるように，Brown corpusのような比較的小さいコーパスについては Skip-gramでも，データセット
中の共起関係をほとんどそのまま用いたような表現でも，アナロジー課題における精度に大きな差異は

見られなかった． 
 
5. 議論と予想 

4節までで我々が行った探索的な分析において以下の二点の結果が得られた． 
	 1. Skip-gram モデルによるベクトル表現には，比例アナロジーを平行なベクトルの関係式で表せる
単語とそうでないものが混在する． 
	 2. Skip-gram を用いて作成された単語表現と元のデータセットの共起確率分布をそのもののベクト

ル表現との間では，比例アナロジー課題の予測精度の差異がほとんど見られない． 
1の結果は，データ中の関係に単なる平行関係では捉えられないものがあることを意味する．しかし，

Mikolov らは平行関係によってのみ 4 項の比例アナロジーを検討しており，それ以外の関係を持つアナ
ロジーの抽出に関する Skip-gram モデルの有用性には疑問が残る．この点はより詳しく検討する余地が
あるだろう． 

2 の結果は，アナロジー課題で予測を行うために重要なポイントは Skip-gram のアーキテクチャ自体
にあるわけではなく，コーパスデータ中に潜在する共起構造にあることを示唆している．我々は単純に

語の共起頻度の確率を単語ベクトルとして表現しており，Skip-gram のようなモデル化や近似を一切行
っていない．しかし，こうしたデータの確率ベクトルを使って，アナロジー課題に関して Skip-gram に
比肩するような精度を出すことができることを示した．これは，(Skip-gram によるベクトル表現の構築
ではなく，)語の共起頻度そのものが比例アナロジー課題に有用な構造を潜在的に有しているためだと
考えられる． 

 
6. 結論と展望 
本稿では，Skip-gramのアルゴリズムを記述し，我々が行った Skip-gramの探索的な検討から得られた

2つの結果とその解釈を示した．1つは，データ中には Skip-gramが用いているような線形のベクトル関
係だけでは捉えられないような構造が存在するという点，もう 1つは比例アナロジー課題を解く際に必
要となる関係の表現を作るにあたって，必ずしも Skip-gram のアーキテクチャが特別な役割を果たして
いるわけではなく，語の共起関係がこうした関係に関する情報を多く含んでいる可能性がある，という

点である． 
我々はこれらの結果を踏まえて，語の共起関係を用いて関係を発見するアルゴリズムを開発する予定

である．今回の 2つ目の結果から示唆されるように，語に関する本質的な情報は，言語における語の分
布中の共起関係が有していると考えられる．そうであれば，この共起関係に関する情報から直接的に比

例アナロジーの予測に有用な性質を抽出するようなアルゴリズムを作れば，多くの先行研究で仮定され

ているような平行関係に限らない，より多種の比例アナロジーにも対応できると考えられる．このよう

なアルゴリズムは，本稿の結果 1が示唆するような，平行関係の他にどのような関係がアナロジー課題
を解くのに使用可能か，といった問にも回答することができると考えられ，比例アナロジーの一般的な

理論となり得る可能性を持つ． 
 
注 
(1) https://code.google.com/archive/p/word2vec/ 
 
参考文献 

Collins, A. M., & Loftus, E. F., (1975). A Spreading-Activation Theory of Semantic Processing. Psychological    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Reviews, Vol. 82, No.6, 407-428. 

Collins, A. M., & Quillian, M. R. (1969) Retrieval Time from Semantic Memory. Journal of Verbal     Learning 	 	 	 and Verbal 

知識共創第8号（2018）

Ⅳ4-5



 

Behavior, 8, 240-248. 
Francis, W. N, and Kucera, H. A Standard Corpus of Present-Day Edited American English, for use with Digital Computers. (1979). 

Brown University. Providence, Rhode Island. 
Holyoak, K. J., & Thagard, P. (1996). Mental Leaps. MIT Press. (ホリオーク, K. J., & サガード, P. (1998) 『アナロジーの力: 認  
知科学の新しい探求』 (鈴木宏明・河原哲雄訳) 新曜社)  

Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., and Dean, J., (2013a). Efficient Estimation of Word   Representations in Vector Space. In ICLR 
Workshop Papers. 

Mikolov, T., Sutskever, I., Chen, K., Corrado, K., and Dean, J., (2013b). Distributed Representations   of Words and Phrases and Their 
Compositionality. In NIPS, pages 3111–3119. 

Pennington, J., Socher, R., Manning, C., D., (2014). GloVe: Global Vectors for Word Representation.     Retrieved from 
https://nlp.stanford.edu/pubs/glove.pdf 

Sahlgren, M. (2008). The distributional hypothesis. Italian Journal of Disability Studies, 20, 33-53. 
 

 
連絡先 
住所：〒923-1211	 石川県能美市旭台 1-8-7-403 
名前：加藤龍彦 
E-mail：skylark@jaist.ac.jp 
 

知識共創第8号（2018）

Ⅳ4-6



 

 

 

Ⅴ. インタラクティブセッション 
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【要約】近年の公的資金による研究プロジェクトでは，NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機

構）や RISTEX（科学技術振興機構 社会技術研究開発センター）の研究開発プログラムのように，異分

野協働による知識共創が求められることが多い．そこで本発表では，自然科学と社会学的知識の共創の

過程に着目し，異分野協働による知識共創に関わる課題と展望を考察する．本発表では，これから実用

化が見込まれる「萌芽的科学技術」の一例として，農業バイオを取り上げる．言わば「作動中の」知識

科学の社会実践の過程においてどのような特徴を持つ知が創造されたのかについて，異なる分野の関与

者による共同作業「だからこそ」乗り越えることができ，かつ萌芽的科学技術であるからこそ直面する

課題という視点から考察をし，「作動中の」知識共創というテーマを考える際の論点を提供することを

目的としている．今回の事例では，お互いに高いレヴェルでの知識移転は必要ではなく，むしろお互い

の得意とする分野を利用して，チーム全体として研究プロジェクトの推進を実施すること遂行を行うこ

と，またプロジェクト内部での評価や状況に合わせてピボットしながら調査を進めていくことの重要性

が示唆された． 

 

【キーワード】作動中の知識科学	 異分野協働	 農業バイオ 

 

1. はじめに 

ゲノム編集技術がブームを迎えている．1996年に開発された ZFN（ジンクフィンガーヌクレアーゼ），

2010年に開発された TALEN（転写活性化様エフェクターヌクレアーゼ）に続き，2013年の CRISPR/Cas9

の登場によって，これまでに類を見ない圧倒的な簡便性，高効率性からバイオ研究者に広く普及するよ

うになった (山口, 2017)．農業バイオ分野においては，内閣府の戦略的イノベーション創造プロジェク

ト（SIP）・次世代農林水産業創造技術「新たな育種体系の確立」（2014 年～）の実施等を通し，ゲノ

ム編集をはじめとする「新たな育種技術」（NBT）の研究開発が進められ，政府機関やアカデミア，民

間企業を巻き込んだアグリゲノム産業への広範な展開の動きが看取される．山口は初年度の 2014 年か

ら，立花は 3年目の 2016年から SIPの社会実装にかんする委託調査に参加している． 

山口は社会学を専門とする研究者として，これまでに農と食の科学データや技術情報の流通過程，そ

の社会的な影響についての実証研究を行ってきた．立花は学部時代にトマト萎凋病の原因物質であるフ

ザリン酸を無毒化する遺伝子を持つ微生物を単離し，遺伝子組換えによる萎凋病抵抗性トマトの育成に

関わった．また，これまでに農作物に外来遺伝子を撃ち込む遺伝子銃や ZFN関連の研究用試薬の販売を
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行うバイオ企業や民間シンクタンクに勤め，大学院でライフサイエンス系大学研究室における知識創造

に関する研究を行った経験を有しており，現在，大河雅奈，菅徳子らとともに，サイエンティフィック・

イラストレーションの事業化を目指し活動している． 

SIPの構成メンバーの大半は，ゲノム編集技術を用いたバイオ育種の基礎研究を専門としており，SIP

の目標とする，技術開発した研究成果の社会実装に必需と考えられる社会科学的な発想力を持ち合わせ

かつ技術ベースの造詣が深いメンバーは，管見の限りきわめて少ない．さらに，そもそもアグリバイオ

領域のイノベーション・エコシステムを下支えする支援人材が日本国内で数少ないために，基礎研究か

ら社会実装に向けた深い洞察が手薄となりがちである．イノベーションのエコロジーという幅広い枠組

みの理解に加え，過去に遺伝子組換え作物の社会実装時の経験を抜きに，新規の農業バイオ技術を導入

して作出された農作物の社会実装の戦略を考えることは難しい．また今後ますます科学技術の研究開発

について民間企業の役割が増し，また農業バイオ研究者の社会的責任の比重が増す中で，社会学的知識

と自然科学的知識の両面から，イノベーションの社会実装を考えていく必要がある．そこで，本発表で

は，異なる分野の関与者が実際に直面した課題について振り返るとともに，その解決策について学術的

含意と社会学的含意の両面から探っていきたい． 

 

2. これまでの経緯 

2.1 2014年〜2015年 

プロジェクトスタート当初の 2年間は，主に山口が SIP社会実装コンソーシアム「フードシステムに

関わる利害関係者の受容構造の解析」に携わってきた．当初は，ゲノム編集というよりも NBT 全体を

幅広く捉え，NBTの社会受容構造を明らかにすべく，ステークホルダーの中で本技術の受益者として目

された種苗産業を対象に，NBTで作出された新品種の社会実装の方策について質的社会調査法を用いて

情報収集にあたった．結果，日本の種苗産業は，ゲノム編集技術にかかる規制や特許等の動向が不透明

な中，ゲノム編集技術がビジネスチャンスをもたらす可能性を認めてはいるものの，積極的に NBT を

活用するというスタンスは持っておらず，もっぱら様子見をしているという知見を得るにとどまった． 

 

2.2 2016年 

2016年からは，スタートアップ企業，ゲノム編集の研究ツール等を研究開発・販売する企業，ライフ

サイエンス領域の特許の専門家，遺伝子工学，生物工学，植物育種学等の専門家までステークホルダー

の裾野を広げ，個別に意見聴取を行うこととした．さらに，あらかじめフォーマットの決められた面談

方法では得難い情報をできる限り聴取するために，アグリビジネス創出フェア等の公開イベント，日本

分子生物学会，日本植物学会，日本ゲノム編集学会等，ゲノム編集技術の研究開発や事業化に関心を持

つ人が集まる学会，展示会等に参加し，ゲノム編集に関連する情報は社会的認知の相場観を得るための

資料収集に務めた． 

これらの意見聴取を踏まえると，SIP の研究開発コンソーシアムによる研究成果の活用と展開を検討

するに当たり，ステークホルダーのエンゲージメントという試みのみでは解決し得ない産業構造上の課

題の存在があるということに気づいたことであった．例えば，ゲノム編集技術の活用に伴って新たに生

じる，安全性評価のコストやライセンス料等のビジネス上のコストと国内の種苗産業やバイオ領域のス
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タートアップ企業の企業体力とのズレという問題が挙げられる．そもそも，中小規模の企業によるイノ

ベーションの実現割合が大規模の企業よりも相対的に低い中，そのほとんどが中小規模の種苗会社やバ

イオスタートアップにゲノム編集技術の活用と展開を図っていくことは，極めてハードルが高いものと

思料された．また，米国等に比べてバイオスタートアップ向けの資金が十分でないといった指摘等から

も同様の指摘を引き出すことができた．このことは，市場の原理のみに任せる形でイノベーションの活

用と展開を推進することは困難であるということを意味し，ゲノム編集技術の展開において，ゲノム編

集技術の実装支援に特化したセンター等，ハブとなるような組織がイニシアティブを取り，公設試等と

連携し，技術の展開をすることが求められる．さらにゲノム編集技術の社会実装の戦略を練る上で参考

となる既存の育種法も存在するため，それらを参照しつつ，産業構造上に存在する課題を明らかにし，

解決するための糸口を見いだすことが必需と考えられた． 

 

2.3 2017年 

フードシステムに関わる利害関係者の受容構造についてより具体的なイメージを得るために，2017年

に入り，ゲノム編集トマトが市場化するという仮定で事例研究を進めることになった。現在，関連する

企業に個別に問い合わせてヒアリングを行い，情報収集を重ねているところである．企業を対象とする

社会調査には，調査の実効性という点で難しさが伴うが，本プロジェクトにおいても，適切と考えられ

るヒアリング先を選択し，事前承諾を得てヒアリングを実行することは必ずしも容易なことではなかっ

た．しかも，委託調査であると同時に研究でもあることを見据え，研究・イノベーション学会での講演

要旨集等も参照しつつ，ステークホルダーの意思決定をサポートする報告書に取りまとめることへの葛

藤の狭間の中で，暗黙裡にプロジェクトとして持続可能なバランス感覚を持って振る舞う「相場観」を

要求されているように感じとれた． 

 

3.暫定的結論 

2004 年〜2006 年ごろにかけてお茶の水女子大学ライフワールド・ウォッチセンターで受講した社会

人向け講座「化学生物総合管理の再教育講座」の中で，「（食品メーカーにとって）遺伝子組換え等の

ワードは禁忌（会社全体の売上減につながる）」，「（化粧品メーカーにとっても）ナノテク化粧品と

言うだけで売上が下がるので，表には出さない」といった話は，受講生同士のインフォーマルな議論で

はしばしば話題となっていたが，他方，研究現場の本音として「ゲノム編集技術の研究開発は，人間の

性かもしれないがアカデミア側からは止めることはできない」といった話もサイエンスカフェの場の中

で語られ，開催記録として公開もされている．ただし，特に企業関係者が公的な立場で意見を求められ

る場合，組織における秘密保持の観点から，社内で知り得た情報をグループインタビュー等の不特定多

数の関係者がいる公式な場では少なくとも口外しない（できない）ケースが少なくない．社会受容性が

明確に定まっていない，萌芽的科学技術の商業化に関わる社会調査の難しさを端的に示している事例と

言えよう． 

農業分野におけるゲノム編集技術の台頭は，CRISPR/Cas9の登場によって，狙った遺伝子のみを特異

的にノックアウトするという点において，一時期隆盛を示したかに見えた遺伝子組換え技術の延長上の

技術と言えなくもない．農業バイオ分野においては，例えば微生物系の天然物化学が，抗生物質研究，
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コンビナトリアルケミストリー，さらにがん領域における天然物創薬へと時代の趨勢に合わせてピボッ

トしながら延命しているのと酷似している（福島，2017）．こういった条件のもとで現場の生の声を拾

おうとした場合，例えばチーム医療の省察的実践について参与観察を行った山口（2013）の例のように，

自身が所属する組織の内部を観察・記録するか，調査者と調査対象者との間で「ある程度」技術的な話

題が通じ，ラポールが築けている対象者と 1対 1でヒアリングを行う以外，対応は難しいのではないだ

ろうか．福島は，異分野間の協働において重要なことは，文脈に応じた知識の正確な理解であるという．

ただし，この考えに忠実に準拠すると，現実的には異分野間での知識移転はきわめて困難であり，むし

ろ異分野間でのコミュニケーションを円滑化するための，ある種の記号的な糊代をどのように二者間で

作り上げるかという，現実解を見出すことの方が重要なのである（福島，2017）としている． 

今回の事例でも，お互いに高いレヴェルでの知識移転は必要ではなく，むしろお互いの得意とする分

野を利用して，チーム全体として社会実装というテーマに沿って，場合によってはプロジェクト内部で

の評価に合わせて必要に応じてピボットしながら調査を進めていくことが肝要なのであろう．本稿は，

SIP の社会実装コンソーシアム内部のプロジェクトにおける異分野協働について，これまでの経験を振

り返りながら書き起こしたものであり，今後の議論とレビューが必需である．SIP のプロジェクトは残

りあと 1年残されており，委託調査を続けながら検討を深めてゆきたい． 
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キーワード：プレゼンテーション，論理展開，コンテンツ選択支援，論理モデル  

1. 背景・目的 

研究活動などの場において，意見や主張を伝達するための手段としてプレゼンテーションが頻繁に用

いられる．しかし，相手に伝えたい内容が正確に伝わるプレゼンテーションを行うことは容易ではない．

特に科学技術論文における研究発表のように，スライドに書かれた内容を主として進行するプレゼンテ

ーションの場合，スライドの内容や順番がプレゼンテーションの内容を決める重要な要素となる．よっ

て，論理的に飛躍のない話題を，関係が理解しやすいスライドの記述・順番で表現することが望ましい．

プレゼンテーションに内在している意味的構造を理解させるというアプローチは存在する[1]．このよ

うなプレゼンテーションを構成するスキーマを理解させる手法では，プレゼンタがスキーマで示された

要素しか導出できなくなってしまう可能性がある．プレゼンタ自身の意見や主張をもとに，プレゼンテ

ーションに組み込む要素を選択できるようになる必要がある． 

論理的に飛躍のないプレゼンテーションをするためには，作成前に必要なコンテンツの導出・整理を

行った上でスライド記載するコンテンツを選択する必要がある．これまでに我々は，科学技術の研究を

構成する要素とその論理関係を表現したコンテンツの論理モデル（図 1）を提案した．そして，論理モ

デルに基づいて，プレゼンテーションの素材となる話題をグラフ形式で整理できるシステム（図 2）を

構築した[2]．グラフ形式で整理された話題のことをコンテンツ・マップ，論理モデルに沿ったコンテン

ツ・マップの作成を支援するシステムのことをコンテンツ・マップ作成支援システム呼ぶ．本稿では作

成されたコンテンツ・マップにおいて，プレゼンタが発表したい主題を論理的に説明するのに必要なコ

ンテンツの選択を支援するシステムを提案する． 

 

2. 論理的なプレゼンテーションのためのコンテンツ選択 

プレゼンテーションは発表時間が決められていることから，コンテンツ・マップに導出したコンテン

図 2．コンテンツ・マップ作成支援システム 図 1．コンテンツの論理モデル 

コンテンツ生成エリア 

コンテンツ・マップ 
作成エリア 

関係作成ボタン 
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ツを全て発表することは出来ない場合が多い．したがって，プレゼンタは主題を説明するのに十分なコ

ンテンツを取捨選択する必要がある． 

コンテンツには，1）主題を導出しているコンテンツ，2）主題から導出されているコンテンツ，3)主

題と異なる話題に含まれるコンテンツがある．コンテンツ 1 は主題が導出された意図を説明しており，

主題の必要性や重要性を伝える．コンテンツ 2は主題の詳細な説明や特徴，また主題を受けた新しい話

題の展開などが考えられる．これらのコンテンツのうち，主題と関連の強いものは主題を説明するため

に必要である．コンテンツ 3は，主題と異なる話題であるため基本的に不要であるが，主題を他の話題

と比較したい場合に使われる可能性がある．プレゼンタがこれらのコンテンツ群を使うか否かは，その

コンテンツ群に含まれるコンテンツを選択しているかどうかで判断できる． 

また，すべてのコンテンツに対して，プレゼンタは論理的に飛躍が無いようにコンテンツを選択する

ことを意識しなければならない．コンテンツ・マップ上で 2つのコンテンツ間に存在するコンテンツ群

は，2 つのコンテンツのつながりを説明している．そのため，2 つのコンテンツを説明する場合，その

間に存在するコンテンツ群は選択されるべき重要なコンテンツである． 

3. コンテンツ選択支援のプロトタイプ・システム 

主題を論理的に説明するのに必要なコンテンツの選択を支援するプロトタイプ・システムを構築した．

本システムは作成されたコンテンツ・マップよりプレゼンタが主題と主題の説明に用いるコンテンツを

選択した後，不足コンテンツを判定してプレゼンタに推薦する．不足コンテンツは，主題との関連の強

さ，および主題と選択された他のコンテンツとの関係により決定する． 

コンテンツの主題との関連の強さを導出するため，各コンテンツの主題に対する必要度 W を式 1 の

ように定義した．必要度は主題から論理展開を重ねるごとに減衰し，減衰の度合いを表す減衰係数はコ

ンテンツの種類に応じてあらかじめ定義しておく[3]．コンテンツ 1～3 のうち必要度が 0.6 より大きい

コンテンツと，主題と選択コンテンツ間に存在するコンテンツを推薦コンテンツとして抽出する． 

𝑊 = 1.0 ∗ (𝛼0 ∗ 𝛼1 ∗ …∗ 𝛼𝑛)  [𝛼𝑖：リンク𝑖の減衰係数] …（1） 

推薦コンテンツを不足の可能性がある

コンテンツとしてプレゼンタに提示す

るコンテンツ選択支援プロトタイプ・シ

ステムを構築した．インタフェースを図

3 に示す．主題コンテンツ，選択コンテ

ンツ，推薦コンテンツの違いがわかるよ

うに，ノードの外枠が区別されている．

推薦コンテンツを認識することで，選択

したコンテンツの論理構造を見直し，他

に追加するコンテンツがないかを再考

することが出来る． 
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  社会を生き抜くために必要な能力としての批判的思考能力の育成法に国内外で注目が集まっている．

AHELO[1]においても，大学の学部学科を超えて身につけるべきジェネリックスキルの一つとして批判的思

考を挙げている．Paulは批判的思考を「弱い意味の批判的思考」と「強い意味の批判的思考」に区別した[2]．

弱い意味の批判的思考は，論理的側面を重視し，物事を一面的に捉え，単一論理的な問題解決に向かう思考

であり，強い意味の批判的思考は，問題の道徳的側面に注目し，弁証法的かつ自己相対的に思考することで

ある．現在の教育現場では Paulの言うところの弱い意味の批判的思考スキル向上を目掛けたアプローチがと

られている．本研究では，弱い意味の批判的思考力を身につけた学習者を想定し，知識創造課題を通して問

題をあらゆる観点から弁証法的かつ自己相対的に思考する強い意味の批判的思考スキル育成を目指す． 

  本研究で提案する学習環境の要件として表 1に示す 3点を設定する． 
① 自身の考えを起点とする学びの場の提供 自分の疑問や提案を起点として，弁証法的に自身の思考構造の理解を促す環境を提供する 

② 自己相対的な思考を促す学びの場の提供 異なる思考を生み出す問いの違いに目をむける学びの場を提供する 

③ 迫真性ある学びを提供 身近な課題への継続的かつ漸進的な思考の発展を促す環境を提供する 

表 1: 学習環境の要件 

  以上のような指針に基づいて開発した学習支援システムのインターフェースを図 1に示す．自身の思考を

意識的に内省することは難しい．本研究では，①の実現のために思考分類のためのタグ(図 1-①)と批判的対

話を促す「ソクラティックな問い」(図 1-②)を提供することでその難しさを軽減する．②について，異なる

創造的思考を生み出す起点としての「問い」の違いに目を向けさせる可視化ビューを提供する．③について，

特別な事前知識や専門知識を要しない題材を用いることでこれを実現する．今回はカジノを含む IR 施設誘

致を題材として，知識創造する課題を与える． 

  学習者は，ノードとリンクの形(図 1-③)で自身の思考

を表明し，システムが提供する問いやタグを活用して

思考を深めていく．さらに，他者の思考とその起点とな

った問いの参照機能を利用し，自分と異なる思考を構

成する観点の違いに着目した批判的思考が行えるよう

になっている．発表では，学習デザインの詳細とシステ

ムの初期実験について述べる． 
 

参考文献 
1. OECD. Testing student and university performance globally: OECDʼs AHELO. (2012) 
2. Paul, R.W. Critical thinking: What, why, and how. New Directions for Community College, 
77, 3-24 (1992) 

図 1: システムインターフェース 
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災害時の安全確保行動選択における 

情報の競合を疑似体験する学習アプリの検討 

Study of a learning application for simulated experience of information 

conflict in selecting an evacuation behavior in the event of disasters 

北川 悠一1)，木村 雛子2)，田中 孝治3)，池田 満3)，堀 雅洋1) 

KITAGAWA Yuichi1), KIMURA Hinako2), TANAKA Koji3), IKEDA Mitsuru3), HORI Masahiro1) 

yu.kitagawa0515@gmail.com, hnkkmr@gmail.com, kjtanaka@jaist.ac.jp, ikeda@jaist.ac.jp,  

horim@kansai-u.ac.jp 

1) 関西大学大学院,  2) 関西大学,  3) 北陸先端科学技術大学院大学 

1) Kansai University Graduate School, 2) Kansai University,  

3) Japan Advance Institute of Science and Technology 

 

キーワード：擬似体験，情報の競合，学習アプリ，安全確保行動 

1. 研究の目的 

豪雨災害時に住民は，避難情報や水害ハザードマップ等の情報を基に，災害時の安全確保行動である

「立退き避難」「屋内安全確保」のいずれかの行動を選択して危険を回避することが求められる．しか

し，ハザードマップで屋内安全確保が適切と確認しても，避難情報の発令により当初の判断を見直す必

要がある等，災害時のある時点で適切と判断された安全確保行動も，その後の状況変化や新たに発令さ

れた避難情報によって見直しを余儀なくされる場合がある．このような災害時の安全確保行動の選択に

おける知識適用の競合については，その特性を記憶に留めておくだけでなく，誤った判断に陥る可能性

について知識や情報を主体的に援用する経験を通して理解を深めていく必要があると考えられる．本研

究では，災害状況を想定した安全確保行動選択における情報の競合を疑似体験できる学習アプリを作成

し，アプリを用いた学習経験が防災学習への意欲向上に影響する可能性について検証した． 

2. 学習アプリ 

豪雨災害が迫っている状況を想定した自宅内で，学習者が主人公となって状況判断に必要な情報を

主体的に入手しながら安全確保行動を求めるロールプレイングゲーム風のアプリを作成した．入手で

きる情報は，事前に与えられるハザードマップの記載情報，公的機関が発令する避難情報，自宅周辺

や近隣地域の屋外情報の 3種類とした．学習者は，プレイ中に自らの意思で入手した情報を基に「立

ち退き避難」「屋内での安全確保」「避難行動をとらない」から一つ選択する学習課題に取り組み，各

課題の終了毎に選択した行動によって起こりうる結果と補足説明が教示される． 

3. 実験と結果 

実験参加者 36 名を，入手可能な 3 種類の情報から異なる安全確保行動が示唆される「競合あり群」

と同じ安全確保行動が示唆される「競合なし群」に各 18名ずつ割り当てた．アプリによる学習前に「自

信」，学習後に「自信」「学習意欲」を問う質問に 7段階で回答してもらった．1問あたり平均 2種類以

上の情報を入手した参加者（競合あり群：10名，競合なし群：7名）のうち，自信について競合あり群

は，前後で低下（学習前 3.9→学習後 3.6）したが，競合なし群は上昇した（学習前 2.9→学習後 4.1）．

「学習意欲」について競合あり群(6.0)は，競合なし群(5.4)より高かった．これは，安全確保行動選択

において情報の競合を経験することが，学習意欲を高める可能性があることを示唆している． 
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新規防災対策の試験的導入に対する鉄道従事者の認識に関する一考察 
Consideration of Rail-engaged Engineer’s Recognitions for the Trial Application of 

New Disaster-prevention Countermeasures 
 

外狩麻子 1)，松田宏 2)，敷田麻美 1) 

TOGARI Asako 1)，MATSUDA Hiroshi 2)，SHIKIDA Asami 1) 

togari@jaist.ac.jp, hiroshi-matsuda@kk-grp.jp, as-asami@jaist.ac.jp 

 

1) 北陸先端科学技術大学院大学，2) 国際航業株式会社 
1) Japan Advanced Institute of Science and Technology, 2) Kokusai Kogyo Co., Ltd 

 

【要約】 

本研究は，自然災害に対する鉄道事業の安全対策に関して，鉄道事業者が新たに実施した研究開発成

果を得たときに，これを実務に実装するか否かの決定プロセスを明らかにすることを最終的な目的とし

ている．実装プロセスの成功の可否に関して，科学技術の問題ではなく，特に，企業組織内での価値評

価に依存する意思決定プロセスに焦点を置く．意思決定プロセスに影響を及ぼすであろうと考える，安

全の要求度・費用対効果・外部からのインパクト・社員の認識という 4つの視点のうち，ここでは，社

員の認識に着目する．自然災害対策のうち雪害対策について，新たな研究開発成果の実導入に対する現

業機関及びその現場の鉄道従事者の認識について，試験的試行を実施した後に行ったアンケート調査に

基づく分析結果を報告する． 

 

【キーワード】自然災害対策，鉄道防災，社員の認識，価値判断 

 

1. はじめに 

日本は水と豊かな自然に恵まれ，これら自然環境資本を活用した経済発展を遂げてきた．豊富な水資

源と火山帯によって形成された風光明媚な国土は社会生活環境を豊かにし，観光資源など経済活動にメ

リットをもたらす．一方で同時に，このような自然環境条件から，地震・津波・水害・土砂災害等の自

然災害にも曝されている．特に，近年の地球温暖化による気象現象の変化や周期的な地震発生といった

自然災害に対する社会的懸念は増加している． 

自然災害の対策は多角的な着眼点に基づいた目的により実施されている．広く住む人々を対象とした

場合が行政の実施する広域防災であり，個別の社会資本やその運用を対象とする，例えば，鉄道を対象

とした場合が鉄道防災である．公共交通機関としての役割と使命を有する鉄道事業にとって，定時性・

利便性・速達性・快適性が必須である以上に，鉄道によって移動運搬される旅客及び貨物の安全性は確

保されなければならない．我が国では鉄道事業の成立経緯から，自然災害に対する安全の確保は事業者

の努力責務として法的に位置付けられている．すなわち，鉄道防災に対する取り組みやその実施判断は，

各々の鉄道事業者に委ねられている．このため，鉄道防災に関わる新規技術や新しい取組みの導入や導

入に伴う手続き・ルールの変更は鉄道事業者で独自に検討され，事業者自らによってそれらの実務への

実装に関する意思決定がなされている． 

鉄道防災の対策は，主に 2つのカテゴリーに分けられる．1つは、耐震設計，防風設備，斜面防護工，

シェルターなどの受動的対策(ハード対策)であり，もう 1 つは，気象・地象センサーによるモニタリン

グ，点検・巡回といった人的監視体制，列車運行制御による運転規制といった能動的対策(ソフト対策)

である．このうち後者の能動的対策は，鉄道事業独特の対策内容であり，列車運行の判断は様々な価値

評価の結果として実施されなければならない．また，どちらかの対策を片方選択するのではなく，受動

的対策と能動的対策のバランスによって総合的な効果が期待されるものでもある． 

鉄道防災に関わる新しい対策の実施判断は，その効果(benefit)とかかる費用(cost)を用いて，厳密に数

値で評価できる程シンプルではない．例えば，新たな防災対策の実施によって，自然災害の潜在的リス

クを排除したとしても，未然に防いだ未発象の災害による想定上の損失を，事業利益として計上し難い．

また一方では，排除しきれなかったリスクが発現すれば，災害そのものによる損失のほかに，事前に対

応していなかったという意味で，事業として存続していくために必要な社会的な信用信頼に損失を生じ

る可能性がある．特に，民間事業に対するステークホルダーの価値評価は，株価にも影響し，収益を上
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げるべく事業の根幹に影響を与えかねないというのが現状でもある． 

自然災害の源となる自然現象の発生を完全に抑止し，被災リスクをゼロにすることは，現在の最先端

技術を持っても極めて困難であり，自然災害による被災リスクを低減することを目的とした事前対策の

遂行は必須である．しかしながら，それと同時に，どの程度までリスクを低減すればよいのか・どの程

度の安全性を担保できればよいのか，という基準は明確に存在せず，事業者として実現可能な努力義務

という認識に留まっている．このため，科学技術的に実現可能であっても，その他の社会科学的な要因

が防災対策の実施につながる実装決定プロセスに強く影響を及ぼしている． 

 

2. 研究の目的 

本研究は，前章で詳述してきた自然災害に対する鉄道事業の安全対策に関して，鉄道事業者が組織内

で新たに創造を試みた研究開発にて技術的には実用化可能な成果を得たときに，これを実務に実装する

か否かの決定プロセスを明らかにすることを目的としている．この問題意識の背景には，技術開発の成

果として新たに導入された防災技術の実装プロセスが如何にして成功したかの事例検証から，何らかの

モデル化が成立するのか否か，あるいは，技術開発成果は創出されたのにも関わらず実装されずに放念

されているものに如何なる課題が壁となっているのかを明確にしたいという考えがある．実装プロセス

の成功の可否に関して，科学技術の問題ではなく，特に，企業組織内での価値評価に依存する意思決定

プロセスに焦点を置き，暗黙的な組織内価値判断や内在知などがどのように影響しているのかを研究課

題とする．具体的には，鉄道における防災ソフト対策を対象として，安全の要求度・費用対効果・外部

からのインパクト・社員の認識という 4つの視点で取扱っていく予定である． 

上記の目的を目指す本研究のうち，本稿では，自然災害対策のうち雪害対策について，新たな研究開

発成果の実導入に対する現業機関及びその社員の認識について報告する． 

 

3. 新規防災対策の概要 

対象となる鉄道事業者は，旧国鉄から分割民営化された社員数 56,000人強の企業である．企業内研究

機関を有しているため，社内活用する研究・技術開発は基本的にこの研究部署で企画考案，開発計画策

定，実施されている．防災対策などの安全に関わる新たな取組みに対しては，大学研究者などの部外有

識者をメンバーに加えた委員会あるいは検討会体制で，その新規の取組み提案に関する有効性について

検討が行われている． 

ここでは，自然災害のうち，斜面雪害をその対象とする．その理由としては； 

① 受動的対策(ハード対策)を施す場合に，地震に対する耐震設計や耐震補強とほぼ同等の設備投資

費用がかかるのに対して，導入対象線区として地方閑散線区が多く，そのため対費用効果が低く

見込まれていること， 

② 降雨災害のように全国どこでも発生するのではなく，発生する場が限定されていることと，発生

する時期が限定されているため，防災ニーズが低く評価される傾向があり，技術的及び社会的検

討が十分に行われてきていないこと， 

③ 地震に対する地震計，降雨に対する雨量観測装置といったトリガーを直接的にモニタリングする

観測機器は，斜面上の積雪に関しては直接的なモニタリングとはならず，自然事象の掌握につい

ても課題がまだ残っていること， 

が挙げられる．また，斜面雪害として，具体的には雪崩を対象とする． 

本新規防災対策としては，雪害なだれ対策として企業内の研究開発によって整理された新たな斜面管

理・監視方法であり，上述のように検討会体制での検討の結果，技術的には有効であるとの結論を得た

ものである．その導入目的としては，雪崩に対する列車運行の安全性を向上させ，安定輸送や顧客サー

ビスの低下防止をする運転規制及び点検警備の実施判断方法を支援することである． 

 

4. アンケート調査 

本新規防災対策の実用化の本格導入に先立って，1 冬季の試験的試行を当該鉄道事業者が有する積雪

地域である 7つのエリア（高崎・郡山・仙台・長野・秋田・盛岡・新潟）で実施した．試験的試行の後

のフィードバックとして，試験的試行に協力した現業機関を対象にアンケート調査を行った． 

アンケート調査の結果は、会社組織としての取組みに対して強く反対を示すものではなく、消極的な

賛成の意向を弱く表示するものが多かった。また、自由記入欄に寄せられたコメントからは、現行技術

知識共創第8号（2018）

Ⅴ5-2



 

 

に対する信頼・集団組織としてのルーチン化に対する信頼、固執・新技術に対する理解不足と不信感、

新技術や新手続きに対する不慣れや不安感などを伺うことができる。社員の認識及び集団組織としての

認識について分析を行う。 

 
 

 

連絡先 

住所：〒108-6019 東京都港区港南 2-15-1 A棟 19階 北陸先端科学技術大学院大学(東京サテ) 

名前：外狩麻子 

E-mail：togari@jaist.ac.jp 
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コミュニティとの関係性に着目したよそ者の性質について 
On the nature of outsiders focusing on community relationship 

伊達 崇晃1），敷田 麻実1），坂村 圭1） 

DATE Takaaki1）， SHIKIDA Asami1）， SAKAMURA Kei1） 

s1710115@jaist.ac.jp， as-asami@jaist.ac.jp， sakamura@jaist.ac.jp 

1） 北陸先端科学技術大学院大学 

1） Japan Advanced Institute of Science and Technology 

 

【要約】「よそ者」は，日常会話だけでなく，地域再生の分野や，ビジネス，組織に関する議論でも

頻繁に使用される用語であり，組織や集団外の存在という一般的な意味をその使用者が共有している．

しかし，既往研究の中では，よそ者を指し示すものは，状況や場面によって多様な呼称や外部評価を受

けており，必ずしもポジティブな効果だけを生むのではなく，ネガティブな効果を持つこともあると報

告されている．本研究では，このように多義の意味と影響をもつよそ者を，よそ者が対峙し干渉するコ

ミュニティとの関係性から分類し，よそ者の性質を分類することを目的とした．調査は，先行研究で参

照された文献を再度網羅的に探索することで行い，よそ者とコミュニティの関係性からその言及の分析

を行った． 

 

【キーワード】よそ者，コミュニティ 

 

1目的 

本研究の目的はこれまでに議論されてきたよそ者とよそ者が関わるコミュニティの関係性に着目し，

よそ者の性質を解明することである．そのためによそ者に言及した先行研究（敷田，2009）で参照され

ている文献を再度網羅的に探索し，コミュニティとよそ者との関係に着目して，よそ者への言及を分析

した． なお，本研究でこれまでの先行研究におけるよそ者に対する言及を分析することで，コミュニテ

ィとの関係性に基づいてよそ者の性質を解明することができ，今後の地域経営や組織運営において，よ

そ者の「有効利用」が可能になると考えられる． 

 

2背景 

国内の地域再生の現場では，総務省が推進する地域おこし協力隊のように，地域外から当該地域を

訪問滞在して活動支援を行う，いわゆる「よそ者」を活用する事例が増加している．こうしたよそ者

は，地域関係者とは異なる属性や特性を持つことから，一般的に「地域再生を推進する力になる」と

いわれ，一定の評価を得ており，この点に関して地域再生における「よそ者効果」を検討した敷田

（2009）は，「地域の再発見」など複数のよそ者効果を整理している．また，佐藤（2016）は，外部者

であるよそ者が持つ異文化が理由で，地域に変容がもたらされると述べている． 

一方，よそ者には多様な定義や呼称があり，地域再生分野だけでなく，例えばビジネスや組織論の

中でもその用語が使用されている．例えば，ビジネスの場では，社会にとって都合の悪い事象を再認

識させる存在として「トリックスター」（赤坂，1995）という用語や，コミュニティにおける少数派と

いう意味で「異人」（安岡，2014）という存在が指摘されている．また組織論の中では，よそ者概念を

現代ビジネスへ応用した中西（2001）の，「ビジネストリックスター」などへの言及がある．しかし，

民俗学における赤坂（1992）や地域づくりにも言及した敷田（2009）以外，こうしたよそ者の定義を

網羅して，説明や比較した研究はない． 

また，よそ者が対峙し干渉するコミュニティとの関係性に着目した場合，よそ者は必ずしもコミュ

ニティにとってポジティブな効果を持つとは限らず，ネガティブな効果を生み出すこともある．こ

の，よそ者が持つポジティブ，ネガティブな効果の発現に関しては，柴山・丹下（2010）が指摘する

ように，よそ者の存在する場や条件に依存すると考えられる．しかし，こうした関係や条件への言及

を行った研究はあるものの，実際にそれらを分析した研究は，前出の敷田（2009）の効果とその発揮

条件への言及を除いて存在しない． 
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よそ者への言及を行う先行研究において概ねの了解が得られているのは，よそ者がコミュニティ内

部の人間と異なる存在としてコミュニティから認識されているという点である．そこで本研究では，

よそ者とよそ者が対峙し干渉するコミュニティとの関係性に特に着目して，先行研究で言及されてき

たよそ者の性質の全体像を整理し，その分類を試みることとした．このことは，多種多様な意味合い

で用いられているよそ者の共通理解を促進するだけでなく，よそ者とコミュニティが適切な関係性を

構築していくための有益な知見を得ることだと考えている． 

 

3． 方法 

本研究では先行研究の探索的な文献調査を行った．よそ者が関わるコミュニティとよそ者との関係性

に着目し，敷田（2009）などの先行研究で言及している，よそ者に言及した図書や論文を対象として，

よそ者の同義語を整理した．その際に，定義を伴った新たな同義語が出てくるまで探索を繰り返し，複

数の文献を探索してもそれまでと異なる同義語が見いだせない場合に，その同義語については「飽和」

した状態と判断してそれ以上の検索を中止した．この結果，計 64点の図書が本研究の対象となった． 

さらに本研究では，対象とする文献に対して，よそ

者とコミュニティの関係性についての分析を行ってい

るが，その際に両者の関係を分析する枠組みとして仮

説モデルを構築している．そのモデルを図 1 に示す．

このモデルでは，よそ者とコミュニティの関係性を包

括的に捉えるために，両者は相互に影響し合う関係で

あると仮定し，地域づくりで主張されるよそ者への期

待のように，よそ者がコミュニティに一方的に好まし

い影響を与える存在であるという前提を用いていな

い． 

なお，池田ほか（2001）は，コミュニティを「ある同一の時空間的・地域的な広がりのなかで個人ま

たは家族を単位として暮らす人々の集合体であり，その人々の営みにおいて共通の利害や関心事といっ

た問題（ニーズ）が生じた場合，共通の情緒的な意識にもとづく行動などが継続的に社会的な相互作用

となって体系化された共生社会」としている．また，1950 年代にコミュニティの定義を比較研究した

Hillery（1955）は，コミュニティには，空間的共有，社会的相互作用，絆が含まれると分析している．

本研究では，上記のコミュニティの性質を総合的に勘案し，コミュニティを，時期や時代によって異な

るが，共有している空間に存在する相互に関係を持った集団と表現して考察することとした． 

なお，「関係性」とは，2 つ以上の主体の関係がある状態における両者の関係のあり方を示し，本論

文では特に，よそ者が関わるコミュニティとよそ者の両者間の相互関係を示すこととする．最後に本研

究で使用する「よそ者」とは，コミュニティと何らかの関わりを持っていることを前提として，先行研

究で扱われている「他者」や「異人」などに従い，コミュニティの外部に存在しつつ，その一方でコミ

ュニティによって存在を認識されている存在とした． 

 

4 結果と考察 

まず，よそ者について言及した図書 64冊のうち，本研究で対象とするよそ者を明確に指し示す，よそ

者の「同義語」を 28点確認することができた（表 1）．さらに，そこから同種の表記を整理すると，以

下の 12種類の同義語にまとめることができる． 

 

他者，異人，トリックスター，ストレンジャー，ノマド，アウトサイダー，異人としての他者，異界，

異端，ボヘミアン，部外者，インティメイト・ストレンジャー 

 

このうちもっとも頻繁に用いられていたよそ者の同義語は，「他者」であり，その次が「異人」であ

った．いずれも日常生活でも用いられる表記であるが，前者は「TASYA」と口語で表現することは少なく，

口語ではむしろ「よそ者」が頻繁に用いられている．対象とした文献がいわゆる「研究」の結果や専門

書であることがこのような結果に影響を与えていると考えられる．一方，「まれびと」や「風の人」な

どの呼称は，日常生活でよそ者を指し示す用語として頻繁に用いられているが，今回の調査結果のなか

にそれらの用語を見いだせていない．折口（1995）や赤坂（2002）が，まれびとの役割として，中心と

図 1：よそ者とコミュニティの関係モデル 
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周辺を往来する存在と言及しているが，現在では，よそ者へ言及する図書に頻繁に用いられる状況には

なく，文献内では多用されないよそ者の同義語も存在している． 

次に，よそ者の定義の説明内容をみると，大きく 2つの共通点が見出せた．まず一つ目が，よそ者が

関係する集団や組織（コミュニティ）とよそ者が，異なる利害や指向を持つと説明されている点である．

ハリス（2015）やベッカー（1978）のアウトサイダーの定義で用いられる，集団や組織内に共通のルー

ルや規則に捉われていないという説明は，この特徴を集約している．そして二点目が，逆説的ではある

が，よそ者はよそ者自身が関係するコミュニティや組織と何らかの接点を持っているという点である．

この点については，赤坂（1992）が，「よそ者は関係概念｣だと説明しており，よそ者自体も何かしらの

コミュニティのうちに存在し他者と関係を構築していることを指摘している．つまり，よそ者をよそ者

にしているのは，よそ者でもコミュニティでもなく，その両者の関係だと考えることができる．この点

に関して，敷田（2009）は，特定の事例では，よそ者の持つ「異質な文化」，つまり内部者との違いが

よそ者に対する「差別」を生み出していることや，よそ者とコミュニティとが関係しあいその性質を変

容させている事例を確認している． 

さらに，山口（2000）のノマドや中沢（1994）のボヘミアンのなどの定義からよそ者はコミュニティ

の外部で生きようとする意思のある存在だと確認できる．そのため，よそ者は自分の意志でよそ者をや

めることが出来ると考えられる．また，菅（2015）のストレンジャーの定義からよそ者はいつかコミュ

ニティから出ていってしまう存在であることが確認された。このことからよそ者は「状態」を指すとも

考えることが出来る。 

表 1 先行研究で言及されたよそ者の定義の分類 

よそ者の

定義 
定義の説明 出典 

アウトサイダー 

つまり，アウトサイダーとは，常識や社会のルール，あるいは特定の組織や集団のセオリー，そうした

ものに囚われることなく，自由に考え，発想し，行動する人間のことを指すのである． 

ハリス＝ロバート（2015）序章「アウトサイダー

―その 6 つの条件」，『アウトサイダーの幸福論』，

pp．3-38． 

アウトサイダー 

ある規則が執行された場合，それに違反したとおぼしい人物は，特殊な人間―集団合意に基づくもろも

ろの規則にのっとった生き方の期待できない人間と考えられる．つまり彼は，アウトサイダーと見做さ

れるのである．ここに，このことばのもう一つの意味が生ずる．すなわち，規則違反者が判定者をアウ

トサイダーと見做すこともありうるということである． 

ベッカー＝ハワード（村上直之訳）（1978）第１

章「アウトサイダー」，『新装アウトサイダーズ 

ラベリング理論とはなにか』，pp．7-30． 

異界 
こうした境界の向こう側に展開している領域のことである 小松和彦（2015）序章「異界をめぐる想像力」，

『異界と日本人』，pp．6-19． 

異人 

民族社会の外部に住み，様々な機会を通じて定住民と接触する人々をここでは「異人」と総称する 小松和彦（1995）第１章「異人の民俗学」，『異

人論』，pp．13-94． 

＜異人＞とは，共同体が外部にむけて開いた窓であり，扉である．世界の裂けめに置かれた門，である．

内と外・此岸と彼岸にわたされた橋，といってもよい． 

赤坂憲雄（1992）序章「〈異人〉漂白と定住のは

ざまに」，『異人論序説』，pp．15-21． 

ただいまの中華人民共和国には，五五の少数民族の存在が認められている． 

漢民族にとって，それらの多くは，ながらく，異人としてとらえられていた． 

武田雅哉（2005）第１章「〈日本人〉と〈鬼〉」，

『「鬼子」たちの肖像―中国人が描いた日本人 』，

pp．3-24． 

すなわち，その共同体からすぐに立ち去っていくのか，それともとどまり続けるのかという違いがある

ものの，両者とも共同体という境界づけられた社会の外的存在として位置づけられた人々のことであ

る． 

坂本俊生（2015）第３章「現代社会における知人

の発達と異人の物語」，『異人論とは何か ストレ

ンジャーの時代を生きる』，pp．65-96． 

民族知識において，超自然的な存在であり，怪奇を引き起こす主体と考えられている妖怪は，人間とは

異なる異界の存在であり，いわば「異なる人」ではなく「人と異なるモノ」という意味で〈異人〉とす

ることができる． 

飯倉義之（2015）第 7 章「異「人」化する妖怪言

説」，『異人論とは何か ストレンジャーの時代を

生きる』，pp．173-192． 

異端 

この定義からはっきりすることは，異端が洗礼を受けた者であること，したがって異端はあくまでもキ

リスト教の内部に属する問題であること． 

小田内隆（2010）第１章「正統と異端の地平」，

『異端者たちの中世ヨーロッパ』，pp．24-27． 

インティメイ

ト・ストレンジ

ャー 

本章では，このような他者のことを「インティメイト・ストレンジャー」（Intimate Stranger）と呼

んでおきたい．それは「メディアの上だけで仲良くする他者」であり，オンライン上の親友や恋人であ

る． 

冨田英典（2009）第４章「「匿名性」と「親密性」

の融合：インティメイト・ストレンジャー概念の

検討」，『インティメイト・ストレンジャー -「匿

名性」と「親密性」をめぐる文化社会学的研究-』，

pp．149-172． 
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よそ者の 

定義 
定義の説明 出典 

ストレンジャー 

ストレンジャーという言葉には「よそ者」，「見知らぬ者」，そして「風変わりな者」という 3 つの位

相がある．本章で主として考察の対象とする脱都市型移動，すなわち I ターンは，伝統的な「よそ者」

論の延長線上に置かれている． 

菅康弘（2015）第８章「ストレンジャー体験と愛

着の位相」，『異人論とは何か ストレンジャーの

時代を生きる』，pp．195-219． 

他者 

「他者」とは最も素朴にいえば，「われわれ」ではない人々のことである． 安岡健一（2014）序章，『他者たちの農業史』，

pp．1-24． 

「他者の受容」の「他者」は，何らかの理由から「われわれ」とは異質とみなされる個人や集団を指す．

異質とみなされることが，文化的生活様式や伝統による場合もあれば，信仰，価値観による場合も，ま

た社会的階層や国際社会における地位による場合もある． 

ハーバーマス＝ユルゲン（2004）訳者あとがき，

『他者の受容』，pp．395-396． 

すなわち，ここでの他者とは目に見え，手で触れられる個体なるものの自明性ないし普遍性を手掛かり

にして，ある個体を当事者として注目したときの他個体という意味での他者を考えるということであ

る． 

河合香吏 編（2016）序章「進化から「他者」を

問う―人類社会の進化史的基盤を求めて」，『他

者 人類社会の進化』，pp．２． 

h は humanの h を示している 

条件 3（h）． 「他者とは，h と社会的にインタラクト可能な相手である」 

条件 3（h）-1．  「他者とは，実際に h と社会的にインタラクトする（した）相手である」 

条件 3（h）-2．  「他者とは，潜在的に h と社会的にインタラクトすることが可能な相手である」 

a は animalの a を示している 

条件 3（a）． 「他者とは，a と社会的にインタラクト可能な相手である」 

条件 3（a）-1．  「他者とは，実際に a と社会的にインタラクトする（した）相手である」 

条件 3（a）-2．  「他者とは，潜在的に a と社会的にインタラクトすることが可能な相手である」 

中村美知夫（2016）第２章「動物は「他者」か，

あるいは動物に「他者」はいるのか？」，『他者

人類社会の進化』，pp．43-64． 

まず「他者」とはあるまとまりをもった認知/行為主体としての「わたし」が認知/行為する（「わたし」

に認知/行為を迫ってくる）存在である．より簡単にいえば「他者」とは，「何か」ではなく，「誰か」

である． 

また，「他者」は一生物個体とはかぎらず，個体の集まり（例：あるまとまりを持った集団）や個体の

一部（例：あるふるまい方）が「他者」として感知されることもありうるだろう． 

西江仁徳（2016）第６章「続・アルファオスとは

「誰のこと」か？―チンパンジー社会における

「他者」のあらわれ」，『他者 人類社会の進化』，

pp．125-148． 

その場にいる複数の個体のうち，どちらがより自分に近いナカマなのかを類別することによって，「自

分たち」という集団的なくくりと同時に，自分たちとは異なる「かれ」＝「他者」というくくりが生み

出される．あるいは，「自分」と「かれら」というくくりが生み出される場合には，「かれら」にとっ

ても「自分」が「他者」となることを知る． 

杉山祐子（2016）第１１章「祖霊・呪い・日常生

活における他者の諸相―ザンビア農耕民ベンバ

の事例から」，『他者 人類社会の進化』，pp．

251-273． 

他者とは，顔によって把握した気にさせられるような相手なのである． 西井凉子（2016）第１２章「「顔」と他者―顔を

覆うヴェールの下のムスリム女性たち」，『他者 

人類社会の進化』，pp275-294． 

ところで，自己の周りには長期的な関係にある身内と他人以外に，短期的な（ほとんどの場合，瞬時と

表現してもいい）関係にある人々が存在するという点にも留意したい．本章では，かれらを「他者」と

表現する． 

田中雅一（2016）第１３章「道義と道具―他者論

への実践的アプローチ」，『他者 人類社会の進

化』，pp．295-314． 

他人は環境からの入力に対して決まりきった反応をするのではなく，目的や意図をもち，自らのふるま

いを主体的に決定する存在だとみなす．本章で「他者」と呼ぶものは，そのような，「自己が主体性を

感知する対象」のことである． 

竹ノ下祐二（2016）第１７章「社会という「物語」

―分業，共同育児と他者性の進化」，『他者 人

類社会の進化』，pp．379-398． 

つまり本章でいうところの「他者」とは，（通念的理解に反して）必ずしも「自己ではないもの」と同

義なのではなく，むしろ「自己でもなく，また単なる環境でもない」存在者を指すものとして考えたい． 

床呂郁哉（2016）第１８章「野生のチューリング・

テスト―非人間の〈もの〉が他者となるとき」，

『他者 人類社会の進化』，pp．399-418． 

このように，既存の境界線や対立の妥当性，その構築の自然性に疑いを生じさせるような「よそもの」

を，ここでは，多重に他者化された存在，異人としての〈他者〉と呼ぶことにしよう． 

石田佐恵子（2015）第５章「メディアの〈共同体〉

と〈他者〉表象について」，『異人論とは何か ス

トレンジャーの時代を生きる』，pp．121-144． 

トリックスター トリックスター＝道化とは，社会の表層から隠蔽されているものを人々の眼前に曳きずりだし，秩序の

仮面の下からカオス（無秩序・混沌）を湧出させる者である．  

赤坂憲雄（1995）第２章「浮浪者／ドッペルゲン

ガー殺しの風景」，『排除の現象学』，pp．81-124． 

要するに，トリックスターは境を越えるものである．どの集団も端，内と外という観念を持っている．

そしてトリックスターは，つねに端にいる．交流が生じるようにと，都市の出入り口，人生の門口にい

るのだ． 

ハイド＝ルイス（2005）序章，『トリックスター

の系譜』，pp．1-19． 
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トリックスター（trickster）は，こうした既存の秩序と硬直した文化に挑戦し，それを破壊し，新し

い秩序や文化を創造する「知の転換者」である． 

原田保ほか（2001）第２章「知のトリックスター」，

『知の異端と正統』，pp．78-121． 

ノマド ノマドとは，もともとは遊牧民を意味するフランス語で，移動すること，したがってノマディズムとは

移動主義ということになります． 

山口昌男（2000）第３章「大学は再生できるか―

行き詰まりを打開するためのノマド化のすす

め」，『独断的大学論』，pp．80-115． 

部外者 本書に提示されている郊外の共同体に関する説明は，共同体内における古い定着集団と，より新しい住

人集団-その集団は定着者集団によって部外者として扱われていた-との間にある激しい分裂を示すも

のである． 

スコットソン＝エリアス（2009）序章「定着者と

部外者に関する理論的エッセイ」，『定着者と部

外者 コミュニティの社会学』，pp．1-6． 

ボヘミアン ようするに，ボヘミアンは歴史の外部に生きようとしている人たちなのであり，ボヘミアン的なものと

いったら，そういう生き方を突き動かしている根本のエートスをさしている． 

中沢新一（1994）第１章「歴史のボヘミアン理論

へ」，『悪党的思考』，pp．10-29． 

 

次に，表１で分類されたよそ者の定義をよそ者とよそ者が関わるコミュニティとの関係性に着目し，

分類した．よそ者とよそ者が関わるコミュニティとの関係性とは，よそ者とよそ者が関わるコミュニテ

ィの両者間の相互影響を指す．よそ者への影響は 2 パターン（よそ者への影響あり，よそ者への影響な

し），コミュニティへの影響は 4 パターン（コミュニティへポジティブな影響とネガティブな影響，コ

ミュニティへポジティブな影響，コミュニティへネガティブな影響，コミュニティへ影響なし）あると

考えられるため，2×4 で 8 パターンに分類できる． 

その結果，以下の 6 タイプの関係性を確認することができた（表 2）．この結果から，今後の地域経

営や組織運営におけるよそ者と，よそ者が関わるコミュニティの関係性はよそ者が自身の関わるコミュ

ニティに対して，ポジティブな影響のみを与えている以下の 2 つが好ましいと考えられる． 

・よそ者はコミュニティ内部の中で活躍することができ，コミュニティは活躍するよそ者の知識を発

見することにより，新たな知識が発生するタイプ 2 

・よそ者の存在だけでコミュニティのアイデンティティが確立されてしまうタイプ 6 

また，タイプ１から 6 を総合考察するとよそ者はよそ者が関わるコミュニティに対して，コミュニテ

ィ内部のしがらみやコミュニティのアイデンティティを確立されるなど，コミュニティだけの力では達

成できないことに対して行動を起こしていると考えられる． 

そして，よそ者とよそ者が関わるコミュニティの関係性が多岐にわたる理由は，よそ者とよそ者が関

わるコミュニティの関心度の強弱なのではないかと考える．なぜなら，タイプ１から４のようによそ者

とよそ者が関わるコミュニティが相互に影響を与えている場合に関係性が細かく分岐しているためで

ある． 

 
 

表 2 コミュニティとの関係性から見たよそ者のタイプ 

タイプ 
よそ者への

影響 
コミュニティへの影響 例 

タイプ 1 

よそ者への

影響あり 

コミュニティへポジティブ

な影響とネガティブな影響 

・よそ者がコミュニティに与えた影響が社会的に悪とみな

された場合，よそ者は悪者扱いをされる． 

・コミュニティの内部で困っていた人間に対して，よそ者

がアドバイスを与えることにより，コミュニティの内部の

人間は問題が解決する． 

・よそ者がコミュニティの内部のしがらみに困っていた人

間に対してアドバイスを与え，その結果コミュニティ内部

の人間が社会的に悪と見做されるものに変わってしまうと

本当は悪くないコミュニティの内部の人間が悪と見做され

てしまう． 

タイプ 2 
コミュニティへポジティブ

な影響 

よそ者がコミュニティの中で活躍し，コミュニティ内部の

人間に認められることでよそ者はコミュニティの中で権力

者となる．一方，よそ者とよそ者が関わるコミュニティの知

識が交わり，新たな知識が生まれる． 

タイプ 3 
コミュニティへネガティブ

な影響 

よそ者がコミュニティから新たな考え方や知識を得る．た

だし，よそ者がコミュニティの中で活躍後にコミュニティ

から離れた場合，コミュニティの内部の人間が混乱する． 

タイプ 4 コミュニティへ影響なし よそ者が一方的にコミュニティから差別される． 

知識共創第8号（2018）

Ⅴ6-5



 

タイプ 5 
よそ者への

影響なし 

コミュニティへポジティブ

な影響とネガティブな影響 

よそ者の意見により，コミュニティのしがらみがなくなる．

しかし，同時に，コミュニティ内部の人のつながりが薄くな

ってしまう． 

タイプ 6 
コミュニティへポジティブ

な影響 

よそ者の存在によりコミュニティのアイデンティティが確

立される． 
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キーワード：コミュニティ形成と維持，高齢者支援，進化シミュレーション 

1. 背景・目的 

近年，高齢化率の上昇と日本総人口の減少に伴い，高齢者を支える職に就く人（例：介

護福祉士など）は増加しているものの不足している（内閣府 2017）．少子高齢化や財政状

況等から，高齢者が支援受容者だけではなく，支援提供者の役割を担い，見守りや援助を

積極的に行っていくことが期待されている．しかし，過疎化や町内会組織の衰退によって

住民同士の繋がりが薄くなってきていること，また高齢者自身の身体能力も低下している

ことから，高齢者が他者に物理的，直接的な協力(例えば：見守り)を行うことは難しい． 

高齢者同士の見守りコミュニティの形成過程を分析した長谷川・小川（2015）による

と，このような見守りコミュニティの形成には，既存の地域コミュニティを通じた信頼や

安心の醸成が基盤になっているという．しかし，都市部や過疎地では既存の地域コミュニ

ティが衰退しているところも多く，そのような協力関係を生み出すための基盤となるもの

が存在しない場合もある．この問題を解決するひとつの方法として高齢者がいつでも自由

に訪れる場所を創出し，その場所を地域における高齢者同士の交流拠点とする取り組みが

ある．この取り組みはサロンやカフェの形態で運営され，高齢者の孤立を防ぐだけではな

く，彼らの困りごとや悩みごとを聞き出す役割も果たしている（内閣府 2010）．その一

方で，利用者が固定化し，利用者の多様性に乏しい排他的なコミュニティになりやすいと

いう指摘もある（大分大学福祉科学研究センター 2011）．このような状態に陥ると，場

所を通じた信頼や安心の醸成が特定の利用者のみに留まってしまう怖れがある． 

そこで，本研究は，高齢者同士の交流コミュニティ（サロンやカフェ等）において多様

な交流が維持される条件を明らかにし，その場から地域住民の協力関係がどのように形成

され，そして高齢者の生活を見守るコミュニティに展開するのか，その条件を明らかにす

ることを目的とする．実際に長谷川・小川（2015）においても，高齢者の見守りコミュニ

ティが形成・持続される条件については明らかにされていない．特に高齢者同士の見守り
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の場合，コミュニティで活動できる高齢者が減っていくことが想定されるため，人口分布

やその変化を含めた条件を明らにすることが求められる．  

2. 研究内容 

高齢者同士の交流コミュニティにおいて求められる利用者の多様性を確保するための条

件を探索するため，常連と非常連という 2つのタイプの利用者がいることを想定する．常

連の利用者は非常連よりも常連同士で交流したく，非常連の利用者は交流コミュニティに

溶け込むために非常連よりも常連の利用者と交流をしたい．このように 2つのタイプの利

用者の目的が相反する状況における協力のダイナミクスを進化ゲーム（ゲーム 1）によっ

て表現する．さらに，当該コミュニティにおいて多様な交流の実現と信頼が形成された上

で，実際に高齢者同士の物理的，直接的な協力が達成される条件を明らかにするために，

もうひとつ別の進化ゲーム（ゲーム 2）を用いたシミュレーションを実施する． 

ゲーム２では，ゲーム１で記録されたプレイヤーの評判を保持しつつ，互いに高いコス

トを払うような助け合いがどうやって生まれるのかを考える．従来この種の問題を取り扱

っているギビングゲームでは，プレイヤーがいかなる時でも協力を実行できる能力がある

という前提があるが，プレイヤーが高齢者の場合は協力意思があっても，身体的な問題か

ら協力することができない場合もある．このような状況であっても，従来のギビングゲー

ムと同じように，同じ戦略を採用するプレイヤーのみと協力をするのか明らかにする． 

さらに，ゲーム１で培われた協力関係がゲーム２の高いコストを払う支援行動にどのよ

うな影響を与えるかを見るために，２つのゲームを繋いで考える必要がある．ゲーム１か

らゲーム２だけではなく，ゲーム２で築いた関係をまたゲーム１の方に繰り返しフィード

バックさせる．この方法によって高齢者同士の見守りコミュニティの形成が，交流コミュ

ニティの持続性にどのような影響を与え，またそれが見守りコミュニティの持続性にどの

ような影響を与えるのかということを明らかにすることができる．本研究によって地域に

おける高齢者同士の交流拠点が地域課題を解決する拠点となるための条件が明らかになる

ことで，実現が難しいとされる地域における高齢者同士の見守りコミュニティ形成のため

の現実的な政策提言が可能となるであろう． 
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キーワード：道徳，生物進化，文化進化，シミュレーション（最大４つまで） 

1. 背景・目的 

進化心理学におけるヒトの道徳性に関する研究によれば，道徳は，他者と協力する性向を持った人が

生き残りやすかったために結果として集団内における協力を促進した，適応的に進化したヒトの心的特

性である（Haidt 2014, Greene 2015）．この道徳の生物進化的な説明は，道徳に特徴的な集団内協力とい

う心的特性が生物進化の結果として獲得されたという主張と理解できる．道徳が適応的に進化した集団

内協力という心的特性であれば，ヒトに共通する特性といえるので，そこから文化に共通する道徳が生

じたと説明できる．しかし，集団・文化・社会によってさまざまな道徳が存在する．例えば，食べ物の

タブーなどが考えられる．これもその起源を辿れば，集団内協力という心的特性によって説明できるか

もしれない．だが，なぜそのタブーが文化によって異なるのかという問題は，集団内協力という心的特

性の生物進化だけでは説明できない．これは，道徳知識の多様化はどのようなメカニズムなのかという

問題があることを示唆する．道徳知識の多様化には，文化内での知識の伝達という側面も考えられる．

知識が伝達される際に，学習者が誤解し，そのまま誤解された知識が次の学習者に伝達されることによ

って，誤った知識が伝わるということがありうる．そのため，道徳の多様化には，生物進化だけではな

く，知識の伝達という文化進化も関わっていると考えられる． 

そこで，本研究は，道徳の多様化のメカニズムはどのようなものか，また道徳の多様化に関わるヒト

の心的特性はどのようなものかを明らかにすることを目的として，生物進化と文化進化のメカニズムと

ヒトの心的特性がどのような道徳の多様化パターンを生じさせるのかを分析する．それによって，道徳

の多様化のメカニズムを明らかにする．本発表では，どのようにして道徳の多様化が生じるのかという

問題について，多様化に関わる可能性のあるメカニズムとして生物進化と文化進化に着目する．そして，

計算機シミュレーションの手法を用いて，道徳の多様化のメカニズムと多様化に関わるヒトの心的特性

を明らかにする方法を提案する． 

 

2. 研究内容 

本研究では，道徳の多様化という現象がどのようなメカニズムで生じるのか，また多様化に関わる心

的特性がどのようなものかを明らかにするために，道徳の多様化に関わる可能性のあるメカニズムとし

知識共創第8号（2018）

Ⅴ8-1



て（１）生物進化（２）文化進化（３）生物進化・文化進化の３つの仮説を検討する．これらのメカニ

ズムにおいて，道徳の多様化のパターンに焦点を当てて分析し，道徳の多様化のパターンとメカニズム

を明らかにする．そのために，複雑な構造的プロセスのメカニズムを探求できる計算機シミュレーショ

ンの手法をとる． 

それぞれについて，ここでは以下のような分析を提案する． 

（１）道徳の生物進化的説明（Haidt 2014, Greene 2015）に基づいて，道徳多様化の基盤となる心的特

性として情動を想定する．情動的反応は喜び・怒り・恐れなど多様である．さまざまな道徳的状況でさ

まざまな情動的反応が起き，その結果として道徳の多様化が生じる可能性が考えられるため，道徳的状

況に対する多様な情動の働きによって道徳が多様化するか，するとしたら多様化のパターンはどのよう

なものかを分析する． 

（２）文化進化には伝達における誤りを通じた多様性を生み出すメカニズムがあり，それにより道徳

知識の多様化が生じると考えられるため，文化進化を道徳の多様化メカニズムと想定する．道徳を共同

体の秩序を保つための知識と捉え，知識の多様化におけるダーウィニズム的プロセスを想定する．これ

は，既存の道徳知識を学習するさい，既存の知識を理解し損ねる（正しく理解しない）という学習者の

誤りが起こり，模倣の誤りを引き起こすという想定である．このような既存の知識が変異し，新しい道

徳知識が形成されるというダーウィニズム的な文化進化プロセスについて，意図理解能力と他者の行動

の模倣を多様化の基盤と想定する．他者の意図を理解して，他者の行動を模倣することによって，道徳

知識がどのように多様化するかを分析する． 

（３）生物進化と文化進化が独立した場合だけでなく，組み合わさった場合に道徳の多様化に対して

どのような影響が生じるのかについて調べる必要がある．ゆえに，生物進化と文化進化の組み合わせを

道徳の多様化メカニズムの一つと想定する．生物進化によって情動が普遍的な道徳に関する生得的な道

徳的基盤となる（Haidt 2014）．また，さまざまな道徳的状況に対して，情動という道徳的基盤や意図理

解能力を適用することで道徳が文化進化を通じて多様化する．このような生物進化と文化進化の連続し

た道徳の多様化メカニズムについて，情動と意図理解能力をそれぞれ生物進化と文化進化に対応するヒ

トの生得的能力と想定する．そして，多様化の基盤としてそれらを想定し，（１），（２）と同様に分析

する． 

 

3. 結論 

本発表では，道徳の多様化メカニズムと多様化に関わるヒトの心的特性を明らかにする方法を提案す

る．それは，生物進化と文化進化を独立した現象として捉えた場合と一貫した現象として捉えた場合を

シミュレーションし，多様化パターンを分析するという方法である．この方法によって，現実の文化や

集団においてみられるような道徳の多様性が生じるメカニズムを明らかにすることが期待できる． 

本研究は，進化心理学では明かされていない道徳知識の多様化という問題を明らかにすることによっ

て，道徳進化に関する一貫した理論を提示できる可能性がある．これは，道徳の起源と進化，そして，

道徳を持ち進化させるという人間の本性を明らかにするという学術的意義がある．また，社会によって

異なる道徳があり，道徳的衝突が生じることもあるという社会的問題に対して，既存の道徳における多

様化の道筋を辿ることにより，これからも多様化していくだろう道徳をよりよいものとするための手立

てを提供し，今日の様々な道徳的衝突の解消に役立つという社会的意義がある． 
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自作文章と視線情報に基づくメタ認知的推察活動の実践 

Practicing Metacognitive Inference Activities 
Based on Eye-movements Information Regarding One’s Writings 

荻野 了，林 佑樹，瀬田 和久 

OGINO Ryo, HAYASHI Yuki, SETA Kazuhisa 
ogino@ksm.kis.osakafu-u.ac.jp, hayashi@kis.osakafu-u.ac.jp, seta@mi.s.osakafu-u.ac.jp 

大阪府立大学大学院 人間社会システム科学研究科 

Graduate School of Humanities and Sustainable System Sciences, Osaka Prefecture University 
 

キーワード：視線情報，メタ認知的推察活動，長期実践，研究活動 
 

	 我々はこれまで，学習者の思考文脈が表出化された文章を活用し，それを批判的に読解する際に見ら

れる学習者と指導者の視線情報を学習者に呈示することにより，指導者のメタ認知活動を推察する活動

（メタ認知的推察活動）を促す学習の枠組みを提案している．学習者と指導者が共同的に記述する学術

論文の実執筆機会で，視線情報の総量の差異や視線遷移のプロセスといった質の違う情報を呈示するこ

とで，学習者のメタ認知的推察活動が促されることを実験的に確認している[1]． 
	 本研究では，先行研究によって確認したメタ認知的な学びを，日常的な研究活動に実用的かつ持続可

能な形で組み込んだ学習活動をデザインし，継続的な実践を試みる．日常的な研究活動に実用的かつ持

続可能な形で学習をデザインするためには，学習教材，視線情報取得のタイミング，視線情報の呈示方

法をどのように設定するのか，どのようなメタ認知的推察活動が期待されるか考えなければならない． 
	 学習者の研究活動の産出文章として，主に，研究ミーティング（以降，研究MT）の場での進捗報告
資料や，研究MT後にリフレクションの一環として議論内容を記述する議事録の２つが考えられる．研
究 MT の前に準備する資料は，学習者が調査した内容や考察した内容をまとめた提案といった学習者
専有の内容が記述されるため，学習者と指導者の思考の共有度は議事録に比して相対的に低いと考えら

れる．学習者が調査した内容や考察した内容は研究MTにおいて指導者と共有され，これに基づく議論
内容がその過程や結果とともに議事録に記述されることが期待される．そこで，学習者と指導者の思考

の共有度が高い研究 MT 後の議事録を学習教材として設定する．この学習教材を用いた学習者と指導
者の視線情報の取得タイミングとして，学習者が納得いくまで推敲し，指導者に提出する直前の批判的

読解行為と指導者がそれを初めて批判的に読解する状況に見られる視線情報を取得する．これらの学習

者と指導者の視線情報に基づき，視線情報の総量の差異や視線遷移のプロセスを呈示することで学習者

のメタ認知的推察活動を促す学習デザインとした．学習者はこれらの視線情報の呈示を確認する活動を

通して，「指導者が注目(注視)している用語は曖昧な意味となり違和感を感じているのではないか？」
や，「指導者が繰り返し読んでいるのは，議論した内容と整合性がとれていないからではないか？」と

いったことを推察するメタ認知的推察活動に取り組む．このような学習活動の継続的な実践により，学

習者のメタ認知的意識の底上げを期待している． 
	 このような学習デザインを 3ヶ月にわたり継続的に実践したので，その結果を分析し検討する． 
 
 
参考文献 
1. Ogino, R., Hayashi, Y., and Seta, K.: “Enhancing Metacognitive Inference Activities Using Eye-movements on One’s Academic Paper”, Proc. of 
10th Workshop on Technology Enhanced Learning by Posing/Solving Problems/Questions in conjunction with ICCE2017, pp.460-470, 2017. 
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他者へのメンタリングにより自己調整学習を促進する学習環境の設計 

Designing Learning Environment to Prompt Self-Regulated Learning  
with Mentoring Others 

森田 海1)，田中 孝治1)，池田 満 1) 
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キーワード：自己調整学習，メンタリング，メタ認知，学習環境の設計 

1. 背景 

	 自己調整とは，教育目標の到達を目指して学習者が自ら調整する思考，感情，行為のことをいい

（Zimmerman et al., 1996），自己調整学習（SRL）とは，学習を効果的に進めるための個人内の認知過程，
学習行動，学習環境を自己調整することであり（Zimmerman, 1989），その習得を促すことは学力を向
上させる効果的方法であるとされている（Shunk, 1981,1984）．学習者が自己調整学習スキルを獲得する
ということは，ある学習文脈から脱文脈し，自己調整学習スキルとして汎化させることである．汎化さ

せることにより，別の学習文脈において自己調整学習スキルを使用し，自己調整学習することができる．

自己調整学習スキルの汎化のためには，学習者自身が学習活動をメタ認知することが重要な行動要素で

あると考える．	

2. 研究目的 

メタ認知は認知的負荷が高いため，積極的に行われないという課題がある（Shwartz et al.，2009）．
メタ認知には，作動記憶において二重課題を課すという認知的負荷の側面があり，ここでいう二重課題

とは問題解決行動を行うこと（行動レベルのプロセスについて表現や認識を行う認知的活動）と同時に，

問題解決行動についてのメタレベルの上位課題を行うこと（行動レベルの認知的活動に関してモニタリ

ングと調整を行うメタ認知的活動）である．例えば，行動レベルの問題が難しい場合，行動レベルの問

題解決行動に集中することになり，作動記憶においてメタ認知活動を行う余裕がなくなる（Shwartz et 
al.，2009）．本研究では，この認知的負荷の緩和を行うために，学習者の問題解決行動を外化し，メタ
レベルの上位課題に集中させることで，学習者の自己調整学習スキルの汎化を促進するための学習環境

の設計を研究目的とする．		

３．研究内容 

	 筆者らは，認知的負荷の緩和により学習者の自己調整学習スキルの汎化を促すことを目的に，学習者

に他者のメンタリングを担わせる学習環境を設計する．ここで，学習環境内で学習行動を行うエージェ

ントは２種類存在し，一つは，自己調整学習を行うためにメンターの役割を担う「メンター学習者」で

あり，学習環境のユーザーである．もう一つは，メンティとして問題解決行動を行い，その助言を求め

る疑似エージェントの「メンティ学習者」である．	

	 図１は，学習環境の全体像，表１はその中でのメンター・メンティ学習者の活動と学習環境の設計意

図を示す．基本的な考え方は，メンター学習者の二重課題のうち問題解決行動をメンティ学習者に担わ
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せ，その問題解決プロセスにメンター学習者の自己調整学習スキルの弱点を反映させ，その行動レベル

の問題点のモニタリングと調整というメタレベルの上位課題に集中させるものである．メンティ学習者

の弱点とその解消法をメタレベルで言い表す選択肢を適時提供することで，暗黙性の高い自己調整学習

スキルへの気づきを促す．メンター学習者が，メンティ学習者に与える助言は，図中のA4で行われる自
己調整スキルの弱点診断の入力として使用され（図中の太矢印），メンター学習者の自己調整学習スキ

ルの習得状況の更新に利用される．この一連の活動を繰り返すことにより，メンター学習者の自己調整

学習スキルの汎化が促進されると考える．	

	 本発表では，自己調整学習スキルの汎化を促進するための学習環境の全体像と設計意図を紹介する．

今後は，実際の学習環境において，認知的負荷が緩和されるメンタリングを用いた学習環境を通して，

学習活動を観察し，メンター学習者はどのように自身の自己調整学習スキルを汎化させているか，そし

て，設計した学習環境がもたらす学習効果を検討する予定である．		

	

図１．学習環境全体像	

表１．学習環境におけるメンター・メンティ学習者の活動と学習環境の設計意図	

図中 
表記 活動 設計意図 

A	
メンター学習者の自己調整学習スキルを診断し，そ
の弱点をメンティ学習者の自己調整学習の習得状況
として設定．	

メンター学習者に自分の自己調整学習の特性
を診断させる状況の設定．	

B	
自己調整学習スキルの習得状況から行動レベルの問
題を表す記述を生成し，メンター学習者に提示．	

行動レベルの問題からメタレベルの問題を同
定する自己調整メンタリング課題を提示．	

C	

メンティ学習者からの相談内容を分析し，メンティ
学習者の行動レベルの問題点を検討．その問題点を
解決する上で必要な自己調整学習知識を同定し，そ
れをもとにメンティ学習者へ助言．	

問題点・助言の選択肢を与えることで，メン
タリング知識の学習への足場かけの提供.問
題点を探す過程で，メンティ学習者自身の自
己調整学習の弱点への気づきの促進．	

参考文献 

Schunk, D. H. (1981). Modeling and attributional effects on children's achievement: A self-efficacy analysis. Journal of educational psychology, 73(1), 93-105. 
Schunk, D. H. (1984). Sequential attributional feedback and children's achievement behaviors. Journal of educational psychology, 76(6), 1159-1169. 
Schwartz, D. L., Chase, C., Chin, D. B., Oppezzo, M., Kwong, H., Okita, S., ... & Wagster, J. D. (2009). Interactive metacognition: Monitoring and regulating a 
    teachable agent. Handbook of metacognition in education, 340-358. 
Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal of educational psychology, 81(3), 329-339. 
Zimmerman, B. J., Bonner, S., & Kovach, R. (1996). Developing self-regulated learners: Beyond achievement to self-efficacy. American Psychological Association. 
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対人コミュニケーションでは，話し手の発言内容そのものに留まらず，非言語情報や聞き手の既有知

識に基づく補完や推論による暗黙的情報がやり取りされる．円滑なコミュニケーションを達成するため

には，話し手自身が発言意図を正しく認識し，説明できることが重要である．特に，新たな知識を仲間

と共に模索していく共創的議論の場においては，単なる事実伝達に留まるのではなく，自身が伝えたい

意図を他者と明示的に共有できるスキル（意図共有スキル）が求められる．このスキルが十分に備わっ

ていない場合，意図が誤解されることによる議論の紛糾，停滞が生じたり，共創的議論に辿り着かずに，

非本質的なやり取りに終始してしまうことがある．

本研究では，共創的議論への発展が期待される高次なコミュニケーションの場として「学術研究ミー

ティング（研究 MT）」に着目し，これを意図共有スキル発揮の合理的な場と捉える．研究 MTで自身の
意図を正しく共有するためには，議論前に思考を整理し，議論へのレディネスを高めることが肝要であ

り，この自己内対話における思考整理活動を活性化させるための「問い」を構造化している．ここでは，

学習者の思考活動を「メタ認知活動」「認知活動」「行動」の 3つの概念から構成されるものと捉え，研
究活動に求められるマクロ，およびミクロな思考活動を規定したオントロジーを構築している．また，

論旨の通った思考を目掛けて，思考活動間の合理性を定義している． 
構造化された問いが組み込まれた思考整理支援システム（図 1）を開発した．本システムでは，ミン

トのピラミッド原則[1]を参考に，問いとその答えの連鎖をピラミッド構造で表出できるインタフェー
スを備える．学習者は「問い一覧提示エリア（図 1①」
から自身の思考文脈に合った問いを選択し，「思考表

出マップエリア（図 1②）」で思考を階層的に整理でき
る．システムは，学習者により選択・表出されている

問いの概念に基づき，学習者の思考活動を把握すると

ともに，関連する思考活動を促す問いを提示する．こ

れにより，自己内対話が活性化され，思考の整理活動

の向上と意図の表出化に資するものと考えている． 
本報告では，思考整理支援システムの仕組みを説明

し，2017 年 4 月から研究室で運用を継続しているシ
ステムの長期実践を通した意図共有スキル向上に関

する有効性を議論する． 
[1] Minto, B. (2006). The pyramid principle: Self-Study Course Workbook volume 1. Diamond Inc. 

	

図 1:思考整理支援システム	
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想定外の有用情報を提示するなぞかけシステムの構築に向けて 
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キーワード：発想，類推，なぞかけ 

 

1. 背景・目的 

近年人工知能技術が飛躍的に発展し，人と会話を行う知的システムを構築する試みが行われてきてい

る(柏野・平松・大和・山田，2014)．その一例として，iPhone に搭載されている siri や google の google

アシスタントは，人の音声入力に応答して，問いに対する答えの提示や，検索結果の提示をすることが

できる．こうした既存の知的システムは，入力に対する応答の精度を高める方向へと発展してきた． 

一方，単に入力に潜在する要求に応答するだけではなく，必ずしもユーザーが想定してはいないが，

そのユーザーにとって有益だと推定される情報を提示する仕組みは，会話・応答システムの機能として

は未だ発展途上である (久保田 & 西田, 2001)．こうしたユーザーが必ずしも要求していない潜在的な

有用情報の提示は，リコメンデーション機能として e-コマースのシステムとしては導入が進んでいる

(Linden, Smith & York, 2003)．リコメンデーションシステムでは，あるユーザーの選好を購買履歴から推

定し，このユーザーが潜在的に購買する可能性のある品物を他の類似の購買履歴をもつユーザーの購入

したものから提案する． 

この点で，本研究が構築を目指すモデルと共通する点がある一方で，会話において提示したい想定外

の有用情報とは，リコメンデーションシステムで仮定されているような同じ類似性とは限らないという

決定的な相違点もある．すなわち，リコメンデーションシステムでは，購買履歴の類似性を基にユーザ

ーへの提案品目を決定するのに対し，日常会話の文脈では，必ずしも固定した同じ類似性を基に関連語

を提示すればよいとは限らない．むしろ，例えば毎回「同じ頭文字から始まる単語」や，「同じ分類学

的特徴をもつ対象を参照する単語」などを提示しても，それを繰り返すうちに，会話は”つまらなく”

なるだろう．つまり，会話において新たなアイデアを提示する際には，どのような意図や関連性で別な

単語・文章を提示するかを，柔軟に変える必要がある． 

一般に我々が日常会話を楽しむ場合，単に要求-応答により求める情報を他者から引き出すだけでは

なく，必ずしも明確な目的や要求意図がなく会話を続けることで，会話者が当初想定していなかった有

用な情報が得られることもしばしば経験する．本研究の目的は，こうした想定外の有用情報を提示する

システムを構築する事である．具体的には，ある主題となる問い合わせ語 A を入力したときに，別な関

連語 B を提示し，その関連性あるいは類似性の説明となる C も加えて提示するシステムを想定する．

本研究の目的は，会話者が想定していない情報を提示することであるので，問い合わせ語に対する関連

語は，なるべく容易にはその関連性が予想できないものを提示する確率が高いほうが望ましい．こうし

た要件を満たす古来からの言葉遊びとして，”なぞかけ”がある．一般に，なぞかけとは，「A とかけて

B ととく．その心は C である．」という２文からなり，A と B の容易には予想できない関連性・類似性

C を示すことを楽しむものである(前田, 2005)． 
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2. なぞかけシステム構築へのアプローチ 

本研究では，想定外の有用情報を提示する言葉遊びである「なぞかけ」を模したシステムの構築を目

指す．「なぞかけ」システムは，任意の問い合わせ語 Aの入力に対して，それと関連する語 Bと，Aと B

の関係性を説明する述語 C を出力するもので，関連語 Bの関係は述語 Cなしには容易に思いつかないこ

とが有効ななぞかけとなるために求められる． 

 このシステムのアルゴリズムを構築するため，まず著者自身が一定の規則に従ってなぞかけを生成す

る探索的な予備実験を行う．この予備実験を通じて，自らをなぞかけアルゴリズムとして人手によるコ

ーパスの操作や分析をすることで，よりよいなぞかけ文を規則的に生成するための手がかりを得ること

が実験の目的である． 

 この予備実験では，語句 Aから語句 Cを生成する過程，語句 Cから語句 Bを生成する過程のそれぞれ

で，例えば，「Google検索から得られる関連ワード」や，「検索結果のウェブサイトの辞書的説明文にあ

る語句」などを選択するという一定の規則を仮定し，その規則によって生成されるなぞかけ文の面白さ

(関連語 Bの意外性)や完成度(述語が適切に A,Bを関連付けられているか)などを評価する．規則候補は

具体的に，検索のサジェスト機能で表示された上位からの語句選択，語句 Aに対する説明文からの語句

選択，最上位検索結果ページ内の語句頻度で多い方からの語句選択を候補に挙げている．今後は各語の

典型性を考慮したなぞかけ生成規則も候補として検討する予定である． 
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1. 背景と目的 

科学技術の発展により加速する情報化社会では，情報や知識あるいは技術の陳腐化が起

こりやすい．このような他者に知識・技術を教えるような世代継承的行動は，Erikson

（1989）が提唱したライフサイクル理論における成人中期で達成するべき心理社会的な課

題である「世代継承性」と対応している．「世代継承性」とは，次世代に関心を持ち，関

与することを意味し，子育てのみならず組織や社会そのものを育成することも含まれる概

念である．成人中期に「世代継承性」が達成されれば，世話（care）という人格的活力

（virtue）を獲得することができるが，達成されなければ自分のことにしか関心を示さない

「停滞性」に陥るとされている（岡本 2014）．このような状態に陥ると人間関係は貧困

になり，他者に積極的に関与しようとしなくなるという（西山 2010）．組織の成員に

「停滞性」が生じてしまうと，これまで組織が生み出してきた知識が継承されないだけで

なく，仕事を通じた次世代の育成も妨げることになりかねない． 

McAdamsら (1998)は，世代継承性には「世代連鎖型関係性」と「自己完結的個体性」の

2つの特質があり，このうち前者は自分が生み出したものをはぐくみ育て，次世代へ受け

継ぐ営みだと述べている．ここから，自分が作り出した知識が，次世代へ継承されること

がなければ世代継承性が達成されず，停滞性に陥る可能性が高まると考えられる．冒頭に

述べたような社会状況の中，自分が作り出した知識が陳腐化し，次世代に継承できないと

いう状況を経験している組織の成員も少なくないであろう．そこで本研究は，停滞性を解

消し，世代継承性を高めるための組織的プログラムを開発し，その効果を検証することを

目的とする．開発するプログラムは，福井県敦賀市にある原子炉廃止措置研究開発センタ

ー「ふげん」の職員を対象として実施する．  

「ふげん」は，2003年に原子炉の運転を終了し国の認可を受けて廃止措置に移行した．
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「ふげん」で長く勤務している職員は，「ふげん」の建設当時からの状況をよく知ってい

るが，今後，当時の状況や多くの技術や知識をもった職員が定年退職を迎える状況にあ

る．さらに廃止措置という業務は，これまでの運転や原子炉の技術開発と異なる状況であ

る．そこで，職員が今まで培ってきた運転に関する知識，経験，技術といった部分は廃止

措置作業において十分に役に立っていないと感じている可能性がある．「世代継承性」の

観点から見ると，「ふげん」の職員は自分が生み出した知識を発展できず，またその知識

を次世代に継承することができていないために，世代継承性が達成できずに停滞性に陥っ

ている可能性がある．本研究では，原子力発電施設の職員の世代継承性という社会心理的

な課題を向上させるプログラムを開発・実施し，開発したプログラムの効果について評価

することで目的を達成する． 

 

2. 研究内容と評価概要 

本研究には，次の方法で世代継承性を向上させることで知識・技術・技能の継承を促進す

る仕組みを考える．例えば，Herrmann ら（2005）は，成人が子どもにライフスキル（アン

ガーマネジメント教育，職業教育）を教える世代継承プログラムに参加することによって世

代継承性を改善できると述べている．本研究ではこのようなプログラムを“世代継承”として

いわゆる知識を継承するものであると考え，“知識継承プログラム”として捉えなおす．そし

て，関連する先行研究に基づいて，継承すべき知識や有効的に継承できる知識継承活動をレ

ビューする．さらに，「ふげん」の継承すべき知識を明確にし，「ふげん」に適切な知識継承

の形式やそのフレームワークを検討し，組織的プログラムを開発・実施する． 

プログラムの効果を評価するためには「世代性の関心と行動尺度」という指標を用いて世

代継承性の変化を分析する．同尺度は，丸島ら（2007）が McAdams ら（1992）の世代継承

性関心尺度（Loyola Generativity Scale）と行動チェックリスト（Generativity Behavior Checklist）

を参考にして作った日本語版の世代継承性尺度である．この尺度を用いた調査票調査を調

査対象とする職員に対してプログラム前後で実施し，その前後での変化を統計的に分析す

ることにより，開発したプログラムの効果を検証する． 
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【要約】ICT が多様な社会機能を担う現在，行政単独による社会問題への対応の限界が指摘される中，

コミュニティ主体や市場活用による新たな社会課題解決への取り組みが注目されはじめている．その一

つが，専門家が専門知識やスキルを活用してボランティア活動を行う「プロボノ」である．一方，自治

体でも，ICT を活用した業務の改善が模索されているが，ICT の導入コストや費用対効果，専門人材の

不足が原因で目立った進展はみられていない． 

このような背景において，プロボノの一つの形態として，エンジニアなど専門家と市民が協働する場

を創り，ICT を用いて地域課題解決に取り組むシビックテックの中で，「Code for X」と呼ばれる組織的

な活動が増加している．CFX は，ICT を用いた新たな主体による社会課題解決の一つとしていわゆる「シ

ビックテック」に分類される活動である．しかし，これまでにその活動内容や専門知の活用，知識創造

の現状を十分に研究したものはない．そこで本研究では，現在までに結成された国内の CFX を対象と

して，プロボノとネットワーキングという観点から，活動の傾向と課題を分析した．研究結果として，

主にインターネット調査と文献調査から，CFX の基本情報，アプリ，イベントなど現状のデータをまと

め，本研究の最後に，CFX 特有のプロボノとネットワーキングに関する考察を行った． 

 

【キーワード】ICT，プロボノ，地域課題，シビックテック 

 

 

1． はじめに 

近年，住民関係の希薄化に伴うコミュニティ機能の低下や，住民ニーズの複雑化・多様化に伴う行政

対応の限界が指摘されている(中村ほか，2009)．一方，人口減少期に突入した日本では，東日本大震災

の経験を踏まえた防災・減災，少子高齢化対策，雇用の創出など，現代社会特有の新たな社会的課題が

各地域で生じている．このような中で，ICT(Information and Communication Technology) を分野横断的に

活用した，自立的・持続的な地域活性化が期待されはじめた(1)．しかし，ICT の活用に関する自治体の

課題は，経年でみても大きな変化はなく，依然として ICT の導入コスト，費用対効果，人材不足を解決

できていない地域が多い(2)．この結果，自治体業務に対して ICT を活用した大きな実績を上げている事

例は少ないままとなっている． 

一方，民間の側から ICT を活用して行政課題を解決する事例が生まれはじめている．その端緒となっ

た活動の一つが，アメリカの NPO 法人「Code for America」である．この組織は，現在の政治システム

に包含されていない，一般市民の知恵やスキルを用いたプロジェクトに取り組むものであり(3)，各地域

で一般市民と連邦政府によって募集されたエンジニアたちによる地域課題の解決が実践されている．活

動初年度の 2009 年には，フィラデルフィア，ボストン，シアトルの 3 都市に派遣された約 20 名のエン

ジニアにより，21 種類のサービスが開発され，地方行政の改善･効率化が達成された(4)． 

これは ICT を用いた新たな主体による社会課題解決の一つとして，いわゆる「シビックテック」に分

類される活動である．そして現在では，この活動の成功を受けて，Code for America をモデルとした「Code 

for」と「地域名」を合わせたものを組織名とする，市民とエンジニアが共同で地域課題に取り組む組織

「Code for X (以下 CFX とする)」が世界各地で設立されはじめている． 

また日本でも，社会課題の解決となるソフトウェアやハードウェアを開発するコミュニティ「Code for 

Kanazawa」が 2013 年に石川県金沢市で結成された(本田，2015)．Code for Kanazawa も，Code for America

をモデルにして，地域の社会課題を集め，その課題を整理・分析した上で，エンジニアを含むメンバー
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が実際に課題解決となる仕組みや方法を開発する活動である(5)．例えば，2013 年 9月にCode for Kanazawa

が開発したアプリが「5374.jp」である．このアプリは，ユーザーが居住する地域の，ごみの収集日と種

類を分かりやすく表示するものであり，市民サービスの向上に貢献している(本田，2015)．そして 2013

年以降，Code for Kanazawa の設立をきっかけとして，日本国内でも CFX の組織化が拡大し，2017 年 10

月までに約 80 の CFX が設立（もしくは設立準備）され，各地域で社会課題の解決が試みられるように

なっている(6)． 

しかし，ICT を活用したプロボノ活動の一つである日本の CFX の活動は，いまだ十分に分析されてい

ない．特に，CFX をボトムアップ型の新たな社会課題解決の仕組みと捉え，全国の CFX を対象として，

CFX に参加する ICT 技術を有するエンジニアのプロボノとしての活動や，一般市民とのネットワーキ

ングの特徴を詳細に研究したものは存在していない．本研究の実施により，全国各地の CFX の ICT を

用いた地域課題解決の共通点や問題点を比較考察することは，日本における ICT を用いたプロボノ活動

やシビックテックを効果的に展開していくことに貢献することだと考えられる． 

そこで本研究では，国内で活動する CFX を対象として，各地域で専門家と市民が共同で行う新たな

社会課題解決の仕組みを，プロボノとネットワーキングという観点から評価し，その共通点と特徴を

明らかにすることを目的とした．なお，本研究では，インターネット上で公表されているデータと公

開された文献・資料の調査を主に採用し，さらに著者の 1 人である呉による Code for Kanazawa での参

与観察によって以下の点を考察した． 

 

①  CFX の普及や社会からの認知や評価の状況を SNS で公開されているデータから明らかにする． 

②  CFX の主なアウトプットであるアプリの情報を収集し，その共通点と傾向を考察する． 

③  CFX が実施するイベントの内容を分析し，その特徴や傾向を明らかにする． 

 

2． CFXの活動の特徴 

本研究で行った Code for Kanazawa に対する参与観察及び関係する資料調査から，CFX は，「プロボ

ノ」と「ネットワーキング」という 2 つの特徴を持つことが推察された．そこで，この 2 点について言

及する． 

まず 1 つ目の特徴は，プロボノとしての性格である．嵯峨(2011)によって，プロボノとは，「社会的・

公共的な目的のために，自らの職業を通じて培ったスキルや知識を提供するボランティア活動」だと定

義されている．Code for Kanazawa が開催するイベントは，Civic Hack Night やアーバンデータチャレン

ジと呼ばれる，地域課題についての議論とものづくりを行う社会性・公共性の高い活動が大半を占める

が，このイベントの参加者の約半数は，ICT 技術やエンジニアとしての専門知識を持つ個人で構成され

るのが一般的である． 

しかし，これらの参加者は専門的技術の提供に対価を求めてはおらず，各人が自発的かつ無償でイベ

ントに参加している．つまり，Code for Kanazawa は，社会性・公共性の高いイベントに専門的知識が無

償で投入される，ICT エンジニアによる典型的なプロボノ活動だと考えられる．Code for Kanazawa 以外

の CFX では，エンジニアが参加していない場合もあるので，本稿ではプロボノをエンジニアに限らず，

プログラミング以外の専門知識を持つ参加者の活動もプロボノとして扱う． 

そして，2 つ目の特徴が，ネットワーキングというプロセスを内包している点である．安田(1997)によ

れば，ネットワーキングとは，意志と主体性を持った個人の自主的なつながりによって，ネットワーク

が生成され，孤立とも従来の組織にみられる人間関係とも異なった共同関係が構築されることである．

この過程において，互いの価値観や考え方の違いは肯定され，そこから生まれる多様性自体が問題解決

の源泉となる．Code for Kanazawa では，参加に関する特段の取り決めや資格要件はなく，参加は自発的

に行われている．この結果，Code for Kanazawa が開催するイベントや作成されるアプリの違いによって，

参加者の属性や構成は大きく変化しており，エンジニアの参加割合も一定ではない． 

このように多種多様な参加者が自発的に参加していることで，対象とする社会課題や開発されるアプ

リの多様性が高くなると思われる．また，自発的な参加と排除を行わないメンバー同士の協働関係の構

築も特徴的である． 

以上のように本研究では，上記のプロボノとネットワーキングという観点で，国内の CFX が共通し

て有する社会課題の解決を行う仕組みの特徴や課題を考察する． 
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3． CFX活動の実態 

ここでは，日本の CFX が運営するウェブページに記述されている内容を調査した結果をまとめる．

対象とした CFX は Code for Japan によって認証されている団体（準備段階を含める）のうち，web 上

に公式サイトを有する 49 団体である．それぞれについて，表 1 に示すように，CFX の活動の概要を示

していると考えられる項目として，組織概要，作成されたアプリ，開催されたイベントについて調査

を行った． 

 

表 1：本研究における CFX 活動対象と調査内容 

調査項目 個数 調査した内容 

組織状況 49 
組織名，Facebook の投稿数，記事数，運営する公式サイト，Facebook フォロー

数，設立日，コアメンバー数 

作成アプリ 99 
項目名，アプリ名，配布するプラットフォーム，オリジナリティ，アップデート状

況，コードの公開状況，リリース日，目的，類型，ターゲット，着目点，影響範囲 

実施イベント 168 活動名，参与形式，頻度，イベント説明，参加条件，参加方法 

注）インターネット上で公表されているデータと公開された文献の調査から調査 

 

3．1 CFXの基本情報からみる活動の普及と社会的認知 

まず，国内の CFX の設立に着目する．設立年が把握できた日本国内の CFX は 31 団体であり，このう

ち，約半数の 15 団体が 2014 年に設立されていた（図１）．一方，2015 年以降は，新規の設立は減少し

続けている． 

また図 2 は，日本国内の 49 の CFX の Facebook の投稿数の総数を時系列で表したものである．CFX

の活動の多くは，Facebook を通じて広報や参加登録を行うため，活動の拡大を計測する一つの目安とな

ると考えられる．図 2 からは，投稿数が 2014 年に急増し，2016 年にピークを迎え，2017 年には減少し

はじめたことがわかる． 

さらに図 3 は，日経テレコン 21 を用いて全国紙 4 紙（朝日新聞・毎日新聞・読売新聞・産経新聞）

の，国内のいずれかの CFX の活動が掲載された記事数を時系列で示したものである．2017 年に 316 件

の記事が掲載されるなど，国内の CFX に対する注目は年々増加している． 

以上の結果をまとめると，日本の CFX 活動は 2013 年に始まり，2014 年ころから全国的な活動となっ

て，活動自体も活発化したと考えることができる．そして，新聞記事の掲載数の推移からは，活動に対

する社会からの評価や期待も高まっていると推定することができる．しかし，実際の活動状況を示して

いると考えられる CFX の新規設立数や Facebook 投稿数は，2017 年には増加が止まっており，活動の広

がりに何らかの課題が存在している可能性もある． 

 

              

 
図 1：国内の CFX の設立数の推移 図 2：国内の CFX による FB での投稿数の推移 
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図 3：国内全国紙 4 紙の CFX の新聞記事数の推移 
注）日経テレコン 21 による全国紙 4 紙（朝日新聞・毎日新聞・読売新聞・産経新聞）の合計 

 

3．2 CFXによって作成されたアプリの分析 

次に国内の CFX によって作成された全 99 個のアプリの内容の分析を行った．まず，図 4 は CFX に

よって作成されたアプリの，オープンデータの使用の有無を示したものである．オープンデータとは， 

自由に，また無料で利用可能なインターネット上の情報群を指すもので，このうちの大半は行政から提

供されている．図 4 からは，現在までに 80％の CFX が，オープンデータを活用して，アプリを作成し

ていたことがわかる． 

一方， CFX によって作成されたアプリが対象とするサービスを，用途ごとに分類したのが図 5 であ

る．提供されるサービスとしては，市民の生活サービスに関わるものが多く，例えば上述したゴミ収

集日を知らせるものや，図書館の混雑状況を知らせるアプリが存在している．このように，身近な生

活環境を向上するアプリが多いことが CFX によるアプリの特徴である．これは，市民がアプリ作成に

携わっている一つの特徴ではないかと考えられる． 

次に，図 6 は CFX によって作成されたアプリのコード，つまりプログラムが，当該の CFX によって

独自に開発されたものか，もしくは他団体が作成したコードを活用したものかをまとめた結果である．

現在，CFX によって作られたアプリの 33％がオリジナルではなく，他組織が開発したアプリをもとに

作成されている． 

図 7 は，アプリの内容からサービスの提供相手，つまり受益者をまとめたものである．ここからは，

アプリの受益対象を地域住民とするものが多いことがわかる．つまり，CFX によって作られたアプリは，

全国共通の社会的・公共的課題に対応しているのではなく，より身近な受益者を対象に，地域の具体的

な問題を対象として，サービスを提供していると考えられる． 

さらに図 8 は，CFX によって作成されたアプリのメンテナンスの状況をまとめた結果である．図 8

からは，かなりの数のアプリは既にアクセス不能か，アップデートしていない状態になっていること

がわかる．このようにサービスを継続的に提供できていない CFX は，現段階でもかなりの数に上って

いることが推察される． 

 図 4：国内の CFX が作成したアプリのオープンデ

ータ活用状況 

図 5：国内の CFX が作成したアプリの用途 
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図 7：国内の CFX が作成したアプリの受益者 

図 8：国内の CFX が作成したアプリのメンテナ

ンスの状況 

図 9：国内の CFX のイベントの開催状況 図 10：国内の CFX のイベントのジャンル 

図 6：国内の CFX が作成したアプリのオリジナ

リティ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．3 CFXが主催するイベントの特徴 

本節では，CFX が実施するイベントの性質を分析する．対象は，国内の全 CFX が 4 年間で実施した

168 のイベントとする．図 9 は CFX が開催するイベントの開催状況を調査した結果である．ここから

は，CFX のイベントは定期開催されるものが多いことがわかる． 

図 10 は，CFX によって実施されるイベントのジャンルをまとめた結果である．図 10 からは，コン

テストの参加やハッカソン(7)(8)が主要なイベントとして開催されていることがわかる．そして，これら

のイベント実施がその後のアプリ開発へとつながっていると考えられる． 

図 11 は，CFX のイベント参加情報を分析したものである．図 11 からは，特に IT 関連の活動である

ことと，参加に関して特段の制約がないことが，イベント参加情報として明記されるという CFX の特

徴が判明した． 
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4． 考察 

本研究では，国内各地域で活動する CFX を対象として，専門家と市民が協働で行う新たな社会課題

解決の仕組みを，プロボノとネットワーキングという観点から評価し，その共通点と特徴を明らかに

することを試みた．そしてこの結果をもとに，国内の CFX が共通して有する社会課題の解決を行う仕

組みの特徴や課題を分析した． 

調査結果からは，日本の CFX の設立が，2014 年から 2016 年にかけて増加し，その社会的な認知を

増大させていることがわかった．また，CFX のアプリが，製品のオリジナリティよりも実務的な課題

解決を優先していることや，CFX が行うイベントが，コンテストの参加やハッカソンなどの，アプリ

開発につながるものを重視していることが明らかになった． 

この調査結果から，以下のような CFX のプロボノ，ネットワーキングとしての特徴が考察できる．

まず CFX の行っている活動の中心はアプリ作成であり，その作成には一定の傾向が存在している．

CFX の作成するアプリは，身近な地域課題の解決を志向しているものが多く（図 6，8），地域の関係

者のニーズを反映させた活動となっている．一方，CFX の提供する主要なサービスであるアプリの開

発には，IT の専門的知識が必要とされる．このように，CFX はプロボノ活動であり，一定の「専門

性」が要求されると同時に，地域に密着したサービスの提供を行うために，一般市民の参加を求めて

いる．この点については，図 11 に示したように，活動が IT 関連であるとされている割合が 74％と高

いが，一方で参加者に制限や要件ないことから，一般の市民が参加して協働によってテーマ選定が行

われることを調査結果が裏付けている．実際，呉が参加したイベントにおいても，多数の非 IT 系の市

民が議論に参加していた． 

一方，このように CF X は広く社会全体に波及する課題を解決するものではなく，地域的に限定され

た範囲内の課題に着目する傾向がある．そのため，そのニーズが実際の社会ニーズを反映しているの

か，参加した関係者が必要としたものをコンパクトに実現したのかについては，更なる分析が必要と

なる． 

また課題解決の手段は，前述した専門性に依拠したプログラミングを通した，ものづくり(アプリの

コード作成)となっていた．しかし，作成されたアプリの寿命は短く，開発後に「状況不明」となって

いるアプリも 46％を占めている（図 8）．もちろん，開発にはリスクが伴い，また開発したすべての

アプリが受益者に受け入れられることはないが，開発にだけ活動が注力している可能性は否定できな

い． 

このようなアプリ開発に至るプロセスにおいては，定期的に開催するイベント活動を通じた参加者

間のネットワークの構築が重要な位置づけを占めている．そして，アプリ作成が社会的に認められ，

更に参加を促進するという回路が生まれていると考えられる． 

そのプロセスを，敷田（2002；2005）の「サーキットモデル」を用いて整理したのが図 12 である． 

まず，CFX の活動のスタートは，参加者であるエンジニアと市民がそれぞれの持つ知識やアイディ

アを活動の場で表出し合う第 1 のフェーズ（図 12 の①）である．これは,参加者が市場（マーケット）

で自由に店を構えて，商品を販売することに似ているので，「店を開く」フェーズとされている．更

に CFX 活動の特徴は，ここにオープンデータという行政の持つ資源が加わることである． 

図 11：CFX のイベントの専門性と自発性 

注）それぞれイベント全体の数を 100 として計算した 
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開いた店，つまりエンジニアと市民

が表出した知識は，次の第 2 のフェー

ズで共有され，同時に社会的課題が見

いだされる（図 12 の②）．それは参

加者の持つ多様な知識が相互に「ネッ

トワーク」することである．定期的に

開催する Civic Hack Night やアーバン

データチャレンジなどのイベントを通

じた参加者間のネットワークの構築

が，CFX 活動では重要な場(9)となって

いる．その際には，市民とエンジニア

という，異質な参加者同士での共通言

語が生まれることも多い．また上記の

オープンデータという情報が，参加者

の持つ知識のネットワークに加わる． 

こうしてネットワーク化された参加

者の持つ知識とエンジニアたちの IT

の知識は，前述したイベントでの関わり，実際にはワークショップという学習プロセスで結合や融合

し，そこでの「学習」を通して新たな知識を生み出していく（図 12 の学習コア①）．その成果がアプ

リに代表される活動からの成果である．また，その際に生み出されるアプリは，オープンデータとい

う資源によって，より効果的に運用できるようになっている．その点では,オープンデータは，CFX 活

動の成果であるアプリにとって，その活用を促進する存在であると考えられる．  

さらに次の第 3 フェーズでは，生み出された知識がアプリや活動の成果品として「発信」，つまり

公開され，社会課題の解決につながっていく（図⑫の③）．CFX 活動の強みは，アプリという表現手

段を持っていることであり，それが社会課題の解決に直接つながることである．同時に図 3 に示した

ように，メディア報道によって CFX の活動自体も報道されアプリによる表現を補強していく． 

次に，第 4 のフェーズでは,市民サービスや公共サービスとしてとしてユーザー(ここでは市民や社会

全般である)に提供されたアプリは，多くのユーザーによって利用され「評価」される．評価が高けれ

ば「共感」が集まり，アプリを生み出した活動への関心へとつながる（図⑫の④）． 

最後にアプリの利用やメディア報道への関心は，CFX 活動の外部にいる一般市民やエンジニアの参

加を誘導する（図 12 の学習コア②）よって評価され，新たな参加者を呼び込むことにつながる．その

結果，より多様な参加者が CFX 活動に集まり，活動の場に集まる知識や情報も豊かになることで，更

に一段上昇した第 1 のフェーズにつながっていく（図 12 の①に戻る）． 

以上のように，一般市民とエンジニアの参加（店を開く）によって多分野の知識やアイディアが

CFX の活動の場である Civic Hack Night やアーバンデータチャレンジなどのイベント，つまり「内部で

発信」され，そこでの知識とアイディアの共有によって知識同士のネットワークが形成される．そし

て，このネットワークを基に，CFX 活動の成果であるアプリが作成され，それが CFX の重要な成果手

段として「外部に発信」されていく．発信された評価が評価されると，新たな参加者つまり知識の添

加につながり，次のサイクルに入っていく． ここで図 12の右半分は CFXの内部の活動であり，左半

分は外部の活動のフェーズである．また，図 12の下半分は何らかの発信をしているフェーズ，上半分

は共有や相互評価のフェーズだと考えることができる（敷田，2002；2005）． 

また，この活動を野中・竹内（1996）の「SECI モデル」で説明することも可能だと考えられるが，

SECI モデルが企業での知識創造を前提にしており，外部からの参加者の追加を想定しにくいことに対

して，このサーキットモデルでは外部の参加者が新たに知識を持ち込むことを想定しているので,より

CFX 活動の実態に近いモデル化が可能であると考えられる． 

以上のように，CFX ではイベントへの参加通して IT エンジニアと一般市民が出会い，そこからアプ

リという新たな知識を自発的に共創する，進化するネットワーキングの一端を見いだすことができ

た．この点から考えると，CFX の活動は人と人の間の知識のネットワーク，データ交換のネットワー

ク，コードの共有のネットワークと組織の間のネットワークなど複数のネットワーキングプロセスに

よって価値を創り出し，社会課題の解決に貢献する新たな市民活動であると考えることができる． 

図 12 オープンソース型のシビックテック活動のプロセス 
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1. Background and purpose of study  

‘Language attrition’ describes losing a language because of lack of use by speakers who have 

changed their language environment (Schmid 2011). In language use, four skills are needed: 

listening, speaking, reading, and writing. In attrition research, speaking and listening have been 

studied, for they are essential for communication, the attrition of reading and writing skills have not 

been paid enough attention, although such skills are important in the modern society.  

An indispensable skill for reading and writing is the orthographic skill that is the ability to use 

orthographic knowledge to read and write words. In general, writing systems on which 

orthographies are based are divided into two: phonographic, such as using alphabetic characters, 

and logographic, such as using kanji characters. While the attrition of orthography skills in a 

phonogram system recently has been found (Ntim 2016), that in logogram systems is still not clear. 

Psychological researches suggested an intrinsic difference concerning the processing mode of the 

two scripts (Biederman and Tsao 1979; Saito 1981; Park and Vaild 1995). Therefore, we aim to 

clarify a factor which can affect the attrition of orthographic skill in a first language with logographic 

written language. 

2. Research content 

As objects to investigate the attrition of orthographic skills in logographic written languages, we 

chose Chinese (L1) and Japanese (L2), the representatives of logographic written languages. Many 

kanji characters expressing similar meanings in both languages have similar but somewhat different 

writing structures due to divergent modification histories. Since this feature may confuse Chinese 

speakers who have learned Japanese, we hypothesized that the similarity of characters in both 

languages affected on the attrition of orthographic skills in Chinese under exposure to Japanese 

environment regarding orthographic use.  

We conducted a dictation task of sentences and words containing Chinese characters with various 

similarity to corresponding Japanese characters to measure the orthographic skills of Chinese 

speakers who have learned Japanese and currently living in Japan. The number of characters 

mistakenly written were analyzed using a 2×3 mixed design ANOVA between groups (control, 

experimental; between subjects) and types of characters (High similarity, Middle similarity, Low 

similarity; within subjects), where the control group consisted Chinese native speakers who have 

not learned Japanese and have not lived in Japan. There was a significant interaction between the 
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group and the type of characters, F (2, 116) = 17.42, p < .0001. Therefore, we examined the simple 

main effects of groups within each type. They were significant for the all types; F (1, 58) = 34.13, 

p < .0001 for high similarity; F (1, 58) = 19.11, p < .0001 for middle similarity; F (1, 58) = 20.84, 

p < .0001 for low similarity. The simple main effects of three types of characters within each group 

was not significant in the control group F (2, 87) = 1.14, p = 0.32, but significant in the experimental 

group, F (2, 87) = 14.31, p < .0001. The Bonferroni test was conducted to determine which means 

differ in the three types of characters from the results of the experimental group. It revealed that 

there was no significant difference between the low and middle similarity types (p = .099), but there 

was a significant difference between high and the other two types (p < 0.001). These results 

suggested that the Chinese speakers who have learned Japanese and currently living in Japan failed 

to write accurate Chinese characters with high similarity to corresponding Japanese characters. 

3. Conclusion 

This study has examined language attrition in the orthographic writing skill in Chinese under the 

influence of Japanese. The results suggested that native speakers of Chinese tended to lose some 

aspects of the native orthographic skill in writing characters under exposure to Japanese 

environment regarding orthographic use. It was also suggested that the similarity of characters in 

both languages affected the attrition of orthographic skills in Chinese. They mean that the attrition 

of orthographic skill exists in logographic written language, at least in the situation of L1 as Chinese 

and L2 as Japanese. Current research also gives some indications that the attrition of orthographic 

skill in the first language may occur when both first and second languages belong to logographic 

written languages. 
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警備業務におけるリアルタイム気づき組織学習の提案と有効性の評価 
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Real-Time Awareness in Security-Guard Service 
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1. 研究背景と目的 

 警備業界は恒常的な人材不足により最低限の教育で新人が業務を実施しているのが現状である．また，

警備業者及び警備員に問われる質や役割は広く，警備業の専門性が問われ，総合的な能力が必要となっ

てきている．そのため，効率性に優れたマネジメントをし，各所の警備員による要請を受け，適切な状

況判断を下すリーダーの存在が求められる（田中，2012）．しかし，現状の無線機による情報共有では，

情報の欠落によって状況判断に不備が発生する恐れがある．また，状況判断のための学習も属人的であ

り体系化されていない．状況が変化する警備業務では，正確でリアルタイムな情報共有が行え，それを

適切に判断する能力が組織全体として必要になるだろう．それ故に，ベテラン・新人警備員に関わらず，

リアルタイムにノウハウや現場の気づきを組織として共有し専門性を高め，状況判断の属人性を解消す

ることが課題になると考えられる．  

 本研究では，こうした状況を改善し組織の能力を高めるために気づきの組織学習に着目し，それをリ

アルタイムで行う手法を提案，またその有効性の評価を目的とする． 

2. 研究内容 

 本研究では，提案手法となるリアルタイム気づき組織学習を先行研究調査及び警備業者への事例調査

から学習モデルを構築する．また，気づきを現場で共有・記録できる音声つぶやきシステム（内平，2014）

を警備業務に応用し，学生実験により，提案手法が警備業務にどの様な影響・効果を与えるかを分析す

る．本システムの導入は，様々なことが発生する現場の警備を柔軟かつ効率的にし，迅速な経験者の育

成につながると考えられ，リアルタイムでのノウハウ及び気づきの共有による組織学習が期待できる． 

 実験では，警備の現場で気づきや報告をつぶやきとして共有・記録し，監督者による状況把握と意思

決定及びその通達をリアルタイムに行った．提案手法の妥当性及び有効性は，警備現場における参与観

察やインタビューで検証し，学習の効果を実験により検討・評価する． 

3. 本研究の意義 

 本研究は，警備業務における情報の欠落を防ぎ，組織として適切な状況判断を下せる組織学習手法

を提案し，その有効性を明らかにするものである．属人的な学習を改善することで，効率性に優れた

マネジメントが実現できると同時に，リーダーの育成や現場の警備員の質の向上に寄与する．本研究

は，警備業務の質と効率の向上と現状の情報共有の道具である無線機に対して，有益な影響を与える

可能性を示唆すると考えられる． 
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 ソフトウェアビジネスエコシステムにおける協業型営業の価値共創          

Value co-creation of collaborative Eigyo in software business ecosystem                
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キーワード：営業，ナレッジマネジメント，価値共創，ビジネスエコシステム 

1. 背景・目的 

多様化する顧客の要求に対して，ソフトウェアベンダーは，単独で対応することが難しく，協業，

製品・サービス連携のビジネスエコシステムの視点での営業の活動はこれからのソフトウェアの営業

において重要な取り組みである．営業の先行研究は，営業スタイルや CRM，SFA を対象にした知識の

共有・活用の研究は存在するが，B2B や B2B2B のソフトウェアの営業や技術営業における価値と知

識の創造・共有・活用に関する研究は少ない．また，ビジネスエコシステムにおいても，その構造や

戦略の研究は多いが，実行部隊である営業の役割や営業の知識についての研究は少ない． 

本研究では，ソフトウェアコンポーネントを提供する企業 A 社において，データを活用する製品の

営業をビジネスエコシステムの視点で営業プロセスを提案し，ソフトウェア分野の協業型営業におけ

る価値共創の理論的モデルの構築と実践上の問題の解決について実務的提言を行うことを目的とした． 

 

2. 研究内容 

本研究では，全文検索エンジンの B2B2B 営業として，データの収集・分析し，アクションリサーチ

の実施を行なった．まず，データ収集・分析方法は，A 社の過去の営業情報，問い合わせ情報と現在

の営業プロセスを分析した．従業員数 100名未満と 5000名以上の企業に対して，機能とコストの障壁

があり，外部リソースを活用して顧客の要求に対応する課題を明らかにした．課題解決策として，プ

ラットフォーム企業を販売チャネルとし、製品をバンドリングすることを特徴とする営業プロセスを

提案し，アクションリサーチでその有効性を検証した．具体的には，アドナーの価値設計図1，小林・

長田の IT ベンダーの提案型営業のプロセスモデルと価値連鎖マップ2，田中の D-OODA
3を取り入れ，

協業型営業プロセスを作成し，協業企業のシステムインテグレータ B 社のプラットフォームサービス

に対して協業型営業を実行した．結果は，営業提案資料を収集し，協業企業の SE にインタビューを

行ない，アドナーのワイドレンズの枠組みとナレッジマネジメントの視点から分析を行なった． 

 

3. 結論 

                                                        
1
 アドナー, R.（著）清水勝彦（訳）（2013）『ワイドレンズ‐イノベーションを成功に導くエコシステム戦略』東洋経

済新報社. 
2
 小林秀樹・長田洋（2012）「IT ベンダーの提案型営業のプロセスモデル」『技術と経済』,No.540, pp.58-67. 

3
 田中靖浩（2016）『米軍式 人を動かすマネジメント』日本経済新聞出版社. 
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先行研究の小林・長田の IT ベンダーの提案型営業のプロセスモデルでは，ソフトウェアベンダー自

身の無形資産の強化や商品の強化に関しては言及されているが，本研究では，営業プロセスで作成し

た価値設計図の単位で分析することにより，コンポーネント企業と協業企業でビジネスパートナー（能

力）、人（能力・モラール）、ステークホルダーとの関係性の無形資産が共通して強化されることが明

らかになった。 
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大黒柱一本から生まれるＣＳＶエコシステムの構築 
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キーワード：林業，CSV，価値共創，エコシステム  

 

1. 研究の背景と目的 

日本は国土の約 70％を森林が占める森林先進国であり，森林がもつ公益的価値は，75 兆円を超える

とも言われている．一方、豊富な森林資源を有するものの，小規模な零細森林所有者が大半を占める林

業界の生産性は低位に留まっており，林業の成長産業化が大きな課題である． 

そこで本研究では，実存する A社－林業，製材業，住宅業を兼営－を題材に，林業を中心としたエコ

システムの構築に関し，CSV（Creating Shared Value）に基づく理論的モデルを通じ，実務上の問題解

決に資する提言を目的とした．実際の研究では，創業 140 余年にわたる A 社の経緯，実情を価値創造，

およびエコシステム構築の観点より分析した上で，林業を営む事業体の CSVエコシステム構築にかかる

要件を推察した． 

 

2. 研究内容 

本研究は，以下の 3点によって構成されている． 

先行事例調査：林業にかかるエコシステム構築事例を，①インフラ集約化，②先導的取組，③その他特

徴的な事例，④森の CSV活動の別に調査し，その要件について分析した． 

事例研究：企業内部の視点より，A 社 CSV における共通価値の象徴的活動である大黒柱ツアーを軸に，

林業における六次産業化，およびサービス化の経緯，実情と CSVに基づくエコシステム構築の相関関係

を分析した． 

アクションリサーチ：A社における CSVに基づく企業戦略を体現する一環として，新規事業開拓，およ

び既存事業強化に資するアクションリサーチを行ない，林業における価値共創の必要要件を分析した． 

 

3. 結論 

本研究では，A社の事例研究，アクションリサーチを通じ，林業における六次産業化，およびサー

ビス化の経緯，実情を価値共創，および CSVの文脈より明らかにした．結果，林業会社においては，

①六次産業化，およびサービス化がエコシステム構築の基幹となること，②多様な価値に基づく幅広

な市場参加者との価値共創が成長，発展のための必須要件であること，③CSVにおける共通価値を軸

とした，既存の価値共創のブラッシュアップと，新たな価値共創の開発がエコシステム拡大に貢献す

ることを提示している． 
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4. 本研究の意義 

本研究では，上記結論を理論的に説明した CSVエコシステム構築モデルの提示を通じ，以下の理論

的含意を示すことで，林業の成長産業化の実現と，更には林業の現場でもある地域の創生に向け価値

ある一石を投じていると考える． 

 

 企業内における共通価値の創造プロセスについて，知識創造活動のメタモデルとしての SECIモデ

ルを CSVの発展という具体的事象に適用することで，メタモデルの新たな活用方法を提示した． 

 CSVにおける社会的価値と経済的価値が相関する要件，および推移の状況を，共通価値の変容と

エコシステムの形態を用いて提示することで，CSVの実現に際し実効性のある視座を提供した． 

 

 

 Phase1 Phase2 Phase3 

S
E
C
I

・C
SV

モ
デ
ル
の
状
況 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

共通 

価値 

の 

状況 

   

エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
形
態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通価値の発見 共通価値の共創 共通価値の展開

知識共創第8号（2018）

Ⅴ18-2



	 



知識共創　第８号
Knowledge Co-Creation Vol.8 (2018.8)

知識共創フォーラム組織委員会

知識共創フォーラム事務局

Email: office-fokcs@onto.jaist.ac.jp

2185-971X

編集 ・ 発行

連絡先　　　

　　　　　　　　

ISSN 　　　　平成 30年 (2018年 ) 8 月発行 




