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 函館工業高等専門学校（函館高専）では，技術者に必要な実践的かつ専門的な知識お

よび技術を有する創造的な人材・技術者を養成するための教育，それを担う教職員の実

践的能力を磨き上げるための研究，産学連携・地域連携の活性化による地域社会への貢

献を三本柱として，道南地域唯一の総合的な技術系高等教育機関としての使命を果たす

べく努力を積み重ねてきています。このため，地域企業の皆様が当センターをより積極

的に業務等で利用できるような体制に整えていきたいと考えています。たとえば，新入

社員の研修やリカレント教育，さらには試作品の作製の場としての活用です。このため，

当センターでは今後とも地域ニーズを踏まえた装置の導入など地域の皆様の声を聞く

場を設けていきたいと考えています。 

本校の教職員一同は，当地域に高専がある意義をしっかりと踏まえ，地域の一層の発

展に貢献できるよう，今後とも産学連携・地域連携の一層の活性化を図って参ります。 

 地域共同テクノセンター年報は本校における産学連携・地域連携活動の実情について

多くの皆様に知っていただくべく，編集を行ってきました。ここにその 2015 年度版を

発刊する運びとなりました。ご査収いただき，これが地域共同テクノセンターを利用す

るひとつのきっかけとしていただければ幸いです。 
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純米吟醸酒「函館奉行」への道 

 

地域共同テクノセンター長 小林淳哉 

 

【はじめに】 

～日本酒開発へのモチベーション～ 

シチュエーション…海鮮を堪能しつつある函館を訪れた来客と食事中 

来客：メニューを見ながら 

「さすが函館，おいしい海鮮ですね。さて，そろそろ日本酒に切り替えようかな。ところで函館にはどういう日本

酒があるのですか」 

函館市民： 

「あー，函館には地酒はないのです。北海道ということなら，旭川の男山や増毛町の国稀もおいしいですよ・・・」 

 

函館市民は，函館から300km以上離れている町の地酒を，北海道という括りだけで紹介する状況に忸怩たる思い

を抱く。これこそが地酒開発のモチベーションであった。私は，この思いを共有するすべての函館市民の代弁者と

して，平成18年度の卒業研究で日本酒開発に着手することとした。 

 

【日本酒醸造の仕組み】 

 日本酒の原料である米のデンプンは，グルコース（ブドウ糖）が多数結合した構造である。日本酒は，蒸した米

のデンプンが，まずはグルコースに分解され，このグルコースがさらにアルコールに分解されることで醸造される。

このときデンプンをグルコースに分解するのは「麹（こうじ）」である。糖分が多いので，酵母だけで醸造できるワ

インと違い，麹が必要なのである。そしてグルコースをアルコールに分解するのが「酵母」である。酵母は味や香

りに大きく影響することがわかっている。 

 

 

 

そこで，私たちが取組んだのは，「日本酒を醸造できる酵母を函館に咲く花から探索する」こととした。そして，

その酵母に花を通したストーリーを持たせることで，ブランドイメージを高めようと戦略を定めた。つまり，酵母

も含めて地酒である。 

 ちなみに，一般に日本酒用の酵母は，日本酒醸造協会から配布される何種類かの醸造用酵母を用いている。たと

えば吟醸酒には「協会9号酵母」や「協会701号酵母」などが使われている。つまり，「地酒」といっても酵母まで

地物というのはほとんどないのが実情である。 

 

【探索した花から酵母を単離し，アルコール発酵能を調べる】 

 これまで探索した花は以下の表1の通りである。これらの花を，YM液体培地に投入し，培養した。その後YM

寒天培地に植え継ぐと，外観や色の異なる数種類の酵母が培養されるので，新たにYM寒天培地に植えていくこと

で酵母が単離できる（図2）。 

 

 

探索した花 

ハマナス 

ツツジ 

ジャガイモ（男爵，メークイン，きたあかり他多数） 

プルーン 

梅 

桜（えぞ山桜），佐藤錦（サクランボの花） 

菜の花 

表1 酵母を探索した花 

図2 培養された酵母 

特集1 産学官連携成功事例 
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 前述のように，酵母はグルコースからアルコールを作る

働きがあるので，それぞれの花から単離された酵母をグル

コース溶液の中に入れて。アルコール発酵能を調べた。そ

の結果，菜の花に高いアルコール発酵能があることが確認

された。そこで，菜の花から単離した酵母（図3）で実際

に米を使って酒を仕込むことにした。ちなみに，菜の花か

らも5種類の酵母が単離され，そのうち最もアルコール発

酵能が高かったものを用いることにした。菜の花は，司馬

遼太郎の小説で高田屋嘉兵衛を主人公とする「菜の花の沖」

に重ねあわせることができ，函館の地酒としてのストーリ

ー性を付与することができると考えた。 

 なお，ここまでの探索ですでに4年を費やした。 

 

【日本酒の醸造】 

 日本酒の醸造は，蒸米と水と酵母と麹をいっぺんに仕込むと，どぶろくのようにアルコール度数はあまり上がら

ない。そこで多くは，まずは蒸米と水に麹と酵母，そして乳酸をいれて雑菌が繁殖しない条件で，酵母が大量に培

養された「酒母」を作ることからはじまる。そして，この酒母に対して蒸米を3回に分けて投入する「三段仕込み」

によって醸造する。この間，発酵の状況を観察しながら，細かく温度管理をすることで，18％程度までアルコール

度数を高めることができる。また，米を蒸す前の吸水の程度は，米の蒸し具合に影響を与え，その後のグルコース

に分解する糖化の程度が大きく変わり，酸味の違いとなるなど，酒の味も大きく変わる。当初，三段仕込みによっ

て，8L程度の仕込みを行なったが，アルコール度数が10％程度までしか上がらず，行き詰まった。また，この時

期には函館市で試験栽培していた日本酒醸造米「吟風」を少量手に入れることができていた。しかし，酒米用の精

米機がなく精米に四苦八苦していた。日本酒醸造米は精米歩合が最低でも70％（米を重量で30％精米する）が必要

だが，食用米用の精米機では，これが非常に困難であり，モーターが焼き付く，精米した米が熱で劣化する，米が

割れてしまうなどの問題が頻発し，精米された米から，ひび割れなどない米をさらに選別するなど，醸造に必要な

米の量を確保することに非常に手間がかかっていた。この精米から三段仕込みの試行錯誤にまた半年を要すことと

なった。 

 平成23年には卒業研究から専攻科の創造実験（PBL）

に検討の場を移した。また，この三段仕込みを習得す

るために，函館高専地域連携協力会（以後協力会）が

大きなサポートになった。すなわち，協力会の研究助

成制度を活用し，その研究経費で主に北陸地方の酒蔵

で修行している坂谷氏の協力を得ることができ，実際

に40Lスケールの樽で仕込んでもらう中で，私たちも

ノウハウを習得することができた。また，酒米として

知られる山田錦を70％精米したものを購入する等し

て仕込みを行なった。仕込み重量を図4に示した。米

の総量は10kg，水の総量は13.3Lである。醸造は，ま

ず米，麹米，水，乳酸そして酵母を加えて酒母を作る。

そこに「添」「仲」「留」として3回に分けて米を仕込

み，もろみを製造する。このまま約2週間で醸造は終

了し，ろ過する。絞り方には「フネ」と「首つり」が

ある。フネとは，麻袋に入れた酒をプレスして搾る方

法であり，首つりとは，麻袋に入れた酒をそのまま吊

るして，自然に滴下させる方法である（図5）。この方

法で，アルコール度数が14〜15％まで向上させること

ができるようになった。醸造した日本酒の性質を表3

に示した。 

酒母
麹米 掛米 総米

200 450 650
汲水 乳酸

700 12

もろみ
添麹 仲麹 留麹 総麹米

500 700 850 2050
添掛 仲掛 留掛 総掛米

1000 2300 4000 7300
添汲水 仲汲水 留汲水 総汲水

1700 3900 7000 12600

総計
麹米 2250
掛米 7750
汲水 13300

図4 仕込み重量 

図3 菜の花酵母 
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表3 日本酒の性質 

絞り方法 醸造日数 アルコール度数 日本酒度 酸度 アミノ酸度 

フネ 15 14.0 −3.0 2.4 3.1 

首つり 15 15.0 −0.5 2.0 3.4 

 

日本酒度がマイナスなのは甘口である。しかし，実際に試飲したところ，プラスチックが融けたような悪臭がし，

とても商品としては適さないものであった。この原因は，アミノ酸度にある。アミノ酸度は通常1程度であり，ア

ミノ酸度が向上するのは，醸造後期のアルコール度数が高くなってくると，酵母のアルコール耐性が低いために酵

母が死滅しだし，この死骸の影響が現れていることによる。こうした悪臭は野生酵母に多く見られる特徴である。

今ほど醸造技術が発達していないころは，酒樽の中にわずかに混入した野生酵母が，樽ひとつを壊滅させ，結果廃

業に追い込まれる蔵すらあったという。つまり，「アルコールは作るが，酒とはいえない」ことが多いのが野生酵母

なのである。 

 そこで，アルコール耐性を高めるための「変異処理」を施してから，再度醸造した。その結果を表4に示す。 

 

表4 日本酒の性質 

 

 

 

 

 

 

アミノ酸度が低下し，味はすっきりとし，どちらもフルーティーな吟醸香が特徴であった。これが平成24年の秋

の結果である。 

 

【米農家，酒蔵との出会い】 

 時を同じくして，函館市は平成28年の新幹線開業に向け，地酒の開発に取組むこととなり，「北海道食品流通地

興」のコーディネートのもと，函館市での日本酒醸造米の本格栽培に取組むこととなった。また，残念ながら酒蔵

のない函館にあって，兵庫県伊丹市の小西酒造で協会酵母を用いた日本酒が醸造されることとなった。このタイミ

ングで，私たちの菜の花酵母も醸造することが検討された（平成25年夏）。この時の条件は，小西酒造での試験醸

造で，十分なアルコール度数や香りがあり，地酒としての個性があること。さらには野生酵母であるため，小西酒

造の他の酵母に悪影響を与えないことなどであった。幸いにして，この条件がクリアされ，平成26年１月に向けた

純米吟醸酒の醸造が開始された（使用酒米：吟風100％，精米歩合55％）。まさに滑り込みで間に合ったといったと

ころである。 

 

 

 

絞り方法 醸造日数 アルコール度数 日本酒度 酸度 アミノ酸度 

フネ 15 18.9 −11.9 2.5 1.4 

首つり 15 13.3 +8.0 1.8 1.2 

図5 醸造プロセスの抜粋 左から蒸米，もろみ，首つりによる搾り 
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【ついに完成，そしてその先を見据えて】 

平成26年1月，ついに純米吟醸酒「函館奉行」として販売が開始された（図6）。日本酒の便宜的な分類上は「芳

醇辛口」に属し，すっきりとした切れ味のある日本酒に仕上がった。まだ新しい酵母であるため，小西酒造の杜氏

も，醸造条件を試行錯誤している段階といえるので，

27年の新酒，そして今年28年の新酒はまったく味

が異なっている。27年の酒は，吟醸香は協会酵母に

も迫るものであり，味は芳醇で，最近の白ワインの

ようなすっきりとした酒とは一線を画すものであっ

た。この年は，発売後2週間で完売した。そして，

今年の新酒は，香りは協会酵母のものよりも強く，

酸味も強い，きりっとした飲み口の，個性際だつ酒

に仕上がっている。杜氏によると，菜の花酵母の発

酵力は強く，今年の仕込みでの工夫は，米の吸水率

を高くして，蒸米を柔らかくし，温度管理に注意を

払いながら，酸度を高めるようにしたとのことであ

り，まさにその通りの切れ味のある酒になっている。 

 この函館奉行は，米と酵母が函館産であるが，真に

地酒となるために，酒蔵もまた地元というのが悲願で

ある。日本酒は「国酒」であり，中小の伝統的な酒蔵

を守るという観点から，新規の酒蔵に酒造免許が交付

されるのは，ここ数十年なく，実現へはかなり高い壁がある。しかし，地元経済界の酒蔵への期待は大きく，なん

とか酒蔵の認可へとこぎつけたいと考えている。 

 また，花から単離した酵母はイメージがよく，たとえば市内のパン工房と共同で，菜の花酵母でパンも製造した。

こうした酵母の単離と変異処理技術を持つ私たちは，地酒やパン等各地の個性ある商品を開発しようとする際の「花

酵母のビジネス展開」もまた視野に入れている。 

 

【おわりに】 

 花酵母の函館奉行の発売までには，多くの学生が取組んでいる。スタンマウォン・チャントゥナ君，今田梓さん，

徳田彩さん，田中身季さん，勝谷光莉さん，大坂くるみさん，磯村尚之君，佐藤彰則君，吉崎大和君の努力と試行

錯誤のおかげで函館奉行（菜の花酵母仕込み）はあり，今日も函館市民や観光客がおいしい海鮮とともに酒を酌み

交わすことができている。 

図6 函館奉行（菜の花酵母使用の横に，函館工業 

高等専門学校採取の表記） 
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戸建て住宅向け CO2ハイドレート発電機の負荷応答特性 
 

川合 政人（生産システム工学科） 

 

1．はじめに 

温室効果ガスの排出による気候変動の懸念から，化石燃料の代替エネルギーの開発が急がれている。そこで著

者らは，代替エネルギーのひとつの手法として二酸化炭素（CO2）ハイドレートの特異な状態変化
1) を用いて未

利用エネルギーを電力に変換する，CO2ハイドレート発電機（以下，「提案する発電機」と述べる）を提案して

いる 2) 。その特徴の一つは，自然エネルギー由来の発電方法でありながら，出力電力を任意に制御できることで

ある。この特徴は PV を導入した戸建て住宅での電力需給の不平衡を補償する手段として，提案する発電機が利

用できることを示唆している。本報では，提案する発電機の概要を説明したのち，電力負荷が正弦波状に変動し

た際の提案する発電機の応答特性を調査した結果について述べる。 

 

2．CO2ハイドレート発電機の概要 

2.1．CO2ハイドレート 

本節では提案する発電機で用いるCO2ハイドレートの概要について説明する。図1に示すように，CO2ハイド

レートは，水分子が水素結合によってかご状の構造を構成し，かご構造の中心にCO2分子が包接された構造をも

つ化合物である。かご構造が形成されて CO2 分子が包接されることを生成と呼び，その構造が解消されて CO2

分子が放出されることを解離と呼ぶ。式（1）は，CO2ハイドレートの生成および解離反応の化学量論式である。

ここで，𝐻𝑛は水和数である。 

生成反応によってCO2ハイドレート内に包接されるCO2量の理論値は，水1 g に対して約 216 ml （標準状態

換算）であり，水に CO2を溶解させた場合（ 25 ℃，101.3 kPa ）の 220倍という高い値を示す。また，CO2ハ

イドレートの生成と解離反応の潜熱はおよそ 500 kJ/kg であり，水の凝固潜熱に対して約 1.5倍大きい。CO2ハイ

ドレートを含む各種ガスハイドレートの相平衡圧力‐温度特性を図 2に示す 1)。ガスハイドレートは，任意の温

度で相平衡圧力以上に保たれた場合に生成する。相平衡圧力はガスの種類によって大きく異なり，CO2 ハイドレ

ートの場合では，生成および解離の相平衡カーブ上で 273 K から 283 K まで温度を変化させると，およそ 3.2 

MPaの差圧（CO2ハイドレートの解離時の最高圧力と生成時の最低圧力の差）が得られる。 

提案する発電機では，上に述べた差圧によりアクチュエータを駆動して発電する。また，CO2ハイドレートに

包接されるガスの量が多いという特徴を利用してエネルギーを貯蔵することが出来る。CO2以外のガスハイドレ

ートによる発電も可能と考えられるが，不燃性で扱う圧力範囲が低いために安全であるといった特性を考慮して，

本研究ではCO2ハイドレートを選択する。 

 

2.2．発電サイクル 

提案する発電機を寒冷地に設置することを想定し，発電サイクルは，日中の外気や自然エネルギーなどでCO2

ハイドレートから高圧解離ガスを得て発電機を駆動する発電モードと，夜間の外気によりCO2ハイドレートを生

成するエネルギー貯蔵モードからなる。また，各モードの運用時間は数時間から十数時間を想定する。図3は提

案する発電機の構成図で，（a）と（b）は上に述べた各モードでの動作を表している。図 3上部のグラフは発電

サイクル中の貯蔵エネルギーの増減の模式図である。提案する発電機はラジエータ，熱交換器を兼ねる反応容器

     CO2 +𝐻𝑛 ∙ H2O 

formation

→
←

dissociation

 CO2 ∙ 𝐻𝑛 ∙ H2O      （1） 

 図 1 CO2ハイドレートの構造              図 2 各種ガスハイドレートの相平衡圧力曲線 

特集 2 新任教員研究紹介 
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（以下，反応容器と記す），バッファタンク，アクチュエータ，発電機で構成される。以下にハイドレートが生

成済みの状態から始まる発電サイクルのフローを述べる。 

【発電モード（図3（a））】 

①建物などの低温排熱や自然エネルギーの熱をラジエータにより取り込む。 

②ラジエータから熱媒体を介して温熱を反応容器に供給し，CO2ハイドレートを解離させる。 

③作動ガスの通路を実線側にして（バルブ 1：開，バルブ 2：閉），高圧の CO2ガスをアクチュエータに供給

して発電を行った後にバッファタンクに送る。 

④反応容器内のハイドレートがすべて解離するか，反応容器とバッファタンク内の圧力が平衡した時点で発電

モードを終了する。 

【エネルギー貯蔵モード（図 3（b））】 

⑤冷熱源（寒冷地の夜間の外気など）から冷熱をラジエータに取り込む。 

⑥熱媒体を介して冷熱をラジエータから反応容器に供給する。 

⑦作動ガスの経路を破線側にして（バルブ 1：閉，バルブ 2：開），バッファタンクから反応容器へ CO2を流

入させて CO2ハイドレートを生成させることでエネルギーを貯蔵する（初めの状態に戻る）。 

 

3．負荷応答特性の解析方法 

本報では，提案する発電機の応答特性を明らかにするため，下田らの研究 3)を参考に応答特性と発電効率の観

点から調査する。また，供給電力の周波数変動についても評価を行う。解析モデルはMath Works 社のMATLAB 

/ Simulink R2014aを使用して解析する。 

提案する発電機の発電モードにおける動作の解析モデルを図 4に示す。 

①熱交換器を介して発電機外部から廃熱 �̇�in,𝑡  [W] を反応容器内のハイドレートに取り込み，高圧（𝑝r,𝑡 [MPa]）

のCO2ガスを放出する。 

②高圧ガスは出力調整用の圧力制御弁で降圧（𝑝in,𝑡 [MPa]）されてからアクチュエータに入り，有効圧力差 

𝑝m,𝑡 [MPa] と回転速度 𝜔𝑡 [rad/s] に応じて機械的出力 𝑙ṁ,𝑡 [W] に変換される。 

③アクチュエータを出た中圧（𝑝bt,𝑡 [MPa]）のガスはバッファタンクに貯蔵される。 

提案する発電機は自然エネルギーの貯蔵（ハイドレートの生成）と発電運転（CO2ガスの放出）が非同期的に

行われる。そのため，出力電力は自然エネルギーの変動に影響されず，圧力制御弁によって任意に制御できる。

本報では，上に述べた発電運転時について，図 4に示したモデルを構築し解析を行う。 

 

3.1．応答特性 

下田らの研究では，発電機に対する発電電力指令値を正弦波状に変化させて，実際の発電出力波形と比較する

ことで応答特性を評価している。本研究では表 1 と図 5 に示すように，発電機の定格発電出力である 

700 W (1 p. u. )を上限として，振幅 𝐴で正弦波状に電力負荷 𝑙ġ,𝑡  [W] を変動させて，その際の機械的出力 𝑙ṁ,𝑡 の

振幅 𝐵 [W] から式（2）によってゲイン 𝑔 [dB] を計算する。また，𝑙ġ,𝑡 と 𝑙ṁ,𝑡 の波形の立下り時刻の差 ∆𝑡 [s] 

（a）発電モード              （b）エネルギー貯蔵モード 

図 3 提案する発電機の発電サイクル 
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と 𝑙ġ,𝑡 の振動周期 𝑇load [s] から式（3）で位相 ∅ [deg] を求める。変動周期は微小変動域に該当する0.01sから 

100 s の範囲で解析を行った。 

 

         𝑔 = 20 log10
𝐵

𝐴
 （2） 

 

         ∅ =
∆𝑡

𝑇load
× 360 （3） 

 

3.2．発電効率 

一般的に発電機は負荷率（出力電力/定格電力）とともに発電効率 𝜂g が低下する。よって，上で述べた応答

特性と合わせて部分負荷時の発電効率を考慮する必要がある。提案する発電機への熱入力と発電出力量をもとに

式（4）によって発電効率を計算する。 

         𝜂𝑔 =
∫ 𝑙ġ,𝑡
𝑡2
𝑡1

𝑑𝑡

∫ �̇�in,𝑡
𝑡2
𝑡1

𝑑𝑡
 （4） 

 

ただし，�̇�in,𝑡 は熱入力である。𝑡1, 𝑡2 [s] は積分開始と終了時刻であり，電力変動周期に応じて適切な値に設定

した。 

 

3.3．供給電力の周波数変動 

電力負荷の変動に対してアクチュエータの機械的出力が追従できなくなると（式（2）で示したゲインが低下す

ると），負荷に供給される電力の周波数が定格値から逸脱する。そのため本研究では，定格周波数からの変動量

を電力負荷変動時の電力品質の指標と見なして調査する。 

 

4．解析結果 

図6に3節で示した解析の結果（電力負荷の振幅 𝐴 = 200 W）を示す。3つのグラフは上から順にゲイン（3.1

表 1 解析条件 

Rated output 700 W 

Rated Frequency 50 Hz 

Amplitude of load 200,150,100,50 W 

Fluctuation period 0.1 to 100 s 

Inertia 0.02, 0.04 kg m2 

Time constant of 

pressure control valve 

0, 0.01, 0.10 s 

 

  [ ] 

∆  

 ṁ,  
P

ow
er

 [
W

]
 

A
 

B
 

 load  

 ġ,  

図 5 ゲインと位相 
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図 4 提案する発電機のモデル 
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節），位相（3.1 節），供給電力の周波数変動（3.3 節）

であり，横軸は電力負荷の変動周期 𝑇load である。発電

効率（3.2節）については，周波数による変化は見られな

かったため省略する。また，曲線の太さは回転系の慣性

モーメント 𝐽 [kg m2]  を表しており，太線が  0.02  

kg m2，細線は 0.04 kg m2 の場合の解析結果である。そ

れぞれの慣性モーメントについて，圧力制御弁の応答時

定数 𝑇  [s] を0 s，0.01 s，0.10 s に変化させて解析を行

った。図6（a）と（b）より，電力負荷の変動周期が 1 s 以下

の場合にゲインの低下と位相の増加が確認できる。また，

慣性モーメントと圧力制御弁の時定数の増加は短周期変

動でのゲインを低下させる。 

一方，供給電力の周波数 𝑓 [Hz] の上下限値（図6（c））

に注目すると，電力負荷の変動周期 𝑇load が 10 s 以上

では定格周波数（50 Hz）を保っており，1 s から 0.1 s の

間で偏差が増大し，0.1 s 以下の範囲で再び定格周波数に

漸近する。これは，10 s 以上のゆっくりとした電力変動

では圧力制御弁による出力制御が，0.1 s 以下の速い電力

変動ではフライホイールによるエネルギー貯蔵効果が作

用することで定格周波数に維持されていることを示して

いる。また，慣性モーメントが増加すると，フライホイ

ールのエネルギー貯蔵作用が相対的に強まり，電源周波

数変動が最大値となる負荷変動周期は長周期側にシフト

する。 

上に述べた解析では，いずれの条件でも供給電力の周

波数変動を許容値である±0.3 Hz 以内にできなかった。そ

のため，電力負荷変動の振幅 𝐴 を 50，100，150，200 W 

とした場合の解析結果を図 7 に示す。圧力制御弁の時定

数 𝑇  は 0.01 s，回転系の慣性モーメント 𝐽 は 0.02 

kg m2  とした。各波形において，周波数変動の最大値 

𝑓max [Hz] は電力負荷変動の振幅と比例関係にあること

が分かる。その関係から，𝑓max が50.3 Hz となる電力負

荷変動の振幅を計算すると，66.3 W （約0.1 p.u.）となる。 

 

5．まとめ 

提案する発電機の電力負荷変動に対する応答特性を調

査し，以下の結果を得た。 

（1）電力負荷の変動周期，アクチュエータ入口圧力の

制御特性，そして回転系の慣性モーメントが発電機の

応答特性に及ぼす影響を数値解析によって明らかに

した。 

（2）電力負荷変動の振幅と供給電力の周波数変動の関

係を明らかにした。 

今後は供給電力の電圧波形も含めた電力品質に関する

調査を行う予定である。 
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乾式プロセスをベースとするリサイクル環境工学に関する研究の紹介 
 

寺門 修（物質環境工学科） 

 

1．はじめに 

当研究グループでは，材料工学・化学工学をベースにしたリサイクル環境工学に関する研究を行っている。廃

棄物をリサイクルするとき，元の製品・部品を再利用するという意味と，廃棄物中の素材を取り出す 2つのこと

が考えられるが，ここでは後者について考えて，仮に素材を元素単位に分解して回収したとするとどうなるか，

下世話な話題で恐縮だが，元素の価格を周期表にまとめたものを図 1に示す。一部の例外を除いて，やはり貴金

属が高価であり，経済ベースでみると，リサイクル＝貴金属リサイクルになってしまうのは今後も変わらないと

思われる。しかしながら，貴金属以外の有用金属や，元素レベルまで分解することなく，有用な化合物・物質に

ついてのリサイクルプロセス技術の開発が不可欠である。 

本稿では近年取り組んでいるテーマのうち，①乾式ハロゲン化法による化合物半導体型太陽電池からのレアメ

タルの分離回収，②プラスチックの加熱処理を利用したカーペット材料のリサイクルプロセスの基礎研究，③海

藻を用いた生物吸着法による水溶液中金属イオンの回収の研究について簡単に紹介したい。 

 

 

2．化合物半導体太陽電池からのレアメタルのリサイクル技術開発 

金属リサイクルについて，当研究グループでは，塩化アンモニウム（NH4Cl）を用いた乾式回収プロセスの基

礎研究を行っており，ディスプレイの透明電極として使われるインジウム・スズ酸化物（ITO）を蒸着したガラ

スから 673Kにおいて Inを 80～90%回収することに成功している 2)。対象をさらに広げ，半導体化合物（Copper 

Indium Gallium Selenide，CIGS）を対象とした検討 3)を本稿で紹介する。CIGS化合物は薄膜太陽電池の発電層に

使われており，このCIGS太陽電池はSi系太陽電池よりも発電効率が高い等の理由から，今後需要が拡大すると

期待されている。そのため，有価金属である In，Gaのリサイクル技術，及び有害元素であるSeの安全処理技術

を確立することには意義があると考えられる。 

 

2.1 実験方法 

Cu（In0.7Ga0.3）Se2粉末 30mgと SiO2粉末 500mgの混合物をモデル物質とした。このモデル物質に対して 80%

 

 

図 1 1gあたりの単体の価格 1) 網掛けしてある元素は経済産業省が定めているレアメタルである。 

1 H 2 He

3 Li

¥29

4 Be

¥4.5
(Cu alloy)

5 B

¥8000

6 C 7 N 8 O 9 F 10 Ne

11 Na 12 Mg 13 Al

¥0.15

14 Si

¥0.21

15 P 16 S 17 Cl 18 Ar

19 K 20 Ca 21 Sc

¥1500

22 Ti

¥1.1

23 V

¥1.5 
(Oxide)

24 Cr

¥0.9

25 Mn

¥0.26

26 Fe

¥0.0044

27 Co

¥4.5

28 Ni

¥2.2

29 Cu

¥0.43

30 Zn

¥0.14

31 Ga

¥70

32 Ge

¥135

33 As

¥0.22

34 Se

¥3

35 Br 36 Kr

37 Rb

¥1000

38 Sr

¥0.0056
(Raw mine)

39 Y

¥3.7

40 Zr

¥8.3

41 Nb

¥9

42 Mo

¥15

43 Tc 44 Ru

¥870

45 Rh

¥7400

46 Pd

¥1480

47 Ag

¥43

48 Cd

¥0.24

49 In

¥67

50 Sn

¥1.2

51 Sb

¥0.94

52 Te

¥12

53 I

¥2.1

54 Xe

55 Cs

¥1400

56 Ba

¥0.0043
(Raw mine)

57-71
ランタノイド

72 Hf

¥54

73 Ta

¥160

74 W

¥7.3

75 Re

¥350

76 Os

¥3000

77 Ir

¥2500

78 Pt

¥4710

79 Au

¥2850

80 Hg

¥1.4

81 Tl

¥470

82 Pb

¥0.15

83 Bi

¥2.0

84 Po 85 At 86 Rn

87 Fr 88 Ra 89-103
アクチノイド

ランタノイド 57 La

¥1.1

58 Ce

¥0.98

59 Pr

¥3.6

60 Nd

¥3.6

61 Pm 62 Sm

¥1.7

63 Eu

¥540

64 Gd

¥33

65 Tb

¥54

66 Dy

¥23

67 Ho

¥100

68 Er

¥60

69 Tm

¥540

70 Yb

¥130

71 Lu

¥620

アクチノイド 89 Ac 90 Th

¥25 
(Oxide)

91 Pa 92 U

¥7.5 
(Oxide)

93 Np 94 Pu 95 Am 96 Cm 97 Bk 98 Cf 99 Es 100 Fm 101 Md 102 No 103 Lr

特集 2 新任教員研究紹介 
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の質量に相当する 424mg のNH4Cl粉末を混合し，ペレットに成型した。このペレットを，673K－1073Kに保持

した横型電気炉内石英管に設置し，30min 塩化反応を行った。反応後，石英管内の凝縮生成物等の成分元素量の

定量を ICP発光分光法で行い，初期成分量との比から回収率を求めた。 

 

2.2 結果および考察 

反応温度 673Kにおける各元素の回収率に対する

気相雰囲気の影響を表 1 に示す。He 雰囲気下及び

N2雰囲気下と比べて，Air雰囲気下及びO2雰囲気下

の方が全元素の回収率が高いことが分かる。また対

照実験として，O2雰囲気下で塩化剤を混合せずに加

熱処理を行ったところ，生成物の揮発は見られなか

った。以上のことから，酸素共存雰囲気下かつ塩化

剤混合の条件で，成分元素の揮発回収が可能になる

と明らかになった。この点について，熱力学的には

気相中に酸素を含むことで，平衡酸素分圧と共に平

衡塩素分圧も上昇し，各金属がセレン化物安定領域

から塩化物安定領域に移行したと考えられる。 

揮発した塩化物は石英管低温部分に多く凝縮し

た。図 2 にAir 雰囲気下（1073K）で実験を行った

場合の反応管内の元素分布を示す。Cu，In，Ga は

電気炉出口付近（約 500～600K），Seは電気炉出口

から離れた位置（約 400K以下）で多く回収された。

これらの違いは，塩化物の蒸気圧の差により生じた

と考えられる。 

 

2.3 小括 

 CIGS 化合物の成分揮発は，酸素共存雰囲気下か

つ塩化剤混合の条件で進行する。また，揮発した塩

化物は，蒸気圧の差により石英管内での凝縮位置が

異なる。以上のことから，本手法を用いてCIGS化

合物から成分分離が可能であることが基礎的に示

された。 

 

3．プラスチックのケミカルリサイクルに関する研究 

 プラスチックは金属材料にない数多くの特徴を持ち，現代社会を支える重要な材料である。今後ますます多く

のプラスチック材料が消費され，廃棄物として排出されると考えられる。プラスチックのリサイクルは石油資源

のない日本において，古くから注目され，これまで多くの取り組みが行われている 4)。廃プラスチックのリサイ

クル率は年々上昇し，2013年次には有効利用率が 82%に達している 5)。今後は複合材料などの複雑組成を持つ廃

棄物についてリサイクル技術の開発が望まれる。本稿では，複合材料リサイクルの一環として，熱分解処理を利

用したカーペットのリサイクル技術 6)について紹介したい。 

 タイルカーペットは表面のナイロン繊維層，裏面のポリ塩化ビニル（以下，PVC）を主成分としたバッキング

層，その間の基布・接着剤層という 3層構造になっており，オフィスなどに広く利用されている。PVCを含むた

めタイルカーペットのリサイクル率は低いと考えられており 7)，新たな技術開発が望まれる。ここで，バッキン

グ層には大量の炭酸カルシウムが充填剤として添加されていることが多く，リサイクルして再利用することは難

しいと考えられるので，ナイロン繊維の回収に着目した。 

タイルカーペットを加熱し，融解したナイロンを回収することが望ましいが，ナイロンの融点とPVCの分解温度

は近いため，単純な加熱による分離回収は困難である。そこで，PVCの熱分解において酸化亜鉛を共存させる事

によってPVCの熱分解温度が低下し，塩化亜鉛として塩素を固定化できることが見出されていることから 8)，本

研究では，酸化亜鉛存在下でバッキング層のみを一方向から加熱，熱分解し，その後粉砕する事でナイロン繊維

を分離回収するプロセスについて検討した。 

 

3.1 実験方法 

タイルカーペット 1.0g（約 10mm×50mm×5mm）を切り取り，これを試料として用いた。熱分解には図 3 に

表1 気相雰囲気と回収率の関係（673K） 

  Cu In Ga Se 

He 0.0% 5.5 4.4 5.7 

N2 0.0 8.0 9.7 12 

Air 9.4 43 50 80 

O2 12 55 53 89 

O2 without NH4Cl 0.0 0.2 0.0 0.1 

 

 
図2 生成物の元素分布 3)（電気炉出口=0cm） 

（上）塩化処理後の石英管の様子，（下）石英管内温

度と各成分元素の回収率 
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示す装置を用いた。電気ヒーターの上にニッケル板（120mm×120mm×2mm）を置き，酸化亜鉛粉末 1.5g を乗

せた。その上に銅製ボールを被せ，ヘリウム雰囲気

下で所定の温度まで昇温した後，回転式の試料台か

らバッキング層を下にしてカーペットを投下して，

バッキング層側の一方向から所定の時間加熱し熱分

解を行った。熱分解後，30min 空冷した後，試料を

取り出し，金属製の調理用圧延機により試料を粉砕

した。粉砕した後，ナイロン繊維とバッキング材の

粉末を目開き 1.7mmのふるいにより分離し，ナイロ

ン繊維を回収した。ふるいによる分離回収後のナイ

ロン繊維の重量を量り，各処理温度，処理時間にお

けるナイロン繊維の分離率を比較検討した。 

 

3.2 結果および考察 

図4にナイロン繊維の分離率を示す。Wcarpetは熱分

解前のカーペット重量であり，Wfiberはふるい分離後

のナイロン繊維の重量である。各処理温度において，

分離率が極大となる処理時間が存在した。これは，

処理時間が短いと十分にバッキング材が分解せず，

一方，処理時間が長いと繊維の一部が融解し，粉砕

による繊維の分離回収が困難になるためと考えられ

る。また，より高温で熱分解した方が比較的短時間

で最大の分離率に達するという結果になった。処理

温度270℃で熱分解を行った試料の分離率は，他の温

度に比べて低い値となった。これは，ナイロン 66の

融点が約 265℃であるので，それより高温で熱処理し

た場合は，ナイロン繊維の一部が融解するためであ

ると考えられる。したがって，本研究の範囲では処

理温度 265℃，処理時間 30min で熱処理した場合，

比較的短時間で高い分離率が得られたといえる。 

 

3.3 小括 

酸化亜鉛存在下での一方向加熱による熱分解と粉砕を組み合わせることで，ナイロン繊維の分離回収が可能で

あることが明らかになった。 

 

4．海藻を用いた生物吸着法による廃液中金属イオンの回収 

 道南地方は有数の昆布の産地であるが，国内における水産物消費の減少傾向 9)などを考えると，機能性食品の

開発などの食用の用途開発だけでなく，それ以外の用途を開発することも極めて有意義と思われる。さらに産地

においては，仮根や加工時の切削くずなど，商品にならない部位・廃棄物も多く出ると考えられる。 

 昆布には多くの有用成分が含まれており，特にアルギン酸やフコイ

ダンなどの粘質多糖類を豊富に含む。これら粘質多糖類は，図 5に示

すように，カルボキシル基やスルホ基などのイオン交換基を多く含有

することから，イオン交換材としての利用，特に廃液中の金属イオン

吸着剤としての応用が考えられる。こうした生物の吸着剤としての利

用はBiosorption（生物吸着）法と呼ばれ，これまで多くの検討がされ

ているが 10)，これまで行われている研究は，CdやPbなどの重金属除

去，水質浄化に重きが置かれていたといえる。また，海藻類を用いた

 

 

図3 一方向加熱装置概略図 

0 15 30 45 60 75 90 105 120
5

10

15

20

25

30

 

W
fi

b
er
/W

ca
rp

et
x
1
0
0

time(min)

 260
o
C

 265
o
C

 270
o
C

図4 加熱処理時間とナイロン回収率（カーペット初期

試料の重量比）の関係 
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図 5 アルギン酸(左)およびフコイダ

ン(右：本図ではU-フコイダン)の構造

の例 
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金属回収については，宮城高専（現 仙台高専）の桑原らによる研究 11)などが知られているが，粘り成分を多く

含むガゴメ昆布や同じ昆布でも仮根や部位ごとに検討した研究は，筆者の知る限り見当たらない。そこで，我々

は，函館近海産の昆布を用い，金属イオンの吸着挙動についての調査に着手している。まだ準備段階のデータで

あるが，本稿でその概要について紹介する。 

 

4.1 実験方法 

 金属イオンとして，銅イオンを選び，硫酸銅五水和物と蒸留水で所定濃度に調製した水溶液に海藻試料をいれ，

吸着試験を行った。試料には椴法華産の真昆布と，比較材料としてワカメの仮根部であるメカブを用いた。それ

ぞれ十分に水洗したのち，カッターミルで粉砕し，目開き 350㎛のふるい上とふるい下の粉末を吸着試験に供し

た。海藻試料 0.4g を銅イオン含有水溶液 200mLに投入後，所定時間ごとに溶液をサンプリングし，ろ過後の溶

液を ICP-MS分析装置にて銅イオン濃度を定量した。 

 

4.2 結果 

 図6に溶液中の銅イオン濃度の経時変化を示す。

図より，海藻試料投入後 15min 以内に急速に銅イ

オン濃度が減少して，平衡に達していることがわ

かる。従って，今後，溶液濃度や投入量の最適化

が必要であるが，本結果だけを見ても，メカブよ

り真昆布のほうが銅イオン吸着量が多いこと，粒

度の微細化により吸着量が増大していることがわ

かる。 

特に前者の要因は，ワカメと比較して昆布のほう

が粘質多糖類の量が多いことによるものと考えら

れ，今後，糖類量と金属イオン吸着量，ならびに

比表面積のデータなどから，イオン交換サイト量

の見積もりや，溶液 pHの変化による吸着量の変化，

さらには繰り返し試験による耐久性の評価などを

行っていきたい。 

 

5．おわりに 

 以上，最近取り組んでいる研究に関して紹介させていただいた。「乾式」プロセスをベースにしたといった表

題でありながら，湿式の吸着プロセスの紹介などもあり，取り留めのない文章になったことをお詫び申し上げる。

一方で，リサイクル・環境工学は多面的な視点が不可欠であり，また地域によっても取り組むべき課題が大いに

変わりうる。今後，地域の皆様のご指導を賜りながら，様々な取り組みをしていきたいと考えている。 
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図6 海藻類による銅イオンの吸着挙動 
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高等学校におけるスクールマネジメントの課題 

― 工夫・改善を迫られている課題の整理 ― 

 

菅原 雅之（一般科目人文系） 

 

1．はじめに 

高等学校教育の目標は，学校教育法第 41条に定められているように，「国家・社会の形成者としての資質の養

成」，「進路決定と一般的教養及び専門的技術の習熟」，「健全な批判力養成と個性の確立」となっている。そ

のためには，生徒一人一人が基礎的・基本的な知識・技能を身に付け，思考力・判断力・表現力等を向上させる

カリキュラムマネジメントが必須とされている。また，学力向上のみならず，勤労観・職業観の育成などのキャ

リア教育の工夫・改善やいじめの根絶，自殺防止なども学校に課せられた使命となっている。よって，これらの

使命を果たすための指導を組織的・計画的に推進するためのスクールマネジメントの質が問われている。 

スクールマネジメントを推進する管理職が日々努力を重ねているが，教育現場では進化する高等学校と残念な

がら停滞を余儀なくされる高等学校とに分かれてしまう実情がある。はなはだ残念なことではある。管理職の一

定の責任を追及する必要があるが，そこには各種の要因が複層的に絡み合っており，管理職にすべての責任があ

ると一概に決め付けることはできない。しかし，国家的な人材育成の観点から言えば，ある高校では順調な学校

運営がなされているのに，ある高校では管理職が意図しない結果に帰結していることは，残念という一言では済

まされない。一人一人の生徒は「教育の質の保証」を当然求めるべきであり，望ましい学校の姿がそこに見られ

ず，「社会的自立への十分な支援」がなされていないのであれば，保護者はその不利益を主張するべきである（表

1）。 

「教員負担はもはや限界であるから教員定数増が必要である」，「教員定数より業務改善で対応すべきである」

等の主張がすべての学校種を対象に言われ続けており，マスメディアも有識者の意見を紹介しながら，今日の教

育課題の解決を教員定数増とからめて論じようとしている。「教育現場の教員負担はもはや限界である」，「教

員定数より業務改善で対応すべきである」という 2つの主張は，教壇に立つ者の「経験と勘」から考えると，今

日の教育課題を改善するための有効な手段ではある。しかし，学校教育課題を包括的に捉えながら改善を図ろう

とする管理職が自らのスクールマネジメントを推進しようとする場合，教員定数増と業務改善のみで，スクール

マネジメントの質を高めながら，スピード感をもって，望ましくない学校の姿を改めることができるのであろう

か（表 2）。 

 

 

現在，企業や NPO などの各種の組織においてその組織の目標が達成されない場合，役員・代表と称されるリ

ーダーの資質とそのマネジメントの質が問題とされる。甚だしい場合，組織の長は交代を余儀なくされる。学校

においては，管理職が交代する場面は不祥事以外ではあまり見当たらない。これは学校という特殊な組織を良く

理解した対応ではなかろうか。ただし，この特殊性を妥当な表現である程度明確にしていかなければ，今後，地

域・保護者・報道等に安易な管理職交代を迫られてしまうことになる。そこで，進化する高等学校と停滞を余儀

なくされている高等学校のスクールマネジメントを念頭に置きながら，「高校におけるスクールマネジメントの

範囲」を明確にしつつスクールマネジメントの課題の整理を試みたい（表 3）。 

 

2．研究を進める上での課題 

スクールマネジメントの範囲を明らかにしながらマネジメントの課題を整理することが研究の出発点である。

そのためには，管理職の日常的な業務と教員の日常的な業務とを記述し，その上で学校教育目標達成と学校課題

解決のマネジメントの範囲を明らかにする必要がある。それには，次のような方法が考えられる。 

 ①順調な学校改善を推進している校長・教頭へのインタビュー 

 ②順調な学校改善を推進する学校を指導している教育委員会の専門職員へのインタビュー 

表 1 望ましい学校の姿 

 内     容 

1 教育課程の改善充実が日々検討されている。 

2 日常的な授業改善・教材研究が行われている。 

3 教員の資質向上の研修が日常的に行われている。 

4 組織の活性化の戦略・戦術がある。 

5 ミドルリーダー育成の戦略・戦術がある。 

6 学校課題解決の戦略・戦術がある。 

 

表 2 望ましくない学校の姿 

 内     容 

1 評価規準が曖昧な授業が漫然と行われる。 

2 入試・検定のための授業が平然と行われる。 

3 学習指導要領をもとに教材研究がなされない。 

4 生徒指導提要をもとに生徒指導がなされない。 

5 教育目標と学校課題を教員が把握していない。 

6 実践的指導力の向上をねらう校内研修がない。 

 

特集 2 新任教員研究紹介 
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 ③強い使命感や成長実感を持ち続けている 40代～50代の教員へのインタビュー 

の 3 点である。「OECD 国際教員指導環境調査」（TALIS2013）の質問紙調査も研究の方法としてあるが，質

問紙調査の結果は教育政策等の成果の検証には効果がある。しかし，質問を受けた者が印象や経験値で回答した

ものを総括しても，それは政策の成否等の方向性を示すだけで，学校改善の糸口を示すものにはならないと考え

る。ただし，インタビューの対象を選定する手段や手順については工夫しなければならないし，必要に応じて質

問紙調査を併用することも考えられる。 

 

 

3．課題整理の4つの前提 

(1) スクールマネジメントの成功・不成功を検証することができるかどうか。 

スクールマネジメントを取り巻く課題をいくつかに分類して学術的に検証する必要があるのではないか。

ここでの課題とは，教員養成，管理職養成，教員の日常業務，管理職の日常業務，「チーム学校」の考え方，

専門職としての能力開発，専門職としての精神的成長，スクールマネジメントにおける経験の有効性，スク

ールマネジメントの学術的分析・検証などを示す。 

(2) 管理職の「経験と勘」を排除することができるかどうか。 

スクールマネジメントを分析する際，その材料を質問紙を用いて集める手法と，直接管理職にインタビュ

ーする方法などがある。ここで問題となるのは，質問紙を用いる場合でもインタビューに依る場合でも，そ

の回答はマネジメントをしている管理職の経験と勘から出発していることである。スクールマネジメント研

究の着地地点を学術的な手法によって探ることが求められるが，出発地点が管理職の経験と勘であることに

問題はないのか。 

(3) 教員養成の弱点を検証しない教員定数増の主張が成立するかどうか。 

教員定数を増やすことが学校改善につながるとマスメディアは報じている。一部の教育学者も積極的にそ

れを支持する。当然，定数増はスクールマネジメントの質を高める上で重要な方策ではある。しかし，現実

的な問題として管理職が頭を悩ませるのは，実践的指導力を持った教員の確保である。つまり，定数増の議

論よりも前に，教員養成の内容や方法が議論されるべきである。また，あわせて管理職養成の内容や方法も

議論されるべきである。 

(4) マスメディアの誤った見方が教員や地域住民を混乱させる状況がないかどうか。 

マスメディアが教育を論ずる場面では，教員の「経験と勘」から記事を書き，研究者の学術的な発言で記

事を閉じる。もちろん，学者や記者の優れた指摘や提言もある。「経験と勘」と「学術的な検証」を結びつ

けたところにスクールマネジメントの研究課題が見えてくるはずである。研究者の指摘や提言で議論を閉じ

てしまうことは，教員や地域住民の考える端緒を封じてしまうことになっている。 

 

4．教員のキャリアデザイン上の弱点 

(1) 「多忙感」に支配された学校においては、教員のキャリア発達が望めない。 

教員の業務は，それぞれの学校において編成された教育課程の実施であり，それは日常的に工夫・改善を

迫られ，管理職・保護者・児童生徒の点検を受けている。また，それぞれの学校組織の中で校務を分掌する

という言い方で処理すべき業務がある。そこには常に「多忙感」という魔物が棲みついている。ただし，同

僚性や協働性と形容される作用が上手く働いている学校では，あまり「多忙感」という言葉は聞かれない。

同僚性や協働性が上手く機能しているかどうか，学術的に検証する手法があるかどうかが難しい。また，通

表 3 マネジメントが機能していない学校の姿 

 内          容 

1 

 

 

 

 

 

 

○カリキュラムマネジメントの失敗 

 ・管理職が学習指導要領を理解していないため，カリキュラムマネジメントに関する適切な戦略・戦術を教

員に提示できなかった。 

 ・カリキュラムの改善・充実を推進できなかったため，基礎的・基本的な知識・技能，思考力・判断力・表

現力等を定着・育成する授業へと転換できなかった。 

 ・特別活動，総合的な学習の時間及び道徳教育の全体計画等を作成できなかったため，豊かな心や健やかな

身体を育てる授業へと転換できなかった。 

2 

 

 

 

 

○組織マネジメントの失敗 

 ・管理職が多忙感を口にする教員に共感したり賛同したりしたため，研究事業等の組織活性化の好機を逸し

たり，変革の機会を見逃してしまった。 

 ・管理職が教員の実践的指導力・総合的人間力の育成について十分理解しなかったため，研究指定校，カリ

キュラム改善など，教員に各種の挑戦の機会を与えられなかった。 
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常，学校において管理職は校長と教頭の 2 名で，その 2 名が 50 名を越える教員集団を同僚性や協働性が機

能する組織に鍛え上げ，スクールマネジメントを展開できるかどうかに学校教育の成否が係っている。企業

や行政機関において，50名を越える社員や職員を2名の管理職でコントロールしている職場がどのくらいあ

るのか。多分，皆無であろう。学校という同僚性や協働性が必要とされる職場において，それが十全に機能

するようにするのが経営手腕である。極言すれば，「多忙感」を管理職がコントロールできない職場では教

員は実践的指導力を高めることは困難である。 

(2) 学習指導要領を理解していないので，現職研修では高い成果を得られない。 

教員は，教科指導や生徒指導において専門性が要求される。当然，大学では教科指導・生徒指導等の概論

の講義を受け，学習指導要領解説や生徒指導提要等を用いた専門的技法の訓練を受けているはずである。し

かし，教育委員会指導主事として初任者研修や 10 年経験者研修を担当した経験から言えば，一部の教員を

除いては専門職としての到達度はきわめて低い。そのような教員が多くいる学校では，学校課題を改善する

スクールマネジメントが展開できるかどうか。教育行政機関においては，初任者研修や 10 年経験者研修に

おける成果を当然求められるが，それは「A講座によって参加者のB能力やCに関する力量が向上した」事

実や，「D講座によって日常の授業のEをFに改善する必要や，その方法について理解が深まった」等の参

加者の具体的な変容である。根本的な問題である「初任者が受けた大学の教員養成課程における不勉強さ」

や「10年経験者研修参加者の現職研修の不十分さ」についての報告は，教育委員会内部では求められない。

大学における教員養成の実態にメスを入れない限り，スクールマネジメントの課題はおろか日常的な授業改

善も進められない。 

(3) 仕事が無定量・無制限なので，研修ができないという認識が広く認められている。 

教員の業務は無定量・無制限と言われる。外見的にはそのとおりであり，児童生徒の学習や生活について

包括的に仕事をしているので，その業務は無限定である。しかし，無定量・無制限に仕事をしている教員の

割合はどのくらいか。教頭経験を振り返ると，年間を通して無定量・無制限に仕事をしている教員は皆無で

ある。学校によって違いはあるが，一時的に無定量・無制限の業務が存在する期間はある。ただし，その期

間は非常に短い。労務管理はスクールマネジメントの一部であり，教員の使命感・責任感を維持するために

は，適切な労務管理は必須である。「多忙感」という語句と無定量・無制限と言われる教員の業務は，教員

の質問紙法による弊害である「感覚で回答」することや，何となく「そう感じている」ことが下敷きになっ

ている。 

(4) 学校種が違っても教員の仕事は同じであると，十把一絡げで認識されてしまっている。 

教員の業務は，マスメディアや教育行政において語られる場合，一括りとしてされている。しかし，それ

は誤りで，学校種ごとに内容・量・質に違いがある。特に高校においては，普通科の進学校，普通科である

が進学希望者が少ない学校，商業・工業・農業高校等の専門高校とでは，それぞれ教育目標・内容・方法に

大きな隔たりがある。社会一般では，労働環境や仕事内容を語る場合，大企業と中小企業・自営業，農業・

漁業，ベンチャー企業と公務員を一括りとして論ずることはあるのであろうか。また，近年，予備校の講師

を教科研修講師にする研修も見受けられるが，これも学校の任務や教員に求められる指導を世間一般に誤解

させるものとなっている。予備校講師の担当する業務と教員が担当する業務とではあまりにも範囲が違いす

ぎる。教員の業務は教育に関して一般的かつ包括的な内容であるが，予備校講師は大学合格という限定的な

特殊業務である。他山の石にもならない。普通科進学校の教員の業務と商業・工業・農業高校等の専門高校

との教員の業務を比較すると，共通するのは「指導する」ことで，その内容や方法，求められるものは異業

種といってもよい。このことを素通りして，学校の任務や教員の業務をマスメディアや研究者が「教員定数

増」と「多忙感」等の語句を使用して説明することが，教員の責任感・使命感をそぎ落としている。 

 

5．今後の研究について 

研究の入口を質問紙ではなく，管理職へのインタビューとすることを検討しているときに，対象と想定した高

等学校のホームページを閲覧した。当然，各学校のホームページには学校教育目標や校長のマネジメント，学校

評価に基づく改善目標が公表されていると考えていた。しかし，閲覧した10校中，それらを漏らすことなくホー

ムページ上にアップしていたのは 1校のみであった。あとの 9校は「校長のマネジメント戦略」，「学校評価に

基づく改善目標」等がなく，校長の型どおりの挨拶，進路決定にかかわる記事，部活動の戦績等の掲載であった。

極論ではあるが，次のことが言えると考える。 

(1) スクールマネジメントの基本姿勢は，「学校の在るべき姿」に向けてのアプローチであるはず。しかし，閲

覧した 10 校の内，「学校経営戦略」として「カリキュラムの改善充実」，「日常的な授業改善」，「教職

員の資質向上を目指す研修」について改善方策を持っていることを表明している学校が 1校のみである。あ
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との9校はこれらのことをマネジメントの内容として持っていないと思われる。 

(2) スクールマネジメントは経験と勘ではできない。必ず科学的な分析，学術的な検証を受けたツールを活用し

ているはずである。9 校はすべて科学的な分析や学術的に検証を受けたツールを活用したマネジメントの内

容をもっていない。組織マネジメントにおいては，一般的かつ妥当な手法があると承知しているが，それら

をスクールマネジメントに活用している学校は実は少ないのではないか。 

(3) 一般的に学校評価とは，自己評価と学校関係者評価をもとに課題解決の戦略・戦術を練り上げるために実施

するものである。なお，学校関係者評価をどの程度学校改善に役立てるかは校長の判断とされており，校長

のマネジメントの醍醐味でもある。1 校は「評価結果を受けて，改善方策を具体的かつ詳細に記述し数値目

標を設定」しているが，その他の学校は自己評価と学校関係者評価の質問項目とその 4段階評価の数値結果

を羅列しているのみであった。法令で学校評価は義務づけられているが，その成果は教育委員会が想定した

レベルには遙かに及ばない学校が多いのではないか。 

スクールマネジメントの内容をホームページで公開していないから，スクールマネジメントを十分に行ってい

ないと言い切ることはできない。しかし，公開していないのであれば，スクールマネジメントは紙に書かれては

いるが学校長の机の引き出しに入っているのみで，外部に見せて検証を受けるだけのレベルに達していないか，

もしくは，作っているがやるつもりがないと判断されても反論できないのではないか。研究の出発点として，管

理職へのインタビューでスクールマネジメントの実際について資料を集めても，外部に公表されていないマネジ

メントをもとに返答をされたのでは研究にならない。インタビューの対象校は，学校ホームページでスクールマ

ネジメントを十分に公表している学校に限定する必要があるのではないか。 

 

6．「チーム学校」とスクールマネジメント 

学力向上，いじめ根絶，発達障害の児童生徒への対応など，各学校には課題が山積している。教員の負担は多

く，業務量は限界に来ていると言われる。教員数を増やして教員の負担を軽くすべきという立場がある。それに

対して財政を担当する部署は，「国費を投入する以上，教員数を多くする必要性の根拠を示せ」と主張し，定数

増を主張する側は「現実に多くの課題があるから，その点を考慮せよ」と反論する。 

教員数を増やすだけでは問題の根本的な解決にならないことは，教員定数増を求める立場の人々もうすうす勘

づいているから，定数増と業務改善をあわせて主張する。また，「教員定数増を求めるにはエビデンス（科学的

根拠）が必要である」と教育行政研究者は述べるが，教育実践のすべてを数値化してエビデンスとして示すこと

は不可能である。ただし，スクールマネジメントを紙に示すことはできるし，その内容に対する学術的な検証を

受けることは可能であるから，納税者にマネジメントの内容等を妥当と判断してもらい，定数増の根拠とするこ

とはできる。 

「チーム学校」という発想が高等学校のスクールマネジメントの課題整理の梃子にできるか否かは，研究者と

教育委員会・管理職の腕の見せ所である。学校の任務や教員の業務を検証せずに「チーム学校」を旗頭にして教

員定数増を求めたり，学校経営に参画する人間の頭数を増やしたりすることは，スクールマネジメントの質を低

下させることにつながる。また，「チーム学校」という発想が「教員の多忙感」をどのように解消していくかも

重要なテーマである。 

教員は，各種の教育改革を「黒船」という言い方をする。管理職も学校評価制度や観点別評価を，学校を多忙

化させる黒船と呼んでいた。近年持てはやされている「チーム学校」という概念も，管理職が黒船と考えてしま

ったらスクールマネジメントは失敗に終わる。研究者や教育委員会が「チーム学校」について適切な情報提供を

していかなければ，学校においては「チーム学校」を画餅としてしまうことは明らかである。「チーム学校」が

スタートする前に，スクールマネジメントの課題を「カリキュラムマネジメントに関する事項」，「組織マネジ

メントに関する事項」，「その他の事項」の 3グループ程度に分類するなどして，その範囲を明確にする必要が

ある（表 4）。なお，管理職はそれらを簡潔に文章化し，ホームページで公表することがマネジメント推進の大

前提となる。 
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表 4 スクールマネジメントの課題整理 

 内          容 

1 

 

 

 

 

○カリキュラムマネジメントに関する事項（管理職が対応） 

①教育課程の編成・実施の評価（単年度ごとの評価と改善・充実を想定する） 

②授業改善と教材研究（学習指導要領解説及び生徒指導提要を基にした授業改善を指す） 

③実践的指導力と総合的人間力を高める校内研修（校内の研修主題と各教員の研修主題があること） 

④研究指定校としての挑戦（文科省や都道府県教委等から評価を受ける機会を持つこと） 

2 

 

 

 

 

○組織マネジメントに関する事項（管理職が対応） 

①明快な学校課題解決の戦略・戦術（数値目標やスローガン等があり、それが共有されていること） 

②各教員のキャリアプランニング推進（実践的指導力等の養成を管理職がコントロールすること） 

③ミドルリーダー育成推進（ミドルリーダーを育成する内容や明快な手法があること） 

④教育改革や各種施策の確実な実施（学校教育目標や重点目標、経営目標を日常的に検討すること） 

3 

 

 

 

 

 

 

○その他（教育委員会等が対応） 

①管理職養成・教員養成の工夫・改善（養成の内容・方法を検討し、一定の力量を持つ者を採用すること） 

②教員定数増と「チーム学校」との関連する事項の整理（教員・事務職員定数と担当業務の整理） 

③現職教員のモチベーションの維持（優秀な教員の使命感や充実感を支える各種方策の検討） 

④管理職が行うべきスクールマネジメントの範囲・内容の整理（教育委員会が管理職を積極的に支援） 

⑤学校規模に応じた管理職定数の検討（学校種、学校規模に応じた管理職定数の検討） 

⑥スクールマネジメントの公開方法の検討（ホームページ等を活用した情報公開の推進） 
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アクティブ・ラーニング型授業の実践と概念形成に有効な教材の研究 

 

関川 準之助（一般科目理数系） 

 

1．はじめに 

 先日，「日本の労働人口の 49％が人工知能やロボット等で代替可能になる」というショッキングなレポート 1)

が発表され，話題になっている。この分析は，野村総合研究所がイギリスのオックスフォード大学の研究者と共

同で行ったもので，様々な職業について，技術の進歩によって将来，機械や人工知能が代替できる確率を計算し

た。結果は，10 年から 20 年後には 235 種類の職業が代替できる確率が高いとされ，これらの仕事をしている人

は，現在日本で働いている人の 49％に当たるという。一方，人とのコミュニケーションが重要な仕事や創造性が

特に必要とされる仕事は，機械が代わって行うのは難しいと分析されている。 

 このような IT技術の進歩による急速な社会の変化に伴って，教育のシステムも，今までの教師が黒板で説明し

学生が静かに授業を受けるという受け身のスタイルから，グループ学習など学生と学生がコミュニケーションを

とりながら能動的に動くスタイルへと，変化しつつある。 

 

2．アクティブ・ラーニング型授業の実践 

私は昨春に高校を定年退職して高専に再就職したが，高校の現場では一昨年あたりからアクティブ・ラーニン

グ型授業への転換が言われ出しており，高専でも同様だった。また，「自宅で予習ビデオによる基礎知識のイン

プット学習を行い，教室では問題演習などアウトプット学習に取り組む」という「反転授業」も大学初年度の教

科を中心に全国で実践が始まっている。 

高校には大学受験という大きな縛りがあり，カリキュラムも必修科目でがんじがらめになっていて希望の単位

数が確保できず，教科書が終わらなかったら…と言う恐怖心もあって，新しいことが始めにくい状況だった。ま

た，“分かる授業”を目指して演示実験を取り入れるように心がけていたが，座学の授業では限界がある，と感じ

ていた。 

実は，勤務していた高校で9年前に，学生の家庭学習習慣をつけるために，インターネット上に学習コースを作

り学生が家からアクセスして復習する「物理Web学習」を実践した2)ことがあったが，家にインターネットがあっ

ても学生個人用ではなかったため，学生全員のノルマとすることは出来なかった。 

ところが近年，スマートフォンが急速に普及し，YouTube などのオンライン動画の視聴も一般的になり，「反

転授業」を実施するための学生個人の“マイ・インターネット”環境が出来上がってきた。勤務していた高校の1・

2年生480名を対象に2014年にアンケート調査をした結果によれば，実に92％もの学生がスマートフォンを所持し，

あの狭い画面でYouTube などを楽しんでいることがわかった。 

そこで，高専への再就職を機に，私も「反転授業」や「アクティブ・ラーニング」を実施して，「情報の伝達

をする人」から「学生の傍らに寄り添い学びをガイドする人」に変わ

ることにした。 

東京大学総合教育センター教授だった故・三宅なほみ氏によれば，

最近の学習科学では，「学ぶ」とは「人とかかわり合いながら，自分

自身の考え方を少しずつ変えて，賢くなり続けること」3)だという。

現在おもに取り組まれている「アクティブ・ラーニング」では，アメ

リカの研究結果をもとに作成された右図のようなラーニングピラミ

ッド（平均学習定着率）で“学生の理解が一番深まるのは他の人に教

えたとき（定着率90%）”という点に注目し，学生たちが相互に学び

合うグループ学習を重視している。 

「物理」で成果を上げているアクティブ・ラーニング型授業は，

授業の後半にグループで問題演習に取り組む，というもの 4)で，この実践をベースにした。 

高校の1単位時間は50分だったが高専では 45分なので，グループ学習の時間を確保するために，インターネ

ットで授業の予習を済ませ授業時間には主にグループ学習をする「反転授業」も併せて行うことにした。 

事前に履修する3年生にアンケート調査をしたところ，スマホやパソコンでネットにアクセスできる環境が全

員あることが分かり，通信速度が遅い学生やパケット代が心配な学生には放課後にパソコン教室を開放すること

にして，前期中間試験終了後からスタートした。 

特集 2 新任教員研究紹介 
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◎実施した内容と結果 

○オリエンテーション 

・グループ学習では「自分は物理がよく分からないので教えることは出来ない」と尻込みしてしまう学生がいる

ので，実際は「人から聞かれたことに答えると、教えた側の理解も深まる」ので，「質問する人は相手に貢献し

ている」ことを説明する。 

・これからの学習目標はズバリ「みんなで100点をとる」ことであることを確認する。 

・“個人で考えるよりグループで取り組む方がより正解に近くなる”ことを確認するために，コンセンサス・ゲー

ム「月からの脱出（NASAゲーム）」に取り組む。 

○学習の流れ 

★予習（各自スマホ・パソコンで：～10分） 

・「Blackboard Learn」にアップした教材に各自アクセスして学ぶ。教材の様式は“動く教科書”で，自作や「理科ね

っとわーく」（科学技術振興機構）から提供された実験ビデオ教材と学習の要点で構成されている。 

・予習することが前提の授業になるので，確実に予習させるために教材の最後に復習の小テストを配置し，成績

の一部にすることを予告しておく。 

★授業：要点説明・実験（10/45分） 

・物理実験室で実施する。時間が限られているので，時間節約のために出欠呼名はしない。 

・プリント類の返却，配付は入口にあるテーブル上に出席番号順に並べておき，学生は来た順に自分の分を受け

取って自分にとって一番居心地の良い席に座る（残った分が欠席者）。 

・本時の要点プリントを配布し，必要があれば演示実験をして現象を確認する。 

★授業：グループ学習（20/45分） 

・グループごとの問題演習。グループで対話をしながら解き方や考え方への理解を深めていく。問題には解答も

ついているので，あくまでも自分たちの力で解決していく。立ち歩きも自由。 

★授業：振り返り（15/45分） 

・「確認テスト」…練習問題からピックアップ 

・相互採点 

・「リフレクション（気づき）カード」記入 

※ 記載された学生の気づきの例 

・自分で理解することはできたが，人に教えることができなかった。理解していても説明することはとても難

しい。 

・質問に答えることができたが全員には理解してもらえなかった。答えることによって頭の中を整理して理解

できた。 

・人に説明できないと，そのことは完璧に理解していることにならないことに気づいた。 

・1人で考えるより班になって行った方がよくできる。 

・周りの友達としゃべることによって，今まで分からずに放っておいた問題とかでも理解しやすくなった。 

・黙って先生の話を聞いたり 1人で問題を解くよりも，教えあって相談する方がはるかに身に入る。など 

○定期試験の結果 

従来の座学形式の授業を経て実施した前期中間試験と，グループ学習後の前期期末試験，後期中間試験の結果

をくらべてみる。 

・前期中間試験（受験総数162名） 

 出題分野：円運動，単振動，万有引力 

 平均点：49.3点 上位者：（90点以上） 7人 下位者：（60点未満）98人 

・前期期末試験（受験総数160名） 

 出題分野：波の性質，音波 

 平均点：70.2点 上位者：（90点以上）43人 下位者：（60点未満）52人 

・後期中間試験（受験総数159名） 

 出題分野：ドップラー効果，光波，レンズ，鏡 

 平均点：69.3点 上位者：（90点以上）39人 下位者：（60点未満）45人 

グループ学習移行後は，何れも移行前に比べて平均点が約 20点アップし，下位者が減り上位者が飛躍的に増加

していることがわかる。 
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 グループ学習移行前後の得点分布で比べても，上のグラフの通り，明らかに分布が上位（右側）にシフトして

いることが分かる。 

ただ，得点は個々の問題の配点によって左右されるので，問題

のレベルを基礎，標準，応用の 3段階に分類し，それぞれの正答

率を出して比較してみた。その結果は右表の通りで，どの問題レ

ベルに対しても理解が深まっていることが分かる。 

以上から，出題分野が異なるので一概には言えないが，特に上位者が大幅に増えていることから，学生が受け

身ではなく主体的に取り組むグループ学習の形態が学生達の学習意欲を引き上げている，と判断した。 

○グループ学習に対する学生の評価 

 前期期末試験終了後，グループ学習について無記名のアンケート調査を実施した（回答総数160名）。 

Ａ．ネット学習（予習）について 

１．教材の量はネットで予習する分量としては適切だったか。 

①多い 5 ②やや多い 29 ③どちらともいえない 111 ④やや少ない 8 ⑤少ない 2   加重平均 ２.８ 

２．教材のレベルは適切だったか。 

①難しい 5 ②やや難しい 32 ③ちょうどよい 112 ④やや易しい 6  ⑤易しい 2   加重平均 ２.８ 

３．教材の文字の大きさは適切で、動画教材も見やすかった。 

①そう思う 31 ②ややそう思う 38 ③どちらともいえない 46 ④あまりそう思わない 36 ⑤そう思わない 4   加重平均 ２.６ 

４．教材の内容はよく理解できたと思いますか？ 

①そう思う 24 ②ややそう思う 55 ③どちらともいえない 47 ④あまりそう思わない 25 ⑤そう思わない 5   加重平均 ２.６ 

Ｂ．物理教室での授業について 

５．「要点のまとめ」の説明時間の長さは適切だったか。 

①長い 2 ②やや長い 29 ③ちょうどよい 109 ④やや短い 13  ⑤短い 3   加重平均 ２.９ 

６．練習問題の量はグループで取組むものとして適切だったか。 

①多い 12 ②やや多い 14 ③どちらともいえない 115 ④やや少ない 14 ⑤少ない 0   加重平均 ２.８ 

７．練習問題のレベルは全体として適切だったか。 

①難しい 3 ②やや難しい 31 ③ちょうどよい 115 ④やや易しい 8 ⑤易しい 0   加重平均 ２.８ 

８．この授業の形式は中間試験までの一斉授業にくらべて、内容を理解する上で効果的だったか。 

①そう思う 61 ②ややそう思う 46 ③どちらともいえない 37 ④あまりそう思わない 12 ⑤そう思わない 2   加重平均 ２.０ 

C．あなた自身について 

９．授業を受けた後、授業内容について興味を持つようになった。 

①そう思う 22 ②ややそう思う 54 ③どちらともいえない 53 ④あまりそう思わない 19 ⑤そう思わない 8   加重平均 ２.６ 

10．グループ学習では内容を理解しようと真剣に取り組みましたか？ 

①そう思う 52 ②ややそう思う 63 ③どちらともいえない 33 ④あまりそう思わない 8 ⑤そう思わない 0   加重平均 ２.０ 

11．授業の内容とあなた自身の取り組みを総合的に考えて、この授業には満足している。 

①そう思う 36 ②ややそう思う 57 ③どちらともいえない 43 ④あまりそう思わない 14 ⑤そう思わない 7   加重平均 ２.４ 

12．授業について感想や要望があれば下に書いてください。 

0
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得点分布の推移 
前期中間 

前期期末 

 基礎 標準 応用 

前期中間 67% 45% 28% 

前期期末 84% 69% 54% 
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 例：こうした方がもっとうまくいく、など。 

・すでに予習してるんだから授業の説明は簡潔に！      ・グループを自由にするとうるさくなる。教室がいい。 

・自分のネットはゴミ回線なので見れなかった。       ・グループで学習するというのが良かった。 

・練習問題をもっと増やしてもいい。            ・もう少し説明の時間を長くしてほしい。 

・点数が上がったのは出題範囲が明示されたからだと思う。  ・プリント裏の解答が分かりにくい。      など 

◎実践の感想とまとめ 

この実践はまだまだ改良の余地があるが，スタートして半年で気づいたことを書いてみる。 

・この授業形態では，教員は学生の学習＝成長を見守るという立場で，ちょっと新鮮な体験だった。 

・グループ学習で難しい点は，学生に与える問題演習プリントのレベルと量で，易しすぎると学生は時間を持て

あまし難しすぎると時間内に終わらない。クラスや分野に応じた臨機応変の対応が必要になる。 

・毎時間の最後に実施する「振り返り」は学生にとって重要だが，それを読む教員にも“気づき”が多い。 

・今回実施した学年はすでに人間関係が出来上がっている 3 年生だったので，“教え合う”のはスムーズにいった

が，これが1･2年生だと人間関係を新たに作っていくきっかけにもなると思う。 

・学生たちの勉強のしかたを見ていると，試験前に試験範囲が明示されているにもかかわらず，一夜漬けになっ

てしまう学生が多い。この実践で学生のやる気に火がついたのは，授業の中で一度は自分（達）の力で解いた

問題の中から試験に出題されるので，試験勉強がやりやすかったためだと考えられる。 

この 6 ヶ月の実践から，これを改良することはあっても，もう以前の座学の授業に戻って“催眠術師になる”こ

とはできない，と感じている。 

 

3．概念形成に有効な教材の研究 

ところで，以前から私は「学生は物理を正しく理解してい

なくても手続きに従えば解けるアルゴリズム的な問題に正答

しているだけではないのか」という疑問を持ち，もっと本質

的な概念理解につながる教材を増やしていく必要があると感

じていた。 

そして，様々な実践を調べていく中で，物理教育研究が進

むアメリカでは，学習という知的作業過程の科学的な研究が

進み，「物理スイート」と呼ばれる様々な物理教育手法と教材

群（右図）が体系化されており，物理概念を幅広い多くの学

生たちにより一層深く理解させることを目指して実践が行わ

れていて，すでにその効果が確かめられている 5)ことを知っ

た。 

これらは，“何を教えるか”だけではなく，それ以上に“学生

がこれをいかに学ぶか”に視点をすえて，最新の認知科学の原

理から導かれた多様なアクティブ・ラーニングの手法が用いられた体系的な教材となっている。現在，原書を取

り寄せて，これらの教材群を授業の中に導入する方法を模索中である。 

高専では基本的に「大学入試」という制約がないので，教育内容の自由度が高い。この「物理スイート」と，

「いきいき物理わくわく実験」6)発刊以来全国の高校物理教員の間で開発・蓄積されてきた「投げ込み教材」群

を融合させて，初等物理の概念形成に有効で体系的なカリキュラムを探っていきたい。 
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表 1．「歩行器等支援機器使用時の不安に関す
る感性評価」にいて想定するスキルと分野 

分野 スキル 

電気電子系(主) 計測工学 

電気電子系(主) センシング 

電気電子系(主） 周波数解析 

機械系(副） 生体力学 

機械系(副) 加工技術 

機械(副） 動力学 

情報系(福祉) 非線形解析 

医療介護・福祉 疾患，障害に関する知識 

医療介護・福祉 実験における安全配慮 

医療介護・福祉 被験者に対する配慮 

 

表 2．本校ロボティクス実験（4学年）にお
ける AT領域関連の習得スキル 

大テーマ 習得スキル 

プログラミング 

確率・統計 

データ処理 

プログラミング 

生体信号計測と
データ処理 

微小信号計測 

信号処理（基礎実践） 

ロボットアーム
の制御実験 

順運動学 

逆運動学 

種々の制御実験 
シーケンサ 

AD/DA変換 

生体動作計測 
6 自由度相対運動計測 

力学解析 

 

 

研 究 年 度 平成２６年度 区 分 学内共同研究 

研究テーマ アシスティブテクノロジー技術者育成実践とスキルマップの策定 

研 究 組 織 本 

校 

代表者名 森谷 健二（生産システム工学科） 

研究者名 浜 克己（生産システム工学科） 

川上 健作（生産システム工学科） 

報 告 内 容 

1．はじめに 

本校では，学科改変に伴い生産システム工学科にロボティクス履修コースを設置して，より複合的

な生産系技術の習得を目指している。ロボットテクノロジーの実践的応用分野としてアシスティブテ

クノロジー（以降 AT）に貢献できる技術者の育成を目指しているが，AT分野と言っても取り扱う学

習分野は非常に広範囲である。そこで我々は高専本科だけではなく，専攻科，技科大等に進学後，そ

してその後もシームレスにレベルアップしながら主専門を持ちつつより広範囲に，より高度な問題に

対応できる技術者を育成すべく，スキルマップの策定を行った。 

 

2．実践した「複合スキルを必要とする AT系研究テーマ」と必要とされるスキル例 

 卒業（特別）研究テーマにおいて習得すべきスキ

ルを想定して，それをもとにロボティクスコースに

おける実験・実習でどのようなテーマで何を習得す

べきかを検討した。表 1 は「歩行器等支援機器使用

時の不安に関する感性評価」という AT 系の研究に

おいて学生が要求されるスキルの例である。これら

をもとに実践を通して現実的な習得レベルを考慮し

て高専本科，専攻科，大学院等の段階ごとに配置し

てマップ策定を行った。 

 

3．本校ロボティクス実験・実習における習得スキル 

 実験実習で習得すべき目標は履修コース設置の

段階で決定されているが，今回のスキルマップ検

討により「AT 分野」に目標を定めてさらに具体的

で効率的な実験内容にすることができた（表 2）。

「学び続ける技術者」を前提としてシームレスに

ステップアップできる事，AT領域に必要な複合的

学習領域をカバーする事，を意図している。 

 

4．おわりに 

 本取り組みで得られた結果は AT 分野のスキル

標準として MCC に組み込んだ形で全国の AT 系分

野を持つ高専と共有を図る。これからのフィードバックが AT 分野を有する全国の高専と三機間連携

事業を通じて長岡技術科学大学との技術者育成連携にも貢献できるだろう。 

共同研究報告 
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図 3. 見守り支援システム概要 

研 究 年 度 平成２６年度 区 分 学外共同研究 

研究テーマ 移動補助用自助具に取り付け可能な外出支援機能の開発 

研 究 組 織 本 校 代表者名 中村 尚彦（生産システム工学科） 

大 学 大 学 名 熊本工業高等専門学校 

研究者名 大塚 弘文（制御情報システム工学科） 

清田 公保（人間情報システム工学科） 

大 学 名 東京工業高等専門学校 

研究者名 多羅尾 進（機械工学科） 

報 告 内 容 

車いすや歩行器，杖等，歩行が不自由な人を対象とした移動補

助用自助具が普及している。これらは，移動行動の支援を目的と

して設計開発されたもので，高い移動支援能力を備えている。し

かし，移動に付随する外出までの支援は想定されていない。高齢

者の外出目的は散歩と買い物が圧倒的多数を占めていることか

ら，本研究では，移動補助用自助具に取り付け可能な，散歩や買

い物等の外出までも支援可能な多機能歩行支援器の開発を目的

とする。 

以下，提案する多機能歩行支援機の機能について紹介する。 

① 歩行支援機能 

現在，市販されている歩行器は，四脚に車輪を付けたものを押

して使うものが一般的である。しかし，そのような歩行器では重

いものを乗せた時，坂で歩行器の自重が使用者を引っ張る形とな

り歩行者の転倒事故の原因になってしまう。また，歩行器のタイ

ヤが段差から落ちてしまうと転倒する。そこで，坂道での傾斜や

段差の有無に応じてブレーキを出力し，坂道や段差における転倒

リスクや，衝突リスクの軽減を行う。開発した歩行機では，市販

の歩行器のタイヤの軸にマイクロパウダブレーキを取り付け，ブ

レーキアシストを行っている。この制御により，高齢者のスピー

ドに合わせた歩行アシストを実現している。主に坂道での走行実

験を行った。開発した歩行機の外観を図1，実施した実験の

様子を図2に示す。 

② 見守り支援機能 

高齢者がある一定以上の時間その場から動かなかった場

合や，行き先までの道のりから大幅に外れるなど，通常想

定される行動と違う動きをした場合に家族に知らせる見守

り機能を実装する。また，見守りをする側から，見守り対

象者の位置情報をリアルタイムで検索する現在位置把握機

能を実装した。システムの概要を図 3に示す。 

③ 買物支援機能 

実装する機能としては，買うものを忘れないためのメモ

機能，近郊の店の特売情報の提供機能や道案内機能，買っ

たものを登録して家計簿を付ける機能等である。また，メ

モ機能についてはレシートを読み取りデータベースへの登

録を簡単にする機能を実装した。 

今後は，歩行支援機能では上り坂においてパワーアシス

トを行い，周辺状況についてのセンシングも行う。また，

見守り支援機能としては見守る側のアプリケーションの開

発を行う。さらに，これらの各機能を統合し，最終的には

実際に高齢者に使用してもらい評価を得る予定である。 

図 2. 坂道での走行実験の様子 

図 1. 歩行支援機の外観 
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平成 27 年度 公開講座 
 

本校の有する専門的・総合的な教育研究機能を社会に開放することにより，学習の機会を広く社

会人等に対して提供することを目的に，毎年度公開講座を開催しています。平成 27年度は 27講座

を開設しました。 

 

平成 27 年度 公開講座 開設一覧表 

 

No. 講  座  名 開講日 参加者 

1 
まちづくり講座(実践編)「西部地区まちあるきコ

ースを案内してみよう！」 
4月29日(水･祝) 

まちあるきガイド研修

等を受けた方8名 

2 技術士第二次試験チャレンジセミナー 
5月21日(木)～6月

20日(土):全4回 
技術士を目指す方4名 

3 
災害時の安否情報確認のための勉強会と

NerveNet 講習会 
6月27日(土) 一般市民25名 

4 
たいようのちからを知ろう！～不思議なビーズで

アクセサリー作り～ 
7月25日(土) 小学生以上31名 

5 技術職員のものづくり講座①～いろいろな金属～ 7月25日(土) 小学4年生～中学生17名 

6 でんきをつくろう！～ぶんぶんゴマ発電～ 7月26日(日) 小学生以上19名 

7 
技術職員のものづくり講座②～お菓子ケースの LED

ライト～ 
7月26日(日) 小学4年生～中学生11名 

8 夏の汗を流す！～オリジナル入浴剤づくり～ 8月1日(土) 小中学生11名 

9 オリジナルスタンプ製作 8月2日(日) 小学4年生～中学生11名 

10 
はじめての電子工作～LED イルミネーションを

作ってみよう！～ 
8月18日(火) 小学4年生以上13名 

11 コンピュータデザイン工作 8月18日(火) 小学5年生～中学生9名 

12 
3 次元 CAD 体験講座～3D プリンタを使ってみよ

う～ 

9月2日(水)～9月4

日(金):全3回 
一般社会人2名 

13 高専受検のための入試対策講座‐導入編‐  中学3年生47名 

14 はこだてコンクリート塾 
9月29日(火)～11

月9日(月):全12回 

コンクリート主任技士・

診断士を目指す方3名 

15 ゲームの必勝法が世界を動かす！？ 10月24日(土) 中学1～2年生6名 

16 オリジナル餌木でエギング＆鋳造体験 10月25日(日) 小学4年生以上の親子4組 

17 親子で作ろう ハロウィンの南瓜ランタン 10月31日(土) 小学1～2年生の親子2組 

18 橋を作ってみよう 11月14日(土) 小学4～6年生11名 

19 革のストラップ小物 11月15日(日) 小学1～3年生6名 

20 
ほぼはじめてのパソコン～年賀状をつくってみる

～ 
12月6日(日) 

パソコン未経験の一般

市民3名 

21 
LED とアクリル板でつくるイルミネーションプ

レート 
12月6日(日) 小学4～6年生14名 

22 簡単に作れるストローロボットハンド 12月19日(土) 小学4～6年生8名 

23 ベニヤ板で作る 動くクリスマスのおもちゃ 12月20日(日) 小学2～6年生10名 

24 高専受検のための入試対策講座‐直前対策編‐ 12月19日(土) 中学3年生29名 

25 
昔のロボットをつくろう～カラクリから始まるロ

ボット話～ 
12月26日(土) 小学5年生～中学生16名 

26 冬の必需品～オリジナルリップクリームを作る～ 1月7日(木) 小中学生13名 

27 革で作る！！小銭入れ 1月17日(日) 小学4～6年生8名 

活動報告 
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平成 27 年度 出前講座 
 

 函館高専では，小中学生・一般の方向けの出前講座を実施しています。いろいろな興味あるテー

マについて，わかりやすくお話しさせていただきますので，総合学習，理科，技術家庭科の授業な

どでの話題提供や興味を持たせる機会としてご活用ください。具体的なテーマ，内容および実施ス

ケジュールなどについては事前に相談させていただきますので，是非，お気軽にご依頼ください。 

 

平成 27 年度 出前講座 実施一覧表 
H28.2.1 現在 

No. 実施日 受講者 内 容 

1 4 月 3 日(金) 幼児～小学生 10 名 レゴブロックで作るレスキューロボット 

2 4 月 25 日(土) 小学 3～6 年生 26 名 べっこうあめづくりから科学する 

3 5 月 9 日(土) 小学 3～6 年生 31 名 こわれにくいシャボン玉づくり 

4 5 月 23 日(土) 小学生 25 名 紙ヒコーキを飛ばそう！～どうして空を飛べるのか？～ 

5 6 月 16 日(火) 老人大学学生 350 名 講義｢ニラの効能を探る｣ 

6 6 月 27 日(土) 小学 4 年生 60 名 

エネルギー・ラボ体験展示，たいようのちからを知ろう！

～不思議なビーズでアクセサリー作り～，混ぜるだけで

カンタンにできる！スーパーボール工作 

7 6 月 30 日(火) 高校 1～2 年生 46 名 講義｢地域の資源から地酒をつくる｣ 

8 7 月 4 日(土) 小学生 50 名 光は色々 

9 7 月 11 日(土) 小学生 100 名 読書ラリー 

10 7 月 11 日(土) 小学 4 年生 30 名 混ぜるだけでカンタンにできる！スーパーボール工作 

11 7 月 12 日(日) 教育関係者 20 名 混ぜるだけでカンタンにできる！スーパーボール工作 

12 7 月 23 日(木) 小学 2 年生 60 名 紙ヒコーキを飛ばそう！～どうして空を飛べるのか？～ 

13 7 月 27 日(月) 小学生 30 名 混ぜるだけでカンタンにできる！スーパーボール工作 

14 7 月 27 日(月) 小学生 23 名 紙ヒコーキを飛ばそう！～どうして空を飛べるのか？～ 

15 7 月 29 日(水) 小学生 20 名 でんきそつくろう！～ぶんぶんゴマ発電～ 

16 7 月 29 日(水) 小学生 14 名 
たいようのちからを知ろう！～不思議なビーズでアクセ

サリー作り～ 

17 8 月 1 日(土) 小学生親子 22 組 革で作る！！動物型ストラップ 

18 8 月 3 日(月) 小学生 50 名 マイナス196℃の世界 

19 8 月 4 日(火) 小中学校教員 8 名 
小中学校で出来る実験・実演集，3Dプリンタによる造形

体験 

20 8 月 6 日(木) 小学生 23 名 たいようのちからを知ろう！～不思議な紙でカード作り～ 

21 8 月 7 日(金) 小学生 16 名 
たいようのちからを知ろう！～不思議なビーズでアクセ

サリー作り～ 

22 8 月 10 日(月) 小学生 28 名 人工イクラつくり 

23 8 月 11 日(火) 小学生 37 名 紙ヒコーキを飛ばそう！～どうして空を飛べるのか？～ 

24 8 月 18 日(火) 小学 1～2 年生 25 名 歯ブラシで作ろう，振動ロボット 

25 8 月 19 日(水) 小学3年生29名 人工イクラつくり 

26 8 月 19 日(水) 小学4年生80名 
マイナス196℃の世界，混ぜるだけでカンタンにできる！

スーパーボール工作 

27 8 月 19 日(水) 小学5年生101名 
マジックハンドをつくろう，風船ホバークラフトを作っ

て遊ぼう 

28 8 月 21 日(金) 小学4～6年生14名 マイナス196℃の世界 

活動報告 
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29 8 月 22 日(土) 小学生30名 紙コップでつくる分光器 

30 8 月 23 日(日) 地域住民200名 人工イクラつくり 

31 8 月 28 日(金) 小学5年生45名 エネルギー・ラボ体験展示 

32 8 月 29 日(土) 小学2年生33名 紙ヒコーキを飛ばそう！～どうして空を飛べるのか？～ 

33 8 月 31 日(月) 小学4年生35名 人工イクラつくり 

34 9 月 1 日(火) 小学2年生33名 カラフル人工イクラを作ってみよう！ 

35 
9 月 1 日(火)・2

日(水)・4 日(金) 
老人大学学生210名 講義｢健康日本21 プラス10から始めよう｣ 

36 9 月 2 日(水) 小学生80名 
たいようのちからを知ろう！～不思議なビーズでアクセ

サリー作り～，エネルギー・ラボ体験展示 

37 9 月 4 日(金) 小学2～6年生14名 しゃぼん玉の不思議～遊びから科学を学ぶ～ 

38 9 月 5 日(土) 小学1年生60名 紙ヒコーキを飛ばそう！～どうして空を飛べるのか？～ 

39 9 月 6 日(日) 小学4年生15名 空気砲を作って遊ぼう 

40 9 月 7 日(月) 小学5年生38名 紙ヒコーキを飛ばそう！～どうして空を飛べるのか？～ 

41 9 月 8 日(火) 小学3年生38名 紙ヒコーキを飛ばそう！～どうして空を飛べるのか？～ 

42 9 月 11 日(金) 小学4年生83名 
たいようのちからを知ろう！～不思議なビーズでアクセ

サリー作り～，エネルギー・ラボ体験展示 

43 9 月 11 日(金) 小学1年生30名 紙ヒコーキを飛ばそう！～どうして空を飛べるのか？～ 

44 9 月 12 日(土) 小学2～6年生15名 空気砲を作って遊ぼう 

45 9 月 13 日(日) 一般市民1000名 函館市電運転シミュレーション 

46 9 月 15 日(火) 老人大学学生350名 講義｢菜の花酵母で日本酒を醸す｣ 

47 9 月 19 日(土) 小学3～6年生36名 LEGO Mindstormを用いた初めてのプログラミング 

48 9 月 26 日(土) 小学生20名 紙ヒコーキを飛ばそう！～どうして空を飛べるのか？～ 

49 10月26日(月) 小学5年生40名 人工イクラつくり 

50 10月30日(金) 小学4年生42名 
たいようのちからを知ろう！～不思議なビーズでアクセ

サリー作り～ 

51 
10 月 31 日(土)・

11 月 1 日(日) 
小学生132名 遊んで学ぼう！おもしろ科学実験 

52 11 月 7 日(土) 小学2年生65名 光は色々，科学演劇 

53 11 月 7 日(土) 小学3年生40名 
マジックハンドをつくろう，風船ホバークラフトを作っ

て遊ぼう 

54 11月 14日(土) 小学3年生33名 

たいようのちからを知ろう！～不思議なビーズでアクセ

サリー作り～，混ぜるだけでカンタンにできる！スーパ

ーボール工作 

55 11月 14日(土) 小学5年生49名 
マジックハンドをつくろう，風船ホバークラフトを作っ

て遊ぼう 

56 11月 20日(金) 小学3年生27名 マイナス196℃の世界 

57 11月 27日(金) 小学3年生29名 マイナス196℃の世界 

58 12 月 4 日(金) 小学生15名 レゴブロックで作るレスキューロボット 

59 12 月 5 日(土) 小学生100名 読書ラリー 

60 12 月 5 日(土) 小学3年生80名 空気砲を作って遊ぼう 

61 12月19日(土) 小学3年生70名 エネルギー・ラボ体験展示 

62 12月26日(土) 小学生42名 混ぜるだけでカンタンにできる！スーパーボール工作 

63 1 月 6 日(水) 小学生22名 人工イクラつくり 

64 1 月 8 日(金) 小学生43名 空気砲を作って遊ぼう 

65 1 月 23 日(土) 小学4年生40名 空気砲を作って遊ぼう，マイナス196℃の世界 

66 1 月 30 日(土) 小学6年生20名 マイナス196℃の世界 
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平成 27年度「地域ネットワーク支援」活動報告 
 

地域共同テクノセンター・生涯学習支援担当 

下郡 啓夫（一般科目 理数系） 

 

 地域共同テクノセンターが窓口となり行った，一般市民向けの科学技術コミュニケーション活動の実

施回数及び参加者数の推移を図 1および図 2に示した。平成 27年度（2015.4～2016.1実施分）は出前講

座 62 回，イベント支援 10 回の計 72 回，参加延べ人数は 11,601人となっている。参加人数が 1万人を

超えたのは，これまでの調査の中ではない。出展数は例年並みにも関わらず，出前講義の認知度ととも

に，内容の充実など評価が地域的になされているということがいえる。 

 上記については，昨年度から行っている業務フローの中で，地域ニーズを捉える観点から変更した募

集・受付方法の変更に一因があると考えている。具体的には、募集案内における，対象年齢，学習指導

要領とのマッチングなど，学習意図の見える化である。このことにより，従来出前講座内容を学内調整

して依頼を引き受ける頻度が減り，先方から出前講座の内容を指定する頻度が上がっている。それが参

加人数とともに満足度に繋がっていると考えている。そのことは，学内の業務フローの円滑化に一役買

っている。 

 しかし，出前講座・イベント支援について課題がないというわけではない。 

 先に述べた，指定の出前講座が増えていることから，特定の教員の負担が増えている。この軽減措置

として，昨年度補助教員制度を設定したが，主担当教員の厚意に甘えてしまったこともあり，改善には

至らなかった。また，出前講座 1回の経費配分の上限を設け，支出を抑えてきた。今年度実績を見ると，

昨年度から大幅に改善が見られたが，まだ多くの支出がなされているのが実際である。厳しい入試情勢

を鑑みると，科学への興味関心を促す草の根的活動はもちろん必要ではあるが，函館高専入学に繋がる

中学生対象講座を増やしながら，費用対効果も検討していく必要もあるかもしれない。 

 このような，特定教員の負担軽減と効果的な予算執行の可能性を追求していく上で，今後次のような

施策が必要となるかもしれない。 

 ○地域ニーズの高い出前講座に限定（但し，マンネリを防ぐため，新規のものも募集は行う）しつつ，

それの出展をできるだけ全教員に割り振る輪番制を導入，特定教員の負担を軽減する。 

 ○出展回数の減少により，支出費用を減らす（そのことで，教員の出展回数自体も減らしていく）。 

○上記の出展回数を減らす一方，小中学校の保護者・教員への出前講座のノウハウを教授しながら，

その講座に関しては，参加料を徴収する。そのことで，科学技術コミュニケーションを地域に根ざ

していき，函館高専の出前講座内容を中学向けにシフトする。 

 これらのことは，函館高専の地域戦略，学校経営の在り方と大きく関わることである。今後は，学校

経営と科学技術コミュニケーションの両立を図りながら，政策を決定していく必要があるだろう。その

１つに，広報活動と出前講座・支援イベントとを統合し，入試戦略に繋げていくなどが考えられる。い

ずれにしても，今，出前講座・支援イベントについては，１つの転換期を迎えているのは間違いないだ

ろう。 
 

 

図 1 実施回数 図 2 参加者数 

活動報告 



単位：千円

名称 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

寄附金 329 12,826 313 11,467 27 11,413 27 13,824 15 12,447

受託研究 4 8,867 3 6,840 3 8,925 2 2,715 2 4,328

受託試験 8 1,270 12 1,453 12 733 6 429 2 53

受託事業 0 0 1 1,824 0 0 0 0 0 0

共同研究 11 1,880 11 1,640 13 1,525 18 2,170 18 1,169

補助金 2 7,387 4 24,625 13 176,440 1 23,664 1 20,532

助成金 1 200 2 1,200 2 950 0 0 0 0

計 355 32,430 346 49,049 70 199,986 54 42,802 38 38,529

平成28年1月1日現在

外部資金受入状況

技術相談受付状況

平成27年度平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

平成28年2月1日現在

平成27年度

108

156

98

91

29

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

技術相談風景 

活動報告 
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新聞掲載記事 

 

  
2015年 4月 30日(木) 北海道新聞 23面 

2015年 6月 23日(火) 北海道新聞 22面 

活動報告 

2015年 4月 3日(金) 北海道新聞 24面 
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2016年 2月 18日(木) 北海道新聞 夕刊 14面 

2015 年 8 月 21 日(金) 

北海道新聞 夕刊 14面 

2015年 9月 28日(月) 北海道新聞 24面 
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 2015年 11月 25日(水) 北海道新聞 夕刊 14面 

2016年 1月 1日(金) 

北海道新聞  2面 
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○函館工業高等専門学校地域共同テクノセンター規程 

平成１６年４月１日 

函高専達第４７号 

(設置) 

第１条 函館工業高等専門学校(以下「本校」という。)に，地域共同テクノセンター(以下「センター」とい

う。)を置く。 

 

(目的) 

第２条 センターは，地域との共同利用を通して独創的な研究や創造的な研究の発展を目指すことを目的と

する。 

 

(業務) 

第３条 センターは，前条の目的を達成するため，次に掲げる業務を行う。 

一 地域との連携における研究推進 

二 地域との共同における研究開発 

三 その他必要とする事項 

 

(審議) 

第４条 センターの管理運営等に関する事項は，地域共同テクノセンター運営委員会(以下「委員会」という。)

において審議する。 

２ 委員会に関し必要な事項は，校長が別に定める。 

 

(部門) 

第５条 センターに次に掲げる部門(室)を置く。 

一 研究開発推進部門・・・主にセンターの運用，センターの所有する機器・装置等の保守管理，機器・

装置等の導入計画立案，学内研究総括とセンター年報等の発刊を行う。 

二 産学連携推進部門(技術相談室)・・・主に受託研究・共同研究のコーディネート，技術相談，産学官

連携行事の企画・運営等，産学官連携等を目的とした刊行物の発刊を行う。 

三 生涯学習推進部門・・・主に公開講座，社会人のリフレッシュ教育，出前講座，地域への研究等のPR

活動を行う。 

 

(組織) 

第６条 センターに，次に掲げる職員を置く。 

一 センター長 

二 副センター長 

三 コーディネーター 

四 部門長 

五 技術相談室長 

六 部門員 

七 センター員 

 

(センター長等) 

第７条 センターにセンター長を置き，センターの業務を総括する。 

２ センター長は，本校の専任教員(准教授以上)のうちから校長が指名する。 

３ センター長の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者

の残余の期間とする。 
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(副センター長等) 

第８条 センターに副センター長２名を置き，センター長の業務を補佐する。 

２ 副センター長は，本校の専任教員(准教授以上)のうちから校長が指名する。 

３ センター長に事故があるときは，副センター長のうちからあらかじめセンター長の指名した者が，その

業務を代行する。 

４ 副センター長の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任

者の残余の期間とする。 

 

（コーディネーター） 

第９条 コーディネーターは，センターが行う地域連携・産学連携に係る企画・連絡・調整を行うととも

に産業界・自治体との連携の強化を行う。 

１ コーディネーターは，本校の専任教員のうちから校長が指名する。 

２ コーディネーターの任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任期は，

前任者の残余の期間とする。 

 

(部門長，技術相談室長及び部門員) 

第１０条 部門長は，第５条各号に定める部門ごとに，センター長及び副センター長のうちから校長が指名

する。 

２ 技術相談室長は，産学連携推進部門長が兼務する。 

３ 部門員は，第５条各号に定める部門ごとに，本校の専任教員のうちから校長が指名する。 

４ 前項の部門員の任期は，１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員となった場合の後任の者の任期は，

前任者の残余の期間とする。 

 

(センター員) 

第１１条 センターに，センター員として本校の専任教員全員を置き，第３条に掲げるセンターの業務を行

う。 

 

(庶務) 

第１２条 センターの事務は，総務課において処理する。 

 

(雑則) 

第１３条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は校長が別に定める。 

附 則 

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２１年４月１日から施行する。 
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