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は じ め に 
                                    

お茶の水女子大学附属高等学校校長 吉田裕亮 
 

令和元年より，『女性の力をもっと世界に ～協働的イノベーターとイノベーションを支える市民

の育成～』を旗印に，本校におけるスーパーサイエンスハイスクール（SSH）事業が始まりました．

今年度は，１年次の「課題研究基礎」で探究的な学習に必要な技能を身につけた生徒達が２年

「課題研究 I」での課題研究を開始する年でもあります． 

 本校の大きな特徴としましては，まず比較的小規模な学校であるということがあげられます．こ

れは課題研究の研究指導においては決して不利なことではなく，むしろ有利な点かと考えられま

す．実際に，教員数も少ないため，理科，数学科の教員のみならず，すべての教科の教員が課題

研究での指導にあたって参りました．このことにより，課題研究のテーマ領域は，地球環境科学，

生命科学，暮らしの化学，数理情報科学，芸術と科学（音楽学），芸術と科学（色と形の科学），芸

術と科学（文学），社会科学，と理系から文系までの幅広い分野に及んでいます．人文科学，社会

科学，自然科学の各分野は密接に関連し，どの分野においても科学的研究の方法論には共通な

ものがあることからも，このような課題研究分野の広がりは重要と考えます． 

本校の「課題研究 I」では，関心を同じくする生徒達が，担当教員との対話により考察を深めつ

つ，それぞれの課題研究に取り組むことにより，協働的イノベーターに必要な資質・能力を培うこと

を目指しています．ちょうど，設置者のお茶の水女子大学では，平成 25 年度から令和元年まで

『「みがかずば」の精神に基づきイノベーションを創出し続ける理工系グローバルリーダーの育成』

を掲げて，文部科学省の補助金事業として博士課程教育リーディングプログラムを実施しました．

その中の基幹科目として Project Based Team Study (PBTS) があります．この PBTS では異なる

専門分野を専攻する大学院生らが数名程度でチームを編成し, 各チームでは分野を超えた総合

的な課題を自ら設定し, 協働して課題解決を目指すという超領域的自主協働研究を数年間にわ

たって実施します．すなわち「みがかずば」の精神に基づき原石（自己）を磨き，切磋琢磨すること

により自己と他者, ひいては社会の変革・イノベーション創出につなげるものです．大学院理系分

野で始まった PBTS の実践は，現在では文系分野も含め全専攻にまで拡張されています． 

この PBTS は本校の SSH 事業における課題研究に通じるものがあると考えられます．今後は大

学側との連携により，超領域的自主協働研究の蓄積されたノウハウを活用することも可能ではない

かとも考えております． 

本報告書をご覧頂き，コロナ禍に翻弄されながらも，熱心にかつ果敢に課題研究に取り組んだ

初年度の生徒達の熱意と，それらの研究指導にあたった教員達の努力を感じ取って頂ければ幸

いです．今後のより充実した課題研究実施のためには，運営指導委員の先生方，アドバイザリー

ボードの先生方をはじめ皆様方のお力添えが必要です．今後とも一層のご指導ご鞭撻を賜りたく

お願い申し上げます． 
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令和２年度SSH生徒研究発表会 お茶の水女子大学附属高等学校3年 酒井美海

11..序序論論

33..結結果果

４４..考考察察

55..今今後後のの展展望望

・Jiro J.Kaneko編 ; 久保周一郎[ほか]監訳、家畜臨床生化学、近代出版、1983年9月
・兼子樹廣、BTC NEWS 55号からだの仕組みを知る―17 消化器の仕組みを知ろう、2004年4月1日、 http://b-t-c.or.jp/btc_p300/p300_03_55.html 、（2020年3月2１日
閲覧）
・北川茜、赤坂千昌、二宮茂、佐藤衆介 ウシのストレス評価法としての唾液内アミラーゼ濃度変化
https://www.jstage.jst.go.jp/article/abm/46/1/46_KJ00006159435/_article/-char/ja/
（2020年6月30日閲覧）
・長瀬すみ、高橋正一、実験動物のアミラーゼについて、1980年、https://www.jstage.jst.go.jp/article/jag1972/27/2/27_2_97/_pdf、（2020年6月30日閲覧）

22.研研究究のの方方法法

ヒトの唾液中にはデンプンを分解するアミラーゼという酵素が存在する。ヒト以外の動物もこのアミラーゼを持っていると考えられるが、アミラー
ゼ活性の違いについて詳細に報告している文献が見つからず、正確な情報は得られなかった。草食動物が食べている草本は、大半がセルロースなどの
細胞壁多糖類で、デンプンはあまり含まれていない。草食動物は、腸内細菌の助けでセルロースを消化しているが、デンプンを積極的に分解している
のか、していないのかと疑問に思ったため、草食動物の食性と唾液内のアミラーゼ活性の関係について調べることとした。

今回埼玉大学での研究と本ポスター制作にご協力いただいた埼玉県
こども自然動物公園、ハイブリッドレジャーランド東武動物公園、
ご指導いただいた小竹敬久教授、並びに角田帆乃花さんに深く御礼
申し上げます。

参参考考文文献献

糖のアルカリ水溶液中での還元性を利用して試薬を有色化合物に変化
させることで、糖質の持つ還元末端を呈色する。

試薬
A液 20gの炭酸水素ナトリウム、8gグリシン、225㎎硫酸銅5水和物を

約400ｍLの水に溶解し、500ｍLにメスアップしたもの
B液 0.3g塩酸ネオカプロインを200ｍLの水に溶解したもの
試料
グルコースの標準溶液（各0.5, 10, 20, 30, 50, 70, 100µg/mL）
唾液（ヒト×１、ウシ×５、ウマ×５、ヤギ×７）
方法
アミロース20 μL、50 mM MOPS-KOH (pH 6.5) 10 μL、水60 μL、唾液または
水10 μLを混ぜ、37 ℃で30分間酵素反応を行った。
1) 試料100 µlに対して、A液200 µl、Ｂ液200 µlを加え、よく撹拌した。
3) 100 ℃で12 分加熱し、すばやく冷却した。
4) 500 mlの水を加え、450 nmの吸光度を測定し、検量線を作成した。

謝謝辞辞

酵素反応をそのままの唾液とボイルして失活して唾液それぞれで行い、両者の引き算からアミラーゼ活性を算出した。また、アミラーゼが濃度が高い場
合に酵素反応が飽和することを考慮し、10倍～10000倍希釈の酵素で反応を行い、適切に活性が測れている結果を採用した。
また、ブラッドフォード法により唾液中のタンパク質濃度を測定し、タンパク質1 mgあたりの酵素活性を算出した。

［ブラッドフォード法］

試料
0.1  ㎎/mLウシ血清アルブミン
（各0, 0.01, 0.025, 0.04, 0.05, 0.06, 0.075, 0.1 μg/μL）
唾液（ウシ×５、ウマ×５、ヤギ×7）

方法
1) タイタープレートに標準試料と濃度未知の試料を入れ、染色試薬で染
色した。
2) 595 nmの吸光度を測定し、検量線を作成した。

①ネオカプロイン法によるグルコースの検量線

ボイルなし、ボイルあり唾液
の反応液の吸光度の差の値を
検量線にあてはめ、唾液1 mL当
たりの遊離還元糖量を計算し、
さらに活性（unit：1分間あた
りに糖を1 mol生じさせる酵素
量)を求めた。

②ブラッドフォード法による
BSAの検量線

検量線と唾液の吸光度から唾
液中のタンパク質濃度を求め
た。これらの結果から唾液1
㎎あたりの活性(unit)を求めた。

草食動物のアミラーゼ活性は低い傾向にあるといえる。この3種の動物の餌は主に乾草であり、餌には目立った違いはなく、唾液中のアミラーゼの活
性は餌よりも動物の種類によるといえる。
ウシ、ウマ、ヤギの餌は主に乾草、草を刈り取ったものであり、セルロースが主成分である。これらの動物の主食にはほとんどデンプンは含まれてお

らず、草食動物にとってアミロースを分解するより腸内細菌によりセルロースを分解することで栄養を得るほうが効率がよく、アミラーゼを必要としな
いため、必ずしもアミラーゼ活性は高くないという結果になったのではないかと考えられる。

③唾液内のアミラーゼ活性

草食動物における唾液内のアミラーゼ活性に関する研究

今回ウシにアミラーゼ活性が高い個体がいるという結果となったが、ウマ、ヤギと同じ草食動物であるいのに何故ウシのみ高いアミラーゼ活性を持
つ個体がいたのかについて、さらなる疑問が生じた。交感神経の活動に対して唾液内のアミラーゼ活性が変動するという報告もあり、ストレスなどほ
かの要因が関係しているかもしれない。ウシ、ウマ、ヤギの唾液内のアミラーゼ活性と共にストレスの程度を測定することにより、ストレスと唾液内
アミラーゼ活性の間に関係があるのかを調べたい。
また、草食動物だけではなく、肉食動物や雑食動物でアミラーゼの活性を調べたい。

ヤギの唾液採取の様子
脱脂綿を口に含ませて、唾液をしみ
こませることにより採取した。

［ネオカプロイン法］

CoomassieG-250色素を酸性条
件下でタンパク質と結合させ、
赤茶色から青色に変化させる
ことで試料の総たんぱく質量
を調べる。

タンパク質
Coomassie
G-250色素

青

希希釈釈倍倍率率 遊遊離離糖糖量量 活活性性 タタンンパパクク質質濃濃度度 活活性性吸吸光光度度
（（倍倍）） （（μμmmooll）） （（uunniittss//mmLL）） （（mmgg//mmLL）） （（uunniittss//mmgg  pprrootteeiinn))
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Let’s トトララベベルル With ココロロナナ
2020年度課題研究Ⅰ
お茶の水女子大学附属高等学校２年 地球環境科学
海老原絢音 小林未來 佐々木胡桃 芝崎友珠

１１．．ははじじめめにに
日本政府は、 年からビジット・ジャパン・キャンペーンを展開し、外国人旅行者の誘致に努めてきた。その結

果外国人旅行者数は、 年の約 万人から 年には約 万人と 倍以上に伸び、 年には過去最高となる

万人を記録した。訪日外国人消費額も前年度比 増の 兆 億円を記録するなど、経済効果は日本に欠かせな

いものとなった。政府目標では 年に 万人を受け入れるはずだったが、新型コロナウイルスの世界的な蔓延に

より、観光業界は大きな打撃を受けた。国連世界観光機関によれば、「 年のレベルに戻るまでに 年半から 年か

かる」という。再び人々が自粛を余儀なくされる日々がやってくる可能性もある中で、観光業を守っていくためには

どうすれば良いのだろうか。そこで私たちが具体的に提案したいのは、「めまぐるしく変動する今日の社会情勢と、

時代にマッチした今後の観光業の在り方」についてである

+

+

(1)観観光光業業をを巡巡るる２２００２２００年年のの現現状状

①①雇雇用用状状況況…参参考考文文献献(1)(2)よよりり

新型コロナ関連での解雇や雇止め：71121人(宿泊業8840人以上)(11/13時点)
ホテル・旅館の倒産：66件(11/10時点) 

②②旅旅行行者者数数のの減減少少とと雇雇用用のの関関係係…参参考考文文献献(3)(4)(5)(6)(7)よよりり

<2019年>
・国内定期航空の旅客輸送量の年間合計 約10,187 万人(一か月平均は約849万人)
・国際定期航空 〃 約2,143万人 (一か月平均は約179万人)
・訪日外国人旅行者数 〃 約3,188万人(一か月平均は約266万人)
・国内旅行者数 〃 約58,710万人(一か月平均は約1,829万人)

<2020年>
・国内定期航空 2月：約767万人(対前年同月比：2.1％減)

3月：約434万人(対前年同月比：53.6％減)
→コロナによる影響が出始めたことがうかがえる。

5月：約60万人(対前年同月比：93.4％減) 年間合計(1月～10月)：3,760万人(一か月平均は約376万人)
・国際定期航空 2月：約133万人(対前年同月比： 26.8％減)

→国内線よりも早くコロナによる影響を受けた

3月：約47万人(対前年同月比：77.3％減)
5月：約3万3千人(対前年同月比：98.3％減)           年間合計(1月～10月)：417万人(一か月平均は約42万人)

・訪日外国人旅行者数

5月：1663人(同月前年比:99.9%減,、11月時点で今年最も落ち込んだ)
8月：約8700人(同月前年比：99.7%減)

→5月より回復したが、依然として低い水準が続いている

・世界の航空業界の2020年下半期の損失予測：約8兆1600億円

・経済的な影響：約190兆8000億円(2020/10/6時点)の損失 …IATA(国際航空運送協会)の予測による

③③アアフフタターーココロロナナにに向向けけてて(現現状状のの課課題題)…参参考考文文献献(8)(9)よよりり

・訪日外国人旅行者が旅行中、主に困ったこと

「施設内のスタッフとのコミュニケーションがとれない」

「多言語表示の少なさ、わかりにくさ(観光案内板・地図等)
「無料公衆無線LAN環境」

→国内の多言語対応化が重要

課題の現状、課題解決の提案をまとめたウウェェブブササイイトトを作成
→webコンテスト審査員の先生方等による指導を受けて内容を改善

・・阪阪急急交交通通社社へへののイインンタタビビュューー
・・諏諏訪訪湖湖温温泉泉旅旅行行協協同同組組合合へへののイインンタタビビュューー

（どちらも 年 月実施）

・・政政府府統統計計ななどどのの調調査査
・・イインンタターーネネッットトにによよるる各各地地のの観観光光意意識識

調調査査アアンンケケーートト

③ ココロロナナおおよよびびアアフフタターーココロロナナにに向向けけててのの準準備備

ねねららいい：：外外国国人人観観光光客客をを呼呼びび戻戻すす

…コロナ時代におけるインバウンドの回復のために
・日本の清潔さをアピールする
→政府主体でSNS等を用いて、観光施設や公共交通機関の清掃、消毒の様子
を発信
→さらに科学的根拠も発信するとなお良い

①ふふるるささとと納納税税をを通通じじてて地地域域にに根根差差ししたた観観光光業業をを支支援援

ねねららいい 観観光光業業をを経経済済的的にに支支援援すするる

…寄付者が寄付金の使途を指定して地域支援を行うことが可能

である。現在は新型コロナウイルスによる被害を受けた産業

（観光業など）を集中的に支援することも出来る。特に、現地

体験型返礼サービスに先行して寄付を行うことで、今の不況の

解消が期待できる。

②国内旅行向けツツアアーーププラランンのの提提案案

阪急交通社へのインタビューから、ツアープラン作成におい
てはターゲットをしぼる、リピーターを増やす、長期的な視野
で見ることが重要だと考えた。

ここでは、実際に訪れた長野県諏訪地方を例に作成した6つ
のプランのうち、1つを紹介する。長期的、様々な他の地域で
応用ができるものと考える。

(2)イインンタタビビュューー
一年生時の諏訪合宿で、添乗員としてお世話になった原様と、諏訪湖温泉旅館協同組合の堀元彰様にインタビューする機会を頂いた。

＜＜諏諏訪訪湖湖温温泉泉旅旅館館共共同同組組合合のの堀堀様様よよりり＞＞

実施日：2020年7月22日
・3月頃にコロナの影響(1,2月はまだ海外のお客さんもいた)
・経営が厳しい旅館が大半。

経営が厳しい旅館は銀行から借りたお金を返すために旅館をたたもうにもたためない状況にある。経営手腕が問われている。

・今は長野県周辺の人が対象のキャンペーン実施。しかし長野県内でお客さんの取り合いになるため、諏訪は諏訪湖で差別化（ウ

ォータースポーツなど）の必要有り。しかしその場しのぎの対策のため根本的には未解決である。

・三密対策が大変。特に食事場、大浴場（サウナも）などは対策が必須。

対応：人数を減らす→予約数を減らさざるを得ない→売上減少、という負の流れに。

・キャンペーンについては好印象だが、やるなら助成金もセットで。

潜在的な旅旅行行意意欲欲のの高高ままりり 動画サイト、テレビ、インタ
ーネットの視視聴聴時時間間のの増増加加

SNSややwebペペーージジ等等をを用用いいたたアアトトララククテティィブブなな宣宣伝伝やや旅旅行行意意欲欲ををささららににああげげるる
魅力的な提案がコロナ収束後、消費者への訴求力向上に貢献する可能性大

収束の段階に合わせた解決策を提案する

私たちが作った
Webサイトは
こちらから⇒

現現地地体体験験型型返返礼礼ササーービビスス
のの一一例例 (14)

・四季に合わせた日帰り
体験漁
(宮城県利府町)
・信州田所温泉 富士屋
平日ご宿泊券
(長野県青木村)

(3)新新型型ココロロナナウウイイルルスス収収束束後後のの観観光光業業のの見見通通しし…参参考考文文献献(10)(11)(12)(13)よよりり

①①熊本県観光協会連絡会議が2020年4月27日から29日にかけて日本全国の一般消費者3247人に向けて行った「新型コロナウイルス感

染症収束後の旅行・観光に関する意識調査」よりわかること

・「外出自粛生活が続くことで、旅行やお出かけに対する消費者の意欲は高まっている」

・「今時点の旅行情報の視聴に半数以上が肯定的である」

・「旅行先選びも『3密（密集、密閉、密接）を避ける』ことを意識したものになり、テーマパークや都市部など密集が想定される場

所は避けられ、自然や開放感のある場所が好まれる方向へ」

・また、外出自粛要請後、特に変わったこととして、「インターネットで動画サイトを見るようになった(視聴時間が増えた)」、「テ
レビを見るようになった(視聴時間が増えた)」

このことから、地方の観光地やインターネット上の旅行情報への需要が高まっていることがわかる。

②②GoTo キキャャンンペペーーンンかからら見見ええるる観観光光業業潜潜在在的的なな需需要要

2020年７月22日から10月31日までの約3か月間の利用人泊数…約3976万人泊

→新型コロナウイルスの流行前の平均的な日本人国内宿泊旅行者数の規模の約50％に達しており、

消費者が潜在的な旅行への意欲を持っていたことを裏付けている。

③③収収束束後後にに行行ききたたいい国国・・地地域域アアンンケケーートトよよりり(アジア、欧米豪12地域の6266人対象)
一位：日本(46%)←2位の2倍以上の人気

→新型コロナウイルス収束後の潜在的なインバウンド需要は高いといえる。

日本を訪問したい理由としては、

「行きたい観光地や観光施設があるから」(47%)、
「食事がおいしいから」(43%)、
「清潔だから」(36%)など

←感染対策を継続して徹底することは重要なポイント

＜＜阪阪急急交交通通社社のの原原様様よよりり＞＞

実施日：2020年7月15日
・2月のはじめからコロナの影響（大きく影響したのは3月）
・雇用は守られる。ただし、正社員は給料カット、派遣切り

・オンライン英会話、国内で海外研修を味わう取組、シニア向けの長期的な英会話ツアーを実施した。

・GOTOキャンペーンに期待している。（旅行者増加、補助金のおかげでいつもよりお金を出してくれる）
・国内の日帰りバス旅行強化、海外ツアーのお客さんを国内ツアーに取り込みたい。

・ツアープランを考えるなら、 を活用（宣伝に便利）する、早めにやるなら国内ツアーにする、長期を見越した企画にする、その

時のトレンドを意識する、マニアなものにしてリピーターを増やすことが重要。

３３．． 調調査査内内容容

例

２２．． 探探究究方方法法

「はなして翻訳」 「翻訳王」 「VoiceTra」などなど

国連世界観光機関「UNWTO報告 2020年前半期の国際観光客到着数は65%減」 https://unwto-ap.org/wp-content/uploads/2020/10/20201015_final.pdf 閲覧日:2020/10/16
(1)厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について」閲覧日:2020/11/21 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouseisaku1.html
(2)帝国データバンク「『新型コロナウイルス関連倒産』は723件～飲食店の累計倒産件数は110件に～」閲覧日:2020/11/23 https://www.tdb.co.jp/tosan/covid19/pdf/tosan.pdf
(3)政府統計の総合窓口(e-Stat) 航空輸送統計調査 「令和元年度（2019 年度）航空輸送実績について（概況）」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00600360&kikan=00600&tstat=000001018894&cycle=7&year=20190&month=0&result_back=1&result_page=1&tclass1val=0
(4)日本政府観光局 「訪日外客数・出国日本人数データ」 https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/since2003_visitor_arrivals.pdf
(5)政府統計の総合窓口(e-Stat) 航空輸送統計調査(速報) 2020年各月参照
(6)観光庁「観光白書２０２０」
(7)SPACE NEWS UPDATES「IATA：航空業界の損失は20年下半期も770億ドル見込む」閲覧日:2020/11/23 http://www.japanpress.co.jp/front/SP_topnews-m.php?news=1602147411
(8)観光庁「訪日外国人消費動向調査」2020年1月～3月参照閲覧日:2020/11/22 https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/syouhityousa.html
(9)観光庁「訪日外国人旅行者の受入環境整備における国内の多言語対応に関するアンケート」閲覧日:2020/11/22 https://www.mlit.go.jp/common/001226100.pdf
(10)熊本県観光協会連絡会議「新型コロナウイルス感染症 収束後の旅行・観光に関する意識調査」https://note.com/nieunsfs/n/n6da1d8746bc0
(11)DBJ・JDBFアジア・欧米豪訪日外国人旅行者の意識調査（2020年度新型コロナ影響度特別調査）スライド1
(12)観光庁「Go To トラベル事業関連情報の概要」Go To トラベル事業の概要(11/12更新)参照 閲覧日：2020/12/26 https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html
(13)国土交通省 観光白書令和2年版 概要「令和元年度観光の状況・令和2年度観光施策要旨」閲覧日：2020/12/26 https://www.mlit.go.jp/statistics/content/001348580.pdf
(14)さとふる 「新型コロナウイルス関連応援・支援サイト」閲覧日：2020/12/26 
https://www.satofull.jp/products/list.php?q=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E9%96%A2%E9%80%A3%E5%BF%9C%E6%8F
%B4%E3%83%BB%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%80%8C%E3%81%95%E3%81%8D%E3%81%AB%E5%AF%84%E4%BB%98%E3%80%8D%E3%81%A7%E5%9C%B0%E5
%9F%9F%E3%82%92%E5%BF%9C%E6%8F%B4%21%E6%8E%B2%E8%BC%89%E3%81%8A%E7%A4%BC%E5%93%81&cnt=60&p=1

５５．．参参考考文文献献

・地域をより深く知ることができるような目的ごとのツアープラ
ン
→旅行のたびにそれぞれのツアーを組み合わせて、リピーターを
増やすことも可能（長期的な視野）
→ターゲットをしぼる（体を動かしたい人にはスポーツコースな
ど）

訪日外国人旅行者が困っていた言語による問題を解決するため、今のうちに翻訳
アプリの普及を図る。私たちが実際に使ってみることで、①様々な国の言語に対
応可能か、②外国人も注目しやすいか、③対外国人への接客の幅を広げることが
できるか、など使い勝手を調査し、結果を 上に掲題した。

聖地巡礼コースで、『君の名は。』の舞台の一つになった諏
訪湖に訪れる
→そのときのトレンドを意識、作品のファンをターゲットに

期期待待さされれるるささままざざままななメメリリッットト

・寄付者側が、思い入れのある自治体を応援するというふるさと納税の本来の趣
旨に立ち返ることが出来る機会になる
→地域に根差した持続可能な観光業の促進の一助になる
・全国の様々な自治体に新規観光客獲得のチャンスが生まれる

地地域域
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食品ロスと環境負荷から考える野菜保存方法
2020年度課題研究Ⅰ お茶の水女子大学附属高等学校2年 地球環境科学 茨木美子 永瀬美陽 中山未悠

１.テーマ設定の理由 ２.研究方法

３.調査内容

５.考察

私たちは普段、家庭の調理中に切った野菜の残りはプラスチックで包み保存することが多い。プラスチックは使いやすいという面でと
ても優れているが、現在海洋プラスチックなどで環境にさまざまな問題を引き起こす。日本のプラスチックの有効利用率は84％と高いも
のの、その半分は燃料として処理するサーマルリサイクルで、結局CO2を排出している。さらに、日本近海のマイクロプラスチック濃度
は世界平均の27倍ともいわれる。プラスチックより環境にやさしく、長く安全に保存することができる資材を見つけることで、環境負荷
を軽減し、年間621万トンもの食品が捨てられるフードロスも改善されると考えた。

どの包装資材が野菜の保存に適してい
るのかを、実際に野菜を使った実験と文
献調査からデータを集め、総合的に考え
て比較する。

↑実験の様子
実験開始時（左）と実験終了時（右）

＜全体＞
・むき出しは１１日、チラシは１２日、ラップは１９日 工夫は１９日、アルミは２１日もった。
・にんじん、なすではアルミホイルがとてもきれいに保たれており、ラップは端のほうが黒くなっていたり傷んだりしていた。
・工夫したものはただラップで包んであるときとあまり変わらなかった。キャベツは途中までは少し工夫したほうがみずみずしかった
が時間がたつと変わらなかった。

＜キャベツ＞
・むき出し、チラシなどは１週間ほどでわずかに黒ずみ、小さくなった。
・アルミやラップであまり差はなかった。
・空気に触れている面の乾燥が著しく、芯の付近にカビが生えていた。

＜ナス＞
・アルミは若干黒ずんでいたが皮にはハリがあった。
・ラップは断面が中心に向かって少し丸まり、端が黒くへこんでいた。
・むき出し、チラシのナスは断面が中心に向かって少し丸まっており、しわしわで小さくなっていた。

＜人参＞
・チラシとむき出しは芯を残して他の部分は縮み、しわしわになっていた。
・ラップは断面に近い部分が黒くなっていた。
・アルミは見た目の変化は小さかったが芽がすこしのびていた。

まとめ：冷蔵庫で保管する場合、１０日程度の保管なら、チラシで十分対応可能。ニンジン、ナ
スに関しては、３週間近くの保管にはラップやアルミが適している。人参のように、固い根菜な
どは包むだけで大きな効果が得られたが、キャベツなどの葉物野菜はあまり変わらなかった。

１.実験
目的

包装資材ごとの野菜の鮮度の保ち具合を調べる。
使用したもの

保存する野菜：キャベツ（葉物野菜）、人参（根菜）、ナス（左二つと異なる特徴を持つ野菜）
包装資材：アルミホイル、ラップ（塩化ビニル）、チラシ
包丁、まな板、冷蔵庫、電子天秤

方法
それぞれの野菜をむき出し及び上記３種類の包装資材で包み、冷蔵庫で保管する。11月4日～25日

の3週間、登校日の15:30に観察する。実験開始日と終了日に、すべての野菜の包装資材を含んだ重さ
を量りその差を、その野菜から蒸発した水分の量と仮定し比較する。また、見た目の変化も記録す
る。

日常生活において、野菜は切った状態で保管することが多いため、今回の実験でも野菜は切り、
別々に包んで保管することとする。なお、へたのついている側と、ついていない側で鮮度の保ち具
合に違いがある可能性を考慮し、分けて包んだ。

実験結果

２.文献調査

③使用後の家庭内での利用
ラップに比べ、アルミホイルは使用後、掃除などに使うなど再利用でき

る。例えば次のような方法がある。
排水溝を掃除した後、アルミホイルを直径３㎝くらいに丸め、排水口の

籠に3,4個入れておく。（使用済み可）アルミホイルは水に触れると金属イ
オンを発生し、細菌の繁殖を防ぐため、ぬめり防止につながる。

アルミホイルにクレンザーや重曹をつけると、コンロやフライパンの固
まった油汚れなどが取れるようになる。

金属イオンの効果でアルミホイルのつるつるした面に水をつけて拭けば、
水垢が取れる。

実験結果より、アルミホイルとラップは同じくらい保存に優れていたの
で、環境負荷の視点からも比較することにした。

＜アルミホイルとラップの環境への影響の比較＞
①使用後の処理

使用後のアルミホイルとラップをリサイクルするかどうかは自治体の
判断に任せられている。しかしどちらもほとんどの場合可燃ごみとして
廃棄されるため、今回はリサイクルのことを考慮せず比較する。

アルミホイルは、家庭ごみとして公共の焼却炉で燃やされる場合、ご
み焼却の害となることもなく完全に灰となり、土壌に放置された場合４
～５年でほとんど浸食され、土に還る。

ラップ（ポリ塩化ビニル）は焼却すると塩化水素が発生する。ただし、
ポリ塩化ビニルを含まない都市ごみを焼却しても塩化水素は発生する。
塩化水素を取り除くため、消石灰を投入し、化学反応を起こすことで、
塩化水素を塩化カルシウムに変化させ回収するのが一般的である。また、
廃棄物焼却炉の排ガス中の塩化水素濃度は、大気汚染防止法に基づいた
規制値の1立方メートル当たり700㎎を超えないようになっている。

②LCI値による比較
ラップと、アルミホイルのLCI（ライフサイクルインベントリ）とい

う、製造からリサイクルまでのあらゆる過程において、使用される資源
やエネルギーや排出物を数値で出し、分析した値を比べ、製造時の環境
負荷を比較する。

表１はラップとアルミホイルのLCI値。 ポリ塩化ビニルのエネル
ギー消費量は46.1(MJ/kg)、二酸化炭素、NOx、SOxの排出量はそれぞれ
1.45kg/kg, 2.17kg/t, 2.43kg/tとなった。 図２はアルミホイルのLCI値。
この表から、アルミホイルのエネルギー消費量は175Mj/kg、二酸化炭素、
NOx、SOxの排出量はそれぞれ10.9kg/kg, 63.1kg/t, 22.8kg/tとわかる。
よって、エネルギー消費量、二酸化炭素排出量、NOx排出量、S0x排出
量はそれぞれアルミホイルがポリ塩化ビニルの約4倍、約10倍、約30倍、
約10倍となった。このことからアルミホイルのほうが環境に与える負荷
が大きいことが分かった。

表1

冷蔵庫保存の場合、１０日ほどの保存ならば、チラシで十分対応可能だった。そのた
め、１０日以内に消費できなさそうな量を買わないことが一番環境にも食品ロスの改善に
もつながるといえる。３週間程度の長期保存が目的の場合、ラップとアルミホイルが野菜
の鮮度を保つのにむいていた。焼却時の環境負荷を考慮するとアルミホイルを使用するほ
うが良いが、LCI値を見るとラップのほうが環境への負荷が少ないと考えられる。一方、ア
ルミホイルは、使用後も家庭内で再利用することができるため、使用後は捨てるしかない
ラップに比べると環境に良いという見方もできる。

左の表を指標として、目的に適した保存方法を各自で選べばよいことと考える。また、
今回はだれでも気軽に実行できるように家庭にあるものだけで実験を行ったが、市販の野
菜保存グッズなどを使うとどの程度の効果があるのかを調べるのが今後の課題である。

４．まとめ

・日本アルミニウム協会「家庭用アルミ箔は環境にやさしい包装
材」2020/9/23参照
https://www.aluminum.or.jp/haku/environment/images/euro_lca.pdf
・日本アルミニウム協会 「アルミ箔と環境」2020/9/23参照
https://www.aluminum.or.jp/haku/environment/environment02.html
・大正製薬ケース 「アルミニウム産業の現状と課題」2020/9/23参
照
https://www.meti.go.jp/policy/nonferrous_metal/strategy/aluminium02.pd
f
・塩ビ工業・環境協会「製造時のLCIデータ」2020/9/23参照
https://www.vec.gr.jp/kankyo/kankyo1_1.html
・日本ビニル工業会ストレッチフィルム部会「塩ビと環境問題」
2020/9/23参照
vinyl-ass.gr.jp/sf/eco.html
・経済産業省「ライフサイクルアセスメント（LCA）環境技術解説」
2020/9/23参照
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main
・日本アルミニウム協会「アルミニウム箔の LCI データについて」
2020/9/30参照
https://www.aluminum.or.jp/environment/pdf/1-3-1.pdf

6.参考文献
・環境省 「アルミ製品製造工場排水に係るダイオキシン類調査
結果」2020/9/16
http://www.env.go.jp/press/208.html
・環境省 「プラスチックのリサイクルについて」2020/9/16
https://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y0319-
05/mat02.pdf
・ヤマノ設備 「暮らしの豆知識集」2020/9/23参照
http://www.yamano-setsubi.jp/knowledge
・PRODOTTO 「金属とイオンって何？」2020/9/23参照
https://www.pro-dotto.com/onepoint.html
・講談社BOOK俱楽部 「【野菜】鮮度キープの秘訣は水分補充！
時間とお金も節約できる保存術は何が違う？」2020/9/15参照
https://news.kodansha.co.jp/6382
・プラスチック循環利用協会「マテリアルリサイクル」2020/9/30
参照
https://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf
環境省「廃棄物焼却炉に係る塩化水素および窒素酸化物の排出規
制について
http://www.env.go.jp/hourei/11/000351.html

アルミホイル ラップ

エネルギー(MJ/kg) 175 46.1

排出
量

CO2 10.9 1.45

S0x 22.8 2.17

N0x 63.1 2.43

←↓左からむき出し、チラシ、アルミ、
ラップ

実験終了時の様子

メリット デメリット
保存可能
日数

冷蔵
庫 常温

アルミホイル

・使用後も繰り返し活用できる。
・3週間後も変化が小さかった。
・容易に変形でき、固定できる。
・焼却時の環境負荷が少ない。
・土に還る。

・LCI値が高い
・穴が開く。
・常温保存はナスの断面が白く膨
らみ凸凹になった。

21日 日

ラップ
・LCI値が低い。
・2,3週間は保てる。
・中身が見える。
・穴が開かない。

・焼却時の環境負荷が大きい。
・時間がたつと開いてきてしまう。
・使用後活用できない。
・マイクロプラスチックになりう
る。
・ナスの断面が黄色く膨らみ凸凹
になった。

19日 日

チラシ ・ゴミになる資源を活用できる。
・お金がかからない。

・むき出しよりは効果が見られた
・包みにくい。 12日 日

むき出し ・手間がかからない。 ・長持ちしない。 11日 日

＊保存期間はキャベツを除いた、ニンジンとナスの平均日数
＊常温保存の実験時は9月のため冬であればもう少し長持ちするだろう。

1週間後 2週間後 3週間後

アルミホイル 変化なし
キ 全体的に少し黒ずむ。
ニ 芽が生える。
ナ 変化なし

キ:芯周辺がやや黒ずむ。
ニ:芽が伸びる。
ナ:断面がやや黒ずむ。

ラップ 変化なし
キ 芯の周辺が茶色くなる。
ニ 断面に近い部分が黒ずむ。
ナ 変化なし

キ 葉と葉の隙間が広くなる。
ニ ふちが黒ずむ。
ナ:表面が少し凸凹になる。

チラシ 変化なし
キ 外葉が黒ずむ。
ニ 芯の部分を残して縮む。
ナ 断面が丸まる。

キ:全体的に黒ずみ縮む。
ニ:断面が茶色くなる。
ナ:丸く縮み表面がざらざらにな
る。

むき出し
ニ 芯の部分を残して少し
縮む。
ナ 断面がやや黒ずむ。

キ:芯の周辺が茶色くなる。
ニ:全体的に黒ずむ。
ナ:表面がよぼよぼになる。

キ:しんなりする。
ニ:特に下半分が細くなり、しわ
しわになる。
ナ:丸く縮む。

↑私たちが作った動画はこちら
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東京防災娘 防災ポーチの開発
お茶の水女子大学附属高等学校２年 地球環境科学 衣川朋位 白勢千祥 田中羽美 松川瑛奈

7.参考文献
内閣府「これまでの首都直下地震対策について」

http://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg/1/pdf/1.pdf内閣府,2021年1月19日
2.NHK防災特集 2016年8月25日更新
https://www9.nhk.or.jp/archives/311shogen/bousai/04.html(2020年9月2日)
3.札幌市「女性の視点を取り入れた避難場所運営の取り組みについて」
https://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/koho/documents/jyoseinoshiten.pdf（2020年11
月25日）
4.沢井竜太「防災グッズ 完全ガイド」株式会社晋遊舎,2019年12月1日発行

※＊はポーチに入っていないが購入者に入れてもらうもの

はじめに
日本は災害大国といわれ、今後30年以内に首都直下型地震が起こる確率は

70％以上といわれる。しかし、外出時の災害に対する備えは十分だろうか。そ
こで私たちは、常に携帯することで災害への備えができ、普段の生活でも使え
る「防災ポーチ」を開発することにした。ターゲットは、災害弱者となりうる
女性、特に若い女性とし、防災意識が高まるようなポーチの開発を進め、最終
的には販売することを目標としている。

探究方法
①お茶高生を対象に防災意識と携帯用防災グッズの開発に関するアンケート調
査を実施（2020年8月）
②調査結果を分析、「防災ポーチ」の考案・試作（9,10月）
③静岡理工科大学のプランコンテスト応募のためのレポート作成（10,11月）
④商品化のため、お茶の水女子大学生協へ（12月）
→ポーチが完成した際に生協で販売させてもらえるかをヒアリング。販売する
ことはできるが、衛生面から内容物を変更する必要があるということ。また、
コロナ禍で、大学生の登校が少ないため、大学生の登校が増えてからの方が良
いというアドバイスをいただく。
⑤ポーチの中身の再考（2021年1月）

ポーチの具体的な計画

５.防災カード
1年生のときに参加した福島FWで、福島県飯舘村復興アドバイザーをして

いる田中俊一氏から、「正しい知識を持たず、恐怖と不安に駆られて避難す
ることが多くの震災関連死を生み出す」というお話をいただいた。災害が発
生した際、落ち着いて行動するための指針が必要だ、という認識を持ったこ
とから、災害時に役立つ情報を載せることで、災害時に焦らず行動できるよ
うにする「防災カード」を作成した。常に防災ポーチに入れて携帯できるよ
うに、コンパクトにした。

図は、カードを広げた状態のものである。上【表面】：災害時に役に立つ
アプリやサービス、災害時の行動を示した。主に外出中の災害を想定してい
るため、家の中での行動に加え、外にいる時、エレベーター内にいる時など、
状況別に外出時での行動の仕方を書いた。また、防災ポーチは女性向けなの
で、実際に避難所などで起こった問題をもとに、女性向けの情報を載せたの
が特徴である。下【裏面】：家族で災害時を想定した話し合いをし、書き込
むことができる欄を設けた。話し合いを行うことで防災意識を高め、災害時
も焦らず
行動でき
る。

年度課題研究Ⅰ

下表は、試作を経て、改良したポーチの内容物である。私たちの視点とアン
ケートから、必要なものを考え、内容を決定した。試作後に、感染症対策と衛生
面から、紙石鹸を追加した。また、食料は、アレルギーや衛生上の問題があり、
ポーチに入れて販売するのが難しいため、購入者自身で入れてもらうこととした。
さらに、マスクを清潔に持ち歩くためのマスクケースも追加した。

←
図1

６.まとめ
これまでの災害においては、女性が災害弱者となることがあった。社会全体

の防災に対する意識を高めるだけでなく、まずは女性たちに、災害時のことを
現実的に想像してもらい、自分で自分を守る意識をもってもらうことが肝要だ
と考える。

私たちがポーチを作り、販売することで、女性、特に若い人々の防災意識を
高められればと思う。私たちの防災ポーチによって、誰もが防災を身近に感じ
られて、意識を常に持てる社会に繋がれば幸いだ。

→
図2

アンケート結果と考察
ターゲットとする若い女性の防災対策の現状と防災グッズのニーズを調べる

ため、2020年8月に本校の生徒対象にアンケート調査を実施し、170件の回答を
得た。回答数は多いとは言えないが、ターゲット層の実際の意見であること、
回答の質を踏まえ、一般化してもよいと判断した。結果は次の通りである。

・家に防災バッグを置いている人…60.6％
・防災グッズを持ち歩いている人の割合…26.5％
（ただし、防災グッズの定義は回答者個人の判断による。）

このことから、防災バッグが家にある人は多いが、防災グッズを持ち歩いて
いる人は少ないことがわかる。よって、いつ、どこで地震があっても対応でき
るよう、携帯できる防災グッズの開発が必要であると考えた。
・防災グッズを持ち歩いていない人（125人）の理由で多かったもの

→意識したことがない(59.2％)・何を入れたらよいかわからない(30.4％)
・防災ポーチの値段→「500～1000円なら買う」が57.1％
・防災ポーチのサイズ→文庫本の厚さ2冊以下なら持ち歩く人77％
・自由記述欄では、ポーチのデザインを重視する意見や、持ち歩きやすさを求
める声が多かった

以上より、防災ポーチについて、
・販売価格は、高校生も手の届きやすい800円前後
・災害時に役立つパンフレット付で、防災意識を高められるもの
・常に携帯できるよう、できるだけコンパクトで持ち歩きやすいもの
・若い女性が持ち歩きたいと思うおしゃれなデザイン
を目標に設定した。

←
図3

図３は、図２の物をポーチに
収め、上から撮影したもの。
文庫本2冊と少し程度の大きさ、
200g強となった。

図1は、ポーチに
含まれている物。
図2は、購入者自
身が入れるもの
も含めたポーチ
の内容物。
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観察 茶柱縁起茶を使い、茶柱が立つ様子を観察する
観察方法：「茶柱縁起茶」※１を水を入れたビーカーの中に入れ※２、入れてから30分間の経過を観察
する。
※１茶柱縁起茶は天然の茎ではなく、緑茶の粉末と上新粉とを茎のような形状に固めたものである。
※２通常、茶を入れるときには湯を使うが、ここでは先行研究（国際基督教大学「茶柱の立ちやさ」）
より、「水温よりも茎の個体差が茶柱の発生の要因となりうる」ということから毎度同じ条件で実験す
るために水道水を使用する。

結果：

観察、インタビューを終えての考察：茶柱が立つ直接的な要因が何なのかはわからなかった。しかし、
茶柱が立っているときに重心の位置が茎の下側にあることは自明である。また、インタビューを通し
て、茎の片側だけを焼くことによって茶柱が立っているという手がかりを得られた。煤の性質を調べて
みると、煤は疎水性の物質だということがわかった。茎の上側についた煤が、茎に水を浸透させにくく
することによって上側の浸透した水の質量は下側に比べて少なくなっていて、もともと茎の中心にあっ
た重心が下側へと移動しているのではないかと考えた。

0分

５分

30分

水に入れ
る前

水から取
り出した
後

・きれいな円柱形
・上側がわずかに黒くなっているよう
に見える
・水中で黒くなっている方を上に
して立った
・黒い部分は色が濃くなった

・下側が二股に割れた

・同じ位置で二股のまま静止してい
た
・下側が上側に比べてもろくなっ
ていた
・上側は濃い黒色に変色していた
・下側の断面は中空になっていた

茶柱のメカニズム～100％立つ茶柱を作る～
2020年度課題研究ⅠⅠ お茶の水女子大学附属高等学校 2年 地球環境科学 沓沢葉子 林麗香

研究動機
絶対に立つ茶柱という商品があることを知り、茶柱が立つ仕組みを解明したいと思った。そこで、茶
柱が立つ秘密は茎にあると考え、茎に注目して実験をすることにした。そして、私たちでできることで
茶柱を立たせる方法があるか探ってみたいと思った。

考察：水に入れるとすぐにたったこと
と、5分後に下側だけが二股に割れ、30
分後に上側と下側で硬さや色にちがいが
あった。
→茎の上側と下側で何かが異なっている
のではないか。

茶柱縁起茶を販売している縁起茶本舗へ
のインタビュー
質問：なぜ茎の片側だけが水に入れる前
から黒くなっているのか。
回答：茎の片側だけを焼いているため。
→なぜ焼いているのかは答えが得られな
かった。

茶柱が立つ仕組みの仮説
観察とインタビューから、茶柱が立っているとき、茎の上側と下側では何らかの違いが生じていること
がわかった。また、茶柱が立っているときには、重心が下側にある。そこで、重心の位置が下側になる
まではどうなっているのかを仮説A、仮説Bとして2通り考えた。
仮説A：水に入れる前は重心の位置は中心にあるが、水に入れると上下で水の浸透のしやすさに違いが
あるため、重心の位置が次第に変化する。
仮説B：重心の位置は水に入れる前から中心になく、端にずれている。
：重心の位置

普通の茎を茶柱として立たせるために、茎に仮説A、仮説Bに基づく加工を施す。

◁図１ 中心にあった重心が
徐々にずれる。
仮説A：両側で水の浸透しやす
さが異なるので、増加する水
の質量に違いが生まれ、重心
の位置が変化する。

◁図２ 水に入れる前から重心
の位置がどちらかにずれてい
る。
仮説B:もともと両側で茎の密度や
質量、体積が異なり、茎の重心
が中心に存在しない。

実験1 茶柱縁起茶にならい、茎を焼く実験
方法：無作為に茎を選び、半分まで焼いた茎（図３）(以下焼いた茎)と何も加工しない茎(以下焼いてい
ない茎)を用意する。使用する茎は密度、重さが均一の円柱であると仮定する。したがって、重心は茎
の中心にあると考えられる。茎を焼くのはあくまで煤をつけるための作業であるため、焼く際に、茎の
質量が変化しないように茎が灰になったものは除いた。
（１）焼いていない茎 100本、1分間 （２）焼いた茎 100本、1分間
（３）焼いていない茎 50本、30分間 （４）焼いた茎 50本、30分間
を用意する。茎の本数の後ろに書いてある時間は、茎を水に入れておく時間である。水に入れる時間を
1分間と30分間で設定したのは、水が茎に浸透するのにどれくらい時間がかかるかわからないためであ
る。設定した時間になったら、茎の様子を観察する。また、水の浸透を確かめるため、実験前で加工後
の茎と実験後の茎の重さをはかる。

結果：実験後の茎の様子を4つに分けた。（図４）
㋐水面で茶柱が立っている。
㋑水槽の底で茶柱が立っている。
㋒水面で茎が横たわっている（浮いている）。
㋓水槽の底で茎が横たわっている（沈んでいる）。

考察：水の浸透が1分間で行われていれば（２）、30分間で行われていれば（４）で㋐、㋑が多くなる
と予想していたが、予想とは違い、（１）～（４）で実験結果に大きな差はなかった。しかし、㋐、㋑
の状態の茎はすべて焼いた側が上側になっていたので、焼くことが重心の位置を変化させたといえる。
また、茎の重さについては、重さの増加率から（１）、（２）は重さの増加率が等しいため、焼くこと
による水の浸透をしにくくする効果は表れていなかったと考えられる。（３）、（４）については、増
加した重さにほぼ2倍もの差があるため、焼くことによる水の浸透をしにくくする効果が表れていたと
考えられる。したがって、1分間では水は十分に浸透しないが、30分間では水が浸透していると考えら
れる。

反省：水が浸透していたのにも関わらず、実験結果に差がなかった原因として考えられるのは、
①水が浸透していたのは茎の片側だけでなく、茎の管により毛細管現象が起き、茎全体で水をほぼ均等
に吸収していて、重心の位置に変化がなかった。→毛細管現象を防ぐ方法を考える。
②重さの増加分とは、茎の表面に付いていた水と茎内部に浸透した水の合計の重さのことである。その
ため、表面に付いていた水が多いと重さの増加分が大きくなってしまい、茎内部に浸透した水が多かっ
たようにみえてしまう。→茎についた余分な水を払い落とす。
③茎の元の重心の位置が中心にはなく、仮定された茎とは異なるものがあった。→選別する茎に制限を
設ける。

結論：この実験では、仮説Aのみをはたらかせて茶柱を立てようとしていたが、茎の選別を特に工夫せ
ずに行ってしまったせいで、茎の重心が中心になさそうなものも多くあり、仮説Aだけがはたらいてい
る実験とは言い難かった。そのため、どちらの仮説が茶柱を立たせる方法として有効なのかを調べるに
は、今後は仮説A、仮説Bだけがはたらく実験を行うべきである。

←上側を焼く

←下側は加工しない

△図３ 半分まで焼いた茎

㋐水面で立つ

㋑底で立つ

㋒水面で横た
わる（浮く）

㋓底で横たわる
（沈む）

△図４ 実験後の茎の様子

※３ 重さの増加率とは、水に入れる前
の茎の重さを、水に入れた後の茎の重さ
から水に入れる前の茎の重さを引いたも
ので割った値。

参考文献
・金光学園「茶柱の発生要因」 参照日：2020/9/23 http://www.konkougakuen.net/ssh%20hp/2013phy_29.pdf
・国際基督教大学（ICU）「茶柱の立ちやすさ」 参照日：2020/9/23 http://subsites.icu.ac.jp/people/okamura/education/ge/projects/2015/2015G10/index.html
・縁起茶本舗「茶柱縁起茶-茶柱が立つお茶」 参照日：2020/9/23 http://www.engicha-honpo.com/
・日本化学会近畿支部「小中高生の化学のページ-Q169すすはなぜ水をはじくのですか？」 参照日2020/9/23 http://kinki.chemistry.or.jp/pre/esa-169.html
・農林水産省 子どもから、「茶碗1杯のご飯はお米何粒？また、稲だと何株？」と質面されました。目安を教えてください。 参照日：2021/1/28 https://www.maff.gp.jp
・住友化学株式会社 i-農力 國武先生のコシヒカリ物語 第5話 参照日 2021/1/29 https://www.i-nouryoku.com/agora/koshihikari/vol05.html
・大量炊飯の調理学的研究-J-Stage 参照日 2021/1/29  https://www.jstage.jst.go.jp/article/cookeryscience1968/7/4/7_187/_pdf
・楕円体の体積-高精度計算サイト-Keisan-CASIO 参照日2021/1/29 https://keisan.casio.jp/exec/system/1169425933

これからの展望
今回の実験では、「100％」立つ茶柱を作ることはできなかった。また、どこに重心が移動すれば茶柱
が理論上立つのかを正確に求めることができなかった。よって、今後は、茎の先端に付けるおもりの重
さを調節するなどして仮説Bの実験を重ね、茶柱が立つのにはどれくらい重心の位置が移動したらよい
のかを求めたい。

実験２、実験３を通しての考察、結論
実験２、実験３を通して、実際に重心の位置がどこに移
動したのかを知りたくなった。そこで、実験結果をもと
に茎の長さを10.00㎜であるとして、実験後の重心の位
置を計算した。（図10）茎A`、茎B`＜仮説Bの茎で立っ
た茎が多かったのは、重心の位置が茎A`、茎B`＜仮説B
の茎で端に偏っているからだと考えられる。
▷図10 実験後の茎A`、茎B`、仮説Bの茎の重心の位置

3.086mm

茎A`

3.136mm

茎B`
0.868mm

仮説Bの茎

実験３ 茎の片側に米粒を刺し、仮説Bを検証する実験
方法：仮説Bだけが作用する茎を作る。
①8.0mm～12mmの円柱型の茎を50本用意する。その茎の先端を米粒に刺し、図８のような茎を作り、
乾燥させる。米粒に刺すときの注意点としては、米粒の中心が茎の先端に来るように刺すことであ
る。これにより、茎の大きさの個体差を減らすことができると考えられる。米粒を先端に刺すことで
茎の片側だけに質量が増やされ、重心の位置が変化する。今回は質量を加えるためのおもりとして米
粒を選んだ。
②茎が用意できたら、水槽の中に茎を置き、水を入れる。水面の揺れが収まったら茎の様子を実験１
の図4と同様に観察する。実験１、実験２とは違い、茎への水の浸透を防ぐため水に入れる時間はなる
べく少なくする。

結果：

㋐、㋑ではすべての茎が米粒側を下側にして立っていた。
考察：実験３では、今までの実験とは異なり、㋐、㋑の本数が多くなっていた。これは、仮説Bによっ
て茶柱が多く立ったのだといえる。実験結果から、「なぜ実験３では、立った茎の内、底で立つ茎の
割合が大きいのか」という疑問が生まれた。茶柱が水に浮くか沈むかは茶柱全体の密度によって決ま
る。そこで仮説Bの茎の密度を計算してみた。

【仮説Bの茎の密度（g/cm³）を求める】

△図８ 仮説Bの茎

←米粒を先端に刺す
㋐上で立つ（％） ㋑底で立つ（％） ㋒浮く（％） ㋓沈む（％）

仮説Bの茎 54 18 28 0

検証：仮説Aだけがはたらく茎か検証する。
（１） 8.0mm～12mmの円柱型の茎を50本ずつ3組用意し、それぞれ50本ずつの重さをはかる。水に1時
間浸して乾燥させる1組目を茎A、水に1時間浸した後、凍らせて、解凍したら乾燥させる2組目を茎B、
何も加工しない3組目を茎Cとする。
（２）加工し終わった重さをはかる。
（３）実際の実験同様に30分間水につけ、時間になったら水から取り出して重さをはかる。この時、
茎の外側の水はなるべくついていないようにする。
検証結果：

考察：茎A、茎Bは実験に使える茎なのか。
検証の結果より、茎A、茎Bはともに加工前の重さよりも加工後の重さの方が小さくなっている。これ
は加工の際に、茎を水につける工程で茎の周りについていた乾燥していた葉がふやけて茎からはがれ
てしまうためだと考えた。実験では片側だけに加工をするので、加工によって重さの変化が起きると
重心の位置が中心からずれてしまう。よって、茎に葉があまり付着していないものを選ぶことによっ
てこの重さの減少量は減らせると考えた。変化率②から、予想通り、茎A、茎Bは、何も加工をしてい
ない茎Cよりも浸透した水の重さの茎に対しての割合が大きかった。ここから、「茎の構造をもろくす
るためには、茎を水につけてふやかし、乾燥させる、もしくは、茎を水につけてふやかし、凍らせ
て、解凍した後に乾燥させればよいのではないか」という私たちの仮説は正しかったといえる。した
がって、茎A,茎Bの加工を茎の片側だけに施した茎は仮説Aによって茶柱が立つのかを調べる実験に使
うことができる。

方法２：方法１で検証した加工法を用いて、仮説Aの茎で茶柱が立つのか実験する。
茎Aの加工を半分だけ施した茎A`、茎Bの加工を半分だけ施した茎B`、茎Cをそれぞれ50本ずつ用意す
る。水槽に水を張り、茎を入れ30分間放置する。30分後の様子を実験１の図４と同様に記録する。

実験結果：

た水が加工していない側に吸い上げられ、茎の上下で水の浸透による重さに差が作れなかったのでは
ないか。（図６）②水の浸透は期待通りに茎の加工をした側にのみ行われたが、水の浸透による重心
の位置のずれは茶柱が立つまでには不十分だったのではないか。（図７）ということを考えた。

結論：仮説Aだけが作用する茎を作ることはできたが、その茎によって茶柱を「100％」立たせること
はできなかった。茶柱が立たなかった原因として考えられるのは、毛細管現象による水の吸い上げ
か、浸透した水の量の不足、またはその両方である。

▲加工した側と加工していない側
で確かに水の浸透に差はあり、重
心の移動もあるが、茶柱が立つに
は十分でない。

：浸透した水
：重心

△図７ 茶柱が立たなかった
のはなぜか②

※4 変化率①とは、（加工後の茎の重さ（ｇ））÷（加工前の
茎の重さ（ｇ））加工による茎の重さの変化を表す。
※5 変化率②とは、茎ABは、（実験後の茎の重さ（ｇ））÷
（加工後の茎の重さ（ｇ））、茎Cについては、（加工前の茎の
重さ（ｇ））÷（実験後の茎の重さ（ｇ））である。実験に使
う茎にどれくらい水が浸透したかを表す。

加工前の
茎の重さ
（ｇ）

加工後の
茎の重さ

(ｇ)

実験後の
茎の重さ
（ｇ）

変化率①
※4

変化率
②※5

茎A 0.335 0.228 0.731 -13.90% 221%
茎B 0.465 0.271 0.801 -41.80% 195%
茎C 0.372 なし 1.012 なし 172%

考察：実験結果から、茶柱が加工の効果によって立つとは言
えなかった。そこで、「検証から、加工をした側は水が浸透
しやすくなっているということは証明されたというのに、な
ぜ、茶柱が立たなかったのか。」という疑問が生まれた。そ
の答えとして、①毛細管現象によって、加工した側に浸透し

▲1⃣ 加工を施した茎
A`、茎B`

▲2⃣ 茎A`、茎B`に水が浸透
する。〇は浸透した水を表
す。加工をした側から水が多
く浸透する。したがって、重
心の位置は中心からずれる。

▲3⃣ 浸透した水が茎の中の
維管束によって吸い上げら
れる（毛細管現象）。

▲4⃣ 毛細管現象によっ
て、次第に茎の中の浸透
した水の位置に偏りがな
くなり、重心の位置は中
心に戻る。

△図６ 茶柱が立たなかったのはなぜか①

実験２ 茎の構造に着目し、仮説Aを検証する実験
方法１：仮説Aだけが作用する茎を作る。つまり、水の浸透のしやすさをもとの茎とは違うものになる
よう加工する。
今回は茎の構造に注目し、茎の構造を片側だけもろくすることで、もろい側が含むことのできる水の

量が増え、重心の位置を変えられるのではないかと考えた。茎の構造をもろくするためには、茎を水に
つけてふやかし、乾燥させる、もしくは、茎を水につけてふやかし、凍らせて、解凍した後に乾燥させ
ればよいのではないかと考えた。実験では今回の加工を茎の片側だけに施し両側で水の浸透した重さに
差を作る。
仮説Aだけがはたらき、実験に使える茎であることを証明するために、の２つを検証する必要があ
る。①茎に上記の加工を施すことによって、何も加工をしない茎に比べ、浸透する水の重さが変化して
いること。②加工によって茎の重さが変化していないか。

半径1.0㎜の円

厚み1.8㎜

10㎜ 5.2㎜

3.6㎜

茎：重さ 7.81× 10-3ｇ
体積 3.14× 10-2㎝³

米粒：重さ 4.62× 10-2ｇ
体積 4.62× 10-2ｇ

△図９ 仮説Bの茎の密度 0.686g/㎝³

計算すると、長さ10mm、直径2.0mmに大きさが近く、平均
的な大きさの米粒がついている仮説Bの茎は、理論上「㋐上
で立つ」ことがわかった。しかし、仮説Bの茎の密度
0.686g/cm³という値は、水の密度1.000g/cm³に近く、茎の体
積が小さかったり、米粒が計算した値よりも大きかったりす
ると仮説Bの茎が水の密度よりも大きくなり、底で立つとい
う結果になる。
他の実験と比べるために同様の方法で実験２の茎A`、茎B`

についても密度を計算した。茎の重さは茎A、茎Bの加工前の
重さを使用し、浸透した水の質量は、｛（実験後の茎の重
さ）ー（加工後の茎の重さ）｝÷２で計算した。これは、実
験２の方法２では茎A`、茎B`の加工した側だけに水が浸透し
たと仮定したためである。計算したところ、茎A`の密度は

0.306g/cm³、茎B`の密度は0.341g/cm³となった。これは、それぞれ仮説Bの茎の0.45倍、0.50倍の密度
であり、なぜ実験２よりも実験３で、水槽の底で立つ、横たわる茎が多かったのかは、茎の平均的な
密度の差から読み取ることができる。
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定定義義
℃℃以以上上ををヒヒーートトアアイイラランンドド現現象象とと定定義義
気象庁のウェブによれば、「都市の気温が周辺の気温よりも高くなる現象」と定義され

ている。そこで私たちは、国土地理院と気象庁のデータを基に作成した図 より「そこに都
市がなかったと仮定した場合に観測されると思われる気温に比べて、2℃以上気温が高い状
態」と定義した。 ℃以上高い地域は、図 の赤く示されている部分である。
なお、「 ℃以上」と定義した根拠は、都内有数の都市内緑地である皇居では周辺市街地

と比べて気温が ～2.2℃低いこと 年 月の調査 、米国環境保護庁が 万人都市では
都心の気温が周辺の地方と比べて ℃高くなる可能性があると公表したことである。

内内容容
ⅠⅠヒヒーートトアアイイラランンドド現現象象とと集集中中豪豪雨雨のの関関係係
ヒートアイランド現象によって気温が上昇すると、上昇気流が発生しやすくなり、集中豪

雨が増加するという論がある。これを検証するため図 を作成した。このグラフは都市化率
観測地点を中心とした半径 ㎞の円内における人口被覆率 と過去 年間の集中豪雨の回数の
平均値で相関を取ったものである。相関係数は となり、正の相関がみられたため、都
市化と集中豪雨の発生は関係があるといえる。

遮遮熱熱性性舗舗装装 保保水水性性舗舗装装

路面温度の上昇
につながる赤外
線を反射する

吸収した水分を
蒸発させる

路面温度上昇を
防ぐ

周囲の熱を奪う

ククーールルにに解解決決！！
ヒヒーートトアアイイラランンドド

年度課題研究Ⅰ
お茶の水女子大学附属高等学校 年地球環境学
清水絵里・岩崎華佳・岩山愛海・川端佑果・平賀千巴夜

ははじじめめにに
ヒートアイランド現象を解決するには

膨大なコストがかかる。私たちは、ヒート
アイランド現象の効率的な解決策は何かと
疑問に思いつつ、研究を始めた。
ヒートアイランド現象の原因は、人工

排熱の増加、地表面被覆の変化、都市形態の変化が挙げられる。研究を進める中で、
ヒートアイランド現象と集中豪雨に関係があるという論を見つけたため、地表面被覆
に注目した。

優れた
透水能力

透水性アスファルト舗装と比較し、透水係数が約 倍であり、高
温時の空間つぶれがなく、透水性機能を長く維持できる。

ヒート
アイランド現象の抑制

アスファルト舗装と比較し、舗装の表面温度が ～8℃程度低く、
降雨後は雨水の気化潜熱によりさらに温度上昇を抑える。

雨水流出抑制 優れた透水能力、貯留浸透能力により、急激な雨水流出を抑制し、
都市型水害対策に有効。地下水の涵養や地中の生態系の保持、樹
木の発育にも寄与する。

メンテナンス 土砂等による空隙詰まりを約 年に 度、高圧洗浄機で回復させる
必要がある。

コスト 一般のアスファルトの約 倍。

図 より引用

図 より作成

図 より作成 図 より作成

図 より作成

参参考考文文献献
「【ゲリラ豪雨傾向 】ゲリラ豪雨の総発生回数は昨年比 倍、ピークは 月

上旬予想」
）一般社団法人渋谷区 協会「 について」 ）
株式会社佐藤渡辺「環境景観カタログ」 発行
国土交通省「遮熱性舗装」
国土交通省国土地理院「国土地理院ホーム」
国土交通省気象庁「 都市化率と「平均気温等の長期変化傾向」

国土交通省気象庁「ヒートアイランド現象の要因はなんですか？」

最大で 度も下がる！ヒートアイランドを軽減させる「凄い計算」

東京都環境局「保水性舗装・遮熱性舗装」

内閣府「中川・綾瀬川の人々の暮らしを守る、地下放水路 首都圏外郭放水路」

平野勇二郎「打ち水によるヒートアイランド緩和効果のシミュレーション効果」

ⅡⅡ地地表表面面被被覆覆のの改改善善
地表面被覆の改善をすることは、集中豪雨の発生防止、集中豪雨による災害の防

止につながる。そこで保水性舗装、透水性舗装のどちらの能力の兼ね備えた㈱佐藤
渡辺のパーミアコンに着目した。両舗装の特徴について図 にまとめた。
パーミアコンとは水を素早く通すコンクリート舗装で、集中豪雨による被害の解決
に向けて開発された。
㈱佐藤渡辺にインタビューした結果分かったパーミアコンの特徴を図 にまとめた。

ⅢⅢパパーーミミアアココンンをを用用いいたた実実験験
目 的：パーミアコンの持つ保水性は、透水性の機能により透過した水を地表面温度の

上昇を抑えるために活用でき、ヒートアイランド現象の解決につながる。そこで、
保水性に注目し、パーミアコンを実際に活用した場合、効果がどの程度あるのか
を調査した。

保水性舗装 パーミアコン の吸水量を調べる
実験用具：パーミアコンサンプル ㎤ 、メスシリンダー、ビーカー、受け皿
実験手順：
①メスシリンダーで水を はかる
②ビーカーに水を移し、受け皿に置いたパーミアコンにかけ、あふれた水をビーカーに戻す
③②を５回繰り返す
④受け皿にたまった水をメスシリンダーに移し、数値を読み取る
結 果： 吸収した(100ml→77.5ml)
考 察 ：実験より、パーミアコンの吸水量 ㎤＝降水量 ㎜までは吸水できる。実際
にヒートアイランド区域 図 の赤く示された部分 の道路面積の約半分 ㎢ に厚さ で舗
装すると考えると、全体で × ⁵㎥吸収できる。
比 較：首都圏外郭放水路 洪水を防ぐための貯水施設 は × ⁵㎥貯水できる。
考 察 ：・日積算蒸発量 ㎜ 日・晴天条件では最高気温の 時の時点で、 ㎢で × ⁴㎥
の水が大気から ℃の熱を吸収する。
パーミアコンは ㎢で × ⁴㎥の水を最大で保持する。よってこれらから散水車を用いた打
ち水より、大きな効果を果たす。

図 より引用

▲インタビューの様子▲パーミアコンの実験

ままととめめ
私たちは今回ヒートアイランド現象対策において地表面被覆の改善に注目しパーミアコン

を用いることで、それがもつ保水性と透水性によりふたつの観点からアプローチをした。ま
ず保水性によって都市部の気温上昇を抑えること、そして透水性によって気温上昇に付随し
て起きる集中豪雨による浸水 内水氾濫 の予防だ。実験結果などよりパーミアコンはヒート
アイランド現象による問題に対し大きく貢献することが期待される。しかし導入に向けては
費用やメンテナンスの課題などまだまだ懸念事項は多い。
持続可能な社会を考えるうえで、環境は私たちの生活の

基盤になるものだ。ヒートアイランド現象を改善する
ことで、住みやすい街を作ることは の
「住み続けられるまちづくりを」につながる。
また ウエディングケーキモデルでも、 達成の
土台となる一番下の層に 「気候変動に具体的な対策を」
が入っている。都市部ではヒートアイランド現象が深刻な
問題だ。ヒートアイランド現象を改善することが、

達成につながり、より住みやすいまちづくりに
つながると考える。
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地地球球温温暖暖化化 ～～世世界界ののCO₂濃濃度度おおよよびび気気候候変変動動ととのの関関係係～～

～～

2020年度課題研究Ⅰ お茶の水女子大学附属高等学校２年 地球環境科学 齋藤真理子、寺嶋桜子

１１．．動動機機・・目目的的 ２２．．方方法法

３３．．調調査査内内容容

４４．．考考察察 ５５．．今今後後のの課課題題

地球温暖化の急速な進行が問題となっており、その解決策として二酸化炭素 (以下CO₂) を始めとす

る温室効果ガスの排出量の削減が求められている。しかし、私たちが日々CO₂を排出する行為が深刻

な気候変動を引き起こすまでの一連の流れを想像することは難しく、それが地球温暖化対策を遅らせ

ている要因の一つだと考えた。本研究では「世界各地で排出されたCO₂は地球上でどう広まるのか」

また「地球温暖化は気候変動にどのような影響を及ぼすのか」について探究を行った。

初めに論文などを用いた文献調査を行い、 大気中のCO₂濃度の上昇が地球温暖化の主な原因であ
ることを確認した。次に、総務省統計局や地図帳の国別統計データを用いてGISソフト
「MANDARA10」による地図作成を行い、地球上のどこでCO₂が多く排出されているのか調査し、
温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」によって観測されたCO₂濃度の実測データとの比較を行っ
た。また、気候学者である東京都立大学名誉教授の三上岳彦先生にご指導をいただいた。

図２では、 2014年の国別年間CO₂排出量(t) から、森林の光
合成による2015年の国別年間CO₂吸収量(t)※を引いた値を国土
面積(km²)で割ることで、面積当たりCO₂残留量(t/km²)＝空気の
移動がないと仮定した場合のCO₂濃度を表したものである。

図１と比較すると、アメリカ合衆国、ロシア、南アメリカな
どでは、森林による光合成がCO₂残留量に大きく影響している
ことが考察できる。

※ 2015年の国別年間CO₂吸収量(t)の算出方法
森林千km²当たり平均36.7万t（炭素量換算で10万t）のCO₂吸収
(文献5より)が見込まれるため、
CO₂吸収量(t) =36.7万(t/千km²)×国別の森林面積(千km²)

図１は、2014年の国別年間CO₂排出量(t)を国土面積(km²)
で割った面積当たりCO₂排出量(t/km²)を表している。

北半球の中緯度に位置するヨーロッパ、中国、アメリカ
合衆国などで面積当たりCO₂排出量が多くなっている。こ
のうち、ヨーロッパが多くなっているのは面積が小さく人
口密度が大きい国が集中しているためだと考察できるが、
中国やアメリカは広大な国土を持つにも関わらず多くなっ
ている。また、アフリカやオーストラリアでは面積当たり
CO₂排出量が少ない。

図１では森林などの光合成によるCO₂吸収を考慮してい
ないため、実際は、森林面積の大きい国では実質的なCO₂
排出量が少なくなっているはずである。→図２へ

図３、図４は温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」によって観測さ
れたCO₂濃度の実測データである。（文献7より引用）
図１、図２とは異なり、実際のCO₂濃度は地点よる大差がなく、特

に緯度の近い地点どうしではCO₂濃度がほぼ同じであることがわかる。
また、北半球と南半球を比較すると、季節によってCO₂濃度が変化

していることがわかる。植物の光合成は春から秋にかけて活発になり、
秋から春にかけて不活発になる。図３は北半球が春の初めであるため、
CO₂濃度1年で最も高い状態になるが、9月はこの逆になる。

(1) 世世界界各各地地でで排排出出さされれたたCO₂₂はは地地球球上上ででどどうう広広ままるるののかか

(2) 地地球球温温暖暖化化はは気気候候変変動動ににどどののよよううなな影影響響をを及及ぼぼすすののかか

図５は1880年以降における気温上昇の度合いを表したグラフである。世界のCO₂濃度は200年
以上前から上昇し続づけていることが観測されているが、図５を見ると、ここ数十年は特に気温
上昇が著しい一方で、1940～1980年頃にかけては停滞している。つまり、CO₂濃度の上昇と気温
上昇は必ずしも比例していない。
図６は1979～2019年の期間において「年平均気温が10年ごとに平均で何℃上昇したか」を緯度

経度ともに５度で区切った領域ごとに示した地図である。気温上昇は世界全体で起きているもの
の、上昇の割合は世界で一様ではないこと、また、海上より陸地の方が上昇しやすく、特に北半
球の中～高緯度地域の上昇傾向が大きいことがわかる。

図1 図2

【まとめ】
「CO₂排出量－CO₂吸収量」の推定値はヨーロッパ、東アジア、

南アジアなどではプラスに、ロシアや豊かな熱帯林があるアフリカ、
南アメリカなどではマイナスになっており、実質的なCO₂排出量は
地点によってばらつきが大きいことが分かる。…①
一方、CO₂濃度の実測データによれば、排出されたCO₂は地球全

体にほぼ均一に広まっていることがわかる。また、濃度には多少の
南北差があるものの東西差はほぼ無く、これは偏西風の影響と考え
られる。…②

大大気気循循環環にによよっってて、、CO₂₂はは地地球球全全体体にに容容易易にに拡拡散散すするる

地表付近の気候は「宇宙から入ってくるエネルギー」と「地表から出ていくエネルギー」の
バランスで決まる（図７）。太陽からの熱エネルギーは常にほぼ一定だが、地球の大気中に存
在する塵などの微粒子がどれほど日光を遮るかによって、地表に届くエネルギー量は変わる。
・Dimming期（大気汚染が激しく、日射量が少ない） →気温が下がる
・Brightening期（大気が綺麗なため、日射量が多い） →気温が上がる

①①近近年年のの気気温温上上昇昇のの様様子子

②②実実際際ののCO₂₂濃濃度度

①①面面積積当当たたりりCO₂₂残残留留量量のの推推定定値値

②②主主なな気気候候変変動動のの要要因因（（地地球球温温暖暖化化以以外外））

(1) 大大気気循循環環にによよっってて、、CO₂₂はは地地球球全全体体にに容容易易にに拡拡散散すするる

大量のCO₂を排出する国が１ヶ国でもあれば、その周辺地域だけではなく地球全体のCO₂濃度が
上昇してしまうという意識を持ち、世界各国が一丸となってCO₂削減に取り組む必要がある。まず
は全ての国がCO₂をできるだけ排出しないよう努力し、特に先進国は発展途上国に対して技術支援
を行うなど、リーダー的役割を果たしていかなければならない。
また、光合成によるCO₂吸収効果が期待できる森林はまさに “地球の” 肺と言えるため、豊かな自

然を持つ国々は森林保全を行う必要があり、それ以外の国も他国の活動を積極的に支援するなどの
国境を越えた取り組みが行われるべきだと考える。

(2) 短短期期的的ににはは、、地地表表付付近近のの気気候候はは大大気気のの状状態態（（大大気気汚汚染染ななどど））にによよっってて大大ききくく左左右右さされれるる
ししかかしし長長期期的的ににはは、、地地球球温温暖暖化化はは気気候候変変動動のの一一要要因因ととししてて確確実実にに気気温温上上昇昇をを後後押押ししししてていいるる

地球温暖化がさらに進行すれば、太陽光を反射する氷雪面積が減り、吸収する海面積が増えて、
ますます気温が上昇するという悪循環に陥ってしまう。

また、今後さらに大気汚染が改善されれば、気温上昇がより深刻になることも予想される。

地球温暖化が取り返しのつかない、今や差し迫った環境問題になっていることを踏まえ、一刻も
早く対策を講じなければならない。

図3 (2016年3月) 図4 (2016年9月)

図6 (文献9より引用)図5 (文献11より引用)

図7  (文献10より引用)

図５では1940～1980年頃が
Dimming期だったが、後に大気汚
染が改善されてBrightening期に入
ったと考えられる。
このように、数十年単位で見る

と、地表付近の気候は大気の状態
によって大きく左右されるが、よ
り長いスパンで見れば、地球温暖
化は気温上昇を確実に後押しして
いると言える。
また、今後さらに大気汚染が改

善されれば、短期的にも大幅な気
温上昇が起こる可能性がある。

今回の研究を通して、地球規模でのCO₂削減の重要性を改めて痛感した。
今後は、カーボンオフセットや自然エネルギーの利用、個人規模でのCO₂削
減（節電、エシカル消費…etc.）などによる既存の対策は果たしてどれほど

の効果があるのか検証し、同時に新たな対策についても考えていきたい。ま
た、それぞれの地域の地理的特徴に基づいた効果的なCO₂削減方法について
も模索してみたい。

６６．．参参考考文文献献
1)Ning Zeng他「How strong is carbon cycle‐climate feedback under global warming?」『Geophysical
Research Letters 』https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2004GL020904 (2020-09-10)

2)井上元「シベリア凍土地帯における温暖化フィードバックの評価に関する研究」
https://www.env.go.jp/earth/suishinhi/wise/j/J93B0400.htm (2020-09-23)
3)帝国書院「新詳高等地図帳」2019年
4)総務省統計局「世界の統計2020」https://www.stat.go.jp/data/sekai/0116.html(2020-09-16)
5)地球環境研究センターhttp://www.cger.nies.go.jp/ja/library/qa/7/7-2/qa_7-2-j.html(2020-09-17)
6)「私の森.jp」 https://watashinomori.jp/quiz/quiz_35.html(2020-09-23)
7)国立環境研究所他「GOSAT Data Archive Service」
https://data2.gosat.nies.go.jp/gallery/fts_l3_swir_co2_gallery_en.html(2020-09-10)
8)気象庁「地球温暖化について」https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/faq/faq6.html(2020-09-01)
9)気象庁「世界の年平均気温」 https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_wld.html(2020-09-15)
10）Martin Wild「Global Dimming and Brightening」2015年
11）三上岳彦「地球温暖化と気候変動」2020年

図1、図2は、地図帳(文献3)『世界の国別統計』の
「人口」「面積」「人口密度」「1人あたりの二酸化炭素排出量」
「国土に占める森林割合」のデータを使用して作成
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2020年度 課題研究Ⅰ

ストレスの数値化と軽減
お茶の水女子大学附属高等学校 ２年 生命科学 西山暉子 松下富美子 吉川美輝

テーマ設定の理由
人は、様々なストレスに対処しながら日常生活を送っているが、

ストレス反応が慢性化し解消できなくなると心身に悪影響を及ぼす。
そこで私たちはストレッチと日光浴によるストレスの軽減効果につ
いて研究を行った。カウンセリングや服薬による軽減も一般的だが、
専門知識を必要とするため、日常生活にも取り入れやすい「スト
レッチ」と「日光浴」に着目した。これらは研究によって与えられ
るストレスに差がなく、私たちの研究に最も適していると考えた。

今後の展望
二度の実験を通じて、やはり唾液アミラーゼ活性の値が正しく測

れていないことが考察する上で重大な問題点だと感じた。被験者に
よっては唾液が機械に全く認識されず、異常に低い値が出る場合も
あった。今後はこれを改善するために、唾液を含ませるチップと機
械の仕組みを分析し、より正確な値を出す上で必要な条件を見つけ
る予定だ。
また、ストレッチと日光浴が少なからずストレスの軽減に役立っ

ているということが実験結果と、実験後の被験者の様子を見て感じ
られた。これをより多くの人に共有し、日々のストレスの軽減に活
かしてもらう方法も引き続き検討していきたい。

仮説
ストレッチは、筋肉の緊張をゆる

め血行を促すため、心身のリラック
スに効果的である。
また、日光を浴びると、脳内で精

神の安定や安心感につながり、脳を
活発にはたらかせ、特にストレスに
対して効能があるといわれているセ
ロトニンという神経伝達物質が分泌
される。

↓
ストレスがストレッチと日光浴によって減少し、唾液アミラーゼ活
性の値が減少する。

研究①
〈方法〉被験者（ストレッチ６名、日光浴８名）に５分間の計算
練習をさせた後、ストレッチまたは日光浴を行ってもらう。スト
レッチの前後で唾液アミラーゼ活性を測定し、その変化をストレ
スが軽減された度合いとみなし考察を行う。
〈結果〉

〈考察〉ストレッチ・日光浴ともにその差は小さく大きな効果が
見込めるとは言い難かった。チップに十分な唾液が付着していな
かったこと、口からチップを出してから装置に入れるまでに時間
がかかったことによって全体として値が小さくなってしまった。
さらに日光浴において値が増加した人については、寒さでからだ
がこわばったり人と話すことで興奮状態となったとことが原因だ
と考えられる。

研究②
〈方法〉研究①の考察をもとに、実験方法を以下のように変更し
再度測定を行った。
・ストレス値を高めるための試行 計算問題→豆つかみ
・チップを口に含む時間 30秒→1分
・実験中の状況指定なし→出来るだけ静かに周りと話さないよう
に

・ストレス値を計測する回数を2回から3回（豆つかみ前、スト
レッチ・日光浴前後）

研究内容

今回の研究ではストレッチ（６種類×
２セット）と日光浴（１５分）がストレ
ス緩和にどれくらい有効であるかを検証
した。測定方法としてはストレスを数値
化できる唾液アミラーゼモニターを用い
た。なぜなら、唾液は血液由来であり、
濃度差はあるが血液とほとんど同じ化学
成分が含まれているため化学的かつ信憑
性があるからだ。

※唾液アミラーゼ活性は血漿ノル
エピネフリン濃度（ノルエピネフ
リンとは激しい感情や強い肉体作
業などで人体がストレスを感じた
ときに交感神経の情報伝達物質と
して放出されたり、副腎髄質から
ホルモンとして分泌されたりする
物質）と相関が高いことがよく知
られており、ストレス評価におけ
る交感神経の指標として利用され
ている。計測結果は10kU/L～200kU/Lで表される。

〈唾液アミラーゼ活性と
ノルエピネフリンの関係〉

〈唾液アミラーゼモニター
と専用チップ〉

値に差が大きく見ら
れる場合があり、個人
差はあるもののスト
レッチと日光浴がスト
レスの軽減につながっ
たと考えられる。特に
日光浴の方がストレッ
チよりも減少傾向が大
きかった。しかし、研
究①と同様に唾液の量
に問題があり本来の値
が測定できていないこ
とも多かった。仮説を
検証するためには毎回
正しい測定が行えるよ
うに改善する必要があ
ろう。また、豆つかみ
後、ストレス値が逆に
減少してしまう人もい
た。何にストレスを感
じるかは人それぞれの
ためストレスを数値化
する難しさをまた改め
て実感した。

出典：［３］

参考文献
・さくら薬局、脳内セロトニンの５つの働き、［１］、最終閲覧2020/10/20 http://www.heartweb.biz/15295921415378 ・NIPRO、ニプロ乾式臨床化学分析装置、唾液アミラーゼモニター、最終閲覧2020/10/20 http://www.kdd1.com/keiki/053/cocorometer.html ・厚生労働省 独立行政法人労働者健康安全機構、Selfcare こころの健康気づきのヒント集、最終閲覧2020/10/20
https://www.mhlw.go.jp/content/000561002.pdf ・中野敦行、山口昌樹、唾液アミラーゼによるストレスの評価、2011年、最終閲覧2020/10/20 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjbf/38/1/38_KJ00007476203/_pdf/-char/ja ・厚生労働省、ノルアドレナリン /ノルエピネフリン | e-ヘルスネット、最終閲覧2020/10/20 ・厚生労働省、ストレスとは：ストレス軽減ノウハウ｜こころの
耳：働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト、2020年、最終閲覧2020/10/20 https://kokoro.mhlw.go.jp/nowhow/nh001/ https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/heart/yk-047.html ・泉水宏臣 肥田裕久 藤本敏彦 永松俊哉、精神疾患患者への運動療法ーデイケア施設における実践からの提言ー、最終閲覧2020/10/20 https://www.my-zaidan.or.jp/tai-
ken/research/bulletin/doc/bulletin109_02.pdf ・亀井雄一 榎本哲郎 秋山幸長 内山真 大川匡子 浦田重治郎、光照度光療法が有効であった非季節性うつ病の一例、最終閲覧2020/10/20 https://www.jstage.jst.go.jp/article/iryo1946/52/10/52_10_614/_pdf/-char/ja ・NIPRO、酵素分析装置 唾液アミラーゼモニター、最終閲覧2020/10/20
https://satosokuteiki.com/upload/items/612/daeki_.pdf?_ga=2.157467514.1943174798.1602558784-488902314.1602558784 ・京都府精神保健福祉総合センター、心の健康のためのサービスガイド、最終閲覧2021/1/27 http://www.pref.kyoto.jp/health/health/health09_c.html ・山口昌樹、唾液マーカーでストレスを測る、最終閲覧2021/1/27 https://www.msd-life-science-
foundation.or.jp/banyu_oldsite/symp/about/info/pdf/3-2_066_070.pdf ・信州大学 教授 山口昌樹 zoomインタビュー 2020/11/25

〈結果〉 〈考察〉
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実験方法
１．附属図書館前の池でカメを捕獲する。
２.カメに加速度ロガーをつける。
３．約1日経過したら、カメを再捕獲。ロガーを外
す。
この過程を3回ほど繰り返す。
４.  ロガーのデータと観察記録よりカメの行動の傾
向 を考察する。
５．観察結果と考察から、観察時間外のカメの行動
について推測する。

実験に使用するもの
＊生物： ミシシッピアカミミガメ
( お茶の水女子大学図書館前の池に生息するも
の) 
＊道具： 加速度ロガー（３軸加速度，深度，
環境温度），ビデオカメラ，ノギス、体重計，
エポキシパテ，ケーブルタイ，魚とり網，衣装
ケース

仮説
・カメは変温動物であり、実験時は秋の予定なの
で、動きは活発ではない。
・気温が高い昼のほうが動きが多い。
・遊泳速度は一定ではない。
・先行研究では、ミシシッピアカミミガメに加速
度計を取り付けた事例は確認できなかった。ウミ
ガメに加速度計を付けた研究では、北太平洋のア
カウミガメは冬季でも夏季と同様に活発に潜水を
することがわかっている。

実験結果
・予備実験① 9/29 カメの捕獲練習・観察
・本実験① 11/17取り付け~11/18回収
データが取れなかった
・本実験② 11/19取り付け~11/24回収 2
日分のデータが取れた
・本実験③ 12/1取り付け~12/2回収 1日
分のデータが取れた
・予備実験② 1/13 ロガーの温度センサの
動作確認

参考文献
・「バイオロギング-最新科学で解明する動物生態学」、日本バイオロギング研究会、2009/9/28
・「アカミミガメ防除の手引き」、環境省https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/r_akamimi_tebiki.pdf （参照日:2020/10/14）
・「ミシシッピアカミミガメ|国立環境研究所 侵入生物ＤＢ」、国立環境研究所https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/30050.html
（参照日:2020/10/14）
・「三陸のウミガメは寒冷地仕様」、東京大学 https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/articles/a_00627.html （参照日:2020/10/14）

東京大学大気海洋研究所佐藤克文教授、青木かがり助教、木下千尋先生にご指導いただいています。

バイオロギングで
ミシシッピアカミミガメの生態を調べる

お茶の水女子大学附属高等学校2年 2020年度課題研究ⅠⅠ
生命科学 尾上愛実 白武璃子

用語説明
※バイオロギング･･･動物に計測器を取り付け
て様々なデータを取得する研究手法のこと。
※データロガー：計測機能を搭載した小型記録
計。加速度や圧力・温度などのセンサを内蔵で
きる。

研究の目的
ミシシッピアカミミガメにロガーを装着し、カメの水
中・陸上での生態を調べる。

ロガーを付けて泳ぐミシシッピアカミミガメ(11/24)

ロガーを取り付けた直後のミシシッピアカミミガメ(11/19)

解析結果
現在、Igorという解析ソフトを使って解析している。
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根根域域温温度度とと植植物物のの成成長長のの関関係係
お茶の水女子大学附属高等学校 生命科学 ２年 冨岡咲快

局所温度管理技術、根域温度の調節
・植物の特定の部分だけ温度を調節する→温室全体ではなく、局所の加温、冷却が可能になる

研究方法
根域に加温した場合としない場合の成長の違いを調べる。

根域温度とは
植物の根の部分の温度。現在、根域温度の調節についての研究が複数行われている。局所温度管理技術（特定の部分、

空間のみの温度を調節して植物を栽培する技術）の一つであり、農業に役立つことが期待されている。

根域温度の調節→複数の作物の栽培において、コスト削減、省エネルギーにつながる

参考文献
・日本大学 生物資源科学部 生命農学科 准教授 窪
田 聡
「スマートアグリカルチャーの創出を 目指した根域
温度制御装置 （ ）の開発」
shingi.jst.go.jp › 2016_agribiz_3PDF
参照日： 年 月 日

・マイナビ農業
「環境制御の最後の一手 “根”の温度管理の新シス
テムとは」

参照日： 年 月 日
・日本大学生物資源科学部
「 」
日本大学生物資源科学部

u.ac.jp › 
参照日： 年 月 日

・村上農園
「豆苗研究会」

・磯部武志
「水ナスのスポット加温による生育促進効果」

osaka.or.jp › PDF
参照日： 年 月 日

研究動機
私たちはよく抑制栽培や促成栽培によって作られた野菜を食べるが、それは植物に合わせた温度や環境に調節して栽培する

ため、たくさんのエネルギーを必要とする。そこで、エネルギーやコストに着目した栽培方法とその効果を身近な植物で調べ

てみたいと思い、テーマとした。

手順
，実験装置の用意
水槽に水、水槽用ヒーターを入れ水の温度を調節する。

ｆヒーターの設定温度は28℃にする。
水槽の中に、豆苗の種子を入れたケースを入れ、湯煎状

状態にする。（①とする）

また、湯煎状態にしない豆苗の種子を
入れたケース（②とする）も用意する。

，豆苗を 日間育て、背丈、様子を観察する。
，二種類の豆苗の観察結果を比較する。

根域温度を用いる利点

考察
以上の結果より、発芽個数は容器②のほうが容器①の豆苗よりも多い。しかし、発芽した豆苗を比べると容器①のほうが身

長が伸びていることがわかる。
容器①の方が発芽した豆苗が少なかった原因として、 容器①は水分が不足していたが、右端には水がたまっていたために

発芽し、成長した。 日当たりが写真の手前側の方がよかった。 部分的な加温では、発芽しにくくなる。という三つを考え
た。原因 ， については、実験後の容器①の写真より、発芽した豆苗は容器右下部分に偏っていたことから考えた。

発芽しなかった原因が ， のどちらかであった場合、日光を十分に当て、こまめに水を与えれば、成長速度は加温しない豆
苗よりも早いと考える。また、原因が だった場合、加温しない状態で発芽させ、その後、加温して育てると、通常よりも早く

生育させることができると考える。

結果

容器① 容器② 容器① 容器②

実験後実験前

発芽数 個 不発芽数 個 発芽率（％） 背丈平均 ㎜
容器①
容器②

一般的な温度調節 局所温度管理技術 根域温度の調節

方法

夏期 冬季
・ヒートポンプ冷房 ・温風暖房機

・気化熱利用冷房 ・ヒートポンプ

・切りバラの株元加温
・ナスの茎基部加温

・イチゴの培地冷却
・水温の調節による管理

課題
・たくさんのエネルギーを必要とする
・コストが変動する

・特定の植物のみの利用 ・実用例の不足

利点 ・一般的な栽培方法 ・省エネルギー、低コストが期待
・省エネルギー、低コストが期待
・多くの植物で利用可能

2020年度課題研究Ⅰ



12

家庭ごみを利用してキノコを生産するには

１、研究の目的
２０１８年のキノコ類の一人当たりの年間消費量は４㎏、国内生産量は４６６，０００ｔであり、５０年前の倍以上

に増加している。その一方で、輸入量も増加し、食料自給率も１１１％から８８％に低下した。特に、シイタケは７
２％、キクラゲは２％と低い。この種類のキノコは乾燥させてもおいしく、汎用性も高いことから、家庭で栽培するこ
とができないかと考えた。
キノコ類の栽培法は、主に原木栽培と菌床栽培がある。今回の研究では、栽培期間が短く、栽培に場所を取らない菌

床栽培を行う。その際、手に入りにくい木くずや米ぬかを、家庭で日々 出るごみや茶がらで代用すれば、ごみを減らす
ことができ、さらに手軽に栽培できると考えた。そこで、栄養分や木質基材の適切な配合割合や、一般的な栽培方法と
の違いについて調べることにした。

２、研究方法
①ゴミは一般の菌床栽培で使用される米ぬかと成分の
似ている植物の種（廃棄するもの）を使用する。
それらを乾燥させ、１㎠未満になるまで砕く。

②右の表の割合でそれぞれの材料を水と共に混ぜ
合わせ、それぞれビニル袋に密封し、殺菌する。
～ は以下のことを調べるため条件設定をした。
・ ～ 、 ～K…最適な米ぬかとゴミの割合
・ と 、 とL…加熱殺菌と加圧殺菌の生育速度の違い
・ と 、 とP…茶がらと木くずの生育速度の違い
加熱殺菌では、蒸し器で２０分以上蒸し、加圧殺菌
ではオートクレーブを使用した。

③種菌を植える。
④完成した菌床を暗い場所に保管し、最低最高温度・
湿度を毎日記録する。

⑤菌が回ったら、袋から出し、水に浸す。窓際に置き、キノコが発生する様子を観察する。発生したキノコの大きさ、
数、発生回数などを比較し、考察する。

３、研究の経過
・実験は現在④の段階である。
・現在、菌の回りはFが最も良く、LもG～Kより菌が回っていることから、加熱殺菌よりも加圧殺菌の
方がキノコの生育速度が速いことが分かった。
・シイタケよりもキクラゲの方が菌の回りが早いことが分かった。
・B～E、H～Kをそれぞれ比べた時、菌の回り具合に大きな差がみられないこと
から、ゴミの割合で生育に大きな違いはないと考えられる。ただし、ごみを
配合した菌床８つのうち２つで砕いた種が発芽しており、種を使用することは
リスクが高く、かなり小さく砕くことが必要である。
・加熱殺菌・加圧殺菌関係なく１６の菌床の内６つでカビが発生しており（図１）
殺菌後の種菌を植える際にカビが混入した可能性が大きい。

お茶の水女子大学附属高等学校2年 生命科学 若尾さつき

補助栄養

木くず 茶がら 米ぬか ゴミ 卵の殻

加圧

加圧
キクラゲ

シイタケ

キノコの
種類

キクラゲ

シイタケ

木質基材 栄養分
殺菌方法

加熱

加熱

菌床の材料の割合（％）

（図１）下の青い部分がカビ。
白いところは菌糸である。

2020年度 課題研究Ⅰ
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研究動機
・乳がん凍結療法の課題…非がん細胞への凍結ダメージ
・不凍タンパク質…氷結晶成長抑制機構を持つ
→後者の機構を用い、非がん細胞を凍結によるダメージ

から保護するのに適したゲルの作成を目指した
研究目的
「不凍タンパク質の添加は、ゲルの
凍結ダメージの軽減に効果を示すのか」

※凍結ダメージ
→硬度が凍結なし 何も添加しないゲルの値に近づく

ほど、凍結による影響が少ないと考える

下記の観点から効果を検証する。
加熱変性による硬度への影響

※A)の加熱では マシン 図 を使用
℃ 分
タンパク質の種類と硬度の関係

※凍結ありのゲルというのは、 ℃の冷凍庫に入れ、
硬度測定前に 日以上解凍したゲルのこと

ゲルの作成］

硬度測定と統計処理について
・硬度測定では、ゴム･プラスチック硬度計

標準型 図 を使用
測定目盛はポイント。 ポイント＝

・同条件でゲルを 個ずつ生成し、
つのゲルにつき か所を測定

→計 か所の硬度の値の平均をとった
・平均値は小数点以下第三位を四捨五入

結果の比較について
・ゲルの硬度を扱ったグラフでは、 ± を

使用
・ では、凍結ありと凍結なしの硬度の差を比較

初期値である凍結なしの値が一定でないため

２．研究方法

不凍タンパク質の氷結晶成長抑制機構から考える
アルギン酸ナトリウムゲルの安定化
年度課題研究Ⅰ お茶の水女子大学附属高等学校２年 生命科学 田中菜織 吉村美香

・

１．研究動機と目的

西宮佳志 近藤英昌 坂下真美 三浦愛 津田栄 不凍タンパク質機能と応用
科学と生物

参照： ～
株式会社ニチレイ. “ニチレイの不凍たんぱく質”

参照： ～ 他 件

３．研究結果

４．考察

【さらに検討したいこと】
⑴ ゲルの硬度向上と凍結ダメージの軽減との関係性
⑵ 不凍タンパク質を加えたゲルでは 凍結ありの硬度の散ら

ばりが小さかったが、これは不凍タンパク質がゲルの
安定化に寄与しているといえるのか？

５．展望 ６．参考文献

加熱変性による硬度への影響
タンパク質の種類と硬度の関係

・不凍タンパク質添加のゲルと、アルブミンを添加した
ゲルでは相反する結果がみられる

→ゲルの硬度には一般にタンパク質が持つ性質ではなく、
不凍タンパク質特有の性質が関与している

凍結の有無と硬度の関係
・すべてのゲルでドリップ液の漏出が見られたが、

AFPⅠを添加したゲルの凍結前後の硬度の差は、
何も添加していないゲルより小さかった
↔凍結ありの硬度が凍結なしより小さくなっている

→AFPⅠが何らかの形で凍結ダメージの軽減に寄与して
いる可能性がある一方で、まず凍結を経たときに硬度
が小さくなる要因の解明が必要である

・不凍タンパク質添加の
ゲル
… 加熱ありの方が

硬度が大きい
・アルブミン添加と

何もなしのゲル
… 加熱なしの方が

硬度が大きい

・ゲルの硬度
不凍タンパク質

＞アルブミン

・凍結なし 何も添加
しないゲルの凍結の
有無での差 ① との
比較 ①より大 小

→ AFPⅠ: 小さい
やや大きい

アルブミン 大きい
・凍結後の

データの散らばり
→何もなし、

アルブミン＞
AFPⅠ、

図 硬度計での
測定の様子

図 マシン

図 生成したゲル

・凍結後、ゲルからは
ドリップ液が確認され、
ゲルの質量は
大幅に減少していた

※ドリップ液
…ゲルを解凍した際に

排出された水分

アルギン酸ナトリウム
塩化カルシウム→
アルギン酸カルシウム↓
塩化ナトリウム

： で反応

凍結の有無と硬度の関係
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蚊の産卵とタンパク質
お茶の水女子大学附属高等学校2年 石口あすか 前田陽向 松島未奈 岩元美帆

蚊に刺されやすく、どうして刺されなければならないのか疑問に思っていた。調べてみると、メスが産卵す
るために必要なタンパク質を得るのに、主にホニュウ類や鳥類の血液を吸っていることが分かった。そこで、
ホニュウ類や鳥類などのセキツイ動物の血液は鉄タンパク、いわゆるヘモグロビンを含んでいるが、鉄タンパ
クを必要としているのか、それともタンパク質なら何でも良いのか気になったから。また、蚊の産卵に必要な
条件が他にあるのか興味を持ったから。

動機

人の血といっても、鉄タンパク以外の成分も含まれているため、蚊の産卵には必ず鉄タンパクが必要だと言い切
れない。ゆえに、血の成分を鉄タンパクなどに分解して実験する必要がある。また、タンパク質の摂取のさせ方が
ヒトの血とプロテインとで統一されておらず、また蚊がプロテインを吸ったかどうかの確認が難しかった。さらに、
冬季に実験を行ったこともあり、蚊の生育に適した温度管理が難しかった。
今後は、統一された条件下で実験を行い、実験の確実性を高めた上で、タンパク質の種類と蚊の産卵との関係に
ついて調べる。また、タンパク質と水の有無だけでなく、温度や湿度、個体の密度、明るさなど他の条件について
も実験を行い、蚊の産卵に影響するかどうかを調べる。

方法 結果

蚊の産卵には、鉄タンパクが必要である。また、ヒ
トの血を吸わせた蚊のうち、装置に水を入れたものの
みが産卵した。
これらのことから、蚊が卵を産むためには、水とヒ
トの血が必要であるといえる。
身の回りの蚊を減らすためには、虫刺され対策をす
るだけでなく、水たまりなどを減らし蚊の産卵を妨げ
ることも有効と考えられる。

反省点と今後の展望

考察

・国立感染症研究所「ヒトスジシマカの分布域拡大について」 https://www.niid.go.jp/niid/ja/typhi-m/iasr-reference/2522-related-articles/related-articles-
484/9694-484r02.html 2020.10.14
・For your LIFE 暮らしを快適に変えるヒント「ヒトスジシマカが発生する原因とは？」 https://fumakilla.jp/foryourlife/263 2020.10.14
・公益社団法人日本ペストコントロール協会「蚊・ハエ駆除」 https://www.pestcontrol.or.jp/pest_measure/tabid/133/Default.aspx 2020.10.14
・日本防疫殺虫剤協会「蚊」 http://hiiaj.org/vermins/mosquitoes.html 2020.10.14
・目黒区「こんなところが蚊の発生源」 https://www.city.meguro.tokyo.jp/smph/kurashi/hoken_eisei/eisei/nezumi_gaichu/kanotaisaku.html 2020.10.14
・京都市情報館「ヒトスジシマカの生態と防除対策について」 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000194651.html 2020.10.14
・「角砂糖による蚊成虫の一飼育法」 https://ci.nii.ac.jp/naid/120000919133 2020.10.14

参考文献

産卵した 産卵しない 産卵しない

①ヒトの血 ②ヒトの血 ③プロテイン

交尾したメス

水あり 水なし 水あり

？ ？ ？
① ヒトの血を吸わせた蚊の飼育装置の中に、

50 mLビーカーに水を入れて静置した。
② ヒトの血を吸わせた蚊の飼育装置に水を入れず

に静置した。
③ プロテイン飲料を吸わせた蚊の飼育装置の中に、

50 mLビーカーに水を入れて静置した。

交尾したメス

水あり 水なし 水あり

①ヒトの血 ②ヒトの血 ③プロテイン

① 血を吸わせた6日後に産卵した。その10日後に
孵化して幼虫が産まれた。

② 産卵しなかった。
③ 産卵しなかった。

2 Lペットボトルの底と側面を切り
抜き、洗濯ネットを被せて輪ゴム
とビニールテープで止める。
この飼育装置をインキュベータに
入れ25℃に保つ。

蚊の飼育方法

蚊の卵 蚊の幼虫

2020年度課題研究Ⅰ 生命科学
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日本における法医学の課題
１．現状
日本の解剖率：11.3%
(地域差あり)
神奈川41.6 東京19.9
広島1.2 千葉3.7
東京23区、横浜市、大阪市、神
戸市、名古屋市には監察医制度
がある。

２．解剖の種類について
①行政解剖
事件性がないと判断された変
死体を扱う遺族の承諾を必要
としない。
②司法解剖
事件性のある変死体を扱う。
遺族の許可なし。
③正常解剖
人体の構造を調べるための解
剖。献体された遺体で行う。
④病理解剖
死後すぐに病変を調べるため
の解剖。遺族の許可が必要。

３．インタビュー
東京医科歯科大学 上村

広一先生
Q.解剖率が低い原因は？
A.医者不足、知名度の低さ、
制度
Q.臨床法医学はどのくらい
行われているか
A.ほとんどなし
臨床医との兼ね合いが大事

４．CDRについて
Child Death Review 予防のため
の子供の死亡検証
子供の死亡について複数の専門
機関が死亡の原因背景を調査、
分析し有効な予防対策を策定し、
予防可能な子供の死亡を減らす。
アメリカ発祥の仕組み。

５．コロナー制度
欧米などで行われる。コロ
ナーと呼ばれる法律家が死因
調査権をもち異常死体はすべ
て指定の一か所の法医学研究
所にもちこまれ死因調査が行
われる。遺体はすべてCTス
キャンにかけられるうえ、解
剖率は日本と比べものになら
ないほど高くなる。

７．今後の展望
CDRの日本の現状などについて
更の詳しく調査する。
法医学の知名度を上げるために
パンフレットを作成する。

６．世界の検死制度
アメリカ：田舎はコロナー制度
都会はmedical-examiner制度
西欧大陸側：国、検察庁、裁判
所が鑑定処分、司法解剖

参考文献
法と政治 松原英世 71(2),351(1121)-373(1143)2020

お茶の水女子大学附属高等学校 2年生命科学
2020年度課題研究Ⅰ 由良水沙 和氣友里恵
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お茶の水女子大学附属高等学校 年 生命科学 原 茉由

１．研究の動機
話しかけながら植物を育てると、話す内容に
よって成長速度が変わるという話がある。
私はその話を聞いて、言葉ではなく音楽を
聞かせたら植物の成長速度に影響はあるのか
気になった。
この研究では植物に音を聞かせて育てることで、
植物の成長速度と音の関係を調べる。

２．研究の目的
一定の音と変化のある音（曲）が、それぞれ
植物の成長速度にどのような影響を与えるの
か調べる。

３．仮説
植物に話しかける内容が肯定的なもののほう
が植物の成長速度が速いことから、私たちが
聞いていて心地が良いと感じる曲の方が
成長速度を速めると考える。

４．研究方法
〔研究準備〕
雑草が生えている土を掘り、植木鉢に入れて
育てる。実際に雑草が育つことを事前に
確認する。

（当初は雑草の成長を抑制する音について
調べる予定だったため、雑草が生えている土
を使用することを考えていた。）

育て始め 週間後

〔使用するもの〕
・オリヅルラン
・ピアノ
・スマートフォン
・ポリカ中空ボード
・ストロー

〔研究Ⅰ〕
①あらかじめピアノで出した音をスマートフォン
に録音しておく。

②雑草が生えている土を掘り、 つの植木鉢に
入れる。オリヅルランをその植木鉢に植え、
週間ほど育てる。

ここでは校庭の雑草が生えている土を
使用してオリヅルランを育てたが、校庭の土
ではオリヅルランがよく育たなかった。

｝遮音用の囲いの作成に使用

〔研究Ⅱ〕
研究内容を植物の成長速度と音の関係とし、
校庭の土の代わりとして市販の培養土を使用
することにした。

①あらかじめピアノで出した音をスマートフォン
に録音しておく。

②市販の培養土にオリヅルランを植え替え、1週間
ほど育てる。

③1週間の間に遮音用の囲いを作成する。（図1）
④1週間後から、3つの植木鉢それぞれに1日1回5分
ずつ、1か月間音を聞かせる。（図2）
＊植木鉢A→曲を聞かせる。
植木鉢B→中央のドを聞かせる。
植木鉢C→対照実験として何も聞かせない。

～聞かせる音～
・ソナタ「月光」第一楽章（短調／遅い）
・エチュード「革命」（短調／速い）
・エチュード「別れの曲」（長調／遅い）
・エチュード「黒鍵」（長調／速い）

⑤1週間ごとにオリヅルランの葉の平均の長さを
測り、それぞれの鉢の成長度合いを育て始めと
比較する。

⑥1か月後にどの鉢が1番成長したか、鉢同士で
比較する。

図1 図2

５．結果（途中経過）

単位：cm
今のところ、ほとんど変化は見られない。

６．オリヅルランについて
○キジカクシ目キジカクシ科オリヅルラン属
南アフリカ原産の観葉植物。斑の位置によって
種類が異なる。ランナーによって新しい株を
作り、増殖する。

７．参考文献
・オリヅルラン

・緑のお医者の徒然植物日記：オリヅルラン
（原種）

A B C
育て始め 7.1 4.3 5.5
1週間後 7.5 4.4 5.7

年度課題研究Ⅰ
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人の死を見つめる

コロナ社会の中で、死とは何かという素
朴な疑問を見つめる

2020年度 課題研究Ⅰ お茶の水女子大学附属高等学校2年
生命科学 種橋萌・内田実佑・山賀梨菜

〇現代の死生観
文化理想達成

実感の消滅

世俗化 死亡率低下

宗教性の
希薄化 欲望断念

現実主義 死の空洞化 「閉塞感」

①肉体的生命の存続を希求するもの
②死後の生命における永遠を信ずるもの
③自己の生命をそれに代わる生命に託するもの
④現実の生活の中に永遠の生命を感得するもの

【生死観四態】

〇参考文献

○コロナウイルスと
日本人の自殺
もともと日本は他国に比べて自殺率が
高いが、コロナウイルスによってさらに
その数は増加した。グラフを見ると、女
性の自殺者数の増加が著しいことがわか
り、2018年と比べて年間426人多かった。

自殺の原因は様々だが、その共通点
は周囲の人が気づき、防げるというこ
とである。心の病を患った人は、自分
のことを心配している人がいると知る
だけで重荷が下りることも多い。
私は、自殺者数を減らす鍵はコミュ

ニケーションだと考える。人には他人
とのかかわりが欠かせないということ
が、コロナによる自殺者数の増加に
よって示された。現在期待されている
のがSNSによる相談だ。厚労省などの
公的機関が数多く実施している。しか
し自殺者数は減少していないという現
状がある。これらの取り組みをより効
果的にするためにできることや、より
効果的な対策を考察しようと思う。

・岸本英夫の死生観 宗教学者が死を語ることの意味について 宮嶋俊一著

・https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/jisatsu.html警察庁（2021.1.20閲覧）

○脳死の定義
脳死とは

①脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止
②自発呼吸の消失
→回復する可能性はない

↔脳死判定後の出産例（日本など）
脳死判定後の生存確認例（アメリカ）

脳死は心臓が動いている人間を死んでいると
判断するものだが、脳死後は臓器提供されるこ
とも多い。従来とは異なる形の死を迎える場合
を見越して、人間の生死の境がどこなのかを
個々人が考えることが必要になると思う。

・https://www.jotnw.or.jp/ 日本臓器移植ネットワーク（20210130閲覧）

〇はじめに

0

1000

2000

3000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

国内自殺者数推移

2020年総数 2020年男性
2020年女性 2018年男性
2018年女性 2018年総数
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2020年度課題研究Ⅰ
お茶の⽔⼥⼦⼤学附属⾼等学校２年
⽣命科学・古澤純

命は捨ててもいいのか

＜アンケート結果＞
調査対象：お茶⾼1･2年⽣
調査⽅法：紙⾯＆Googleフォーム
回答者数： 217⼈

殺処分を少しでも減らすために高校生ができることってなんだろう

＜現状(平成30年度)＞
・殺処分数：38,444頭/⽝7,687 猫30,757 

→うち幼齢個体数：21,926頭/⽝1,692 猫20,234
・引き取り数：91,939頭/⽝35,535 猫56,404

＜殺処分とは＞
動物の愛護及び管理に関する法律
・第五章第四⼗条：動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない
⽅法によつてしなければならない
・苦痛：痛覚刺激による痛み並びに中枢の興奮等による苦悩、恐怖、不安及びうつの状態等の態様を
いう(環境省) 

＜テーマ設定の理由＞
・コロナ禍で保護数が増えていることを知り、世間の命に対する意識の低さを感じたため

＜池都知事の政策＞
「７つのゼロ公約」2016年都知事選
７．ペット⼩の殺処分をゼロに
・譲渡機会の拡⼤のため、情報サイト
「ワンニャンとうきょう」を開設
・ボランティア団体の援助
・地域猫対策

＜現状/東京都(令和元年度)＞
・殺処分数：308頭/⽝16 猫292 
・引き取り数：494頭/⽝249 猫245

＜考察＞
・殺処分⾃体の知名度は⾼い
ただ実際にどういったことが⾏われているかは知られていない
・保護団体でボランティアをしてみて多頭飼育崩壊が⼤きな原因の⼀つであ
ると感じた。

→動物は増えること、お⾦がかかることを再確認すべき。また早めの対応
が肝⼼なため、地域での声掛けや⾒回りなど気に掛けることが⼤切である

75%

24%
0%1%

「殺処分」とは何か知っているか

知っている(説明できる)

聞いたことがある

知らない(初めて聞いた)

未回答

7%
7%

85%

1%

「ドリームボックス」とは何か知っているか

知っている(説明できる)

聞いたことがある

知らない(初めて聞いた)

未回答

「ドリームボックス」のイメージ
・⾚ちゃんポストペットver
・殺処分を減らす取り組み
・殺処分される予定だった動物たちを預かるところ
・救済、夢、希望
・⾥親制度
・かわいい
・安楽死できる場所
・可愛らしい⾔葉だが不気味な怖さがある
・処分予定の動物がいる場所
・親しみが持てる名前だがよくわからない

＜「ドリームボックス」とは＞
・処分機のこと
・処分には炭酸ガスを使⽤
↳濃度調整には充分な配慮が必要
・15〜20分間かかる
⼤型⽝、乳のみ⼦は特に⻑く苦しむ

減
っ
て
き
て
い
る

＋
の
イ
メ
%
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が
多
い
⁈
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ララッットトのの学学習習能能力力かかららみみたた駆駆除除とと共共存存のの可可能能性性  
                     2 年菊組 41 番 渡辺菜月 
 
 
 

５５．．現現在在のの進進捗捗状状況況  

・飼育環境 

温度 15℃～25℃、湿度 50～70％、餌はハムスターフード（ニッパイ）を午前 6 時 30 

頃に自由摂取量の 8 割を目安に与える、ケージ（W350×D280×H470mm）1 個当た

り 2 匹飼育 

・クライミングウォール（完成版） 

  
・経路自動検出プログラム 

 
・予備実験（1 週間）【実験１】 

装置の傾き 6５度、単純な一直線のコースにおいてゴールに餌があるということを記

憶させる訓練を行った 

・本実験【実験１・２・３・４】 

予備実験よりもホールドの配置を複雑化する、隙間を変える 

４４．．研研究究方方法法  

地面にほぼ垂直なロッククライミングボードのような装置(自作)、Web カメラ、経路自

動検出プログラム（Python 言語を用いて作成した）を用いて以下の実験を行う。 

実験１：クライミングウォール（立体的な装置）においてラットがどのような経路でゴ

ール（餌）に辿り着くのか経路検出プログラムを使って観察する 

実験２：ロッククライミングにおいてラットが経路を学習するまでにかかる時間を測定

する（成長と学習速度についても考察） 

実験３：ラットは絶対空間を持つという研究結果があるが絶対空間（ゴール）に餌が無

かった場合ラットはどのような行動を取るのか観察する 

実験４：先に１匹に（最短）経路を教えた場合、（最短）経路を知らない他のラットに（最

短）経路を教えるのか観察する 

使用したラット： ファンシーラット（ドブネズミ）、 

2020 年 2 月 13 日生まれの同腹ラット 8 匹（オス：2 匹・メス：６匹） 

    

生後 13 日のラット 生後 8 か月のラット クライミングウォール試作品 

 

大きさ：58 ㎝×138 ㎝ 

素材：【土台】段ボール【内側裏】プラスチック段

ボール（PP）【内側表】ヒシプレート 303GE（ア

クロニトリルブタジエンスチエン共重合体）【ホ

ールド】レゴブロック 

※ゴールの餌は主食と同様のものを使用 

８８．．参参考考文文献献  

図１胎児期放射線被ばくによる高次脳機能障害の特徴と障害機序に関する研究 https://www.nirs.qst.go.jp/publication/nirs_news/200502/hik01p.htm 高井 伸彦ほか 2020 年 10 月 18 日 

図２臨床疾患薬理学アルツハイマー病の治療薬の研究 http://www.kenko-shien.com/fujiwara/file.html 藤原 道弘 

図３ラット・マウス、各種実験器具シンファクトリーhttp://www.shin-t.co.jp/product_07.html 株式会社シンファクトリー 等 

１１．．研研究究目目的的  

①ラットがゴール（餌）への（最短）経路を学習する過程を研究する 

②ラットの生態（特に学習する過程）を研究することでネズミの駆除方法や共存の可能

性について模索する 

 
２２．．研研究究背背景景  

・近年都市部においてネズミの増加が問題となっている 

例：築地市場解体によるネズミの大移動ネズミ大量発生でファミリーマート店舗休止 

・スーパーラットの存在 

 ⇒罠に対する警戒心が非常に高く、殺鼠剤の毒へ耐性を持つネズミ 

３３．．先先行行実実験験  

ラットは様々な実験に用いられるため沢山の標準的な実験方法が確立している。 

 

    
図１Morris 水迷路 図２八方向放射状迷路 図３バーンズ円形迷路 図４ロータロッド 

 

 

 

６６．．成成果果  

・経路自動検出プログラムによってクライミングウォールでのラットの動きとその

時間をグラフ化することに成功した 

・予備実験によって全てのラットが一直線のコースにおいてゴールに到達すること

が出来るようになった 

 
７７．．今今後後のの課課題題  

・すぐにスタートしない個体の存在→スタートとゴールの定義を明確にする必要

性、経路自動検出プログラムの改善の必要性 

・経路自動検出プログラムの位置に関するマーカーが明るさによってうまく取れな

いことがある→マーカーの色の検出の範囲を広げる必要性 
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2020年度課題探求Ⅰ

ププララナナリリアアのの再再生生
お茶の水女子大学附属高校2年梅組37番山根彩莉

目的
　プラナリアの再生能力について知る。
動機
　プラナリアは切っても切っても再生するので、プラナリアの再生についてもっと知りたいと思ったから。
仮説
　プラナリアの再生には、何らかの決まりがある。そうでなければ、再生するときプラナリアの体をなさないだろう。
プラナリアは分裂するので寿命という概念が無いだろうが、もし分裂しないとすれば、どのくらいの寿命があるのだ
ろうか。

プラナリア（ナミウズムシ）とは
　扁形動物門渦虫網三岐腸目ナミウズムシ科ナミウズムシ属に含まれる種類の総称。再生力が強いために生物
学の実験材料として有名な動物で、かつてプラナリア族Ｐｌａｎａｒｉａであるとされていたが、現在はナミウズムシ属Ｄｕ
ｇｅｓｉａに分類され、日本産種はＤ．ｊａｐｏｎｉｃａ、
ヨーロッパ産種はＤ．ｇｏｎｏｃｅｐｈａｌａと名づけられている。しかし習慣的に現在でもプラナリアと呼ばれている。体は
長さ２ｃｍ内外、扁平で伸縮性に富み、頭部は三角形状で２個の眼点を持っている。日本各地の池沼に広く分布し、
木片、小石の下、落ち葉の裏などに見出される。

（ブリタニカ国際大百科事典より）

実験方法
　プラナリア10匹をグループにわける。
A.プラナリア2匹　頭と尾の中間で切る。
B.プラナリア2匹　体を縦に切る。
C.プラナリア2匹　頭から体の中央まで切る。
D.プラナリア2匹　何もしない。

育て方
　水が入った容器で飼う。水の温度は30℃以上にしない。100匹で10L程度。
週に一回程度餌を与え、その際に水を交換する。実験をする際には、プラナリア自身の消化液によって溶けてし
まわないように、一週間程度餌を与えない。

　それぞれプラナリアを切って経過を観察する。

　実験に必要なもの
・鳥レバーを小さく切ったもの（週一の餌）
・汲み置きの水（餌の後で交換）
・容器（中で育てるため　タッパーなど）
・カッター
・筆（プラナリアを扱う）

考察・展望
　最後まで観察できなかったので、論文の方で最後まで結果を書きたいと思う。
他にも様々な条件でプラナリアを育てて観察してみたい。

参考文献
• 宮崎武史　「プラナリアってなんだろう？」　幻冬舎ルネッサンス　２０１２年
• 日本比較生理生化学会　Cover Photos　https://www.jscpb.net/coverphotos/vol36no3　閲覧日２０２０．１０．

１７
• プラナリアの飼い方　http://o00planariaunion00o.web.fc2.com/howtoplanaria.html　閲覧日２０２０．１０．１７

結果
A.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B.

　切った後も動いていた。完全に再生して元に戻るまでには時間がかかりそうだった。
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〈研究方法〉
１．アンケート調査
ヘバーデン結節の認知度に関してアンケートを作

成し、調査を行った。
２．患者さんへのインタビュー
ヘバーデン結節を実際に患う人(私の母、叔母)に

インタビューを行った。
３．文献調査
本やインターネットを使って文献調査を行った。

〈患者さんへのインタビュー〉
現在へバーデン結節を患っている私の母と伯母にイ
ンタビューを行った。
Q.特に痛いのはどんな時ですか？
A.捻るような動きをしたときが痛いです。ビンや
ペットボトルの蓋を開けるときや、重いものを持つ
とき、Enterキーを押すときなどに痛みます。

Q.家族や周りの人に協力してほしいことや知ってほ
しいこと、メッセージなどあれば教えてください。
A.日常生活の些細な動きも痛いということを知って
ほしい。冷たい水などの刺激も痛みになるので、皿
洗いをしたり、買い物袋を持ったり、手伝ったりし
てもらえると助かります。

〈ヘバーデン結節とは〉
指の第一関節が変形し曲がって
しまう原因不明の疾患。示指か
ら小指にかけて第一関節が赤く
腫れたり曲がったりし、痛みを
伴うこともある。母指(親指)に
みられることもあり、第一関節
の動きも悪くなる。水膨れのよ
うな透き通ったでっぱりが第一
関節の近くにできることもある。

〈アンケート調査の結果〉
ヘバーデン結節の認知度に関して、お茶の水女子大学
附属高等学校の1,2年生とその保護者を対象に調査し
た。Google Formsにてアンケートを実施したとこ
ろ268件の回答が集まった。回答者の年齢の内訳は
10代が53.4％で143件、20代が0.7％で2人、40代が
23.9％で64件、50代が20.9％で56件、60代が0.7％
で2件だった。また、女性が89.2％で239件、男性が
10.4％で28件、なしが0.4％で1件。専業主婦・専業
主夫は36件、医療関係者は18件、職業や趣味でよく
手を使うという人は47件だった。「ヘバーデン結
節」を知っていますかという質問に対して「聞いたこ
とがない・知らない」と答えた人が74.3％、「名前
だけ聞いたことがある」という人が11.9％、「どの
ような病気か知っている」という人が13.8％だった。

〈動機〉
私の母がヘバーデン結節を患っているため興味を持っ
た。
また、患者数が多く身近な国民病であるにも関わらず
知られていないことや、メカニズムなどが解明されて
おらず確実な治療法もない未知の病であることから、
もっと詳しく調べたいと考え課題研究のテーマに設定
した。

〈考察〉
テーマを設定するまでに時間がかかってしまってほ
かの人よりも短期間での調査となったが、アンケー
ト調査やインタビューまで行うことができて満足し
ている。手は人間の最大の武器といっても過言では
ない器官であり、日常生活には欠かせないものだ。
へバーデン結節は、発症すれば手の動作が困難にな
る深刻な国民病であるにもかかわらず、なぜこんな
にも認知度が低いのか甚だ疑問に思う。インタ
ビューにもあった通り、患者さんのケアや周囲の人
からの理解・協力は非常に重要である。私の研究結
果を通してヘバーデン結節に少しでも興味を持って
くれる人が増え、認知度が高まること、へバーデン
結節患者が過ごしやすい社会になることを願う。

一般的に40歳代以降の女性に多く発生する。手をよ
く使う人にはなりやすい傾向があり、また、遺伝性は
証明されていないが、母や祖母がヘバーデン結節に
なっている人は体質が似ていることを考慮して指先に
負担をかけないように注意する必要がある。

〈まとめ〉
40代以降の女性の多くが罹るヘバーデン結節。
原因不明で確実な治療法も見つかっていないが、
家族が協力して手の酷使を防げば痛みを軽減する
ことができる。この研究を見た人が少しでもヘ
バーデン結節に関心を持ち、調べたり情報発信し
てもらえれば幸いだ。
〈参考文献〉
• 整形外科/運動器 病気・症状を調べる
へバーデン結節, 日本整形外科学, 2021年1
月27日参照

〈https://www.joa.or.jp/public/sick/condition 
/heberden_nodes.html〉
• 奥野祐次, 『へバーデン結節の痛みはモヤモヤ
血管が原因だった』, 株式会社ワニ・プラス, 
2020年3月20日

知られざる国民病・ヘバーデン結節
～実態とその向き合い方～

お茶の水女子大学附属高等学校2年
生命科学 今井 りさ

年
齢

性
別

認
知
度

青：女性
赤：男性

青：知らない
赤：聞いたことがある
黄：知っている

2020年度課題研究Ⅰ
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3.0mL
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B

pH

1978 44 4 p385~387
http://kusayaya.com/aaaaa/aaaaeaa/ http://kusayaya.com/aeaefa/aaaaaea/  2020 10 11

http://www.shoshu.com/knowledge/sokutei 2020 10 11
https://www.chibasangyo-ion.jp/about/ 2020 10 11

https://www.oshima-navi.com/gourmet/kusaya01.html 2020 10 11
http://www.mac.or.jp/mail/100801/05.shtml 2021 1 26

Nikkan https://pub.nikkan.co.jp/uploads/book/pdf_file5b16189d35796.pdf 2021 1 26

m
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pH

6g 10ml

10

5ml

10

10g 10

pH2 4 6 10ml 10

100ml 3

50ml pH pH6.8

pH mol
3.12 10-5

pH2 5.46 10-5

pH4 6.77 10-5

pH6 2.21 10-5

10 4

ppm mg/

mg/m3=ppm
M: t: p: kPa
M=17 t=20 p=101.3

2020

pH2
HM

=8812mg/ m3 

ppm mg/
1.24 104ppm 1.24%

0.05 1.6% HM
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実験２ ～炊き立て直後の保存法による違い～

実験１ ～炊飯時に添加する調味料の違い～

調味料 成分 効果 ＋α 分量
オリーブオイル 油分 糊化度低下抑制 小さじ
片栗粉 デンプン 増粘 大さじ

寒天 食物繊維 保水 ダイエット効果
便秘解消

ゼラチン コラーゲン 保水 美白効果

はちみつ 糖分
酵素アミラーゼ 保水 甘みを引き出す 小さじ

マヨネーズ レシチン デンプン老化防止 小さじ

年度課題研究Ⅰ
お茶の水女子大学附属高等学校 年

暮らしの化学 田附 紗夕
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96.5%

97.0%

97.5%

98.0%

98.5%

99.0%

99.5%

100.0%

0 . 0 0 . 5 1 . 0 1 . 5 2 . 0 2 . 5

重
量
割
合
（
%
）

経過時間（h）

寒天 はちみつ マヨネーズ
片栗粉 無添加

※ 各分量はレシピを参考に決定

高濃度の方へ
水分が出ていく

溶質分子により
水分の蒸発が減る

ｃ

先行研究
《 解決策の一例 》
・冷凍ご飯を使う
・米の品種を変える
・冷まし方を工夫する
・炊飯時に調味料を添加
・食品添加物 例 グリシン

① 炊飯
銘 柄：ひとめぼれ 無洗米 宮城県産

はえぬき 胚芽精米 山形県産
米の分量： 合
水 量：
使用器具：東芝 炊飯器
炊飯方法：早炊き 浸水なし
→ 調味料 下参照 を入れて炊飯

② 保存
合を つの保存容器にわける 目安：

計量後、蓋を閉めずに冷蔵庫に入れる
③ 計量

定期的に、電子天秤で各容器を計量

180(ml)×1.2 = 216(ml)

成人女性のお弁当の
ご飯の平均量

96.0%

96.5%

97.0%

97.5%

98.0%

98.5%

99.0%

99.5%

100.0%

0 . 0  0 . 2  0 . 5  0 . 8  1 . 0  

重
量
割
合
（
%
）

経過時間（ ）

ゼラチン
オリーブオイル
無添加

ｃ

研究背景・目的

お弁当のご飯
「パサパサ・カチカチ」問題

《 目的 》
ご飯の水分を保持する

効果があり、かつ手軽に
活用できる方法を研究

・ゼラチン、寒天の効果が高い傾向にあるが、
調味料の違いによる差は微量

・無添加が最も保水
→ 調味料の添加により水分の減少 大

浸透圧 蒸気圧降下との関係があるのでは
→ マヨネーズ内の塩・はちみつ内の砂糖に着目

96.0%

96.5%

97.0%

97.5%

98.0%

98.5%

99.0%

99.5%

100.0%

0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5

重
量
割
合
（
%
）

経過時間（ ）

塩 砂糖 無添加

～マヨネーズ～
重量 小さじ ：
塩分濃度：

2.3(𝑔𝑔)×0.02
216(𝑔𝑔)＋2.3(𝑔𝑔)

～はちみつ～
重量 小さじ ：

※はちみつは砂糖の 倍の甘さ

×

・無添加が最も保水
→ 浸透圧の作用の方が 大

無添加でも水分が保持
されるのは、ひとめぼれが

低アミロース米だから

96.0%

96.5%

97.0%

97.5%

98.0%

98.5%

99.0%

99.5%

100.0%

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0

重
量
割
合
（

）

経過時間（ ）

無添加 ゼラチン
はちみつ マヨネーズ
オリーブオイル

➢高アミロース米「はえぬき」に変更
➢調味料を 種にしぼる

・保水の差は極めて小さく、
食べても感じないほど
→ アミロース割合の

違いによる変化 少

調味料の添加による
効果には限界がある

・⒝ラップと⒟氷水は 分間で水分の減りが少なく、その後も水分を保持する
・ 時間後… ⒜そのままと⒝ラップの差は 小 → 時間までならラップなしでも水分減少量に影響は出ない
・⒞あおぐは、 分間では最も減少が大きいが、時間が経つにつれて⒜そのままより保水するようになる
・時間が経つほど水分減少量の差が広がり、 時間後には水分減少量最小の⒟氷水と最大の⒜そのままに、

約 の違いが出た

ｃ

今後の方針
✓ 実験２の結果を受けて、「なぜ、炊き立て直後の水分減少量により

その後の水分減少の様子が決まるのか」を考える
✓ 実験を重ね、結果・考察の正確さと信頼性を高める
✓ 毎日のお弁当のご飯がよりおいしくするべく、少しの工夫で大きな効果

がある方法を見つけ出す
✓ お弁当のおかずなど、米以外の食品への応用

参考文献 ・「ご飯の炊き方。パサパサなお米をツヤツヤに。 レシピ・作り方」
最終閲覧 年 月 日

・「北斗晶さんのおこわのレシピ。もち米を使わず超簡単。」 最終閲覧 年 月 日
・「寒天ご飯の効果は？炊き方やダイエットや便秘への効果も！」

最終閲覧 年 月 日
・「ダイエットに…簡単 モチモチ寒天・ご飯♡」 最終閲覧 年 月 日

・澁谷梨絵 年 、『世界でいちばんおいしい お米とごはんの本』、ワニブックス
・河田昌子 年 、『お菓子「こつ」の科学』、柴田書店
・ 年 、『 第 版 ―料理の科学と実践レシピ』、オライリージャパン、
・丸山悦子、樋口裕子、寺田佳子、梶田武俊、炊飯に関する研究 第 報 米飯の老化におよぼす調味料の影響、
「家政学雑誌」、 年、
・「 。・ご飯をおいしく炊く方法・。 」 最終閲覧 年 月 日

【 方法 】 【 結果・考察 】

〔図1〕ひとめぼれの重量割合の変化① 〔図2〕ひとめぼれの重量割合の変化② 〔図3〕ひとめぼれの重量割合の変化③ 〔図3〕はえぬきの重量割合の変化

① 炊飯 同上
② 計測

合を つの保存容器にわけ、下図の通り条件を変えて、
素早く電子天秤に乗せる
→ 分間の様子を撮影 秒毎に記録をとる

③ 保存・計量 同上
※ 3,19,27時間後に計量

【 方法 】

【 結果・考察 】
お米の水分は…
「はじめに減少を抑えておけば、その後も保持されやすい」のか、
「最終的な減少量が決まっており、はじめは保持してもその後

大きく減少する」のか。

【 仮説 】

⒜ そのまま ⒝ ラップを被せる ⒞ あおぐ
※電子天秤に乗せている間

⒟ 氷水につける

表面からの水分の
蒸発を抑える

水分は湯気とともに放出される
→ 冷ませばよいのでは

〔図5〕ひとめぼれの重量割合の変化④ (3分間)
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⒜ そのまま ⒝ ラップ ⒞ あおぐ ⒟ 氷水

〔図6〕ひとめぼれの重量割合の変化⑤ (27時間後まで)
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⒜ そのまま ⒝ ラップ
⒞ あおぐ ⒟ 氷水

米

風により重量が
変動しやすい

氷水ごと測定したため
重量が安定しにくい

お米が固くなる原因は
でんぷんの老化

炊飯後のお米は老化が
起きやすい含水率になる

実験を通して、炊き立てのご飯は
重量減少が激しいことに気が付いた

ｃ

結論

・調味料の添加は、水分保持の観点から見ると実用的な工夫ではないが、
時間が経ってもお米の味が落ちにくいというメリットはある

・アミロース割合が高いと老化しやすいが、水分保持への影響は少ない

水分が活発に放出するときに蒸発を抑えることで、保水しやすいご飯になる
炊き立て直後の保存法がその後の水分減少量に関わっている

１

２
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ST1003 2 3 1
https://shop.iris.co.jp/shopdetail/000000002156/shellfish/page3/recommend/ 
( 2021 1 25 )

http://sakurazawa-kougei.com/publics/index/10/( 2021 1 25 )

https://apec.aichi-c.ed.jp/kyouka/rika/kagaku/2018/bunri/milk/milk.htm
( 2021 2 3 )
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ソモギー法について 
ソモギー法とは、銅を還元しヨウ素を滴定する⽅法で
ある。まず還元糖を硫酸銅を共に煮沸して、２価の銅
イオンが還元され、⾚⾊の酸化銅(Ⅰ)の沈殿を⽣成させる。
CuSO₄＋R-CHO→Cu₂O+2H₂O+RCOOH 
次に過剰のヨウ素溶液を⼀定量加え酸化銅(Ⅰ)を酸化する。 
KIO₃+5KI+3H₂SO₄→3I₂+3K₂SO₄+3H₂O 
Cu₂O+H₂SO₄→2Cu⁺＋SO₄²⁻＋H₂O 
2Cu⁺＋I₂→2Cu²⁺＋2I⁻ 
余剰のヨウ素をチオ硫酸ナトリウムで滴定する。
2Na₂S₂O₃＋I₂→Na₂S₄O₆＋2NaI 
異なる濃度の還元糖液を滴定し、糖量と滴定量の関係
を表すグラフ(検量線)をつくる。糖量のわからない試料
を滴定し、滴定量を検量線と照らし合わせることで含
まれる糖量を調べることができる。 

試薬 
A液：酒⽯酸カリウム、ナトリウム 9.0g、
リン酸三カリウム22.5gを純粋70mlに溶解
したものに硫酸銅3.0gヨウ素三カリウム
0.35gをそれぞれ純⽔に混和し純⽔で
100mlにする。 
 B液：シュウ酸カリウム9.0g、ヨウ化カリ
ウム4.0gをそれぞれ純⽔に溶解し100mlと
する。 
 C液：２N硫酸 Ｄ液：0.05Ｎチオ硫酸ナ
トリウム 
 E液：でんぷん指⽰薬、可溶性デンプン
0.1gを少量の純⽔に溶き、沸騰⽔6.0gと混
和後２〜３分煮沸し、放冷後塩化ナトリ
ウム2.0gを加え純⽔で100mlとする。 

操作 
①100ml三⾓フラスコに試料溶液(還元糖液)
を採取した。 
②純粋を加えた全量を30mlにした。 
③ホールピペットで資格にA 液10mlを加え
た。 
④2分以内に沸騰するように加熱し沸騰開始
から正確に3分間沸騰させた。 
⑤加熱後ただちに流⽔下で冷却した。 
⑥速やかにホールピペットで正確にB液、C
液をそれぞれ10ml加え⼗分混和後１０分間
放置し反応させた。 
⑦D液で滴定しヨードの⻩⾊が淡くなったら
指⽰薬としてE液を1，2滴加えて滴定を続け、
⻘⾊点を終点とした。 

動機 
●記憶⼒に関する物質について研究することを⽬的として研究を進めてきた。前期はカフェインに着⽬して「カフェインの摂取量と記憶⼒の変化」の
研究を⾏ったが、カフェインの摂取に関して⼈を使った実験を⾏うことが難しく、記憶⼒の定義も曖昧だったため研究が難しかった。そこで、記憶⼒
の向上に関係する栄養素である糖質とその摂取の仕⽅に着⽬した。 

●糖質は脳の主なエネルギーとなり、記憶⼒に関係している主な物質である。そこで、脳に良いとされる糖質を多く含むバナナについて研究しようと
考えた。 

●バナナを焼くことで、含まれる糖をより多く引き出せることが⽂献調査で分かった。そこで、電⼦レンジで加熱したバナナでも多くの糖を引き出す
ことができるのかを知りたいと考えた。また調理法の違いによって糖質がどれくらい変わるのか実験したいと考えた。 

バナナの糖質をより多く摂取する⽅法     2020年度課題研究Ⅰ
お茶の⽔⼥⼦⼤学附属⾼等学校2年 

榎本響⼦ 
鈴⽊真悠 暮らしの化学 

実験⽅法 
①ソモギー法で、還元糖液を作り滴定を⾏い検量線を作成した。 
②電⼦レンジで加熱したバナナと加熱なしのバナナを⽤意し、それぞれすりつぶして試料
をつくり滴定を⾏い糖量を調べる。 

結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考⽂献 
滝⽥聖親ら「新基礎⾷品実験各」三共出版株式会社 2008年p.101-108 
伊藤聖⼦,葛⻄⿇紀⼦,加藤陽治「バナナの追熟および加熱調理による糖組成の変化」弘前⼤学教育学部紀要2013年第110号p.93-100 
hps://hirosaki.repo.nii.ac.jp/index.php?acon=repository_acon_common_download&item_id=2503&item_no=1&aribute_id=20&file_no=1&page_id=13&block_id=21 
「還元糖の測定⽅法及び装置」hps://patenmages.storage.googleapis.com/31/79/da/73a8e1de964376/JP3992692B2.pdf 
閲覧⽇2021年1⽉22⽇ 
「記憶⼒がアップする⾷べ物5選。」hps://studyhacker.net/memory-food 
閲覧⽇2020年 11⽉4⽇  

→ 
 

糖量が5,10,15,20,25mlのときのそれぞれのD液の滴定量はグラフ１のようになった。糖量が5,10mlのときの滴定量は、参考資料にあった検量線の値とほぼ
⼀致したが20,25mlのときの滴定量は⼀致しなかった。写真1は⑥までの実験を⾏った溶液にＤ液で滴定し褐⾊から薄い⻩⾊になった様⼦。それからE液を
加えて滴定を続け、薄い⻩⾊→濃紺⾊→⻘⾊と変化した。写真２の⾊になったら、測定を終了した。糖量25mlの還元糖液を滴定したものは5mlのものを滴
定したもの(写真2)よりも⾊が濁っていた。 

今後の展望 
記憶⼒に関係する物質として、バナナに含まれる糖質を研究の対象にしたことで研究は⾒通しを⽴てやすくなったと感じた。しかし、ソモギー変法に必要な試料
を⽤意するために時間がかかってしまったため、バナナの糖質の測定を⾏うことができなかった。バナナの加熱⽅法によって糖質の量が変わることが分かれば今
後の⾷⽣活に⽣かせると思うが、それが確認できず残念だった。⾃分たちの研究したいことに合ったテーマや適切な実験⽅法を考えることは⼤切だと感じた。還
元糖液の滴定がまだ１回しかできていないので今後滴定実験の回数を重ねてより正確な検量線を作り、バナナの糖量を測定しようと考えている。バナナに含まれ
る糖質はおよそ20〜25mgなので、還元糖量が20,25mgのパターンを中⼼に多く実験を⾏おうと思う。 

                    写真1            写真2  

考察 
グラフ１から糖量が増加するとD液の滴定量は減少すると考えた。糖量が25㎎の時の滴定量が参考資料にあった数値よりも多くなった。沸騰させると
きに⽕を途中で⽌めてしまったことか加熱後の冷却が不⼗分だったことが原因だと考えられる。またバナナを電⼦レンジで温める場合、温度のむらが
できやすいことから、糖質の増加は蒸したバナナよりも⼩さいと考えられる。 

グラフ１ 

⽬的 
⽂献調査より、オーブンで加熱した場合30分間加熱したバナナは糖量が増加し40分間加熱すると糖質は減っていて、10分蒸したバナナと20分蒸したバナナでも
同じような糖質の増減の結果が出ていることが分かった。また、温度のむらがより少ない加熱⽅法であるほど糖質は⼤きく増加していることが分かった。この
研究では、電⼦レンジで温められたバナナは元の状態のバナナと⽐べて糖質がどれくらい変化するのか、糖質をより多く引き出すことのできるバナナの調理⽅
法を調べる。 

仮説 
⽂献に⽰されていたいずれの加熱⽅法でも、糖量の増減は
1.3〜1.6gであった。レンジでバナナを加熱するとおよそ30
分間の加熱によっておよそ1.0〜1.5g糖質が増加する。 

写真3                                             写真4 

→ 

操作⑦について:酸化剤の物質量を還元剤で滴定すれば、濃度が未知の溶液の物質量を知ることできる。D液のチオ硫酸ナトリウ
ムが還元剤の役割を果たしていてE液のデンプンを指⽰薬として⽤いている。 
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Lexical Approachによる英語のスピーキング能力の向上
お茶の水女子大学附属高等学校2年 数理・情報科学 小田川美彩

5.まとめ

5.1.実験を終えて
二回目は初見の問題と、一回目と同じ問題の１問ずつを出題したのだが、一回目と同じ問題を出す
ことは当然伝えていなかったために、
「予想外の既出問題」「自分が一週間前に何を話したかうろ覚えしている状態」というものが生ま
れ、それを思い出しているであろう空白とグラマーのミスが多く見受けられた。
この傾向はテスト後時間をおいて二回目のテストを行った群には見られなかったため、中途半端に
しか覚えていない状態でいるのは逆に志向を狭めてしまう危険…？
また、発話内容の中に配布した教材に含まれるチャンクが含まれているか調べたところ、まったく
と言っていいほど入っていなかったため、そもそも認識の有無というよりはチャンクの設定の仕方
や練習方法に問題があったと思われる。
今回の２回目の実験で「グローバル化が進んでいる」という内容を発話したかったのだろうなとい
う発話が多く見受けられたのだがその表現方法は被験者によって異なり、文法的に怪しい表現もい
くつかあった。このことから、チャンクに入れる表現はその発言の頻度によって優劣をつけなけれ
ばならないと認識した。住めての提携表現を覚えられたらいいのだろうが忙しい高校生にとってそ
れはほとんど不可能である。取捨選択をいかに効率よく行うのかが肝になってきそうである

5.2.現時点で思いついている問題点
①多忙なお茶校生を対象にした実験にもかかわらず、練習期間が一週間という長期のものであった
こと。
②一日当たりの練習時間が３０分～１時間と、毎日確保するのが難しい条件にしてしまったこと
③自宅で行う実験であったために、被験者の監視ができず、練習状況を把握できなかったこと(練習
を十分な量・正しい方法で行っていない人がいた可能性がある)
④チャンクが長すぎたこと(一応チャンクが長くても覚えることは有意義であるという前置きはした
が、それを差し置いてもすべてを忙しい中完璧に暗記するのは難しかったと思われる)
⑤実験を行う意義を被験者に実感させることができなかったこと
⑥トピックの範囲が広すぎたこと
(例えば「地球温暖化についてのチャンク集」であったり、「少子高齢化に関するチャンク集」のよ
うに、関連性のあるチャンク集を作成しそれらに特化したトピックをテストしながら実験を行うこ
とができれば、チャンクが使われたかどうかが調べやすく、
かつ被験者も練習の効果を実感しやすいため、事後のアンケートなどを通して意見の収集も可能に
なるかもしれない)
⑦分析方法があいまいであること(何をもってerrorと判断するのか、内容の筋が通っていなくても量
を話せば数字は伸びてしまうことなど)

5.3.今後の見通し
①→１日で完結する第二実験を考案する
②→第二実験の拘束時間は３０分程度を目安にする
③→第二実験は校内で、休み時間か放課後の一部を切り取って行う
④→提供するチャンクを短くするorチャンクの長さを変えた群で効果を見る(チャンクの認識の有無
ではなく、チャンクの長さに焦点を当てる)
⑤→①②③というより限られた条件でも、効果を実感してもらえるような内容(⑥にあるようにト
ピックを狭めるなど)の実験を考案する

⑥→データを使ってKH Coderなどを用いることでより論議されやすいトピックを厳選し、それに関
連したチャンクを作成することで、より具体的な視野で効果を見る
例：KH Coderを用いてより活発なトピックを見つける
被験者に「日本語で」簡単に意見を書いてもらう(Googleformを使う)→それをKH Coderで分析し、
共起ネットワークなどを用いることで多くの学生が思っていること・言いたいことを分析する→そ
れに関するチャンクを探す
このステップを踏むことによって「よりタイムリーで、より実用性のあるチャンク」が出来上がり、
被験者の意欲上昇・効果の実感につながるのではないか

5.4.課題
すでにこのようなステップはシラバスなどを用いて行われており、そのような表現をまとめた書籍
なども売っている。そのうえでLexical Approachが浸透していない今の状況を打開するために、あ
らたに画期的な解決策を考案する必要がある

6.参考文献

[1]千菊 基司、タスクの繰り返しを中心としたスピーキング指導と高校生の英語発話の質の向上、
2018
[2]遠藤力、高校における語彙指導の在り方に関する考察 －コーパス言語学を利用した指導－、
2006
[3]増見敦・石川慎一郎、日本人高校生のL2英語発話の流暢性を高めるフィードバックのあり方：自
己評価・ピア評価・指導者評価の有効性の検証、2016
[4] 飯野厚・籔田由己子、音読・シャドーウィングとスピーキングの関係、2013
[5] ニック・ウィリアムソン、ニック式英会話https://nic-english.com/nic/、2018
[6]成田一、日本人にふさわしい英語教育：外国語習得の仕組みと言語差(機械翻訳技術の向上)、
2013
[7] Levelt, W. (1989). Speaking: From intention to articulation, The MIT Press
[8]Nation(2001), Learning Vocabulary in Another Language:Frontmatter

1. はじめに
英語の4技能であるReading・Listening・Writing・Speakingの中で、Speakingを苦手と

する高校生は多い。
日本の教育現場では文法事項の暗記や長文の読解や音源を聞いてのリスニング練習は比較

的容易に行えても、実際に英語を用いて積極的に発話するといったカリキュラムがあまりと
られておらず、発話の機会が極端に少ないことが原因として挙げられる。
また、成田一(2013)によると、英語には「瞬時的処理を必要とする文法的な計算や操作」

などが含まれ、その脳内処理が日本人にとって極めて大きなハンデとなることも原因だとい
う。「瞬時的計算や操作」を全自動化するには、言語獲得期の「自動言語習得機能」を活用
するほかなく、その臨界期を超えたら、どんなに反復訓練しても、半自動化が限界で、処理
が意識的になってしまう。日本語には英語の「数の一致」や「WH語の説境界を越える移動
(WH Movement)」など、瞬時に計算処理をしなくてはいけない文法操作は日本語にはない
ので、日本人は英語を実際に発話するとき脳の中で行う処理に慣れておらず、時間がかかっ
てしまい、スムーズに話すことが難しい。
今回探究に着手するにおいて、この「脳内での文法の処理時間」を短縮し、発話をよりス

ムーズにする方法を模索したいと考えた。今回対象にしたい高校生はもちろん「自動言語獲
得機能」の臨界期(7歳)を超えているから脳内での処理は意識的であるので、本研究では、意
識していてもなるべく早く脳内で文法を処理し、流暢に発話できる練習方法を探す。

Nation(2001)によれば、言語はコロケーションの組み合わせの中で使われるので流暢で適
切な言語を用いるためにはコロケーションの知識が必要である。ここで私は、コロケーショ
ンを丸々暗記しそのまま発話に用いることで、文法の処理を極限まで短くしよりスムーズな
発話を促せるのではないかと考えた。似たようなアプローチは既に提案されており、その名
を「Lexical Approach」という。Lexical Approachをどのような状況で実施すれば効果があ
るのかを実験によって確認し、課題を認識した後、具体的にこのアプローチを用いた指導の
提案をすることを目指す。

2. 調査

2.1.調査対象者
高校2年生のL2英語学習者
2.2.調査方法
①被験者を2グループ(A,B)に分ける
②両グループ同じ内容の問題でテストを行ってもらう
③AグループとBグループに作成した教材を渡し(※)５日間にわたってスピーキングの練習を
行ってもらう
④練習後、内容は同じ初見の問題でテストを行ってもらう
2.3.調査の狙い
教材の内容：初めに提示するスピーキングの問題と模範解答は同じものを示してあるが、
Aグループ・・・Lexical Approachについての詳しい説明・それを用いた学習法の指示
Bグループ・・・説明・指示なし
上記の部分に違いがある。
この分類をすることで「Lexical Approachを適切に認識しているか否か」が実験結果にど
う影響するかを探る

3.結果
グラフの縦軸には、各指標の実験前の数値をa,実験後の数値をbとしたときの
b/aの値をとっている。

4.考察
AグループとBグループでは大きな違いがみられなかった。
…定期テスト期間を挟んでしまい、練習の成果がほとんどなくなってしまったからではない
か
１回目・２回目を比べた時、どちらのグループでも発話時間が短くなる傾向がある。
…完璧に覚えてはいないが前の練習の記憶が一定量ある状態で再度のテストに臨むと、発話
に使える語彙が固定されるのでは
Aグループは一分ごとの発話語数が増えている傾向がある
…Lexical approachの効果で発話する語彙が決まっていた？

2020年課題研究Ⅰ
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↑※実験に用いた自作教材
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上野動物園のシャンシャンがもたらした経済的な影響について
2020年度課題研究Ⅰ お茶の水女子大学附属高等学校2年 数理・情報科学

中根芽依 永野英睦子

図3 国立西洋美術館の入館者数の 図4 図3の国立西洋美術館の入館者数の
増加率と日本のGDP成長率の推移 増加率を前年にずらしたグラフ

ここで、国立西洋美術館の入館者数の増加率とその前年の日本のGDP成長率には相関が
あると予想できる。2017年は、アジア全体の景気が良く輸出が好調だったため、GDP成
長率が高くなっている。よって、異常値であるといえる。2013年は、国立西洋美術館の入
館者数をずらす前の2014年、消費税が引き上げられたので、2014年は日本の前年の
GDPの影響と、消費税増税の影響を受けて入館者数の増加率が下がったと考えられる。よ
って、異常値であるといえる。異常値である2013年と2017年、増加率のデータがない
2019年を除いた11年間のデータで実際に相関をとった。相関係数0.83362となり、強
い正の相関を示した。以上より、国立西洋美術館の入館者数の増加率は、1年前の日本の
GDP成長率と相関があるといえる。

この結果より、2015年から2016年にかけての国立西洋美術館の入館者数の推移は、日
本のGDPの推移によるものであると考えられる。JR上野駅の乗車人員の推移も日本の
GDPの推移の影響を受けていると考えられるので、前述したようにJR上野駅の乗車人員の
増加に国立西洋美術館の入館者数の推移は考慮しないので、その増加数は全てシャンシャン
誕生による影響であると考える。

JR上野駅の2014年度から2018年度までの乗車人員の推移を見る。このとき、定期内
の乗車人員は大きく変化はしないと考えられるので、乗車人員のデータは定期内を除いた、
定期外のみとする。このデータは年度ごとにとってあるため、シャンシャン公開直後3か月
の2018年1月から3月までのデータは2017年度のデータに含まれる。2016年度から
2017年度の増加率を見る。2016年度から2017年度の増加率は、＋4.4％であった。

（３）飲食店について
上野動物園周辺の飲食店で、どれほどシャンシャン誕生による経済的な影響があったの

かを調査するため、Hard Rock CAFE上野駅東京店へインタビューを実施した。Hard
Rock CAFÉでは、2017年12月から2018年8月まで、期間限定で「パンダバーガー」
を発売した。その売上個数は1044個で、純売上対前年比＋8.1％、客数対前年比＋8.9％
と、数字だけ見ても売り上げ、客数ともに伸びている。また、対応してくださった店員の方
にシャンシャン誕生についての効果が実感としてあったかを伺ったところ、「パンダコラボ
商品により、多くのメディアに取り上げられ話題創出に成功し、さらに新規顧客獲得にも繋
がった。」という回答を得た。この他にも、エキュート上野では、2017年12月1日から
2018年1月31日まで、施設全体でPandaful Winter 2017-18というイベントを行って
メディアに取り上げられるなど、シャンシャンにあやかる形のイベントが上野地域でたくさ
ん行われていた。

また、台東区中小企業の景況の2018年1月～3月の宿泊業・飲食サービス業の倒産件数
は0件と、前期（2017年10月～12月）の1件、前年同期（2017年1月～3月）の1件比
べ、少なくなっている。
このことから、上野動物園周辺の飲食店ではシャンシャン誕生による経済的な影響は、全体
を通してあったといえる。

（４）繊維製品について
台東区中小企業の景況平成29年10‐12月期の報告編の中で、小売業の業種別動向の

繊維・衣服・身の回り品について、「売上額、収益ともに減少・減益幅がかなり拡大した。
業況は厳しさが極端に和らぎ明るさが見えた。」とあったが、サービス業についての分析か
ら、これは実質的な景気の動向には関係していないといえる。

上野動物園に直接問い合わせ、頂いたデータによると、入園料を除いた、上野動物園の飲
食料品やグッズなどの総売り上げは、対前年比増減率で48％もの増加があり、また、Hard 
Rock CAFE上野駅東京店のレストランに併設するロックショップで2017年10月から販
売された、「パンダTEEシャツ 2種類（MENS&KIDS)」は完売し、ロックショップの純
売上対前年比＋27.9％、客数対前年比＋22.6%と大幅に増加していた。そこで、上野地域
において、シャンシャンに関連のない繊維品を扱っている小売店において取材を行い、パン
ダ関連グッズを販売していない、上野動物園周辺の繊維品を取り扱う小売店の景気の動向を
調査しようとした。しかし、そのような条件に当てはまる小売店には回答を得られず、調査
をすることができなかった。

（５）全体の比較
シャンシャンが公開されたのは2017年12月19日なので、2017年から2018年にか

けての増加率を比較する。
サービス業について、上野動物園の売上額対前年比は＋10.3％、交通機関について、JR上
野駅の乗車人員対前年度比は＋4.4％、飲食店について、Hard Rock CAFE上野駅東京店
のレストラン施設の純売上対前年比は、＋8.1％、繊維業について、Hard Rock CAFE上
野駅東京店のロックショップの純売上対前年比は＋27.9％である。よって、繊維業が一番
恩恵を受けており、交通機関が一番恩恵を受けていないことが分かった。

4． まとめ
①シャンシャン誕生により、上野動物園周辺で一番恩恵を受けていると考えられるのは繊維
業であり、一番恩恵を受けていないと考えられるのは、交通機関であることが分かった。
②東京都及び台東区のサービス業についての業況DI値と、企業倒産件数に相関がないことか
ら、業況DI値は、景気の動向を見る指標にはならないということが分かった。
③国立西洋美術館の入館者数の増加率と、1年後の日本のGDPの成長率に相関があること
がわかった。

今後検討すべき課題としては、今回の調査では、業種別の格差を調査したので、恩恵が
小さい業種、恩恵が大きい業種、それぞれへ経済効果を効率よく配分できるような政策の立
案をしたい。

参考文献
[1]台東区 “中小企業の業種別DI値、企業倒産状況のデータ”「台東区中小企業の景況」
台東区産業振興課融資担当、https://www.city.taito.lg.jp/index.html （参照2021.1.8）
[2] JR東日本:東日本旅客鉄道株式会社、各駅の乗車人員、
https://www.jreast.co.jp/passenger/ （参照2021.1.8）

1. はじめに
2017年6月12日、恩賜上野動物園にて、パンダの赤ちゃん「シャンシャン」が誕

生した。そして同年12月19日から公開された。誕生してから今日にかけて、シャン
シャンは莫大な経済効果をもたらしたと様々なメディアで報じられてきた。しかし私
たちは、一概に経済効果といっても、業種によって恩恵の大きさに格差があるのでは
ないかと考えた。そこでシャンシャン誕生による経済的な効果を効率よく配分する政
策の立案に向け、まず業種による格差はあるのかどうかを調査することを本研究の目
的とした。

2. 仮説
影響を受けているであろう業種について以下の仮説を立てて分類した。

・単純に、上野動物園の収益は上がっていると予測できるので、サービス業が一番恩

恵を受けているだろう

・動物園に来るにあたって、交通機関を使うことは必要不可欠のため、電車やバスな

どの交通機関の売上が上がっているだろう

・シャンシャン誕生に関するグッズが売れていると推測できるので、ぬいぐるみなど

布製品の繊維製品の小売店の売上が上がっているだろう

・上野周辺の飲食店もシャンシャンに関する商品を売り出しているため、売上が上が

っているだろう

3．実験結果と考察
(1)サービス業について

シャンシャンが公開された2018年には、売上額対前年比＋10.3%、入園者数対
前年比＋22.9%となっており、上野動物園はシャンシャン誕生によって経済的な恩
恵を受けている可能性がある。そこで、上野動物園周辺の、上野動物園を除くサービ
ス業の景況の推移を調査することとした。

サービス業の景況の指標として、台東区中小企業の業種別業況DI値を採用しようと
したが、2018年にシャンシャンの公開が開始されたにも関わらず、業況DI値は減少
していた。それはなぜなのか、業況DI値と景気の動向について関係を調べることとし
た。台東区のサービス業の実質的な売り上げのデータを入手出来なかったため、倒産
件数を景気動向の指標とし、業況のDI値と相関をとる。業種ごとの業況DI値と企業倒
産件数を、台東区では平成28年10-12月期から平成30年1-3月期 の4業種×6期
のデータ、東京都では平成29年10月から平成30年3月の4業種×6期 のデータ（台
東区のデータは3か月単位、東京都のデータは1か月単位。）で比較する。

倒産件数が増えるほど景気が悪くなるので、業況のDI値は低くなると考えられると
いう仮説を立てた。
しかし図1、図 2から台東区に関してはほとんど相関は見られず、東京都に関しては

倒産件数が増えるほど業況DI値も高くなるといった 小さい正の相関があり、立てた

仮説とは真逆の結果となった。

このように、業況DI値と倒産件数に相関がないことから、この調査においてDI値は

景気の動向を判断する有効な材料にはならないと考えられる。台東区の平成29、30

年の企業の売上の実質的な値は入手することができず、売上のDI値から景気の動向を

判断しようと考えていたが、それも困難である。シャンシャン誕生の、パンダにあや

かったグッズを売っていた企業への影響は業種ごとに比べることがでたが、 上野動

物園周辺のサービス業の企業全体への経済的な影響は分析できないという結論に至っ

た。

図1 台東区における企業倒産件数と 図2 東京都における企業倒産件数と
業況DI値の散布図 業況DI値の散布図

（２）交通機関について
交通機関としてあげられるものに、バス、自家用車、タクシー、電車がある。この

うち、バスは無料パンダバスが巡回しているが無料のため利益は上がらない。また自
家用車は利用者の多くが商店街などの買い物客と予想される。そして、 タクシーで
来園する人は来園者数に占める割合が少ない。よって、これらは今回の査対象としな
い。また、上野動物園には上野駅が1番近く、利用者も多いと考えられる。その中で
も、JRの路線が多く通っており、動物園にも近いためJR上野駅のみに絞り考えた。

JR上野駅周辺の施設のシャンシャン誕生前後のイベントを調べ、毎年同系統の催
し物を行っていれば客層は変わらないと推測し、シャンシャンによる効果を過去の変
動から考察した。

まず、上野駅周辺の施設として上野の森美術館、国立科学美術館、東京文化会館、
東京国立博物館、国立西洋美術館を挙げた。過去5年間のイベントを調べたところ、
これら4つは毎年、同程度の規模のイベントをほぼ同回数開催している。そのため客
層は変わらず上野駅の乗車人員にこれら四つの施設は影響していないとした。国立西
洋美術館では、2016年7月に世界遺産に登録された。2015年に比べ2016年、
2017年は入館者数が伸びているためこれは世界遺産に登録されたことが影響してい
ると推測できる。しかし、国立西洋美術館の入館者数の推移を調べたところ、全体で
みると、2016年、2017年に入館者数が増加したと考えるよりも、その前年の
2014年、2015年に何らかの原因により入館者数が減少したと考えたほうが妥当で
あるという結論に至った。

そこで2014年、2015年、そしてそれと同程度減少している2010年に何があっ
たのかを調べる。日本の景気と関連があると考え、国立西洋美術館の入館者数の増加
率と、日本のGDP成長率の関連を調べた。すると、西洋美術館の入館者数の増加率
と、その前年の日本のGDP成長率に相関があるようだった。そこで、国立西洋美術
館の入館者数は前年の日本のGDP成長率に影響される、つまり、日本の景気の動向
の影響を美術館は遅れて受けると考え、国立西洋美術館の入館者数を後ろに一年ずら
してそれをグラフ化した。図3に、国立西洋美術館の入館者数の増加率と、日本の
GDP成長率、図4に、図3の国立西洋美術館の入館者数の増加率を前年にずらしたも
のを示す。
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「「女女子子力力」」のの分分析析
はじめに
現在使われている「女子力」という言葉は曖昧

で、だからこそ“女子”というワードに敏感になり
がちだ。だが、虜という漢字に男が、妬という漢
字に女が含まれているなどと気にする人は少ない
だろう。それならば、「女子力」も意味を確立さ
せてしまえば、嫌な思いをする人が減るのではな
いか。「女子力」と調べようとすると最新の広辞
苑にも記載されておらず、インターネット上の辞
書でも検索結果と実際に使われている意味に
ギャップを感じた。

研究方法
①文献調査
過去の朝日新聞で「女子力」について書かれて

いる記事に目を通し、「女子力」がどのような意
味で用いられているのかを調べる。
②事前アンケート
お茶高生 年生の 人と家族 人に自由記述で つ

の問いに回答してもらう。
③アンケート
文献調査、事前アンケートをもとにアンケート

を作成し、お茶高生とお茶高生の保護者や家族に
回答をいただく。
④分析
アンケートの回答から、現在使われている「女

子力」を分析する。女性 個、男性 個、性別
を回答しない回答者 個の計 個の回答が得られ
たが、男女の回答の数に偏りがあったため、今回
の研究は女性 個の回答のみを分析する。

研究結果
アンケート中の「『女子力が高い』を他の言葉

に言い換えたとき最も当てはまるものを選んでく
ださい。」という質問で、右下のグラフで表せる
結果が得られた。

それぞれの母数が異なるためこの研究の比較は
すべて百分率に換算して行った。
①下のグラフは「『女子力が高い』人の顔の特
徴」の質問に対して各選択肢を選んだ人の割合で
ある。 複数回答可

②下のグラフは「『女子力が高い』人の性格」の
質問に対して各項目に「当てはまる 点 どちらで
もない 点 当てはまらない 点 」から選択した
結果を点数化したものである。 凡例は上に同じ

考察
①「目が大きい」「涙袋がある」「小顔」「鼻が
高い」を選んだ人が全体的に多いが、特に〈かわ
いい〉では上記 つ全てにおいて他の 集団より高
い割合となっていることから他の集団より「女子
力が高い ＝かわいい 」は顔によって判断する傾
向が見られる。
②グラフを眺めると集団ごとの大きな偏りはあま
り見られない。「優しい」の項目では 集団の平均
が 点を超え、「女子力」のとらえ方が異なって
いても共通の項目であると考えられる。だが「マ
イペース」の項目では〈気が利く〉が他の 集団に
比べ約 ％低い。これは「気が利く」人は他人の
ことを考えて動くため「マイペース」な性格は
「女子力が高い ＝気が利く 」人には当てはまら
ないとした人が多いのではないかと考えた。また
〈かわいい〉の「自分勝手」の点数が他の 集団の
約 倍であるが、その理由は突き止められていない。
これらを含めここまでの分析から「外見は内面

の 番外側にある」という言葉の通り、内面と外見
のどちらかではなくどちらも「女子力」という概
念に影響を与えると結論付ける。

「生活力がある」 ％
「かわいい」 ％「気が
利く」 ％が上位 位で約
割を占めた。この結果を
受け、この つの選択肢を
選んだそれぞれの回答者の
他の回答を分析したものが
右の研究結果である。今後
それぞれの選択肢を選んだ
集団を〈ー〉と表現する。
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2020年度課題研究Ⅰ
お茶の水女子大学附属高等学校2年
数理・情報科学 梅本花音

参考文献
「女子力」って？朝日新聞2017年1月22日11ページ

「女子力が高い」を他の言葉
に言い換えたとき最も当ては
まるものを選んでください。
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③グラフ作成ソフトによる近似

難題双子素数問題への挑戦
～コンピューターを用いたビジュアル的アプローチ～

お茶の水女子大学附属高等学校2年
数理・情報科学

大場さくら、米川真由

11..ははじじめめにに

双子素数とは、差が2である素数のペアである
「双子素数が無限に存在するのか」はまだ証明されていない

コンピューターを用いてビジュアル的に予想する

22..  先先行行研研究究

33..  本本研研究究のの手手法法・・実実験験結結果果

①Python を用いた双子素数の数を求めるプログラムの開発

44..研研究究内内容容
仮説①：整数中の双子素数の割合はだんだん減少していく

仮説②：双子素数はデタラメに存在する。つまり双子素数の間隔の分
布は不規則で最頻値がない。

素数定理１(x/logx)のグラフ 双子素数の存在個数/(x/logx） 素数定理に基づく双子素数のグラフ

素数定理のグラフの近似

①積分の原理を用いた近似

②テイラー展開による近似

積分の
幅を

0.1から
0.001に
変更

1.１本のグラフで近似 ２.複数本のグラフで近似

双子素数の間隔を６で割ったものの分布

最頻値＝45 期待値＝227(6倍してもとに戻したもの)

ある整数までの素数の数のグラフを定数倍したものは、y=C・x/logxとy=C・li(x)の間にある。
グラフを見ると、y=π₂(x)は、最初はこれらより上にあるが、だんだん下がってきて交わり下にで
る。これより、素数の中の双子素数の割合は、最初は大きいが、だんだん低くなり、存在しにくく
なることが分かった。さらに、双子素数の存在確率は素数の存在確率よりも変化が大きいといえる。
また、双子素数の出現する間隔はヒストグラムよりある傾向があり最頻値がとれることがわかっ

た。
この2点より、グラフの左側の方、すなわち整数が小さい時付近では分布は間隔が狭い方により、

グラフの右側、すなわち整数が大きい時付近では間隔が広い方によるのではないかと予想した。
今後の方針として、素数中の双子素数の存在密度を調べ、素数と双子素数の個数の変化から二つ

を比較してみたい。加えて、今回新たな疑問として出た、素数定理とは違う“双子素数定理”のよ
うな新たな概念の研究に尽力していきたい。

研究方法

プログラムを用いて、10000刻みで10^8までに含まれる双子素数の数を表

示し、それぞれについて 双子素数の個数/整数の個数 を求めた。そして、

横軸に整数、縦軸に双子素数の割合をとりグラフをかいた。

結果 考察

・グラフから、双子素数の密度は対数関数

的に 急激に減少していくことがわかった。

・このグラフの先が0に到達すれば双子素数

の数は有限であり、0に到達せず無限に続け

ば双子素数の数は無限である。この先グラ

フがどう進むかもっと調べてみたい。

π(x)：整数xまでに含まれる素素数数の数
素数定理１ ｘ→∞のとき、次の定理が成り立つ：π(x)～ｘ/logx

素数定理２ ｘ→∞のとき、次の定理が成り立つ：π(x)～li(x)

素数定理３ ｘ→∞のとき、次の定理が成り立つ：li(x)～ｘ/logx

研究方法

1.プログラムを用いて、双子素数の数が1ずつ増えるときの双子素数の大き

い方を調べる上限を10^8として表示させた。

2.前後の双子素数の大きい方の差を求めて、双子素数の間の間隔を表示し

た。

3.双子素数の間の間隔は最初を除いて必ず6の倍数になることより、分析を

しやすくするため間の間隔を6で割った。

4.このデータを階級の幅を2としてヒストグラムにまとめた。

結果・考察

ある整数までに含まれる双子素数のペアの数を求めるプログラムを作成し

た。Excelへのデータの書き込みの自動化、処理の高速化を図った。

・双子素数の出現間隔は完全にランダムだと考えていたが、(ⅰ)、(ⅱ)のヒストグ

ラムより、ある程度どの間隔がどのくらい出やすいのかは決まっている？

・ヒストグラムの形が二項分布(20,0.03)やカイ二乗分布曲線(自由度5)、F分布曲

線(自由度3,5) と似ていたため比較してみた。これらのグラフの形はなんとなく似

ているが、まだ現時点ではこれは何を意味するのか関連性は掴めなかった。しかし、

グラフの形が似ているということはなにか関係があるのかもしれない。すると、双

子素数の間隔と統計学の確率分布には深い関係がある可能性がある。これからの研

究でもっとこれらのグラフの類似性の意味について調べていきたい。

import math
import openpyxl

limit = 100000 #調べる数の最大値
factor = 0
p = 2 #これまでに見つかっている最大の素数
s = 0 #双子素数の組数
skip = 100 #C列r行目に、(r * skip)番目の双子素数の
組の大きい方の素数を表示
number = 100 #A列t行目に、(t * number)の値を表示
r = 1 #rの初期値。r = 1, 2, ...
t = 1 #tの初期値。t = 1, 2, ...

wb=openpyxl.Workbook()
ws=wb.active

for k in range(3, limit+1):
factor = 0 #合成数フラグ。この回の途中でfactor 

= 1となったら、kは合成数。

for divisor in range(2, 
math.floor(math.sqrt(k))+1): # divisorが2から(√k)
以下の最大整数の間

if k%divisor == 0:
factor = 1
break #kがdivisorで割り切れたら素数で

はないので、factor=1としてから、for divisor in 
rangeのループを抜ける。

if factor == 0:
if p+2 == k: #もし、kが双子素数の大きい方の素数であれば、

s = s+1 #双子素数の組数を+1する。
p = k #これまでに見つかっている最大の素数をkにする。
#skipの条件に応じてxlsxファイルに書き込む。
#C列r行目に、(r * skip)番目の双子素数の組の大きい方を
表示

#D列r行目に、(r * skip)の値を表示
if s%skip == 0:

r = s/skip
ws.cell(r,3).value = p #C列
ws.cell(r,4).value = r*skip #D列

else:
p = k #これまでに見つかっている最大の素数をkにする。

#numberの条件に応じてxlsxファイルに書き込む。
#A列t行目に、(t * number)の値を表示
#B列t行目に、(t * number)までに存在する双子素数の組数を表示
if k%number == 0:

print(k) #可視化
t = k/number
ws.cell(t,1).value = t*number #A列
ws.cell(t,2).value = s #B列

wb.save('双子素数.xlsx')
wb.close

素数定理を定数倍したものではないかと考え、

π2（x）/(x/logX)の近似直線を求め、そのy切片である0.1を定数CCとした。

1/logxの値に
x→x+0.1の幅で
考えて0.1をか
けた。
0から10までを
積分区間とした。

積分の原理である面積を求めることから考えた。

問題点:
幅が0.1では
誤差が大きい

問題点:
10^7までお
こなうこと
は難しい。
また、その
時の誤差が
大きくなる。

1/logxの逆数であるlogxに着目しlogxを近似する。
求めた近似式を逆数にすることでLi関数を求める。
そこで、テテイイララーー展展開開により、正確な近似試みた。

問題点:
収束半径が1であることから、どれだけ項数を増やしても0→1の
間隔でしか近似ができない。
また、項数が多く、10^7おこなうことも難しい。

問題点:1/logxのグラフの変化は特
徴的で多項式のグラフではある範
囲だけの近似になってしまい範囲
を広げると誤差が大きくなる。

誤誤差差ががππ22（（xx））とと比比較較ししてて330000程程ででああ
るるここととかからら、、③③のの22ののググララフフををLLii関関数数
にによよるる双双子子素素数数のの近近似似曲曲線線ととすするる。。

仮説③：Li関数とｙ=x/logxのグラフをそれぞれ定数倍したものに双子素数のグラフは
挟まれる

方法：三本の近似曲線を求め、重ねて比較する。

ｘ/logxは下側から
π(x)に近づき、 li(x)は
上側からπ(x)に近づく。

すなわち、π(x)のグラ
フはli(x)とx/logxのグラ
フに挟まれる。

出典：[1]
11//llooggxxはは積積分分ででききなないい関関数数ででああるるここととかからら、、ままずずLLii関関数数のの近近似似をを行行うう必必要要ががああるる。。

感覚に頼り、グラフ作成ソフトを用いて1/logxの一本の近似曲線を見つける

考察：
素数定理のように、関数π₂
（x）を関数C・x/logxと関数
C・li(x)で挟む事はできなか
った。
このことから、要因として次
の２つを考えた。
1.定数ではなく変数（ある関
数）をかける必要がある。
2.素数定理の考え方が双子素
数では通用せず、新たな概念
が必要である。

log(x)
②②ののググララフフ

範囲を
複数に
区切り、
それぞ
れの近
似曲線
を求め
る。

log𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑥𝑥𝑥𝑥

li(x)をLi
関数と
呼ぶ。

π2（x）：整数xまでに含まれる双子素数の
数

Li関数のグラフの近似

関数π₂‹x›と関数C・x/logxとLi関数C・li(x)の比較

66..ままととめめ

77..参参考考文文献献
・[1]木内敬『ビジュアルリーマン予想入門～グラフで解き明かす素数とゼータ関数の関係～』、株式会社 技術評論社、2020 年
・第五回: Python で素数を探す----エラトステネスのふるい http://ywatanabevltmathscilogic.hatenablog.com/entry/2018/10/12/080824 閲覧日：
2020/07/01
・【Python】素数を判別するプログラムを実装する https://www.suzu6.net/posts/70-prime-numbers/ 閲覧日：2020/07/01

・【Python 入門】素数の生成・判定プログラムを実装してみよう！ https://www.sejuku.net/blog/74038 閲覧日：2020/07/01
・Python で実装する素数判定アルゴリズムと実行効率の比較
https://szarny.hatenablog.com/entry/2017/09/21/232855#%E7%B4%A0%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%80%A7%E8%B3%AA%E3%82%92% 
E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E5%88%A4%E5%AE%9A%E6%B3%95 閲覧日：2020/07/29
・Excel によるカイ二乗分布曲線のグラフの作り方 https://bellcurve.jp/statistics/blog/15346.html 閲覧日：2020/10/02
・28-1. F 分布 https://bellcurve.jp/statistics/course/9929.html 閲覧日：2020/10/02
・木村直之 編『ニュートン別冊 数学の世界 現代編 ベイズ統計,フーリエ解析,ブロックチェーン,本当に役に立つ数学の話』、株式会社 ニュー トンプレス、
2019 年
・中村真哉 編『数学者たちを引きつける神秘の数！ 素数のきほん』、株式会社 ニュートンプレス、2018 年
・清水健一『美しすぎる「数」の世界』、株式会社講談社、2017 年
・双子素数 - 高精度計算サイト https://keisan.casio.jp/exec/user/1285405266 閲覧日：2020/07/01
・対数積分 li(x)（グラフ） - 高精度計算サイト https://keisan.casio.jp/exec/system/1166086989 閲覧日：2020/10/0
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迷惑さシミュレーション 
お茶の水女子大学附属高等学校2年　数理・情報科学　佐藤ゆきの 

論旨 
　この研究は、電車の乗客の乗降時における迷惑行為をシミュレーションし、その迷惑さを視覚的に、あるいは数値としてあらわすことを目的としている。
研究動機は、長いこと電車通学していて、人々が駅構内を規則的に進む中で、異分子が入り込んだらどうなるのかが気になったからである。 

本研究の手法 
①シミュレーションに必要な設定を考える　②①に応じて必要なデータを収集 
③命令文を考える　　　④実行、修正を繰り返す　⑤シミュレーションができたらそれを考察 

 

まとめ 
　ステップを重ねていくと、状況の複雑さが増し、最後どうやればいいのかわからず詰まってしまった。結果こそでなかったが、うまくいかない
原因を自分で考察し、解決策を論理的に組み立てていく作業はとても楽しかった。またこの研究を通して、プログラミングの難しさを知れた。一
つの動作をとっても、条件によって制限されるものなのか、どんな速さ、どんな向き、誰かと一緒なのか、一人なのかなど様々なことを考えて組
み立ていかなければならず、そこに現実社会の複雑性を感じた。 

 
＜参考文献＞ 
電車内での迷惑行為50選 

https://business-textbooks.com/trainnuisance50/#toc-8　2020/10/13 

0.2描画ツールを使って道路を作成し、歩くモデルを作ろうhttps://mas.kke.co.jp/howto/test0/　2020/10/13 

Visual Basicとは？できることやインストール方法、基本的な文法を確認しよう。VBAとVBの違いも紹介！ 

https://agency-star.co.jp/column/visual-basic　2020/10/13 

シミュレーション　 
待機している乗客の中にスマホを見ている人がいたらその待機列の乗車にどう影響する？ 
 
結果・考察 
ステップ１.初期位置 
 
＜課題＞ 
エージェント全員の初期位置を設定した場合→ランダムに一人生成するというのができない　→状況が限定される 

エージェントを普通　邪魔に分けて試行した場合。どちらも一定空間内に生成させる。しかし、速度が違う　→最初の整列状態の再現が不可能 

 
どちらが良いか？ 

→そもそも整列を前提としたシミュレーション 
1 前者のスタイルをキープする 

前者を選択した場合、いかにしてランダムを生成するか？ 

→出現した直後の最初のステップで邪魔とふつうで分ける。 
それぞれの集団の違いとして決めるべきことは速度。 

邪魔者の速度は普通集団よりも遅い。 
  

②そもそもランダムでの出現をあきらめる 

→試行する状況が増え回数も増えるので避けたい 

  
ステップ２.前者を選択した場合 
 
<課題> 

邪魔者自身を含めたエージェント集団を邪魔者エージェントの後方に作る 
 

どうやって？　 
Makeagtsetaroundown を使えば自分を含めたエージェント集団を作ることが可能だが、あくまで周りとなってしまうので前方のエージェントを含んでし

まうことになる。　巻き込む座標設定をすることも可能みたいだがひとつ前の工程でランダムが絡んでいるので技術的にどうやるのかがわからな
い。というか、座標の設定も後方に限ることができるのかがわからない。Aroundなので、周囲はできるが後方に絞るのは難しそう。 
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1. ははじじめめにに

ドキュメントタイプの宣言や言語コードなど、HTMLを書き始める
には記述しなければならない前提条件のようなものがある
カラーコードによる背景や文字の色選び、HTMLを用いたデザイン
などホームページ作成における煩わしさを解消できるような
ツールを作りたい。

2. 先先行行研研究究

無料でホームページを作成できるというサービスはいくつか公開さ
れている。
しかし、そのどれもが
・定額払わなければ独自ドメインを取得できない
・サーバー、ドメインの維持費がかかる
・無料プランでは広告表示、ページ数制限など制約がある
など完全に無料で自由に使えるという物ではなかった。

3. 本本研研究究のの手手法法

・ツールの概要
HTMLフォームやカラーピッカーを用い、利用者に文字や色の

情報を入力してもらう。

その情報をホームページの雛形に反映し、完成したものを利用者がダ
ウンロードすることで使用できるようにする

・変更できる内容
ページタイトル、URL、背景色、文字色、ヘッダー画像
ページ内コンテンツ(本文・添付画像など)

4. 実実験験結結果果

サイト内の項目は以下の４つ

・トップページ…下画像
・使い方 …「作る」の画面上で見れるようにしたい
・作る …実際にツールを使う。図2.3
・テンプレート…既存のデザインを使う。今後内容を拡充する予定

ホホーームムペペーージジ制制作作のの
提提携携ツツーールルをを作作るる

お茶の水女子大学附属高等学校2年 数理・情報科学 永野愛莉

【図３】背景色・文字色選択
カラーピッカーで色合い、
鮮やかさ、輝度を選ぶ

5. 考考察察・・ままととめめ
現時点での課題としては、ページデザインに自由度がないことがあげ

られる。
ページデザインについては、まず現在作っている雛形を完成させてテ

ンプレートの種類を充実させることで代用したい。
また、完成品をzipファイルにしてダウンロードできるボタンを実装す

る予定だ。

参考文献
[1]https://allabout.co.jp/gm/gc/23787/
「読みやすいように︕閲覧者に⾊を⾃由に変更させる⽅法」
All About (参照日：2020/8/5)
[2]https://allabout.co.jp/gm/gc/23930/
「閲覧者がスタイルシートを切り替えられる機能を作る」
All About (参照日：2020/8/5)
[3]https://www.webcreatorbox.com/tech/html-css-coding-steps

「初心者向け！HTML_CSSのコーディング手順をイチからしっかり
と。」Webクリエイターボックス
(参照日：2020/8/20)
[4]https://blog.codecamp.jp/page_layout
「Webページ作成に必須︕定番のページ構成とは︖ゼロから始める
HTML/CSS講座Vol17」codecamps

(参照日：2020/8/20)
[5]https://code-kitchen.dev/html/input-color/
「カラーピッカーを配置する」CODE KITCHEN

(参照日：2020/9/23)
[6]https://haniwaman.com/bootstrap-color-picker-sliders/#i-7

色の指定が自由自在！カラーピッカーを出現させるjQuery

プラグイン「Bootstrap Color Picker Sliders」
えいちぴーこーど(参照日：2020/9/9)
[7]https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/HTML/Element/input/color

「<input type="color">」MDN web docs(参照日：2020/9/9)
[8]https://www.kanzaki.com/docs/html/htminfo31.html
「基本的なフォーム」The Web KANZAKI

(参照日：2020/9/23)
[9]https://www.webdesignleaves.com/pr/html/form.html

「HTML フォームの設置」Web Design Leaves

(参照日：2020/9/23)

【図１】ツールトップページ
画面左のヘッダーから各ページに飛ぶことができる

【図２】ページタイトル・URL指定他
フォームに入力した文字はそのまま完成品に反映される
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考考察察

トレンドはあるのではないかと考える。年ごとに変化
するデータ、例えば勝ち点に大きく絡むゴール数や、
ゴールに関連するプレーがあるとわかったことが一番
の理由である。このことはグラフが激しく変化している
ことからもわかる。

また、それぞれの項目がゴールとの相関が強いこと
から、変化の仕方がゴールと関連があったと分かった。
これは勝ち点に絡んでくるプレーにトレンドがあると考
えられる。 以上の点で、ゴール数がトレンドであること
が分かる。また
・ペナルティエリア外からの枠内シュート数やクロスで
のアシスト数から攻撃の際はゴールから少し離れたと
ころで契機を見つける

・アタッキングサードで成功したタックル数から守備で
は後方での守備に重きを置くほうが得点が取れる
というトレンドが予想できる。

しかし、今回の分析では不十分だったと思われる。具
体的には年ごとのデータだけではゴールとの関係があ
ると完全に言えないことが挙げられる。それを解消する
ためには、チームごとに相関を調べることが必要だと
思う。

また、アタッキングサードで成功したタックル、パス
コーナーキックの2項目でゴール数との負の相関がみ
られた。なぜ負になるのかが不明のため、アタッキング
サードで成功したタックルを例にとり、上位下位で分け
て分析したが、得点が多い上位のほうが負の相関が
強いという結果になり、解明には至らなかった。（ゴー
ル数とアタッキングサードで成功したタックルには、ア
タッキングサードでタックルが成功すると速い攻撃につ
ながりゴールが決まると推測できることから正の相関
が強くなると予想していた。）このことは本当にトレンド
につながる項目なのかという点が今後の課題である。

以上、不十分な分析、また説明のついていない相関
があるものの、トレンドがあると考えるには十分である
と考える。

はあるのか？サッカーのプレーに

動動機機
当初はジュビロ磐田のJ1からJ2への降格
の要因を研究

方方法法

結結果果
得点やそれに関すると考えられるプレーのうち以下の項目で相
関が強く、かつ年度により差がみられた。なお、平均との差が＋
0.08以上のところは赤、-0.08以下のところは青の背景になってい
る。

データを提供してくださった情報・システム研究機構統計数理研究所医療健康データ科学研究センターさん、データスタジアム株式
会社さんに感謝申し上げます。
その他、以下のデータを使用
データによってサッカーはもっと輝く | Football LAB［フットボールラボ］https://www.football-lab.jp/
2020年9月9日最終閲覧

２度の降格時の勝ち点に
大きな差があることを発見

年年ごごととににででJJ11ののププレレーーススタタイイルル
ににはは差差ががああるるののでではは？？

そそのの要要因因はは？？

勝ち点、すなわち勝敗に直結するのはゴール数と仮定する。それぞれの配布されたJ1チームのデータを年ごとに平均し、それらとゴール数の相関
係数が強いところ(正でも負でもよい) 、平均との比で変化がみられるものを調べる。

また、それぞれの平均に対する割合をグラフにすると以下のようになる。

ゴール

ペナルティエ
リア外からの
枠内シュート

クロスでのア
シスト

アタッキング
サードで成功
したタックル

パスコーナー
キック

ゴールと
の相関

(その年の数値)÷(六年間の平均)

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

2013 2014 2015 2016 2017 2018

平
均
に
対
す
る
割
合

年

ゴール

ペナルティエリア外からの枠
内シュート
クロスでのアシスト

アタッキングサードで成功し
たタックル
パスコーナーキック

（注）アタッキングサードとは、自分たちが決めるゴールがある側を指し、クロスでのアシストは
ゴールから遠いところからのボールをシュートすることを示す。

6差

六年間の
平均

相関
六年間の
平均

相関

ゴール
アタッキング
サードで成功
したタックル

上位 下位

また、アタッキングサードで成功したタックルに注目し、ゴール数と
アタッキングサードで成功したタックルについて六年間の平均を上
位と下位各９チームに分けて出し、先ほどと同じように相関を出すと
以下のようになる。

年 勝ち点

2020年度課題研究Ⅰ お茶の水女子大学附属高等学校2年 数理・情報科学 五味采音

降格時のジュビロ磐田の勝ち点
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Webサイトのアクセシビリティ
～ユニバーサルデザインの取り組み～

お茶の水女子大学附属高等学校2年 数理・情報科学 髙嶋理沙

◆色覚特性

・3色覚(C型)
・1型色覚(P型)
・2型色覚(D型)
・3型色覚(T型)
・1色覚(A型)

→すべて見える
→赤が見えない
→緑が見えない
→青が見えない
→どれか1つor見えない

日本人男性の5％、日本人女性の0.2％ 350万人、世界約2億人

◆障害者差別解消法、JIS X 8341

日本工業標準調査会（JISC）が制定した、情報通信における機器、ソフト
ウェアおよびサービスの情報アクセシビリティを確保・向上するために、企
画・開発・設計者および経営者が配慮すべき具体的な要件がまとめられた
標準規格のこと。

このJIS X 8341の個別規格として2004年に公示されたのが
「JIS X 8341-3（正式名称：高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信
における機器，ソフトウェア及びサービス－第3部：ウェブコンテンツ）」

東京都

文京区

赤 ：AA
ピンク：A
白 ：不明

◆参考文献

◆公的機関に求められる
Webアクセシビリティ

公共サイトは適合
レベル「AA」準拠
を目標にしているが、
文京区Webサイトの
「コントラスト」は基準
に達していない

総務省が配布しているアクセシビリティ評価ツール
「miChecker」を用いて分析を進めている。客観的な視点
から文京区のWebサイトを見ていきたい。

◆多様化する社会と課題

⚫ 少子高齢化、障がいのある人の増加
⚫ 国際化、女性の社会進出
⚫ 個人のライフスタイルや価値観の多様化

１．はじめに

２．本研究の手法

３．実験結果

４．考察、まとめ

実際にツールを使ってみて、文
京区のサイトのどこが良くない
のかを詳しく分析していきた
い。また、それをもとに、改善
点なども考えたい。

JIS規格として、Webアクセシビリ
ティという品質を確保するための拠
り所となるガイドラインがある。
61項目の達成基準を規定し、適合レ
ベルをA、AA、AAAの3つに分類し
ている。一番良いのはAAA。

公共機関に求められるWebサイトの
アクセシビリティについては、総務省
が「みんなの公共サイト運用ガイドラ
イン」をまとめ、適合レベルAAに準
拠することを目標にしている。

公的機関のWebサイトのアクセシビリティへの取り組み状況を地図で色分けした。
赤い部分がAA、ピンクの部分がAを示している。ほとんどの地域がWebアクセ
シビリティを意識していることがわかるが、文京区はAだった。

色の見え方が異なることへの理解を深め、できるだけ多くの人に正確な
情報を伝える「カラーユニバーサルデザイン」で色のバリアをなくす活動
が必要。

論旨
少子高齢化が進み、障がいのある人も増加して、みんなが平等にモノを使える考え方が求められてきた。インターネット利用が当たり前になっている今、それは
身近なモノだけではなく、Webサイトにも必要なことだと思われる。本研究では、特に色のユニバーサルデザインに焦点を当てて考えていく。色の見え方は、大き
く５つに分けられ、その中でも３つは赤、緑、青のどれか1つが見えない。よって、Webサイト上で使われる色も配慮される必要がある。そこで、先行研究で行われ
ていなかった、地方公共団体のWebサイトが、どのようなものか調査した。文京区のサイトの評価が低く疑問に思ったため、文京区のサイトを、実際にツールを
使って分析していく。

文京区Webサイト

2020年度課題研究Ⅰ

[4]より引用

[1]太田良典『デザイニングWebアクセシビリティ』、株式会社ボーンデジタル、2015年7月27日
[2]岡嶋克典『色彩検定』、株式会社グラフィック社、2019年6月
[3]「ユニバーサルデザインの考え方が必要な理由は?」『イセトーユニバ』 https://ist-ud.iseto.co.jp/?page_id=1319 閲覧日：2020年7月21日
[4]「カラーユニバーサルデザイン（CUD）ガイド」『福島県』 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005c/ud-cudguide08.html 閲覧日：2020年7月22日
[5]「バリアフリーとユニバーサルデザイン」『総務省』 https://www.soumu.go.jp/main_content/000546194.pdf 閲覧日：2020年9月15日
[6]「アクセシビリティとは」『ウェブアクセシビリティ基盤委員会』 https://waic.jp/knowledge/accessibility/ 閲覧日：2020年8月5日
[7]「ウェブアクセシビリティ方針」『文京区』 https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/koho/homepage/mokuteki/accessibility.html 閲覧日：2020年9月23日

図は自作オリジナル
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ピアノとオーケストラの関係性～ショパンはなぜ批判されるのか～
お茶の水女子大学附属高等学校2年
芸術文化と科学-音楽学 石川侑奈

はじめに
ショパンのピアノ協奏曲が批判されていることを知り、ピアノの詩人と呼ばれたショパンの作品が批判されていることの理由や
ピアノ協奏曲におけるピアノとオーケストラの関係性を考察したいと考え、研究テーマを設定した。この研究において私は、
ショパンのコンチェルトに対する批判についての反論およびオーケストラパートが簡素であることの正当性を示したい。ショパ
ンや他の作曲家のピアノ協奏曲およびピアノ曲の楽譜、先行研究からショパンのピアノ協奏曲についての情報を調査し考察した。

1. 協奏曲の定義
協奏曲：独奏楽器と管弦楽とが合奏する形式の器
楽曲。コンチェルト。（大辞泉）

2. ショパンのピアノ協奏曲
ショパンの作品の中で唯一オーケストラを交えて演奏される作品。1830
年、ショパンが20歳の時に作曲された。第一番、第二番。

3.ショパンのピアノ協奏曲に対する批判
・他の作曲家のピアノ協奏曲：①ピアノとオーケストラそれぞれが主題と伴奏を交互に繰り返す。持ちつ持たれつ。
②ピアノがおもに主題を担う。ピアノが演奏していないときはオーケストラが主題を担う。
・ショパンのピアノ協奏曲：ピアノが主に主題を担う。ほかの作曲家の作品よりもオーケストラパートが簡素に作られている。

4. オーケストラパートが簡素なのはなぜか
・ピアノの種類が現在使用されているものと異なる。（ウィーン式が使用されていた）
ウィーン式のピアノは現在のイギリス式のピアノと比べ音が小さく重低音が響かなかったため、

ピアノの音を聞こえやすくするためにオーケストラパートの主張を抑えた。
・作曲当時の流行
ショパンが作曲をするときに参考にしていたカルクブレンナーやフンメルの作品や、ショパンの作曲以前に完成していたモー

ツァルトやベートーヴェンの作品が上記②のつくりであった。
・ショパンがオーケストレーションが苦手だった
病弱だったショパンはオーケストラ曲よりもピアノ曲を好んで作曲していたため、オーケストレーションに不慣れだった。ピ

アノ以外のオーケストラ楽器の特性を十分に理解していなかったためにオーケストラパートにテンポのずれや不協和音が生まれ、
原曲通りの演奏が困難なために簡素化された。

5. 作風によるオーケストレーションの違い
ピアノ協奏曲においてのオーケストレーションには、作曲者の作風が(それがたとえ偶然の産物であったとしても)少なからず

関係していると考える。ここでは時代や作風の異なる三極とショパンの作品を比較する。

〇モーツァルト(第23番) 1786年作曲
ピアノが主に主題を担う作り。ウィーン
式のピアノで作曲。
明るく朗らかな曲調で無駄のない音の
数々が紡がれる。軽やかなピアノの音を
オーケストラパートが優しく支えている
ような印象。ピアノとオーケストラが混
ざり合って演奏される場面では、オーケ
ストラがピアノをかき消すことなく調和
するという特徴があるように考えられる。

〇リスト 1856年作曲
ピアノとオーケストラが交互に主題を
担う作り。イギリス式のピアノで作曲。
ショパンと対照的なピアノ奏法を生み
出したことで有名。技巧性が高いうえ
に華麗さも持ち合わせており、ピアノ
の独奏部で華やかなメロディを強調し
つつ、伴奏に回る場面ではオーケスト
ラに引けを取らない音の多様さで主題
を支えることが可能。

〇ラフマニノフ(第２番) 1901年作曲
ピアノとオーケストラが交互に主題を担
う作り。
暗く重厚感のあるメロディが特徴であり、
オーケストラパートに主題を任せること
によりピアノでは表現できない重厚感を
強調している。また華やかでロマンチッ
クな主題をピアノが担うことでピアノ独
特の繊細さを利用しつつ、曲の振れ幅を
大きくしている。

〇ショパン(第1番) 1830年作曲
ピアノが主に主題を担う作り。ウィーン式のピアノで作曲。
甘く抒情的な作風で有名。ピアノが主に主題を担い、オーケストラを他と比べあっさりとしたつくりにすることにより、ピアノ
が奏でる繊細なメロディをかき消さず、モーツァルトのように調和するのではなく、ピアノの土台となることで、細部までピア
ノパートの魅力を引き出すことができる。

6. 考察・おわりに
ショパンのピアノ協奏曲のオーケストレーションへの批判に対し、
彼のオーケストレーションの正当性を示すために以下の点を挙げる。
・はねあげ式のピアノ(ウィーン式のピアノ )を用いていたこと
・ショパンがオーケストラの楽器に精通しておらず、指揮者や奏者によってオーケストラパートの簡素化が行われていること
・ショパンの作風を生かすためのオーケストレーションであること
ショパンのピアノ協奏曲はオーケストレーションについて批判を受けることがあるが、事実から考えられることとして作曲に

使用された楽器が現在と異なること、ショパンがオーケストレーションを苦手としていたゆえに編曲が行われていること、そし
て個人の意見としては、ショパンの繊細な音運びや抒情的な曲調を生かすためのオーケストレーションがとられているというこ
とを挙げる。ほかの作曲家の作品と比べオーケストラパートの薄さは感じることはできるが、その理由としてこれらのことがあ
るということを心に留めておく必要がある。現在クラシック音楽離れが進んでいる中で多くの人に様々な作曲家のピアノ協奏曲
を鑑賞してもらい、それぞれのピアノとオーケストラのパートがどのように影響しあっているのかを考えていってもらいたい。

参考文献〇松田亜有子（2019)『クラシック名曲全史』ダイアモンド社 p.13, pp.115-122, pp.179-183〇宮本文昭・富田隆 (2020)『ゼロから分かる！図解クラシック音楽』リーブルテック p.13, pp.54-55, p.76
〇小佐野圭 (2015)「ショパンとラフマニノフのピアノ奏法」『芸術研究7 ―玉川大学芸術学部研究紀要―』玉川大学(東京)〇佐藤友衣、松井裕樹、安江真由美、松永洋介(2018)「ショパン作曲<<演奏会用
アレグロ>>にみるピアノ協奏曲的要素と協奏曲第3番の可能性」『岐阜大学教育学部研究報告. 人文科学』岐阜大学(岐阜)〇小岩信治(2014)「ショパンのピアノ協奏曲「室内楽版」 : 1990年代からの録音史概
観」『言語文化 51』一橋大学(東京)〇岡田敦子(2019)「書かれた時と弾かれる時 : ─ショパンのピアノ書法をめぐって─」『東京音楽大学大学院博士後期課程 2018年度博士共同研究B報告書』東京音楽大
学(東京)
ウェブ閲覧〇NHK「らららクラシック これまでの放送 青春を彩る至高の協奏曲～ショパンのピアノ協奏曲第一番」＜https://www.nhk.or.jp/lalala/archive161015.html＞(2020/7/28閲覧)〇UNIVERSAL MUSIC 
JAPAN「ショパン：ピアノ協奏曲第1番・第2番 [SHM-CD] クリスチャン・ツィメルマン」＜https://www.universal-music.co.jp/krystian-zimerman/products/uccg-52024/＞ (2020/9/30閲覧)〇NARODOWY INSTYTUT 
FRYDERYKA CHOPIN「XVIII Chopin Competition WARSAW ホームページ」＜https://chopin2020.pl/en/＞(2020/9/30閲覧)〇NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPIN「 NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPIN 
ホームページ Fryderyk Franciszek Chopin 」＜ https://chopin.nifc.pl/pl/chopin/etap-zycia/1_fryderyk-franciszek-chopin ＞(2020/9/30閲覧)〇ピティナピアノ曲事典「ラフマニノフ」＜
https://enc.piano.or.jp/persons/392 ＞(2020/9/30閲覧)〇UNIVERSAL MUSIC「ベートーヴェン250周年記念サイト」< https://sp.universal-music.co.jp/beethoven250th > (2021/1/11 閲覧)
参考楽曲〇Mozart : Piano Concerto No.23〇Beethoven : Piano Concerto No.5 〇Chopin : Piano Concerto No.1 & No.2〇Liszt : Piano Concerto No.1〇Tchaikovsky : Piano Concerto No.1〇Rachmaninov : Piano Concerto No.2

2020年度課題研究Ⅰ

モーツァルト リスト ラフマニノフ

→オーケストラパートの未熟さ、簡素なつくりに対する批判
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ペルシャ音楽の人との寄り添い方
年度 課題研究Ⅰ 芸術文化と科学－音楽学 お茶の水女子大学附属高等学校 年 河村 陽

はじめに ペルシャの民俗音楽は時代を通して使われる目的は儀式から娯楽や範囲は高貴な人から庶民へ変化したものの共通して人々
に楽しみと安らぎを与えその形成には ・宗教 ・身分制度 ・戦いや交易などの他の国々との交わりの三つの要素が特に関わっているのではない
か。古代のペルシャからそこにかぶってスタートするゾロアスター教の時代、イスラム教化した時代までを取り扱う。
※古代のペルシャ：エラムの時代からアッシリア、「アケメネス朝、アルサケス朝、ササン朝」を含むペルシャ帝国が栄えていた時代あたりとする。
イスラーム化した時代：ウマイヤ朝（ ～ 年）、アッバース朝（ ～ 年）あたりとする。
研究方法 文献調査とグループ内での質疑応答 イラン音楽のミュージシャンの方にインタビューを実施し、分析し考察を加える。

古代のペルシャやゾロアスター教時代のペルシャの音楽
～エラム 紀元前３２００年頃 の音楽～
①チョガ・ミシュ出土の円筒印章：儀式で弓形ハープを奏でる楽師
②クーレ・ファラの摩崖浮彫：垂直式、水平式の二種類の角型
ハープと枠太鼓を奏でる楽師
③ニネヴェ宮殿の壁面彫刻：集団脱出する二種類の角型ハープ
や双菅葦笛のアウロスを奏でているエラムの楽師や手拍子を打ちな
がら歌う女性や子供たちの行列
④スーサの遺跡：長棹リュートを奏でるテラコッタの小さな人物像
～アッシリア 紀元前 年～紀元前 年前半 の音楽～
①ニムルド遺跡：百個ほどの青銅器の鐘、シンバルや貝製のカスタ
ネットの類
②ニネヴェ宮殿の浮彫：祭礼の行列を先導する楽師（男性は角
型ハープ、女性は枠太鼓やシンバル）の一団、リラやアウロス
～アケメネス朝 紀元前 ～紀元前 年 の音楽～
①アテナイオス（『食卓の賢人たち』）、クセノポン（『キュロスの教
育』）：宮廷における大勢の歌女について記している
～アルサケス朝 紀元前 年頃～紀元後 年 の音楽～
・ゴーサーンと呼ばれる吟遊詩人が歌った英雄叙事詩の伝統が中
心だった（のちの『シャーナーメー』に継承されたと考えられる）
・楽器はギリシアとローマの影響を示すものが多かった
①『史記』大苑列伝『漢書』西域伝：武帝がパルティアに遣わした
使者にパルティア王はアレクサンドリアの曲芸師を献じたと記している
～ササン朝 紀元後 年～紀元後 年 ～
・ゾロアスター教を国教としており、支配階級の中で楽師や曲芸師
にも廷臣の位が授けられた
・バハラーム 世が寵愛した女性の楽人アーサーデは常にチャングを
手にして描かれている
・この時代のペルシア帝国の領土は広大で東西を結ぶ交易路の大
半を支配した
→ササン王朝の音楽文化もこのシルクロード全域に広がったと考えら
れる

イスラーム化したあたりの時代の音楽
・イスラーム世界では、宗教法に照らしてハラールな音楽とハラーム
な音楽とが区別され、ジャーヒリーヤ時代の音楽はハラームとされた
・キラーアやアザーンや宗教的な讃歌や詩歌は、たとえ節を付けて
唱えられても、非音楽である
・フダーや婚礼の歌または泣き歌はハラールであったが、娯楽のため
の器楽や享楽的な歌謡はマルクーフあるいはハラームとされた
・楽師の多くは低い階層のアラブ人か異民族の血を引く者
・上流のアラブ人は趣味として音楽や詩歌を楽しんだ
・ウマイヤ朝の成立以降、イスラームの範囲はさらに拡大し、ペルシ
アやビザンツの音楽がさかんにアラブ音楽にとりこまれた
・カリフの宮廷には多くの学者や文人とともに優れた音楽家が集めら
れ、アラブ音楽の黄金時代が築かれた
・アラブ音楽の音律理論は 世紀のイブン・スィーナーを経て、
世紀のサフィーウッディーン・アル ウルマウィーによって大成された

イスラーム化したあたりの時代の音楽の考察
・宗教が変わるにあたって、ハラールやハラームな音楽などがわけられ、
前の時代とははっきりと区別をつけて新しい音楽を導入した
・庶民の中ではすでに音楽などは取り入れられていて、その使われる
目的が娯楽ではなくなり、行事用や慰め用だけになった
・高貴な人々は趣味として音楽を楽しんだ
・下流階級の人に楽師などが多かった
・勢力の範囲が音楽の普及に深くつながっている
・音楽が発展した要因の一つに王が知識人たちを集めたことがあった
・イスラーム化した時代で現在の音楽理論がほぼ確立された
・音楽にも制限が設けられていた

古代のペルシャとゾロアスター教のペルシャの音楽の考察
・古代のペルシャでは音楽は神聖なもので身分の高い人たちが関わ
るものだった
・初期に生まれたハープは弓型から角型が主流にはなったものの時
代が移っても愛されていた
・音楽を奏でるうえで男女の権利は守られていて、少なからず男女
の意識があったかもしれない
・音楽は宮殿を盛り上げたりある人を讃えたり過去にその出来事など
を伝える手段として使われた
・音楽には宗教や領土の拡大による文化の交わりが大きな影響を
与えていた
・比較的開かれた音楽表現ができた

インタビューより
・イスラム教では、許されているハラールな音楽と、禁止されているハ
ラームの音楽がある
・音楽自体がハラームになることもある
・イスラム教では、女性はソロで歌ってはダメなどの制限があるのに対
し、ゾロアスター教では男女の権利を守り、音楽も盛んで、比較的自
由な傾向が見られた
・イスラム教の時代、宗教の影響で楽器などが禁止されていた時に、
セタールという楽器が登場した
→小さくて軽く、運びやすい楽器
⇒楽器などが禁止されていた中で、服の下で隠して持っていけて、ど
こでも弾けるため
→タールという楽器に似ていて、タールは思いくわの木でできている

参考文献 ・古代イランの女神、スイムルグー現代社会に活かせる文化モデルの構築に向けてー
pp.1‐pp.13

・ サイ イ ド ・フ セイ ン ・ナ ス ル博 士 ペルシャ・ミニチュア
絵画における“想像世界”と空間の概念について 黒田泰郎訳 pp.119‐pp.127
・人と文化を中心に世界のあらゆることを発信中！ 世界雑学ノート ペルシャ文明・文化とペルシャ人
の歴史や発明に関する のこと
月 日
・文化遺産のデジタルアーカイブ
．古代メソポタミアからササン朝ペルシアに至る音楽文化 柘植元一（東京藝術大学名誉教授）

月 日
・外務省 わかる！国際情勢 悠久のペルシャ～現代イ
ランの成り立ちとその素顔

月
日
・文化遺産のデジタルアーカイブ 、イスラーム全盛期の西アジアおよび中央アジアの
音楽 柘植元一 （東京藝術大学名誉教授）

月 日
・音楽・芸能から学ぶ中東イスラーム世界 甲南大学 教授 中町信孝

月 日

おわりに
～共通していたこと～
✓ 音楽は趣味としては高貴な人が関わるものであった
✓ 領土の拡大が音楽の発展に影響を与えた
✓ 宗教は音楽活動に深く関わっている
✓ 音楽を発展に導くキーパーソンがいた
～変化したこと～
✓ ゾロアスター教の時代からイスラーム化した時代にかけて、制限
がなく音楽ができていたことから娯楽目的の音楽が禁止された

✓ 色々な身分の楽師から下流階級の楽師がほとんどになった
✓ 男女の権利が守られており自由に音楽ができていたことから男性
のほうが立場的に上に音楽ができるようになった

✓ 理論が特になかったことから理論が確立し音楽の基礎ができた
ペルシャの民俗音楽は、時代を通して使われる目的は様々な目的
から主に儀式や宗教関係の祭典などの目的や、範囲は共通して高
貴な人、そして男女の権利が守られていたことから男性のほうが幅が
広くなったように変化したものの、共通して人々を慰め、その形成に
は ・宗教、２・身分制度、３・戦いや交易などの他の国々との交わ
りの三つの要素が特に関わっている
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児児童童期期ににおおけけるる⾳⾳楽楽療療法法

おお茶茶のの⽔⽔⼥⼥⼦⼦⼤⼤学学附附属属⾼⾼等等学学校校２２年年 ⼩⼩林林晴晴⼦⼦ ⾓⾓⽥⽥結結紀紀

はじめに

研究内容

おわりに

私達は⾳楽が⼈の⼼や⾝体にどのような影響を及ぼすのかについて興味があり、また児童期の環境が⼈格形成に⼤きく
関わっているのではないかと考えたため対象を児童期に絞って児童期における⾳楽療法について調べた。先⾏研究を調
べるうちに、⾳楽療法においては誰にでも効果のある療法が存在するという仮説が⽴った。そこで、順天堂⼤学医学部
付属順天堂医院⼩児科思春期科の⾳楽療法⼠市⽥幸⼦先⽣にお話を伺った。以下にインタビュー内容をまとめ考察する。

Q1.どのようにして⾳楽療法を⾏っているか
A.10⼈ほどのグループセッションで、先⽣のピアノ演奏に合わせて歌ったり、楽器演奏を⾏う。
Q2.どのような症状の患者が多いか
A.⼊院している患者の３分の２が⾎液腫瘍。その他には、循環器や、腸の病気、喘息、⿇痺など。
Q3.⾳楽に興味のない患者にも効果はあるのか
A.⾳楽に興味のない⼈でも、患者の持つ⼼地の良いテンポと⾳楽のテンポが合っていれば、⾳楽療法には効果がある。
Q3.児童期に⾳楽療法を⾏うことの意義
A.⼦どもは感情を⾔語化することが苦⼿であるため、⾳楽を利⽤することで感情を表出させるという意義がある。
Q4.どのような療法がうまくいったか
A.髄膜炎による急性下半⾝⿇痺の14歳の⼦どもの例を挙げていた。発声練習を⾏うことで呼吸の循環や抑うつ発散を促
したり、上肢を動かして末梢の⾎液の循環を促したり、⾜先から息が出るイメージでタンバリンを鳴らすトレーニング
を⾏ったりすることで、最終的には下半⾝が動くようになった。⼀番効果があったのは発声だった。
Q5.どのような基準で療法を決定しているか
A.初めのグループセッションで、⼦供たちの⾏動や様⼦からどのような療法が適切かを判断している。⾃⼰実現や達成
感を感じ周りの⼦供たちと活動を通して距離感や協調性を学ぶことを⽬標として療法を⾏い、活動の中での成⻑を⾒る。
Q6.前例のない症状の時は、どのように計画を⽴てるか
A.直観⼒を働かせ、観察眼を鍛えることで、⼦どもの⾏動パターンや話す速さ、表情から⼦どものテンポを把握し、⼦
どものテンポに合わせていくことが⼤切である。

以上のインタビュー内容と先⾏研究から考察すると、療法ごとの効果の傾向は以下のようになる。

本研究では、病院に勤務する⾳楽療法⼠へのインタビュー調査により障がい児への最適な⾳楽療法のプランについて分
析した。以下に結果を⽰す。
1)⾳楽療法は誰にでも効果のある療法が存在しているのではなく、患者によって効果のある療法が異なることが分かっ
た。そのためグループセッションを通して⼦どもそれぞれの⾏動や話す速さなどから性格を⾒極め患者にあった療法の
プランを⽴てる必要がある
2)児童期に⾳楽療法を⾏うことによって⾔語化できない感情を表出させ、気持ちを豊かにし、落ち着かせることができ
る。⾳楽に興味のない⼦どもに対しても同じことがいえる。
3)⾳楽療法を⾏う際には患者の様⼦の変化を⾒極める観察眼と直観⼒が重要である。この２つを鍛えるためには⽇ごろ
から⾝の回りの⼈を観察し、⾏動や感情の変化を意識する必要がある。
以上から、誰にでも効果のある療法を提案することはできない。しかし似た要素を持つ療法からは似た効果が得られる
と考えられる。

本研究にご協⼒いただいた市⽥幸⼦先⽣に御礼申し上げます。

療法 効果
リズムを⽤いた 動作模倣

(ハサミの使⽤、ボール
投げ上げ、紐結びetc)

⽇常動作の
訓練

ボディパーカッ
ション

活動性向上、動作模倣、
やりとりの経験

楽器やさんゲーム 要求⾏動の育成、数概
念の育成

療法 効果
発声 抑うつ発散
上肢の運動 下半⾝⿇痺の改善
イメージトレーニ
ング 〃

合唱 社会性向上、⾃我の表
出、抑うつ発散合奏



42

2020年度課題研究Ⅰ 芸術文化と科学－音楽学
持続可能な音楽マネジメント ～SUPER★DRAGONを例に~ お茶の水女子大学附属高等学校 2年 塩出 真菜

1.はじめに：音楽業界では、サブスクリプションの台頭により、CD一強の時代が終わりつつある。更に、新型コロナウイルスの影響により観客を
入れて行うライブが難しくなっている。どのような売り出し方をすれば、コンスタントにファンを集め、利益を上げ続けることが出来るのか考察
する。音楽グループ、SUPER★DRAGONを例にとる。彼らが持続可能なマネジメントを行っていくにはどうすれば良いのかを考えていく。
2. 仮説：私は、SUPER★DRAGONがコロナ禍において持続可能な音楽マネジメントを展開していくには、以下のことを実施するべきであると考える。
・定期的な配信ライブ ・配信シングルでの話題作りと楽曲公開 ・公式サイトやYouTubeチャンネルでの多言語対応（他にもあるが、都合上割愛）
3.先行研究：先行研究はないが脇田敬氏の「答えはマネジメント現場にある! ミュージシャンが知っておくべきマネジメントの実務」を資料とする。
4.研究の方法 上記の文献調査、インターネット調査を基に、有効と思われるマネジメント方法について考察していく。
5.「持続可能な音楽マネジメント」の定義：広辞苑(2016年版)によると、「持続」とは、保ち続けること。中絶しないで長く続くことであり、
「可能」は、（現に実現していなくとも）実現の余地があること。（しようと思えば）できる意にも、理論上や規定上は矛盾なくそういう状態が
考えられる意にも使うとされる。すなわち、「一定の収益を挙げ続けることが出来るような音楽マネジメント」と定義する。
6.「SUPER★DRAGON」についての概要：2015年9月27日結成。スターダストプロモーションが手掛ける若手俳優集団”EBiDAN“
から生まれた、9人組ミクスチャーユニット。通称”スパドラ”。ヘヴィロックにラップやダンス、メンバーによるヒューマン
ビートボックスまで融合させた、Newミクスチャースタイルな楽曲に、目まぐるしく変わる9人のフォーメーションダンス、
一緒に踊りたくなる振り付けが魅力。2016年11月、CDデビュー。2019年には約1万3千人動員の全国Zeppツアー、東西野音でのワンマンライブに成功。
2020年春の全国ツアーが新型コロナウイルスの影響で中止。6月14日に初の配信限定LIVE「with LIVE」を開催。“龍の如く”ハイスピードで音楽シーンを
駆けのぼる。結成5年目、デビュー4年目。メンバーの平均年齢は18歳、平均芸歴は9年と、若さに対してキャリアが長い。成熟したパフォーマンスが
強み。全員が歌うわけではなく、曲に合わせて歌唱メンバーを変更。激しいダンスを踊るが、ライブは生歌で行っている。CD音源以上の歌唱力で、
即興アレンジを加えている。

７.SUPER★DRAGONが利益を上げ続けるための取り組み
1⃣ 今迄行ってきたマネジメント コロナ禍における音楽配信
：コロナ禍からSUPER★DRAGONが新たに始めた取り組みの一部を紹介。
①有料配信ライブ ・Fan Stream、ニコニコ動画での配信ライブ 6回開催。
配信ならではの演出。メンバーも定番コンテンツとしての可能性を見出す。
更に、YouTubeで・生配信ライブのダイジェストを公開 ・有料生配信ライブ
でアンコールのみ無料公開

2⃣SUPER★DRAGONに不足していること：複数挙げられるが、ここでは多言語対応、語学力を代表例として解決策を考える。
グループとして世界進出を目指しており、実際にアジア圏を中心に海外のファンが増えているが、多言語対応がまだ不十分。

まず、公式サイトは日本語のみであり、公式のYouTube動画においても英語字幕が少ない。動画のコメント欄には、日本語が
分からないために内容が理解しきれない海外のファンが多く存在している。スタッフが字幕を作成するだけでなく、英語が
堪能なメンバー、韓国が好きでハングルが多少理解できるメンバーが字幕を作成することも可能であると考えられる。字幕
だけでなく、海外でライブをすることになったときのためにも、語学力の強化は必須である。メンバー全員で外国語の会話
レッスンを受けるアーティストもいる。

再生回数が多い人には抽選で
プレゼントがあるよ! 良い曲!ファンは沢山再生 やったね!LINEMUSICで1位!

＞SUPER★DRAGONの曲、カッコイイ
＞まだ10代なの⁉歌上手過ぎ！
＞知名度上昇したね!やったー！
＞Mステ見てたらサブスクの特集やってて、
SUPER★DRAGONがランキング1位だった!一瞬
だけグループ名が映ったよ!

米〇玄△にB□S、日▽坂◇6等、
大物と同時に新曲解禁… 米〇さんがサブスク解禁したって⁉よし、聴こう!んん⁉

米〇さんオンパレードのランキングで1位を獲る
SUPER★DRAGONって何者?凄いね!曲聴いてみよう!

②サブスクリプション：配信シングルでの音楽配信は2020年に開始、3曲リリース
コロナ禍でも楽曲を届けるための手段としている。近年のサブスクリプションの
流行を話題作りに活用。パターンは以下の2つ考えられ、ファンと運営の
give & takeで上手く話題作りをしている。そしてLINEMUSICのTOP100

ウイークリーランキングで上のような好成績を収めた。

コロナでツアー
中止…

配信ライブやるよ!新曲も出すよ! ライブ中はTwitterでどんどん感想
を呟いてね!トレンド入りしたら
アンコールをYouTubeで無料配信!

この前のライブ
のダイジェストも公開。見逃し
た人も、アーカイブがあるから、
今からでもチケットを買えば

全編見られるよ!見てくれた人は
何度も見返して余韻に浸ってね。

＞やったー!ライブだ! ＞トレンド入りさせよう! ＞配信なのにハイレベル!
＞金欠でチケットは買えな かったけどYouTubeで
アンコールは見られた。 ＞アーカイブ残って嬉しい
＞車を乗りつけての登場⁉ ＞5周年おめでとう!

８ おわりに
結論： ★ は、これまでの取り組みを応用して、コロナ禍でも利益を上げ、音楽を提供するための取り組みを既に始めており、

音楽以外の活動でも知名度上昇に一役買っている。しかし、彼らが目標とする世界で活躍するアーティストになるには、改善すべきこと、取り入れ
るべきものが多く残っていることも分かった。私は、 ★ がコロナ禍において持続可能な音楽マネジメントを展開していくには、
以下のことを実施・継続するべきであると考える。 ・定番コンテンツとしての定期的な配信ライブ
・サブスクリプションを利用した話題作りと楽曲公開 ・公式サイトや チャンネルでの多言語対応

今後の展望：ライブ等で販売するグッズの売り方、個人の仕事からグループの知名度上昇、メディア露出に繋げる方法について研究の余地が
ある。紙面のスペースの都合上ここに載せきれなかった、 ★ がこれまでに行ってきた活動の考察や実践すべき取り組みが沢山ある。
年齢が上がるからこそ、可能となる仕事内容が増えてくるので、これからも彼等の活動を追っていきたい。

【参考文献】山口哲一 脇田敬 年『答えはマネジメント現場にある ミュージシャンが知っておくべきマネジメントの実務』株式会社ルナテック
【 閲覧 】 ・ ★ 年 （ 年 １月 日 ） ・ ★ 年

（ 年１月 日）・ ★ – 年
（ 年１月 日 ・ 年 （ 年１月 日）
・ ★ 「 」特集｜スパドラの夏が来た！ × インタビューで新作徹底解剖 年 年
月 日閲覧 ・ ★ 、初のオンライン 開催＆セルフタイトルソングの初披露決定 年 年 月 日閲覧
・ ★DRAGON“原点”の廃工場で作った一番の夏の思い出「 人の夏、ここにすべてぶつけました」 年 年 月 日
閲覧 ・ ★ 、二部制で開催した結成 周年アニバーサリーライブにてミニアルバムのリリースを発表 年 年 月

日閲覧 ・スパドラ、恒例『 』でファンを圧倒！ 日ぶりの“リアルワンマンライブ”の開催も発表 年
年 月 日閲覧 ・かわいいフリー素材集 いらすとや 年 年 月 日閲覧

I wish I could 
understand 
Japanese…

曲名 配信開始年月日 初週順位 第 週順位
★ 年 月 日 位 ―

年 月 日 位 位
年 月 日 位 位
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J"POPの流行とコード進行との関係性について%
以下がそれぞれのコード進行についての説明である。%
①T進行 
個人的に好きなコード。例：「ノーダウト」「白日（一部変）」 
②M進行　F　E　Aｍ 
Eの時に転調するので、不安定感のあるコード進行。ボカロに多い。例：「夜に駆ける」%
③Y進行　F　G　Am%
青春っぽい、爽やかな仕上がりになるコード進行。例：「打ち上げ花火」 
④S進行　Ｃ　Ｇ　Am%%G%%F%%Em%%F%%G%
スタンダードな進行で、安定感がある。例：「マリーゴールド」「pretender（サビ）」 
⑤O進行　G%　A♭%Am%%B♭%
　２個目のA♭が転調するので、インパクトがある。例：「宿命」「鯨の唄」 
⑥K進行　Am　F　G　C%
明るいコード進行。例：「感電」 
⑦N進行　C　C　F7　F7%
とても単純なコードだが、だからこそ耳に残る。特に、セブンスのE♭が耳に残る。例：「Make%you%happy」 
⑧A進行　C　F　G　C%
壮大な感じがある。例：「アイノカタチ」 
⑨F進行　F　C　G　Am%
主題歌に定番。マイナーコードは一つしかないが、最後に切なさが残るのが特徴。例：「あなたがいることで」「Lemon」 
⑩H進行　F　Em　Dm　C%
階段のように下がっていくコード進行。セブンスが加わることでオシャレ感が増す。例：「セプテンバー」「SUN」 
 

参考文献%
!  川本聡胤(2013)『J(POPをつくる！』p12～13 
!  h-ps://jp.yamaha.com/services/music_pal/study/score/pitch/index.html 
!  C Cアクセス2020年9月29日　YAMAHA「楽譜について学ぶ」 
!  h-ps://www.senzoku(online.jp/mobile/theory/classic/05/ontei(05.html 
!  アクセス2020年9月30日　SenzokuCOnlineCSchoolCofCMusic　「音程」 
!  長澤槇子　渡辺知恵美　伊藤貴之　増永良文（2007）「ポピュラー音楽クラスタリングのための近親調を用いたコード進行類似度の提案」ｐ72　お
茶の水女子大学（東京） 

!  内橋由佳　平野健太郎　伊丹誠　伊藤紘二（1994）「コード進行をベースにして作曲を支援するシステム」東京理科大学　基礎工学部（東京） 
!  RecMusic”年間アーティトランキング”h-ps://recmusic.jp/playlist/?id=6423(2020年1月19日) 
!  NHK読むらじる”ヒャダインが訴える　「サブスク時代、今のままではアーティストが育たない」”Ch-ps://www.nhk.or.jp/radio/magazine/arZcle/my(asa/

MJxyNvyfF.html　（2020年1月19日閲覧） 
!  ※１”音楽は好きですか？”h-ps://www.asahigroup(holdings.com/company/research/hapiken/maian/bn/201202/00409/ 
!  （2020年1月19日閲覧） 
!  ※２　三菱UFJリサーチ「サブスクリプション・サービスの動向整理」（2019）  

はじめに%
平成におけるJ-popの主流コード進行はカノン進行であったと散見されるが、近年の
J-popを聞いているとコード進行はもっと多様化していると感じ、平成後期~令和に
おいてどのようなコード進行が使われていて、どのコード進行が特にヒット曲を生み
出しているのか気になったため、平成後期～令和においてのヒット曲とコード進行の

関係性について調べた。 

音楽業界におけるサブスクリプションについて%
J"POPにおける年齢構成のグラフがなかったので一概には言えないが、図１より、J"POPは
20代～30代の人々に多く聞かれていることから、J"POPをよく聞く人の年齢構成としては、
20代～30代であると推測できる。%
また、図２より、J"POPをよく聞く世代である20代～30代のサブスクリプション利用率は
全体と比べて高くなっている。%
RecMusicによる2020年の流行曲の表では、流行曲に「香水」や「夜に駆ける」が挙げられ
ているが、これはSNSで拡散されたことによりよく聞かれるようになった。また、流行曲
の中でOfficial髭男dismが多くランクインしており、中にはPretenderがヒットする前の曲
もあるが、これはサブスクリプションで音楽を聴いている人たちが、Pretenderを聴いた
後におすすめとして表示されたからではないかと考えられる。これより、昔にヒットした
曲があったり、曲数が多かったりするアーティストは、サブスクリプションの機能を使う
ことによって更なる飛躍が見込まれる。一方、一つだけヒットしても曲数が少なかったり、
ヒット曲が一つもなかったりするインディーズなどのアーティストは、見つかる機会が少
ないため、以前よりも増して収入が少なくなると考えられる。%

おわりに%
令和におけるヒット曲では、コード進行はS進行とY進行が多い。また、それぞれのコード進行が似ていて（コード進行のうち一つの
コードのみ違うなど）、コード進行が似ている曲は、似たような曲調になることが多いと推測した。「香水」のコード進行を例に挙げ
ると、A♭%B♭　E♭/A♭B♭G７Cmと、Y進行とM進行が組み合わさったようなコード進行になっている。このように、コード進行を組
み合わせることでより耳に残るような曲調になると考えた。 
また、「夜に駆ける」のコード進行を例に挙げると、A♭%B♭%G%%Cm/　A♭%G%%Cm%E♭と基本はM進行だが、M進行に少しアレンジを加
えている。このように基本のコード進行にアレンジを加えることで独創性が加わるのではないかと考えた。%
また、マーケティングについても、サブスクリプションを有効に活用していく必要があると思った。 
 

J"POPの流行曲の傾向 2020年度課題研究Ⅰ芸術文化と科学ー音楽学%
お茶の水女子大学附属高等学校２年%
塚本里沙 

仮説%
!  平成後期から令和における
ヒット曲のコード進行は、
だいたい同じではないか。 

!  そのコード進行とは、Ｆ　E
ｍ　Aなのではないだろうか。 

 

0C 2C 4C 6C 8C

S進行 
Y進行 
T進行 
O進行 
K進行 
N進行 
A進行 
F進行 
H進行 
M進行 

RecMusic年間再生ランキング2020におけるコード進行の種類C

図１ 

図2C
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ボボカカロロ文文化化のの移移りり変変わわりりとと今今後後のの可可能能性性
年度課題研究１ 芸術文化と科学 音楽学 お茶の水女子大学附属高等学校２年 平井祥子

ははじじめめにに

近年、動画配信サイトを中心にボカロというジャンルが人気になっている。しかしその歴史はまだ十数年と浅

く、これから目まぐるしく変わっていくことが予想される。そこで初音ミクを中心に今までのボカロ文化の移

り変わりを振り返るとともに、これからどう進化していくのか予想した。

年３月

年 月

年 月
年 月

年 月

世界初の
「 」「 」

日本初の
「 」

「 」
「初音ミク」

→大ヒットで社会現象に
「鏡音リン・レン」

「「初初音音ミミクク」」のの誕誕生生とと初初期期ののボボカカロロににつついいてて

〇〇 ととはは

ヤマハが開発した音声合成技術、およびその応用製品の総称。

メロディーと歌詞を入力することで、サンプリングされた人の声

をもとにした歌声を合成することができる。

を使って作られた楽曲をボカロ曲という。

〇〇初初音音ミミクク

クリプトン・フューチャー・メディアが ２を活用し

製作、発売したボーカル音源、およびそのキャラクター。バーチ

ャルアイドル。

発売から半年で三万本の売り上げ（当時は年間 本売れれ

ば大ヒットと言われていた）。「ニコニコ動画」に初音ミクの曲が

多数投稿されるようになり、ボカロという新たなジャンルが確立

していった。

メメルルトトシショョッッククととボボカカロロ文文化化のの広広ががりり

〇〇初初期期ののボボカカロロ曲曲

発売当初はアニソンなどのカバー曲が大半を占めていたが、一か月も経

たずに初音ミクのオリジナル曲が投稿されるようになる。 年当時は、

バーチャルアイドル「初音ミク」を題材としたキャラクターソングが大半

を占めていた。（「恋スル 」「みくみくにしてあげる♪」など）。

〇〇メメルルトトシショョッッククととはは

年 月に「メルト」という楽曲が投稿され、原曲とその「歌って

みた」でニコニコ動画のランキング上位が埋め尽くされた現象。この曲は

それまで人気だったキャラクターソングではなくポップな恋愛曲であり、

「歌手」としてのボーカロイドの可能性を広げた。

〇〇ボボカカロロ文文化化のの広広ががりり

・リアルライブイベント「マジカルミライ」「ニコニコ超パーティー」

・小説、漫画、アニメ化「カゲロウプロジェクト」「終焉ノ栞」

↑マジカルミライ

近年のボカロ文化
・ ～ 年頃 ニコニコ動画の衰退と同時にボカロ

にも衰退期が訪れた。 年にはボカロ再ブームが訪

れるが、ニコニコ動画ではなく へとプラット

フォームが移行した。

・ ～ 年 ヨルシカ、すっと真夜中でいいのに、

などの流行。

→ボカロ たちによる「ボカロじゃない曲」

・ 年９月 スマホゲーム「プロジェクトセカイ」

→初音ミクたちボーカロイドと登場するキャラクタ

ー達が一緒に歌う。

ここれれかかららのの予予想想

初音ミクが登場した ～ 年代前半は、ボカロ

はかなり特殊な存在であった。しかし最近の

などの流行は、ボカロと普通の音楽との境目がなく

なってきたことを示していると考えられる。

やヨルシカはボーカロイドではないが、今後はプロ

ジェクトセカイのように人間とボーカロイドが一緒

に歌った曲なども出てくるのではないだろうか。ま

た、例えば初音ミクが作曲者がプロデュースする

「ボーカリスト」としてテレビに出演するなど、ボ

カロが広く世間に受け入れられていくのではないか

と私は考える。

よよううつつべべ参参考考

「初音ミク」ができるまで （ ）
（ ． ）

初音ミク「マジカルミライ」 （ ）

メカクシ団作戦本部 （ ． ）
プロジェクトセカイ カラフルステージ！ 初音ミク （ ）
ニコニコ （ ）

（ ）
↑プロジェクトセカイ
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はじめに
小学校の音楽の授業で世界各地の民族音楽を鑑賞する機会があり、その経験から民族音楽に興味を持つようになった。今回

は北欧地域に焦点を当て、民族音楽が果たす役割とどのように継承していくべきか、ということについて考察する。

調査方法
まず、文献や による調査を行う。その後、グループ

内での発表、質疑応答から得たものを元に再度調査してま
とめ、考察する。

仮説
北欧地域には、独自の神話、歴史や生活の文化が存在し

ているはずである。民族音楽は、それらとそこに住む人々
とを結びつける役割を果たしているのではないか。

語句の定義
･「北欧」 広辞苑第7版(2018)の定義

ヨーロッパの北部地域の総称。一般にアイスランド・デ
ンマーク・ノルウェー・スウェーデン・フィンランドの
5ヶ国を指す。

・「民族音楽」
ブリタニカ国際大百科事典 小項目電子辞書(2016)の定義
世界の諸民族がそれぞれの自然環境、社会生活、宗教、
歴史、思想などを反映させてつくり上げてきた音楽文化。

・「民俗音楽」
日本大百科全書(ニッポニカ)(1984～1989)の定義
階層化された社会において、上層社会の音楽を「芸術音
楽」とした場合に、その対極としての基層社会が担う音
楽というやや差別的な意味で使われるものである。した
がって部分的に民族音楽に重なってくる。

「ヨイク」を例に
＜サーミ人＞
・スカンジナビア半島北部からロシア北部コラ半島に至る
「ラップランド」に居住する先住民族

・狩猟や遊牧を行う
・「シャーマニズム」と言われる精霊信仰
・「ノアイデ」と呼ばれるシャーマンが存在し、森羅万象の
変化の原因を突き止める

＜シャーマニズム＞
・自然界の精霊と人間の象徴的な交換と協調の体系
・狩猟は諸動物の精霊がいる超自然的世界との命の交換を
原則として成り立っており、これをシャーマンが調整する

＜ヨイク(Yoikあるいはjuoiggus)の特徴＞
・シャーマニズムと関連して誕生
・基本的に無伴奏の即興歌
・「叙事詩」のような形式、讃歌のような形式
・通説「オクターヴを超える音域と複雑な拍子」

＜ヨイクの役割＞
・ノアイデの激しいトランス状態を深める
シャーマン・ドラムを叩きながら大声で歌われる
→自然界とコミュニケーションをとるための道具

・人間同士のコミュニケーション
・孤独を癒す

＜昨今のヨイク＞
・キリスト教会と政府によって処罰の対象とされていたため
消えつつあった

・1994年 ノルウェー・リレハンメルオリンピック
ニルス＝アスラク・ヴァルケアパー(フィンランド国籍の
サーミ人現代詩人)が開会式壇上で熱唱

・映画「アナと雪の女王」のオープニング

スウェーデンの夏至祭と「ニッケルハルパ」を例に
＜スウェーデンの夏至祭＞
・「Midsommar」と呼ばれる
・キリスト教に由来しており洗礼者ヨハネを祝うお祝いであ
るという説と、北ヨーロッパの初夏の繁殖と成長を祝うこ
とに由来するという説がある

＜ニッケルハルパ(Nyckelharpa)＞
・素朴な農民たちの楽器
・スウェーデンのウプサラを中心とした地域で中世から伝承
・弓で演奏するが、ヴァイオリンと違いピアノのようにキー
が並んでいる

＜夏至祭の音楽＞
・メイポールの周りに輪を描き歌いながら踊る
楽器が上手な人がヴァイオリンやアコーディオン、ニッケ
ルハルパを演奏して祭りの本番を

・お酒を飲む前に専用の歌を大合唱する
→「誰もが一緒に楽しむこと」を大切にしている
間違った音などないと言って一緒に音を合わせる
人が皆幸せであることが一番大事という北欧的な考え方

＜現在のニッケルハルパ＞
・バンド「ヴェーセン Väsen 」の活躍
・日本では「日本ニッケルハルパ協会」が設立
留学する日本人奏者も多い

年度 課題研究Ⅰ 芸術文化と科学 音楽学

北北欧欧地地域域ににおおけけるる民民族族音音楽楽のの役役割割とと継継承承
お茶の水女子大学附属高等学校 年 山田莉緒

「カンテレ」と「カレヴァラ」を例に
＜カンテレ(kantele)＞
・フィンランドに古くから伝わる撥弦楽器
・楽器本体が所持している弦の本数によって形状や音色が異
なる

・起源については明確になっていない
2000～3000年も前に遡るとも言われている

＜カレヴァラ(kalevala)＞
・フィンランドの民族叙事詩
・1800年代初頭、医師であり民俗学者であったエリアス・
リョンルート(Elias Lönnrot)が、フィンランド各地に伝えら
れている詩歌(ルノラウル)を採取し、一貫性のある物語と
してまとめたもの

・主人公ヴァイナモイネンがカンテレを創り出したとされて
いる

・リョンルートは、ヴァイナモイネンが旅立つ際にカンテレ
をスオミ(フィンランド)の民へと遺すという記述を意図的
に加えることにより、カンテレの存在をより民族の象徴と
して強く表現することに成功
→民族楽器としての地位を確立
民族意識の象徴としての役割を担う

・1800年代後半の民族ロマン主義時代には、多くの芸術家た
ちの創作意欲にも影響を与えた

考察
北欧地域において、民族音楽は「人間同士や自然界とコ

ミュニケーションをとるための道具」、「生活の中の孤独を
癒すための方法」、「誰もが一緒に楽しむための方法」、
「民族意識の象徴」などといった役割を果たしていると考え
られる。つまり、民族としてのアイデンティティを知ったり
感じたりするうえで非常に重要な材料となってくる。このよ
うな理由から、民族音楽は必ず残していかなければならない。
伝統的な民族音楽としての特徴や役割を守りながら、新たな
世代の関心を集められるような音楽を生み出し続けることに
よって、民族音楽を継承していくべきだと考える。

+

参考文献
【文献】
・島村一平 (2017) 「「シャマニズム」から「シャーマニズム」へ―北方ユーラシアの狩猟・牧畜文化における信仰
の過去と現代を接合する試み」 『人間文化 vol.43』 滋賀県立大学人間文化学部 p.11

・下崎久美 (2015) 「ラウニス著『ラップランドのヨイク旋律集』にみる2 0 世紀初頭の北サーミのヨイク」
『東京藝術大学音楽文化学論集 第六号』 東京藝術大学 ～

【 閲覧】
・ドキュメンタリー映画「響き ～RHYTHM of DNA～」製作会「ドキュメンタリー映画「響き ～RHYTHM of DNA～」
：12 の先住民族：サーミ：撮影前のプラン」 <http://hibiki12tribes.com/12trib es_10 sami_ plan.htm l>
(2020.8.13 閲覧)

・スカニアジャパン「スウェーデンの夏至祭、ミッドサマー。夏の到来を祝う伝統的なお祭りをご紹介」
<http://scania-griffin.com/fika-time/culture/275 0> (2020.8.15 閲覧)

・音楽之友社「インパクト大の伝統楽器・ニッケルハルパを中心に、ワイルドに疾走するスウェーデンのアンサン
ブル「ヴェーセン」」 <https://ontomo-mag.com/article/event/vasen-20190 109/> (2020.8.15 閲覧)

・日本ニッケルハルパ協会 「ニッケルハルパの魅力」<http://w ww.nyckelhar pajapa n.com/nyckelharpa.html>
(2020.8.15 閲覧)

・テレジアンカンテレーカンテレ奏者 はざた雅子 「フィンランドの民族楽器 カンテレ」
<http://teresiankantele.web.fc2.com/index.html > (2020.1.15閲覧)
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創作折り紙を設計しよう

３．調査結果

①展開図折り

・創作折り紙における展開図とは

→作品を折って開いた際の折り線の様子を表したものであ

る。多くは山折りや谷折りの指示はなく自分で探りながら

折る。

・展開図折りの仕方

ⅰ）折り線に沿って折り目をつける

ⅱ）完成写真を見て折り筋に従って折る

→難しい部分(中心)から折っていく

②横分子蛇腹法について

ⅰ）用紙に縦横等間隔の蛇腹線を引く

ⅱ）ⅰの線に従って縦横に蛇腹を折る

ⅲ）ⅱのマス目に沿って折り筋をつける

③円領域分子法(circle packing)

・ある長さaのカドを折りだすのに必要な領域はaを半径と
する円の領域であること(※)を利用した設計法

※放射状の折り目をつけて折りたたんだものをαの長さに

折るとその展開図は正多角形となり最初の折り目の数を増
やせば角が増えて円に近づくことからも分かる

・正方形に円を敷き詰めて配置することでカドの配置を決
定できる

→円の半径によって角の大きさを調整する

年度課題研究Ⅰ
お茶の水女子大学附属高等学校 年 芸術と文化 色と形の科学 髙木福恵

１．研究の動機
日本の伝統工芸である折り紙は現在宇宙工学分野での人工衛星のパネルや医療に応用したステントグラフトなど様々な分野・
技術に応用されている。また、身近なものではダイヤカット缶などに使われているため非常に興味を持った。さらに、折り紙
は幼少から親しみがあり誰でも一度は遊んだことがあるもので、個人的にも好きなテーマなので、研究テーマにしようと思っ
た。

２．研究方法・構想
①準備段階
・創作折り紙を作っている方の資料を読む
・実際に追ってみて展開図と完成物を比較し展開図の折り目と作品の形状の関係に規則性はないか探る
・最終的に製作するものを決めその対象の形や動きを観察
②製作段階
・①の結果を踏まえて実際に形を作ってみる
・複数回作って形を吟味し展開図や折り方を一般化して再現性を高める

５.今後の展望
円領域分子法のプロセスは理解できたが実践してみると難しかったので、鶴などの伝承折り紙の展開図を参考にそれらを応用
する形で別の作品の制作に活かしたい。

６．参考文献・資料
・折り紙研究ノート(三谷純) http://mitani.cs.tsukuba.ac.jp/origami/main.html  最終閲覧2/3

・HEXA DRIVE『めざせ折り紙マスタービギニング』https://hexadrive.jp/hexablog/others/craft/16135/ 最終閲覧2/3

・知覚過敏がちな折り紙作家のサイト『展開図折り』https://hyperesthesia.wixsite.com/hyperesthesia/blank-40 最終閲覧2/3

・（ようこそ折り紙のホームページへ 掲示板過去ログまとめhttps://komatsu.origami.jp/etc/meguro-bbs-log/ index.html 最終閲覧2/3)

・circle packingに基づく折り紙モデルの応用と限界 www.ias.sci.waseda.ac.jp/GraduationThesis/2016_summary/1w130410_s.pdf 最終閲覧2/3

・Robert J.Lang 2011「Origami Design Secrets: Mathematical Methods for an Ancient Art」A K Peters

４．実践
まず横分子蛇腹法について、準備段階として蛇腹を折るの

は面倒だが縦横の折り目がついた状態で始めるので折り進

めやすく、山折り谷折りの判断が不要な点で比較的織進め

やすい。しかし斜めの折り線が記載されていない折り図で

は想像するのが難しく同様に蛇腹折だけの段階から設計す

るのも難しいと感じた。

創作折り紙を設計するために円領域分子法でキリン(※)を
設計しようと試みたが必要な長さの角を組み入れ折りたた

めるようにするには折り目の角度を考慮する必要があり失

敗に終わった。

※長い首が特徴的なので表現しやすいと考えた

伝承の折り紙
「鶴」の展開図

←頭(尾)に
なる部分

←羽になる
部分
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ⅢⅢ．．ヒヒンンドドゥゥーー教教美美術術
クシャーン朝時代、盛んに仏教美術の作品制作が行われた。造寺・造像技術にヒンドゥー教と仏教の融合
がみられる。ガンダーラ芸術の作品として俗にいうヘレニスティック的な様式をとった仏像等仏伝美術があげ
られ、これらにはギリシャ、ローマが大きな影響を与えている。加えて、バクトリアやトハリスタン等の平野部
一帯は、中央アジアの内陸路としてインドや中国、シリア、ギリシャ・ローマの文化圏を繋ぎ、芸術の伝播を
支えた。

ⅣⅣ．．東東南南アアジジアア美美術術
調査中

ⅤⅤ．．日日本本美美術術
ⅰⅰ ..家家紋紋
日本における家紋は家々の紋所を示す重要な紋で
あることは言うまでもないが、特筆すべきは、これらが
森羅万象を円と直線という基本的な幾何学文様の単
位で表そうとした試みの結果であることである。
右図は、京の黒染屋家紋一覧 http://www.black-

silk.com/gallery/ に掲載された4689の家紋を分析した
結果である。
ⅱⅱ ..アアイイヌヌ民民族族
あらゆる生き物を神の化身と考えた彼らは、衣装や
道具にも神は宿ると考え、それを連続性のある文様
に託した。下図のアイウシはその一例である。

ⅲⅲ ..有有職職
以下に有職の人々が古くから使用してきた幾何学
文様を紹介する。

ⅳⅳ ..工工芸芸品品
手拭い、刺繍など庶民にも文様は身近なものとなった。

ⅴⅴ ..琉琉球球
伝統工芸の絣の文様に幾何学の応用がみられる。

幾幾何何学学文文様様のの美美術術作作品品へへのの応応用用ととそそのの伝伝播播

《研究の動機》
形而上学の入り口であり、古代世界の四科の一つである幾何学。その幾何学文様の調和が生み出す統一
性と多様性、一貫性がどのように美術作品に応用されてきたか調査し、またその伝播を現代日本文化の片
鱗に見出すことで、異文化への理解を深める。

《研究の方法》
文献調査・作品資料の収集を行った。
・幾何学と芸術作品の歴史を、文献・作品から調査する。
・幾何的考察・統計を取る。

《調査内容》
これまでに調査した美術作品は以下の通り。

ⅠⅠ．．キキリリスストト教教美美術術
キリスト教建築には「再生」の神秘、不変、宇宙を彷彿とさせる幾何学が多くその設計に採用されている。そ
の例として、《黄金分割》、√2や√5の比が神殿の特徴に現れる。
以下に具体例としてその特徴を持つ建築物やその設計図を紹介する。

ⅡⅡ．．イイススララムム美美術術
イスラムの宗教美術およびその工芸品には、多く「アブジャド数字」と呼ばれる数記法に従って幾何学文様
が取り入れられている。これは幾何学文様が、偶像崇拝を禁じるイスラム教を尊重すると同時に、これを応
用することで無限を暗示させる効果があるためである。
イスラム美術に登場するのは主に６、８、10、12、14回対称の図形である。以下にその具体例を示す。

《今後の展望》
中央・東南アジアの美術をさらに調査し、その伝播を地理的にまとめ、日本芸術への影響を考察する。

《参考文献》
・ダウド・サットン「イスラム芸術の幾何学天上の図形を描く」創元社（2011）
・ミランダ・ランディ「幾何学の不思議 遺跡・芸術・自然に現れたミステリー」創元社（2011）
・柳亮「黄金分割ピラミッドからル・コルビュジェまで」美術出版社（1975）
・ロバート・ロウラー「イメージの博物館㉔神聖幾何学 数のコスモロジー」平凡社（1994）
・小林一枝「『アラビアン・ナイト』の国の美術史―イスラーム美術入門」八坂書房（2011）
・アフロ「世界の寺院」パイインターナショナル（2011）
・京の黒染屋家紋一覧 http://www.black-silk.com/gallery/（2020/10/17）
・「週刊朝日百科世界の美術35 初期キリスト教美術」朝日新聞社(1978)
・ 「週刊朝日百科世界の美術81 イスラム美術Ⅰ建築・写本・書法」朝日新聞社(1979）
・ 「週刊朝日百科世界の美術81 イスラム美術Ⅱ工芸・文様」朝日新聞社(1979)
・ 「週刊朝日百科世界の美術85 ヒンドゥー＝クシュ南北の古代美術」朝日新聞社(1979)
・ 「週刊朝日百科世界の美術86 東南アジアの美術」朝日新聞社(1979)
・八條忠基「有職文様図鑑」平凡社(2020)
・渡名喜明「沖縄の文化―美術工芸の周辺から―」ひるぎ社(1990)
・宮城篤正「すぐわかる沖縄の美術」東京美術(2007)
・石原秀一「手拭いづくし」バナナブックス(2005)
・NHK日曜美術館アイヌ文様の秘密カムイの里を行く

https://www.nhk.jp/p/nichibi/ts/3PGYQN55NP/episode/te/GVPG31K7NV/(2021/1/27)

2020年度課題研究Ⅰ
お茶の水女子大学附属高等学校2年 芸術と文化-色と形の科学 福島光砂
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西西洋洋のの油油彩彩画画 年課題研究Ⅰ
お茶の水女子大学附属高等学校 年 芸術と文化 色と形の科学 植原世璃

盛期イタリア・ルネサンス様式
☆ラファエロ「アテネの学童」はなぜルネサンス絵画を代表する作品なのか

１１．．主主題題：テーマはアテネの学童。プラトンの学園・アカデメイアが想定されている。対
話を尊ぶ古代ギリシアの智と古代建築そのものが、この作品の主題となっている。

２２．．造造形形上上のの特特質質：一点透視の線遠近法に基づく整然とした奥行きの描出。
中心の二人の人物 垂直 左 と水平 右 →建築の基本構造
二人を取り巻く人物群 円・輪の反復 →建築の持つリズム
⇒構図の基軸は左右対称性と、その構造を柔らげる非対称性

３３．．ルルネネササンンスス絵絵画画のの「「リリアアリリズズムム」」： 世紀初頭までのゴシック様式の絵画に表現され
てきた「神の摂理」に代わる、人間の想像力・創造力による調和と均衡を描くのがルネサ
ンス絵画。線遠近法と明暗法という、 年代に確立された写実的技法を駆使して、ルネ
サンス時代の画家たちが描いたのは、まず想像上の場面であった。しかし、そのイマジ
ネーションを具現化するために、この作品でラファエロが描いた同時代人の姿と、光の効
果をはじめとする日常の観察眼、並びに、ギリシア・ローマ美術の継承に着目したい。

課題
時代や地域の違いによる油彩画の造形的特質の変化について調べる。

方法
同じ主題を扱う絵画作品を比較する。

〈〈聖聖母母子子画画〉〉

ラファエロ
『美しき女庭師』 年

パルミジアニーノ
『長い頸の聖母』 年頃

・・シシンンメメトトリリッックク
⇒聖母マリア・幼児キリスト・洗礼者ヨハネ
の三者が作り出す三角形

⇒上空左右の雲の形の呼応
⇒中景の木立と後景の尖塔の呼応

・三者の古代彫刻を思わせる量感とプロポーション

・聖母とイエスの左腕のつながりを生み出す
ゆるやかなリズムと三者の姿勢が生み出す動き

聖なる存在に対する敬意と親近感を
画面上での均衡と調和として表現

・・アアシシンンメメトトリリッックク
⇒聖母の向かって左側の空間 密 と
聖母の向かって右側の空間 疎
＝列柱と手前に立つ預言者の姿による
極端な大小比と右奥への後退

・聖母とイエスの盾に長く引き伸ばされた
プロポーション 仰ぎ見る視点

・強い明暗対比による人体と空間の描写

・聖母とイエスの姿勢が生み出す流動的な
リズムと天使の視線の三つの方向が示す動き

画面全体の流動性と聖母の表情から
うかがえるイエスの生涯と受難に対する

追悼の意

マニエリスム様式へと変化

〈〈風風景景画画〉〉

マインデルト ホッベマ
『ミドルハルニスの並木道』

年

シシンンメメリリトトリリーーを基軸とした構図

【形態】
・対象を忠実に再現
・左右の景の描き分けによって左右対称性

を緩和
・空の描写によって景の広さを暗示
・両側の畑地の描写によって横への広がりを

示し、人々の営みを活写

【色彩】
・対象の固有色を忠実に再現
・空気遠近法の効果を活かすため遠景と空を

淡く着彩

目の前の現実という新たな主題を描く
世紀オランダ・バロック絵画の清新な息吹き

ヴィンセント ヴァン ゴッホ
『糸杉と星の見える道』

年

アアシシンンメメトトリリーーを基軸とした構図

【形態】
・タッチによる携帯の表現、画面に独特の

リズムを生み出す
・中央の糸杉をトリミングすることで、

木の高さと垂直軸を強調
・対象・空間を色面として再構成
・明瞭な輪郭線
・月と星によって夜の景を象徴

【色彩】
・夜の色を象徴的に表現、特に空と道の色彩の

表現性
・色班としてのタッチ
・補色対比を活かす

夜の情景を象徴的に捉え直した 世紀ポスト
印象主義絵画の持つ強い表出力

結論
世紀北方ルネサンスや 世紀オランダ・バロックは、直叙するよりも客観の事物の描写を重視する客観的美 写実・技巧の美 が強い傾向にあるのに対し、
世紀印象主義以降は、客観に動かされたる自己の感情を重視する主観的美 非写実・想念の美 が強い傾向にある。このように、芸術はジャンル・地域特有

の歴史があり、進歩するわけではなく、変生している。いわば生き物である。私たちは、一時代、一時代が持つ同等の価値を理解する必要がある。一方、こ
れらの造形的特質は、自国の急変、社会の行方、自分の内心の陰り、暗澹とした気持ちなどが反映されている。私たち観る者は、それらの画家個人の内的な
思いを汲み取り、日常の利害関係から離れ、作品の美しさを感じ取ることが、同時に求められる。

参考文献
画像引用

参照



50

視覚と聴覚から考えるヒトの脳機能 年度課題研究Ⅰ
お茶の水女子大学附属高等学校 年 芸術と文化‐色と形の科学 岡田蘭子

はじめに
何度も同じ漢字を書いているうちに”これってこんな字だったっけ？”という感覚に襲われる「ゲシュタルト崩壊」と呼ばれる現象に、私は小さい

頃からその不思議なメカニズムに対して興味を抱いていた。研究の前段階として様々な文献を読むうちに、密接に関わっている視覚と聴覚の働きを
比較することで新たな発見があるのではないかと思い、この研究をするに至った。

研究方法
知覚や認知に関する著書や論文から、視覚と聴覚それぞれのはたらき方の特徴を読み取って比較し、考察する。

研究内容
視覚

・ヒトが形を認識するときの基本的な働き
→要因が複数あるときにより簡潔に認識できる方を優先し、要素をまとめて見る働き ＝知覚的体制化
例）図①→ 個の点と 本の線がそれぞれ一つのまとまりを形成しているように見える
ヒトが近接しているもの同士をまとまりとして認識する「近接」と呼ばれる知覚的体制化の要素の一つ

・視覚におけるゲシュタルト崩壊＝「形の崩壊」
文字などの模様を数十秒注視すると要素のまとまりが解除されてしまい、構成部分が認識されるようになる。
例）漢字のゲシュタルト崩壊
通常：へんやつくりなどの部分がまとまることで特定の意味や読みを対応させて漢字を認識

↓ 注視し続けると…
構成部分が認識されるようになり文字としての意味が失われる

⇒部分を結合し、全体的形態を把握するパターン認知の高次過程において持続的注視による機能低下が起こっているため

・図と地の分離
図：形としてはっきりとした輪郭をもつものとして認識される部分
地：“図”の背景となり明確な輪郭や形は持たないものとして認識される部分
例）ルビンの壺 図
壺を認識しているとき →図：黒 地：白
二人の向き合った顔を認識してるとき →図：白 地：黒

聴覚
・ヒトが話す音：筋肉による調音運動の制約を受けた境目のないなめらかな音（スローモーション再生を想像すると明らか）

＝離散的な音の列を運動によってなめらかな信号に変化
↓ “聞く”

なめらかな信号がどのように作り出されたのか推定し、切り分ける

・聴覚野のはたらき
「いま何をすべきか」に応じてよりよく聞き分けるために応答特性が変化

↓＋周辺の情報や前後の文脈から抜けている情報を補う脳のはたらき
様々な雑音に囲まれながら聞きたいものだけをより分けて聞く

考察
視覚と聴覚の共通点として、「図と地の分離」が挙げられる。また、視覚では近接しているもの同士をまとまりとして捉えるのに対し、聴覚では

なめらかな信号を切り分けることで音を認識していることから、「要素を切り分ける」という働きが表れた結果が、まとまりを認識する視覚でゲ
シュタルト崩壊が起こる原因なのではないかと考える。

参考文献
・柏野牧夫 『空耳の科学 だまされる耳、聞き分ける脳』ヤマハミュージックメディア ・箱田裕司 編 『知覚・認知心理学』遠見書房

・ リンゼイ ノーマン 『情報処理心理学入門Ⅰ－感覚と知覚－』サイエンス社 ・二瀬由理 行場次郎 パターン認知に及ぼす持続的注視の影響

クルト・コフカ 『ゲシュタルト心理学の原理』福村出版 閲覧

認知心理学・ゲシュタルト心理学とは｜心理カウンセラー講座ガイド 閲覧

図①

*1

図②

*2

・図と地の分離
図：耳を傾けているある特定の会話
地：周囲の雑音
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スピログラフは日常に組み込めるか

スピログラフとは

右のような定規を使って描かれる曲線による幾何学模様のことを指します。誰に
でも手軽にきれいで複雑な模様を描くことができ、主に子供の玩具として販売さ
れています。今ではいろいろなところに応用され、様々な装飾として招待状に描
かれたりすることもあります。

はじめに
数学的に研究のできる芸術について模索していたところ、幾何学模様が好きだ
ということで幾何学模様に関連するものを探していたところスピログラフにた
どり着きました。スピログラフでは綺麗な模様が作れるということから様々な
装飾として使われています。もしこのような規則的な幾何学模様が日常で使わ
れるとしたら他にどのような使い道があるのかが気になったので研究したいと
思いました。

今回は使用しているスピログラフ定規のうち外円の歯数が内円の歯数の3倍に
なるようなセットを探し出し、花びらの枚数が三枚の曲線を描きました。す
ると図２のハイポサイクロイド曲線に類似していることがわかります。ハイ
ポサイクロイド曲線は一つの円の内側をもう一つの大きさの異なる外の円よ
りも小さい円が滑ることなく転がるときに小さい円の円周上の一点が描く曲
線のことを指します。この仕組みはスピログラフ定規によって模様を描くと
きの条件と同じであるため、スピログラフはハイポサイクロイド曲線ではな
いかと考えることが出来ました。

研究方法
大きさの違う2個の外円(内向き歯車)と15個の内円(外向き歯車)を使用し対照実験を一つずつ行います。外円
と内円を一つずつ決め、内円の穴を少しずつずらし書かれた模様の回転数と中心から最も外の長さを測り
どのように外径内径が変化しているのかを測定しています。初めはスピログラフの性質、特性について研
究しています。

お茶の水女子大学附属高等学校2年 芸術と文化-色と形の科学 狩野葉月

感想、今後の展望
今回は研究がまた少し進めることができ、前回の課題だったスピログラフの中心を見つけそのスピログラフの図形
に合わせた円を作製する、ということができたので進歩だったのではないかと思います。その過程でスピログラフ
の原理とほど近い「ハイポサイクロイド曲線」というものを見つけることができ、そのハイポサイクロイド曲線に
ついて研究する準備を少しずつ進めることができました。この研究ペースだと日常や建築への応用を考えるのは難
しいかもしれませんがしっかりと自分自身が理解できればなと思います。そのうえで少しでも日常に応用できそう
だと思ったらどんどん挙げて考えていきたいと思いました。

参考文献
サイクロイドの超解説【数学Ⅲ】(トロコイド・エピサイクロイド・ハイポサイクロイド etc.)       理系ラボ 2021.2.2
https://rikeilabo.com/cycloid#41

サイクロイドについて覚えておくべきこと 高校数学の美しい物語 2021.2.2
https://mathtrain.jp/cycloid

ハイポサイクロイド(内サイクロイド)hypocycloid          CinderellaJapan 2021.2.2
https://sites.google.com/site/cinderellajapan/gao-xiao-shu-xue/baikaihensuu/hypocycloid

研究内容
今回使用した内円外円の歯車の大きさ(歯の数)

(下左図)
外円96：内円32     半径：3.2cm
→花びらの枚数：3枚

(下右図)
外円96：内円24          半径：3.2cm
→花びらの枚数：4枚

ス
ピ
ロ
グ
ラ
フ
定
規

2020年度 課題研究基礎Ⅰ

図１

図２考察
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しかけ絵本の可能性を探る

3.しかけ絵本の機構
（１）リンク機構
機構：運動をつくり出し、有用な仕事をする部分のこと。
リンク：機構を構成して運動の変換や力の伝達を行う物体のこと。
対偶：リンクとリンクの間の連結部分のこと。

図１
a：静止節
b：原動節
c：中間節
d：従動節

図１のリンクaを固定して、リンクbを回転させると、リンクcを介
してリンクdは決まった動きをする。このように、一つのリンクの動
きが決まれば他の動きも決まる連鎖を１自由度の連鎖という。また、
このように回転運動する対偶を回転対偶という。

（２）機構としてのしかけ
POP-UPのしかけをリンク機構であるとし以下のようにみなす。
・しかけの材質には本来しなりがあるが、ここでは剛体とする。
・絵本のめくられる側のページが原動節にあたり、台紙以外の紙製
部品はすべて中間節か従動節にあてはまる（図２，図３には図１の
リンクと同じ役割の部分に同じアルファベットを示してある）。
・原則しかけの自由度は１となる。
・折り目はすべて回転対偶である。

図２ 図３

a
d

c
a

b

d c

b

６.参考文献
・渡辺克己，「みんなの機構学（１）飛び出す絵本の仕掛け（その１）」，
『機械の研究 64（１），43－50』，養賢堂，2012年
・渡辺克己，「みんなの機構学（２）飛び出す絵本の仕掛け（その２）」，
『機械の研究 64（２），159－165』，養賢堂，2012年
・渡辺克己，「みんなの機構学（３）飛び出す絵本の仕掛け（その３）」，
『機械の研究 64（３），227－233』，養賢堂，2012年
・渡辺克己，「みんなの機構学（４）飛び出す絵本の仕掛け（その４）」，
『機械の研究 64（４），331－336』，養賢堂，2012年
・デビッド・A・カーター，ジェームス・ダイアズ，『しかけ絵本の基礎知識
ポップアップ』，大日本絵画，2000年
・塚田忠夫，吉村靖夫，黒崎茂，柳下福蔵，「リンク・カム機構」，『機械工
学入門講座７ 機械設計法』，森北出版，1999年
・Robert Sabuda， ” Beauty & the Beast  ”，Little Simon，2010
・Robert Sabuda， ” Alice’s Adventures in Wonderland  ”，Little Simon，2003
・Best Pop-Up Books ，https://www.youtube.com/c/BestPopUpbooks，最終閲覧：
2020年8月

５.結論と今後の展望
しかけ絵本の構造は材質を剛体としたときリンク機構とみなすことができ、折り目と

いう回転待遇が同一平面上に集まり静止節－原動節間の角度θが0°≦θ≦180°となる自
由度が１の機構は、しかけとして成り立つといえる。ただし、作品への利用にはモチー
フの大きさや見やすい角度を考慮し、回転待遇の角度をよく吟味する必要があることが
わかった。
これまでに見えてきたことを念頭に置き、今後は自由度の高い機構や滑り待遇を用い
た機構の成立条件について、また機構の組み合わせ方についても考えていきたい。

2020年度課題研究ⅠⅠ
お茶の水女子大学附属高等学校2年 色と形の科学 神津日蕗乃

2.研究方法
POP-UPのしかけをリンク機構とみなし、機構の特性を知る。実例
から学び実験しながら、しかけ絵本の表現の可能性を探る。調査、
分析を基にオリジナル作品を作製する。

４.しかけ絵本作品への利用
既存のしかけ絵本でよく使われていた機構とし

て、回転待遇の軸がすべて平行となる平行クラン
ク機構と、回転対偶の軸が一点に集まる球面リン
ク機構がある。球面リンク機構はしかけの収納効
率向上と畳んだときの厚さ削減に効果的で、角度
によって様々なモチーフに応用できる。今回はこ
の機構を、図４のようなパーツを用いて分析した。

1.はじめに
しかけ絵本で最も頻繁に使われる技法であろう飛び出すしかけ、い

わゆるPOP-UPに焦点をあて、仕組みの理解と作製時のモチーフ再現度
向上を目的とした調査、研究を行う。

図５、６、７に示したのはそれぞれ図４の60°、90°、120°のパー
ツを用いたモデルで、図７のみ反対方向から撮影している。
収納効率という点ではパーツ面積が最も大きいのは図７であるが、台

紙に対する中心線の角度（≦90°）は図６が最大であるため、より立ち
上がって見える。また、図５、図７はページを斜め上の角度から見下ろ
すのに適しているが、図６はページ面の垂線に対し垂直な目線で見るこ
とを要求される。このように目線の角度を考慮し、モチーフとの相性も
踏まえて右写真のような利用をすることが理想である。

図４

45°

60°

90°

120°

図５ 図６ 図７
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↑進撃の巨人より ↑３神、ユミルを殺害 

	

ダイダラボッチ 

https://amaterasu49.media/archives/12470		、	https://greek-myth.info/Zeus/Gigantomakhia.html		、	https://kamigami-cafe.com/archives/153	

https://note.com/ottiee/n/n9c61b71356af	 、	 https://monspedia.com/ymir/	

← 

ギガントマキア 

（巨人族戦争） 

の様子 

巨人伝説	

2020 年度課題研究Ⅰ	

お茶の水女子大学附属高等学校 2 年	 芸術と文化-色と形の科学	 多田	 凜	

	

私は、漫画「進撃の巨人」という作品が大好きでどうにか自分の好きなことを研究できないかと考えていました。そんな時、進撃の巨人が神話を参考

に制作されていると知り、神話に興味を持ち、実際に巨人はいたのか気になったためこの研究テーマにしました。	

	

１．	 研究内容	

～神話での巨人についての書かれ方～	

〇ギリシャ神話	 	

ギリシャ神話には「ティターン神族（巨神族）」「ヘカトンケイル」「キュクロープス」	

「ギガンテス（巨人族）」「ポセイドンの子供たち」が登場します。	

ティターン神族、ヘカトンケイル、キュクロープス、ギガンテスは、大地の女神ガイアから生み出された巨人（巨神）たちです。ヘカトンケイルと

キュクロープスは醜さを理由に父であるウラノスに遠ざけられ、	

それに怒ったガイアが自分の子どもであるティターン神族の 12 神にウラノス討伐を頼み、クロノスがそれにこたえます。	

ギガンテスは、そのウラノスが討たれたときに大地に滴り落ちた血から、ガイアが身ごもり生まれた巨人たちです。	

ポセイドンの子どもたちの一部は巨人です。ポセイドンの子どもは、なぜかペガサスやクリュサオルといったいわゆる人型ではなかったり、巨人で

あったりする場合が多いです。	

〇北欧神話	

進撃の巨人は特に北欧神話をモチーフとしているとされています（進撃の巨人の作者、諌山創さんも認めています。）ここでは進撃の巨人と関連す

る神話内のエピソード、世界の誕生について紹介します。	

～～世世界界のの誕誕生生～～	

1.	原初の巨人ユミルが生まれ、ユミルから多くの巨人が生まれる	

２．神ブーリが生まれ、ブーリの孫にオーディン、ヴィリ、ヴェーが生まれる	

３.３神、ユミルを殺害し、ユミルを解体して世界をつくる	

４．神々が人間を作りミッドガルド（人間の国）を作り、巨人を追放。	

～ユミルはどうやって誕生したか～	

・北の極寒の地ニヴルヘイム、南の灼熱の国ムスペルヘイムの寒気と熱気がぶつかり合い	

その場所から溶け出した氷の雫から、エーリヴァーガルという川の毒が固まったものから。	

〇日本の神話		

～ダイダラボッチ～	 ←	

ダダイイダダララボボッッチチは、日本の各地で伝承される巨人で山や湖沼を作ったという伝承が多いです。	

富士山を土盛りして作った、長野県大町市北部の青木湖、中綱湖、木崎湖からなる仁科三湖（にしなさんこ）はいずれもダイダラボッチの足あと、

秋田県の横手盆地で干拓事業を行った際、ダイダラボッチが現れて水をかき、泥を掬ったため工事がはかどった（鳥の海の干拓伝説）などダイダラ

ボッチに関する伝承がたくさん残されています。	

～巨人は実在したのか～	

まだ実在したのかについての研究は本格的にはできていないものの、私は実在したと考えています。	

・情報の伝達技術がほとんどないこの時代に日本からギリシャまであらゆる場所で巨人について記されている。これは実際に存在したからこそ実現

したものではないのか？	

・ユグドラシル（巨大樹）に巨人、昔は人に限らず全てが大きかったのでは？	

・	 世界各地で発見されている巨人の遺骨や化石の写真は、悪質な合成画像も出回っているため資料の選別には十分な確認が必要です。	

これからの研究の方針としては、神話も交えながら、巨人が実在したという裏付けを取っていき進めて行こうと思います。	

３．参考文献(最終閲覧日全て２月１０日)	
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新聞広告がTwitterで
バズるのは何故か。

＜テーマ設定の動機＞

⾃分⾃⾝Twitterを利⽤していて、新聞広告に関す
るツイートが話題になり、各所で取り上げられて
いるのを⾒て、新聞広告のどのような特徴が⼈の
⼼理に影響を与えるのか気になったため

＜新聞広告のメリット・デメリット＞

• 信頼度が⾼い
• 印象に残りやすい
• 地域に合わせた広告を

掲載できる

デメリット

• 新聞購読者の減少
• 持続⼒がない

メリット

＜新聞広告賞＞

新聞広告賞とは、⽇本新聞協会が主催して、
新聞広告の新しい可能性を開拓した広告活動を称えて
広告主・新聞社に送る賞。

シャボン⽟⽯けん株式会社
（新聞広告⼤賞２０１９）

江崎グリコ株式会社
（新聞広告⼤賞２０１７）

＜話題になる新聞広告に共通する特徴＞

• ⽂章の量が多い
新聞の全⾯広告は、広告の細部までしっかりと読んでくれ
る⼈の割り合いが他のメディアに⽐べて多い。

広告に⻑い⽂章を⽤いる事ができるため問題提起や、
街中のポスターなどで宣伝する事の出来ない商品や
サービスの詳細な魅⼒を伝えることができる。

• デザインはシンプルかぎっしり
全⾯広告は新聞⼀⾯をまるまる使うことができるため、あ
えて空⽩の多いデザインにすることでインパクトを出した
り、⼀⾯にイラストや⽂章を⼊れることで全体に統⼀感を
出したりするものが多い。

新聞広告は全体的にインパクト重視の物が多く、
デザインや⾔葉選びなどに独特な評弦を⽤いてい
るものが多いため、それが現代の若者に受け⼊れ
られ易くしている。

「防災⾷ガイドブック」
味の素株式会社
（新聞広告⼤賞２０２０）

＜考察＞

Twitterでバズるとは、短期間で爆発的に話題が広がる
事なのでたくさんの⼈々の注⽬を集める斬新さが必要。
その点、新聞広告は問題提起や意⾒を主張する為の場
として活要されることが多いため、インパクトのある
デザインであることが多い。
その両者の特徴が互いに影響し合うことで話題になる
のではないかと考えた。
また、普段新聞を読まない層の⼈たちの注⽬が、
Twitterやインターネットを通じて広告に集まることで、
新聞広告そのものが「新聞」というメディアから離れ
⼀⼈歩きする、独⽴したコンテンツに変化するように
なるのではと考えました。

参考⽂献
• 新聞広告 データアーカイブ 新聞広告賞
https://www.pressnet.or.jp/adarc/pri/2020.html

• アドプレーン社 新聞広告に未来はあるか
https://adb.ne.jp/20191212-2/

• 「新聞広告デザイン（デザインハンドブックシリーズ）」
資格デザイン研究所 １９８５年

• 「なるほどデザイン ⽬で⾒て楽しむデザインの本」
筒井美希 ２０１５年

まずは新聞広告のメリット・デメリットを調べたり⾃分
で考えたりすることで新聞広告とはどのようなものかを
明確化しました。

次に新聞広告賞を受賞するなど話題になる新聞広告にはどのよう
な特徴があるのかを、過去の受賞作などから⾃分で考えました。

＜話題になる新聞広告に共通する特徴＞

①
② ＜新聞広告⼤賞受賞作の⼀例＞

③ ④

2021.2.10

2021.2.10

2020年度課題研究Ⅰ
お茶の水女子大学附属高等学校2年　芸術と文化-色と形の科学　谷水和花
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源氏物語に見る風景描写と心情描写の関係について
年度課題研究Ⅰ お茶の水女子大学附属高等学校 年 芸術と科学‐文学 津久井瑛子

《和歌と心情描写ー風景描写の関連性》
「須磨」では合計 首の和歌が載せられている。多くの心情が和歌に仮託されていると
いってよく、歌物語の形式を取り入れた表現方法として、源氏物語の中で確立している
といえるのではないか。

また、和歌の多くは親しい人々との別離の手紙の中で交わされるものであるが、光源氏
や側近などが風景を踏まえて和歌を詠む場面も多数ある。この時風景描写は、

・和歌に移行するための滑り出しとしての役割

・和歌に余情を持たせる役割

を担っていると考えられる。

景色の描写ののちに、登場人物の和歌が詠まれるということは、その景色は登場人物の
視点から見た、主観的な風景であることを表しており、登場人物の心情を語るための場
面設定を行っていると考えることができる。

また「須磨」での風景描写には、「雁」「桜」「海人や舟」などがモチーフとして使わ
れているが、いずれも、和歌でよく用いられ、ある一定のイメージを喚起させるもので
ある。そのため、風景描写が、心情表現としての和歌と物語をつなげる役目をもってい
るのではないかと考えた。

研究動機：源氏物語は優れた心情描写で名高い作品である。その表現方法では、登場人物の心情を風景描写に反映させた「景情一致」
が特色とされる。そこで、景情一致も含めた、源氏物語における表現を実際に研究し、源氏物語の特異性を明らかにすることを目標とした。

研究方法：源氏物語 帖目にあたる「須磨」での心情表現を抽出し、その特色を考える。また、表現の方法について考察する。「須
磨」を選んだ理由は、「須磨」には、光源氏の近しい人々との別れの描写が多く、そのため心情描写や和歌も多く盛り込まれており、主題に
適切と考えたためである。

須磨 あらすじ：近々入内する予定であった右大臣家の姫君、朧月夜との密会が発覚した源氏は、政情の悪化も鑑み、自ら須磨（現
在の神戸市）に退去することを決めた。そして紫の上ら親しい人達と別離の和歌を詠みあったのち、京を去ったのだった。その後須磨でわび
暮らしをする源氏は己が身の不幸を思い嘆く。旧友の訪問、手慰みの芸術、文通などに日々が過ぎたある年、謎の暴風雨が源氏らを襲う。

古今和歌集 １５
漢籍（白氏文集、荘子・史記） ８
後撰和歌集 ４
和漢朗詠集 ２
菅家後集 ２
伊勢物語 １
竹取物語 １
拾遺和歌集 １

《典拠作品について》
源氏物語は、多くの和歌集や漢籍を典拠に持つことで知られている。それは「須磨」の巻で
も顕著である。
古今和歌集からの引用が多く、古歌を作品に組み込むことで、自作に余情や奥行きを持たせ
る本歌取りの技法が応用されているといえる。
さらに菅家後集と白氏文集、伊勢物語に注目。菅家後集は菅原道真が太宰府に左遷されたの
ちの詩 編をまとめた詩文集。また、白氏文集は白居易による詩文集で、白居易は左遷を経
験している。伊勢物語は在原業平がモデルといわれる「男」が主人公の歌物語で、業平は雅
を解する貴公子だが出世からは遠ざかった。このように、光源氏の左遷や挫折を先達になぞ
らえることで、光源氏の挫折の心情を表し、強調している。また、光源氏が前述の人々と並
ぶ人物であると暗示していると考えられる。

参考文献：阿部秋生、秋山虔、今井源衛、鈴木日出男 （校注・訳者）『源氏物語② 新編日本古典文学全集21 』小学館、1995年（古文の引用もすべてこれに依った）
高木正一 （注） 吉川幸次郎、小川環樹 （編集・校閲）『白居易 下 中國詩人選集１３』岩波書店、1958年（漢文の引用もすべてこれに依った）
浜松書店編集部（編著書）『最新国語便覧』浜島書店、2018年

《和歌での心情表現》
「須磨」での和歌は 首

作中の引用例（左の詩は白居易作、左遷された友人を想う意の詩）
…
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今後の課題
今回は「須磨」の巻に限ったが、今後ほかの巻と照らし合わせ、総合的に源氏物語の表現について考察すべきだ。引用や和歌についても、
ほかの巻ではまた違った特色があるかもしれない。また、源氏物語に影響を与えたとされる物語類や歌物語を参照し、どのように描写の
変遷があるか調べることも有益であろうと考えている。

考察（まとめ）
以上のことから源氏物語においては、引用が和歌や漢詩から多くなされているこ
と、和歌自体が多く記載されていることから、心情表現として和歌が重要な役割
を果たしていることがわかる。風景描写は、登場人物の心情と融合するだけでな
く、より幅広い心の機微を表現するために、和歌を物語と融合させる役割を担っ
ていると考えられる。
また、引用を多くしたり、よく読み込まれるキーワードを風景描写に用いたりす
るなど、それらのイメージを利用して、作品に厚みを持たせようとする工夫がみ
られた。これらは本歌取りの発想に端をなすものではないかと考える。
以上のようなことから、源氏物語においては、心情は多角的に、様々な手段を用
いて表現されており、特に和歌の影響が強いことから、和歌の発想を基盤として
つくられた描写なのではないかと考えた。
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雁は渡り鳥＆秋の鳥
・群れでとぶ雁
＝気の置けない側近たちと故郷を離れる光源氏

自身
・秋の物悲しい雰囲気→郷愁
➡光源氏らの心情を反映
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和歌には短い言葉の中に当時の人々の喜びや悲しみ、感動が込められており、
時代を超えて人間の心の有り様を感じることができる。近年は競技かるたが
流行し、その熱き青春群像を描いた作品に私を含め多くの人々が魅了された。
百人一首に興味を持った私は、『小倉百人一首』の撰者と知られる藤原定家
が中世の動乱期を生きたのにも関わらず、歌集や歌論書の中で日常を脱却し
た王朝的古典美を主題にしていることに疑問を持った。多くの物語や小説と
同様、和歌においても虚構と現実とは同居が可能であるのかを明らかにした
く、調べてみることにした。

お茶の水女子大学附属高等学校2年 2020年度課題研究Ⅰ 芸術と科学-文学 加賀陽菜

本研究では、歌人・藤原定家における和歌の「心」と現実の「心」の相違を
明らかにするため、定家が手掛けた複数の作品に焦点を当てた。以下の手順
で研究を進め、すべての手順は文献調査によって行った。
⑴ 藤原定家の業績の把握
⑵『小倉百人一首』の配列や特徴的な傾向を含む作品論の展開
⑶『明月記』に描かれる現実世界の理解
⑷ 歌論書や詠歌から読み解く定家の創作態度論

西暦
1100 1200

1114生 俊成 1204没

1162生

1150 1250

1241没

1198生 1275没

定家

為家

『明月記』

社会的な出来事私的な出来事

群盗の横行
飢餓の惨状
放火の頻発

女性たちの出産死

家と家族への思い
後鳥羽院との関係

宮仕えの心労と愉しみ
明月記

図1 三代の記録としての『明月記』(参考文献11を基に作成)

３．研究内容

２．研究方法１．はじめに

藤原定家の虚構と現実

４．考察

(1) 藤原定家の業績
藤原定家(1162～1241)は鎌倉初期の歌人である。定家が生きたのは公家の
時代から武家の時代へと移っていく大きな節目であり、日本の歴史における
変動期の一つであった。和歌を中世にふさわしい形に変えていくことの中心
にあった人物こそ定家であり、誰もが知る『小倉百人一首』や『新古今和歌
集』の撰者としての活躍のほか、『源氏物語』などの古典の校訂・研究者と
しても優れた業績を残した。

(2)『小倉百人一首』の配列や特徴的な傾向を含む作品論
論を展開するにあたり、主に巻頭巻末歌の関係に注目した。『読んで楽しむ
百人一首』 ⁹⁾では、100番歌「百敷や」が1番歌「秋の田の」に回帰するこ
とを指摘し、撰者である定家は作品の中に平安朝という貴族の理想世界を封
じ込め、憧憬の念を抱いたのではないかと主張している。

(3)『明月記』に描かれる現実世界
『明月記』とは
・治承4年(1180)から嘉禎元年(1235)まで定家が書いた国宝の漢文日記
・19歳から74歳までの55ヵ年という長期にわたる定家自身の記述のほか、
父の俊成や子の為家についての記述も少なくない（図1参照）

(4) その1 歌論書から読み解く創作態度論
①『近代秀歌』¹⁾より
「詞は古きを慕ひ、心は新しきを求め、及ばぬ高き姿をねがひて、寛平以往
の歌にならはば、自ずからよろしきこともなどか侍らざらむ。」(歌に用いる
詞は古典的歌語を尊重し、表現内容は未だ詠まれていない世界をとらえよう
とし、卓越した理想的表現を求めて、宇多朝以前の歌風を学ぼうとするなら
ば、自然と秀歌が生まれるということもないわけはありません。)

②『詠歌大概』¹⁾より
「近代の人の読み出づる所の心・詞は、一句たりと雖も慎みてこれを除き棄
つべし」（近代の歌人が初めて詠んだ構想や特殊な語句は、一句でも注意し
て自分の歌には詠まないようにすべきである。）

③『毎月抄』¹⁾より
「とざまかうざまにてはつやつや続けらるべからず。よくよく心を澄まして、
その一境に入りふしてこそ稀によまるる事は侍れ。」（あれこれといろいろ
工夫するという程度では歌を詠みあげていく事が少しもできません。十二分
に自分の心を澄みきった状態にして、一つの精神的境地に意識を没入させて
こそ稀には詠める事がございます。）

②では「近代」の作品を厳しく退けようとする姿勢が見られ、これは日常を
脱却した王朝的古典美の世界の構築を目指し、即ち本歌取りなどによる複雑
な情調構成を意図する。③は最上の歌体とされる「有心」を説いており、古
典を媒介として自己の精神を歌の中に転移させることを主張している。この
ように、虚構の世界でのみ自由な想像が可能であった動乱期の歌人の創作態
度論は、一言でいえば『毎月抄』の説く「有心体」論であり、この論の基と
なる詩法が『近代秀歌』や『詠歌大概』に述べられていると分かる。

(4) その2 詠歌から読み解く創作態度論

秋の月の美しさは通念であるとともに、和歌の伝統的な主題の一つである。
これは定家にとっての本格的な歌人生活の始まりに詠んだ一首であり、若い
歌人の苦吟が垣間見える。例えば天空に想像力を巡らすことは、横溢する夢
をいわば強引に封じ込めているとも捉えられている⁷⁾ 。夢の過多をも思わせ
るこの歌に、詠んだ本人がどれだけ定着を感じていたかは分からない。

峰から別れる雲は自分のもとから去ってしまった恋人を喩えている。この情
景は、漢籍である『文選』を想起させる。これは「高唐賦」という王が不思
議な美女と出会い、自分が雲の化身であることを打ち明けた彼女が朝には山
の雲となり夕べには雨を降らすという話だ。また『源氏物語』の最後の帖の
タイトルである「夢浮橋」との関連も考えられ、「夢浮橋」をもって『源氏
物語』が途切れることが、この歌の意味とも重なる。このように定家の歌は
本歌取りに加え、和漢の古典籍の連想をも受けた複雑な含意を持ち、技巧と
独立世界が調和した姿といえるだろう。

『明月記』を読むと、定家は病弱な体質でプライドが高く、人と接するのが苦手な性格だったことが分かる。彼は王朝末期から中世初頭にかけての乱世時代
を生き、しばしば嵯峨の山荘を取り巻く自然に心を癒しながら、その社会の枠内で歌い続けた。定家にとっての歌とは、実世界、つまり心情の直接吐露では
決してなく、想像の世界、つまり混濁した現実から妖艶華麗な虚構の世界へと飛翔できる唯一の手段だったのではないだろうか。あくまで「現実の作者」と
「作品の中の作者」は別の存在であり、むしろ歌を独立した世界とすることで、歌は作るべきもの、磨きあげるものとされたのであろう。

参考文献
1)橋本不美男ほか『歌論集』(日本古典文学全集50)、小学館、1975年
2)唐木順三『歴史の言ひ殘したこと』、新潮社、1978年
3)久保田淳『新古今和歌集 下』(新潮日本古典集成 第30回)、新潮社、1979年
4)久保田淳『古今集・新古今集』(図説 日本の古典4)、集英社、1979年
5)渡部泰明『和歌とは何か』、岩波書店、2009年
6)小西甚一『日本文学史』、講談社学術文庫、2010年

7)村尾誠一『藤原定家』(コレクション日本歌人選011)、笹間書院、2011年
8)丸谷才一『新々百人一首』(日本文学全集 02)、河出書房新社、2015年
9)吉海直人『読んで楽しむ百人一首』、角川書店、2017年
10)樋口芳麻呂『王朝秀歌撰』、岩波書店、2017年
11)村井康彦『藤原定家『明月記』の世界』、岩波書店、2020年
12)藤井貞和『<うた>起源考』、青土社、2020年

回帰
『万葉集』で「百敷」という語が最初に用いられたのは、柿本
人麻呂が天智天皇の近江京の荒廃を述懐したときの歌である⁹⁾ 。
平安朝の始祖として1番に据えられた天智天皇と、平安朝の終焉
を象徴する順徳院の歌が巻頭巻末を飾っている。

百敷や古き軒端のしのぶにもなほあまりある昔なりけり
順徳院

秋の田のかりほの庵のとまをあらみわが衣手は露にぬれつつ
天智天皇

天の原思へばかはる色もなし秋こそ月のひかりなりけれ
新勅撰和歌集・秋歌上・256

春の夜の夢の浮き橋とだえして峰にわかるる横雲の空
新古今和歌集・春歌上・38



57

平安女性と出家について

【【①『『源源氏氏物物語語』』内内でで出出家家ししたた人人物物ととそそれれぞぞれれ
のの出出家家ししたた理理由由】】

●序章
ストレスの多い世の中である。誰もが一度は「ああ、一旦俗世から離れたい･･･」と思ったことがあるだろう。そしてそれは千
年以上前を生きた人の日記にも書いてある。では、当時の人々はそんなときどのような行動をとったのだろう。『紫式部日記』
の中で「水鳥を水の上とやよそに見む我も浮きたる世を過ぐしつつ」と詠んだ紫式部は、彼女の書いた作品といわれる『源氏物
語』の中でその答えの一部を示しているように思える。出家だ。『源氏物語』の登場人物の貴族女性は出家をするなり望むなり
する人が多い。とはいえ、現代において若い女の人が次々と出家する例はあまり見ない。当時とは慣習もずいぶん違うのだ。で
は当時の人々にとって出家とはどのような存在だったのだろうか。それを調べることで現代を生きるヒントにつながることもあ
るかもしれない。

➡『源氏物語』の登場人物たちは遁世の
意味合いで出家する人が多い

登登場場人人物物 出出 家家 のの
背背景景

本本文文

藤 壺 の
宮

出 家 の
「 男 女
の 関 係
を 断 ち
切 る 」
側 面 を
利用

「よろづのこと、ありしにもあら
ず、変はりゆく世にこそあめれ。
戚夫人の見けむ目のやうにはあら
ずとも、かならず、人笑へなるこ
とは、ありぬべき身にこそあめ
れ」など、世の疎ましく、過ぐし
がたう思さるれば、背きなむこと
を思し取るに

六 条 の
御息所

病 ものさびしきやうなれど、心やれ
るさまにて経たまふほどに、には
かに重くわづらひたまひて、もの
のいと心細く思されければ、罪深
き所ほとりに年経つるも、いみじ
う思して、尼になりたまひぬ。

女三宮 出 家 の
「 夫 婦
関 係 を
断 ち 切
る 」 側
面 を 利
用

「さのみこそは、思し隔つること
もまさらめ」と恨めしう、わが身
つらくて、尼にもなりなばや、の
御心尽きぬ。

浮舟 世 を 捨
て る た
め

なほ、世づかずのみ、つひにえ止
まるまじく思ひたまへらるるを、
尼になさせたまひてよ。世の中に
はべるとも、例の人にてながらふ
べくもはべらぬ身になむ

【【②平平安安時時代代ままででのの女女性性のの出出家家】】

●結果と考察

・大和和紀「あさきゆめみし⑨」（株式会社講談社/1989 年 1 月 1３日）・佐々木和香子「やさしい信仰史神と仏の古典文学」（株式
会社山川出版社/2014 年 9 月 20 日）・勝浦令子「古代・中世の女性と仏教」（株式会社山川出版社/2003年3月25日） 他

6世世紀紀後後半半
比丘尼の渡来

７７世世紀紀前前半半ままでで
畿内を中心に多くの寺院が建立された。
尼寺も多く含まれていた。

8世世紀紀
皇族・貴族の「宮」や「家」で、尼は僧
とともに活躍

【【③③ああららゆゆるる階階層層のの平平安安女女性性がが出出家家】】

農民層の妻

養蚕、布織、裁縫、染色、食事や衣
服の管理、農業経営
官人層の妻

食事の世話や紡績・裁縫の全工程、
商売、夫の出仕のための心配り

➡多忙な世俗生活と厳しい仏道修行
の両立

ししかかしし、、出出家家ししたたらら、、家家事事ななどどのの世世俗俗のの
活活動動かかららすすべべてて手手をを引引くくここととがが多多いい

『『源源氏氏物物語語』』内内でで出出家家すするる人人々々
人間関係のこじれが原因で出家を願うことが多い

→当時の貴族女性はそのようなケースが多かった
のかもしれない

実実際際のの女女性性とと仏仏教教のの歴歴史史
尼の公的な役割が大きかった時代→その役割が低
下し、私的な出家へと
↑布教や、密教、浄土信仰の浸透などの要因

➡農民や官人たちは遁世の気持ちというよりも

布教により信仰の気持ちが深まっていったことで
出家を望むようになったのかもしれない

貴族の女性の場合と出家の果たす役割には違いが
ありそう

8世世紀紀末末かからら9世世紀紀以以降降
女性天皇時代の終焉が一因となり、尼の
公的な役割が低下

9世世紀紀以以降降
官尼としての活動が衰退する一方、密教
や浄土信仰などの社会への浸透により女
性たちの私的な出家が増加

●課題

●結論

農民や官人層の妻が布教された背景について詳
しく調べていきたい

②③、参考：勝浦令子「古代・中世の女性と仏教」

2020年度課題研究Ⅰ 芸術と科学ー文学
お茶の水女子大学附属高等学校２年田口結万

●参考文献
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参考文献 

・入矢義高「中国古典文学大系全 60巻 仏教文学集」、平凡社、昭和 50 年 2 月 10 日 ・清少納言著 松尾聡・永井和子訳、「新編日本古典文学全集 １８ 枕草子」、小学館、1997年 11月  

・片桐洋一・福井貞助・高橋正治・清水好子訳、「新編日本古典文学全集 12 竹取物語 伊勢物語 大和物語 平中物語」、小学館、1994 年 12月 ・池上洵一「今昔物語集 天竺・震旦部」、岩波書店、2001年 

・阪倉篤義校中「今昔物語集 4 本朝世俗部」、新潮社、1984年 5月 ・小沢正夫・松田成穂訳「新編日本古典文学全集 11 古今和歌集」、小学館、1994 年 11 月 ・「打聞集 国立国会図書館デジタルコレクション」https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1192812/18 

・契沖「契沖全集 第 8巻 古今余材抄」、岩波書店、1982年 10月 ・「新編日本古典文学全集 87 歌論集」、小学館、2002 年 1月 ・やたがらすナビ「打聞集 第７話 老者、他国に移す事」、https://yatanavi.org/text/uchigiki/uchigiki07、参照日 2021/01/30 

・西尾光一・貴志正造「鑑賞 日本古典文学 第 23 巻 中世説話集」、角川書店、昭和 52 年５月 ・室城秀之「和歌文学大系 45 古今和歌六帖 上」、明治書院、平成 30 年 5 月 10 日 

・横山重・松本隆信「室町時代大成 第二」、角川書店、昭和 49年 2 月 28 日 ・藤岡忠美・中野幸一・犬養廉・石井文夫「新編日本古典文学全集 26・和泉式部日記 紫式部日記 更級日記 讃岐典侍日記」、小学館、1994年 8 月 25日 

・伊藤正義「新潮日本古典集成＜新装版＞ 謡曲集 上」、新潮社、2015 年 10 月 30日 ・井本英一、桃山学院大学文学部、「棄老説話の起源」、https://stars.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=7834&file_id=21&file_no=1 1996/09/30 発行、参照日 2020/08/16 

・「源氏物語 五 新日本古典文学大系２３」、岩波書店、1997年 

歌歌物物語語型型  

成立 作品 作品の種類 

905 古今和歌集 雑上 勅撰和歌集 

950 頃 大和物語「百五十六 姨捨」 歌物語 

976～983 頃 古今和歌六帖 和歌集 

1008 源氏物語（若葉下、宿木） 物語 

1060 頃 更級日記 日記 

1111 俊頼髄脳 歌論 

1110～24 頃 

今昔物語集 巻第三十 

「信濃国の姨母棄山の語、第九」 

説話集 

1197 頃 古来風躰抄 歌論 

1430 頃 謡曲「姥捨」 能 

1688～1689 更科紀行 紀行文 

古今和歌集に載った和歌とともに伝えられた物語であるからか、説話集だけでなく歌論で

取り上げられたり能の題材となったりして直接的に説話が語られてはいないが広い時代の

様々な作品に登場する。登場人物の性別や和歌を詠む人が変わることもある。 

 

この話の要である「姨捨山の月」という言葉が出てくる話は多いが必ずしも大和物語通り

の意味で使われてはいない。本来は男が山に叔母を捨ててしまった後の喪失感が慰められ

ないという意味である。けれども「源氏物語」の宿木の中では、中君が匂宮に捨てられて

しまった悲しみを癒そうとして月を見ても感情が募るばかりだ、と失恋の思いが慰められ

ないという意味で用いられている。また古今和歌集の解説書である「古今余材抄」には叔

母を亡くした男が「姨捨」山から見える月を見ても喪に服せないとある。 

 

  

  

  

難難題題型型  

成立 中国 日本 

472 雑宝蔵経 
 

1001 
 

枕草子「社は」の段 

1110～24 頃  

今昔物語集巻第五 

「七十に余る人を他国に流し遣

りし国の語 第三十二」 

1134  打聞集「老者、他国に移す事」 

難題に着目すると日本で書かれた物語に出題される問は全て雑宝蔵経から出てきている。

枕草子では蟻通神社の社名由来にまつわる難題を含む二題が、今昔物語・打聞集では前者

では触れられていない三題が出題されている。このことから日本で書かれた三作は雑宝蔵

経を基にしてまとめられた話であると判断した。 

 

雑宝蔵経は仏教色が強いためか仏教説話が多く載っている今昔物語や打聞集を編む際に

も参考にされたため類似した作品が見られるのではないだろうか。一方枕草子で描かれた

姨捨山の流れを汲んだものはあまり見つからず、神道集などの神社の縁起について書かれ

た書物には蟻通神社の記述は見られても研究対象である説話は見当たらなかった。 

 

生活の負担になるために棄てられていた老人が若者の解くことのできない難題を解くこ

とによって自身の知能を示したことで価値が生まれ大事にされるようになった、という流

れは一貫して変わっていない。 

 

 

  

  

まとめ 

どちらの型も説話集の中では大元の形や教訓の内容が変わらずに伝承されている。歌物語型の場合は他の作品の題材として使われることもあり 

時代を超えて幅広い世代に物語が伝わりやすく姨捨山の物語から生まれた言葉には柔軟な解釈がされている。 

また難題型は歌物語型に比べ先行研究や文献が少ないため考察に当たって判断材料が足りていないと感じている。 

2020年度課題研究 I 芸術と化学‐文学 お茶の水女子大学附属高等学校 2年 盛永那菜 

二年梅組 35 番盛永那菜 
研究方法 

物語を難題型と歌物語型に分けて文献調

査を行った。 

～～研研究究結結果果～～  

はじめに 

 平安時代から現在まで伝承されてきた昔話である「姥捨山」を調査することにより、この物語がどのよ

うに伝わり発展してきたかを探る。 

姥姥捨捨山山のの原原拠拠とと派派生生 
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雨 月 物 語 に み る 上 田 秋 成 の 「 幽 霊 像 」 と は

１．動機

上田秋成によって著された江戸時代後期の怪異小説「雨月物語」は中国白話小説を基に独自の解釈が加わった形で翻案され
たことで知られる。これまでの研究で、雨月物語と白話小説をそれぞれ読み比べ、様々な相違点に気づいた。中でも特に「幽
霊像」の違いで、なぜ翻案していく中で差を生み出したのか興味を持ったため。

２．方法

①これまでの研究を整理する。

②書籍等も参照し、雨月物語における「幽霊像」の描かれ方とその背景について考察する。

３．仮説

雨月物語における幽霊像は、作者上田秋成が、江戸時代の社会情勢を意識し、白話小説をアレンジすることで日本人に合う
怪談を目指したためではないのか。

４．調査

①これまでの研究

〇雨月物語と中国白話小説の対照

２０２０年度課題研究Ⅰ 芸術と科学－文学 お茶の水女子大学附属高等学校２年 番留千尋

雨雨月月物物語語 中中国国白白話話小小説説 考考察察

「菊花の約」
幽霊：赤穴宗右衛門

再会の約束を果たそうとするも、阻
まれ、自死。後に再会相手は赤穴の
無念を晴らすために敵討ちをする。
外見：生前と変わらず

古今小説「范巨卿鶏黍死生交」
幽霊：范式

再会の約束を忘れ、今からでも幽霊
となって約束を守ろうと自死。
外見：生前と変わらず

菊花の約では、忠義を尽くす男の姿
や、敵討ちの要素が加わり、武家社
会が意識されているのではないか。

「浅芽が宿」
幽霊：宮木
夫が帰れなくなり、夫の帰りを待ち
続け、病死。
外見：恐ろしい姿へ変貌

剪灯新話「愛卿伝」
幽霊：愛卿

夫が帰れなくなり、留守を守るも、
盗賊に襲われ自死。
外見：生前と変わらず美しい姿

浅芽が宿では、白話小説では描かれ
ない、夫を待っても帰ってこない女
の恨みを描き、また姿からも恨みの
強さを表現しているのではないか。
より人間の感情に注目されている。

「吉備津の釜」
幽霊：磯良

夫が愛人と駆け落ちしたことで、次
第に弱って病死。後に、夫を呪い殺
す。
外見：恐ろしい姿へ変貌

剪灯新話「牡丹灯記」
幽霊：麗卿

若くして亡くなった寂しさから男を
誘惑、のちに男を死へ引きずり込む。
外見：絶世の美女

吉備津の釜でも、浅芽が宿と同様の
考察が出来る。

また、牡丹灯記ではラストにかけて、
幽霊を退治する道人、法への尊敬が
読み取れる。

雨雨月月物物語語はは白白話話小小説説にに比比べべるるとと、、倫倫理理、、法法話話的的なな主主題題ははああままりり見見らられれずず、、幽幽霊霊のの存存在在をを通通ししてて、、人人間間のの持持つつ恨恨みみやや寂寂ししささ
とといいっったたネネガガテティィブブなな感感情情をを具具現現化化しし、、主主題題ととししてて描描くく傾傾向向ににああるる。。

②なぜ雨月物語にはこのような特徴がみられるのか？

◎社会情勢
明和４年 田沼時代→重商主義政策、天災飢饉対応失敗
明和９年 明和の大火
安永５年 雨月物語刊行
天明２年～天明の大飢饉

雨月物語が刊行された時期は、社社会会全全体体がが暗暗くく落落ちち込込みみ、
民衆の生活の逼迫とともに、彼らの精神状態にもどんどん余
裕がなくなってきた時期だと予想できる。

そんな時期だからこそ、人間の嫌な部分や本性を目撃する場
面も多くあったと考える。

だからこそ、人人間間のの「「性性」」とといいううももののをを、、幽幽霊霊にに投投影影ししあありり
ののままままにに描描きき出出すすことで、、普普遍遍性性をもつ人人間間のの本本質質的的なな在在りり
方方を、物語という形で提案したのではないだろうか。

◎上田秋成自身の意識
享保１９年 大阪で出生、
元文２年 ４歳で養子、病後、指が不自由に
宝暦６年 実子ではないことを理由に家継ぎを自ら辞退
宝暦１０年 結婚、子はできず
寛政１０年 左目失明

上田秋成が過ごした幼幼少少期期のの不不遇遇から、孤孤独独感感を強め、自自
己己のの人人間間性性をを内内へへと向け抑圧する性格が形成されたと考え
られる。また、彼が生まれた享保の時代に行われた享保の
改革では、厳しい取り締まりから人人間間性性のの抑抑圧圧とともに歪歪
みみをもたらしたという指摘もある。

彼の人生における不遇が、人人間間のの本本質質をを見見るる洞洞察察力力につな
がったのではないだろうか。

◎狂人の意識
上田秋成は水滸伝を翻案した荻生徂徠から影響を受けたという指摘がある。荻生の考える人情に繋がる「道」を受け

入れ、朱子学を否定しつつ、「道」とは相反した「狂人の意識」に到達した。

荻生徂徠「水滸伝」

古代の聖人の考
え方「「礼礼楽楽刑刑

政政」」

「道道」の
思想

不遇の自己を越え、高い
格調で世界を表現する

「人人情情」

不遇の自己を作った社会を
風刺

「狂狂人人のの意意識識」

５．考察

上田秋成が幽霊の中に描きたかったものは、人間
の本質的な性質であり、雨月物語は、翻案という
形で白話小説を生かしつつ、当時の社会や彼の人
生観を存分反映させた独自の物語集だといえる。

６．参考文献

・鵜月洋 「雨月物語講釈」 角川書店 昭和44年
・竹田晃ら 「剪灯新話」 明治書院 2008年発行
・朴煕永 「浅芽が宿の怪奇の構造と主題」 https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/ 2020．8.20
・秋成研究会 「上田秋成研究辞典」 笠間書院 平成２８年
・井上泰至「雨月物語の世界 上田秋成の怪異の正体」 井上泰至 角川学芸出版 2009年 等

⇔⇔朱朱子子学学
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 効果⾳表現はオノマトペが⼿描きで書き込まれた

表現と定義する。オノマトペを⾳の有無で擬⾳語と

擬態語に分類したとき、それぞれどのように翻訳さ

れているか調べた。

 ⽇本でバイリンガル版として出版されたマンガか

ら、『のだめカンタービレ』を選んだ。効果⾳表現は

⽇本語のまま残されて、訳がコマの中に併記してあ

る。

<結果・考察>

 擬態語が動詞で訳されている例を確認できる。

「コクコク」↦Nod,nod（nod�(動)うなずく）

「クス…」↦Sad�chuckle�

      （chuckle�(動)くすくすと笑う）

 英語には擬態語的な意味を含む動詞がある。⽇本語

のオノマトペはそれ⾃体に動作を特定する意味を持た

ない「⾳」なのに対し、英語のオノマトペは動詞から

派⽣して⽣まれたものも多い。

(動)crack:ひびが⼊る、割ける�↦krak:ビシ、バシ

そのため、擬⾳・擬態語に訳せないときは動詞にする

のが英語話者にとって違和感も少ない訳になるのでは

ないか。

マンガを翻訳する

効果⾳表現の翻訳⽅法と翻訳が絵に与える影響

２０２０年度

課題研究Ⅰ

�

�

結果・考察

 作中に登場するオノマトペを、擬⾳語・擬態語辞典に

従い前回よりも詳しく

⼈間や動物の声を表す「擬声語」

⾃然界の⾳や物⾳を表す「擬⾳語」

⾳ではなく無⽣物の動きや様⼦を表す「擬態語」

      ⽣物の状態を表す   「擬容語」

⼈の⼼理状態や痛みなどの感覚を表す「擬情語」

の５つに分類する。

翻訳に⼯夫が⾒られた例を表にまとめると、

 動詞、擬声語、擬⾳語、間投詞やセリフへの変換が⾒

られた。間投詞、セリフはその時にそのキャラクターが

発しそうな⼀⾔として翻訳していることが分かる。つま

り、翻訳することでコマの中に新たに⾳が発⽣したとい

える。『のだめカンタービレ』と⽐較すると間投詞への

訳が多いが、これは、動詞で説明を⼊れるより勢いを重

視した翻訳ではないか。

 効果⾳と効果線が重なっている個所は、翻訳したこと

によって効果線の書き⾜しが⾒られる。

 効果⾳表現の書きかえをするときに、⽂字数の変化に

伴い構図にも変化が⽣じたコマが⾒られる。

中間発表までの成果

調査の⽬的

 多くのマンガが様々な⾔語に翻訳されて、各国で

出版されている。マンガは絵と⽂字の⼆つの要素か

らなる表現媒体だが、翻訳するときに、その⼆つを

合わせて持つ効果⾳表現はどのように訳されるのか

知りたいと思った。

 また、効果⾳表現は擬⾳語などが多く使⽤される

が、⽇本語は他⾔語と⽐べても擬⾳・擬態語表現が

豊富だと⾔われる。対応するオノマトペを待たない

⾔語ではどのように訳されるのだろうか。

お茶の⽔⼥⼦⼤学附属⾼等学校2年 髙⽥千尋

芸術と科学

-⽂学

�

調査⽅法

 中間発表までは、⽇本⼈向けに出版されたバイリン

ガル版の作品を調べたが、実際に海外で出版されてい

るものを調べた⽅が効果⾳表現の翻訳の⼯夫を知るの

に適していると考え、新たに作品を選んだ。

今回は、海外でも出版され⼈気の『NARUTO』を、

原作と英訳版で⽐較する。効果⾳表現は全て英訳さ

れ、書きかえられている。

対応する表現がないときどのように訳しているか、翻

訳した⾔葉に直接書きかえたことで絵の要素に影響は

でているのかを調べていく。

 翻訳による絵の要素の改変はどこまでが⼯夫として受

け⼊れらるのだろうか。今後は⼩説の翻訳と⽐較しなが

らマンガ翻訳の特徴を探りたい。

 ⽂字数が増えて⽂字が移

動したことで、⼈物の位置

と視線の流れが変化した。

原作では⼈物を挟んでセリ

フが配置され、視線がくの

字に右上⼿前から右奥下に

動くが、英訳版ではセリフ

と効果⾳に⼈物が挟まれ、

視線が右下⼿前から右奥上

に上向きに誘導される。

〈参考⽂献〉

NARUTO�巻ノ⼀ /岸本⻫史/集英社/2000

NARUTO�volume1�/VIZ�Media�LLC/2003

擬⾳語・擬態語辞典�/⾦⽥⼀春彦/⾓川書店/1978

⾳のない⾳を⽂字にすることのジレンマーマンガにおける擬態

語表現の翻訳分析からー�/藤村紀⼦/2012

マンガにみる擬⾳語・擬態語表現の翻訳⼿法/猪瀬博⼦/2010
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＜＜元元々々のの課課題題＞＞
1.レレイイアアウウトトのの種種類類ががたたくくささんんあありり、、決決めめるるののにに時時間間ががかかかかるる
2.同同じじオオフフィィススななののにに、、自自社社感感ががなないい
3.雑雑談談ののききっっかかけけががなないい

＜＜提提案案＞＞ココンンセセププトト

シシンンププルルなな機機能能 アアッットトホホーームムなな空空間間

１１．．おおすすすすめめオオフフィィスス診診断断

・希望の最大収容人数と部屋数を入力してもらい、おすすめのオフィスデザインを提案する

・あくまで提案なので強制ではない

２２．．オオフフィィススののカカススタタママイイズズ

・ なるべく自社に近づけたオフィスづくり

・部屋やモノの形や配置をある程度自由に変更可

３３ . 遊遊びび心心UP

・書籍や映画のサブスク

・部屋のみんなでできるミニゲーム

＜＜提提案案＞＞ココンンセセププトト

自自分分のの会会社社でで仕仕事事ををししてていいるるよよううにに感感じじらられれるる

ババーーチチャャルルななららででははのの非非現現実実感感がが持持ててるるオオフフィィスス

１１．．オオフフィィスス内内のの現現実実味味 UP

・なるべく自社に近づけたオフィスづくり

ex）座席やパソコン、コピー機の位置など自社のレイアウトに合わせてカスタマイズできる

２２．．オオンンオオフフのの切切りり替替ええ UP

・視覚的、聴覚的に時間を知らせる

ex)休憩時間になるとオフィス内に桜の花びらが降る

・自分の仕事をする部屋、会議室と言った現実に近い空間と非現実的なリラックスしたり、

楽しめたりするリフレッシュスペースを作る。

ex)リフレッシュスペースは宇宙空間や原っぱ等ファンタジー空間にする

３３ .遊遊びび心心UP

・リアクションを大げさに

ex)笑った時に椅子から転げ落ちる

・自社においてあるものに変な機能を付ける

ex)ゴミ箱から人が出てくる、コピー機から変なものが出てくる

2020年度課題研究Ⅰお茶の水女子大学附属高等学校
２年社会科学 小嶋愛希、舘岡優衣、鹿内沙名、伊藤万栞

バーチャルオフィスの使用目的やニーズによって、それぞれの良さがある。

⇨トライアルを行った二つの形式に分けて、より快適に仕事が出来る新たな機能を考えた。

RISA 客層 多少操作が複雑でも「働く」リアリティーを求める人

＜＜元元々々のの特特徴徴＞＞

オオリリジジナナルルアアババタターー
→本来の自分の見た目に左右されない

Covid-19の拡大により、日本でも急激に在宅勤務やWeb会議システムの導入が進んだ。その結果、働き方改革
としてもテレワークを継続・促進する会社が多くなると考えられる。そのため、孤立を感じやすいテレワーク
の短所を補え、テレワークをより効果的に行えるツールとしてバーチャルオフィスを提案する。

Sococo 客層 仕事の効率化のため、シンプルなバーチャルオフィスを求める人

＜＜元元々々のの特特徴徴＞＞

デデザザイインンははシシンンププルル・・ととににかかくく多多機機能能
→７０種類のオフィスレイアウト (平面)

呼び出し・話しかけ機能
鍵付き会議室(入るときはノック)
他ウェブ会議アプリと連携

など

孤孤独独感感をを解解消消ででききるるババーーチチャャルルオオフフィィススのの作作成成

今今後後のの展展望望
自分たちで作った理想のバーチャルオフィス案をRISAとSococoを
扱っている会社それぞれにプレゼンし、実用化可能か、利用者の
ニーズに合っているかどうか、などのアドバイスをいただく。そ
のアドバイスをもとに自分たちの案を振り返り、検討を繰り返す。

参参考考文文献献
Sococo｜オフィスでも在宅勤務でも『一緒に仕事』ができる
https://www.telework-management.co.jp/services/tool/sococo/｜｜ 2021/02/032/3
クラウドオフィスRISA｜https://www.risa.ne.jp/｜｜ 2021/02/03

孤孤独独感感のの正正体体
「自分の存在を認識・理解してくれて
いる人がいない」「頼れる人がいない」

という感覚になる。
↓

承認欲求･仲間意識の欠如

Step1 テテレレワワーーカカーーがが困困っってていいるるここととをを調調べべるる

自宅のネット環境やテレワーク
に適したスペースの整備は各
家庭の問題になってくる。

↓
この中で私たちが解決できるの

は孤孤独独感感だ！

研究の流れ

Step2 孤孤独独感感ににつついいてて調調べべるる

Step3 孤孤独独感感をを軽軽減減すするる手手段段をを探探るる

孤独感と雑談の減少に
負の相関があるとわかる

↓
つまり、テレワークの孤独感は
雑雑談談のの減減少少にあるのではないか？

Step4 テテレレワワーークク上上ででのの雑雑談談のの現現状状をを調調べべるる

Wed会議より気楽に雑談できるツールとして

ババーーチチャャルルオオフフィィススというネット上に作られた現実のように出社できるオフィスを見つけた
バーチャルオフィス‥･web会議などと違い、仮想空間に物理的オフィスの感覚が再現されているため、リアルなオフィスと同じような会話がしやすい

RISA・Sococo  という２つのバーチャルオフィスを実際に体験してみることに‥‥

動機 目的

https://www.google.co.jp/amp/s/prtimes.jp/main/html/rd/amp/p/000000005.000067525.html｜ 2021/02/03
＜コロナ禍のテレワークアンケート調査報告＞在宅勤務中、家の中にオフィス環境を作る難しさを感じる意見が多数

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000043878.html 202010/26 
パーソル総合研究所 テレワークにおける孤独感・孤立感に関する定量調査
https://rc.persol-group.co.jp/news/202006100001.html202010/26
総務省 ICT利活用の促進 テレワークの推進
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/202010/16

株式会社イーヤ｜ステレワークで働く会社員の70.9％が「会話」「雑談」不足と回答！出勤時と比べ「気分の落ち込み」「寂しさ」「孤独感」など
メンタル面への影響の声多数 | 

孤孤独独をを感感じじるる

実際にWeb会議では雑談などの
気軽なコミュニケーションが

しづらい
↓

wed会議より気楽に雑雑談談ででききるる
ツツーールルが必要だと思った

3D ババーーチチャャルル
→２D よりは現実に近い

✕✕

＜＜元元々々のの課課題題＞＞
１１ .RISAののオオフフィィスス内内でではは確確かかにに視視野野はは現現実実にに近近いいがが、、椅椅子子ななどどのの家家具具ががななくく、、現現実実のの
オオフフィィススにに近近づづけけるる余余地地ががああるる
２２ .RISAののオオフフィィスス内内ににはは休休憩憩時時間間とと仕仕事事時時間間ののオオンンオオフフのの切切りり替替ええがが十十分分にに出出来来るる機機能能ががなな
くく、、集集中中ししづづららいい
３３ .手手ををたたたたくくここととななどどはは出出来来るるがが、、感感情情表表現現のの機機能能がが少少ななくく、、人人のの温温かかみみがが伝伝わわりりににくくいい

✕✕
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マスメディアの影響withコロナ時代
2020年度課題研究Ⅰ お茶の水女子大学附属高等学校 2年 高野 真奈 松平 莉奈

日本国内でCOVID-19に関連した偏見・差別が起きているとを

知り、どうすれば防ぐことができるのか研究したいと思い今
回の調査・研究の主題に選んだ。

またこのような偏見・差別は、マスメディアが一つの原因で
あると仮説を立て探究を行った。

ⅠⅠ.調調査査・・研研究究のの動動機機とと目目的的

ⅤⅤ.参参考考文文献献
・夜の街 https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/number-tokyo/article0629.html NHK特設サイト
2020/7/25
・道徳感で誤解も…「夜の街」感染拡大報道も「ウイルスが夜行性ということはない」 abematv

https://news.yahoo.co.jp/articles/c1e64ceaf1f5dc66f82c7eabc9af325915c15967 2020/7/25
・コロナ禍で繰り返された「夜の街」発言「セックスワーク」への差別再燃 livedoornews
https://news.livedoor.com/article/detail/18675027/ 2020/07/25
・小池都知事が「感染は『夜の街』に」と明言しても打つ手なし！可視化されない「夜の街」の現状！
クラス全員、キャバクラで働いた経験があるという高校が東京に実在することが取材で判明!! 背景には貧困と奨
学金ローンの返済が!! ～連載第1回～ 2020.7.6
https://iwj.co.jp/wj/open/archives/477729 2020/7/24
・パチンコ店を苦しめるコロナ批判…打ち手が語る「ヒドい勘違い」 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/71228
2020/7/26
・｢新型コロナに規制と禁煙…｣三重苦にあえぐパチンコ業界､店舗減は必至 https://president.jp/articles/-/34402
2020/7/26

・東京の感染増加、医師「夜にとどまらず、若者に蔓延」/朝日新聞DIGITAL
https://www.asahi.com/articles/ASN7955DCN79ULZU002.html    2020/7/22
・新型コロナ、若者ばかりが責められて「中高年」の問題行動が責められないのはなぜか/NEWS WEEK
https://www.newsweekjapan.jp/mutsuji/2020/03/post-88.php   2020/7/22
・チャートで見る日本の感染状況新型コロナウイルス/日本経済新聞 https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-
japan-chart/#d7 2020/7/22
・新型コロナの情報収集は「テレビ」が最多、不安要素の混在も明らかに/BCNOR
https://www.bcnretail.com/market/detail/20200514_173751.html  2020/7/23
・東京都で新たに188人の感染確認 年齢層に広がり/朝日新聞DIGITAL
https://www.asahi.com/articles/ASN7M63BHN7MUTIL01G.html 2020/7/25
・感染源不明者、行動を分析したら…… 小池知事が「夜の街」自粛要請した背景
https://news.yahoo.co.jp/articles/74f629a7a069e64dc8a5554ec32a202b9c2c9207  2020/7/25
・東京脱出先で受けたコロナ患者に対する恐怖の差別とは？/Have a Good Job https://www.n-
manga.com/archives/19046 2020/7/6
・東京差別コロナでツイッタートレンドに！？真相とつぶやきまとめ情報/イチゴの一期一会 https://ichigo-
ichie810.com/tokyo-discrimination-twitter 2020/7/6
・

・サバンナ高橋、コロナ感染拡大による‘‘東京差別‘‘に言及「怖いのは理解できる」:スポニチ
https://sp.mainichi.jp/s/news.html?cid=20200630spp000006092000c&inb=so 2020/9/19
・「東京差別」社会イノベーションのきっかけとなるか？(にしゃんた)-個人-Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/nishantha/20200713-00187954/ 2020/9/19
・新型コロナへの生活者の不安ー全国6千名の定量調査から見えること、不安を軽減させるには-ニッセイ基礎研究所

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=64302?site=nli 2020/09/28
・新型コロナウイルスとメディア接触・信頼度調査-一般社団法人日本新聞協会

https://www.pressnet.or.jp/adarc/data/audience/files/COVID_19.pdf 2020/09/28
・TBS #グッドラック(#グッとラック )で「ネット上では」と東京差別を紹介／『6/27-6/28期間で「東京差別」を検索しても3件しか引っかからなかった』『東京差別とか
またメディアで勝手に作ってないですか？』とネットユーザのツッコミ-Togetter
https://togetter.com/li/1550782 2020/9/19
・コロナ報道とメディアの課題｜NEXT MEDIA “Japan In-depth”[ジャパン・インデプス] https://japan-indepth.jp/?p=51892 2020/10/15
https://www.j-ba.or.jp/category/broadcasting/jba101032 2021/1/27 一般社団法人 日本民間放送連盟 「日本民間放送連盟 放送基準」

https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/index.htm 2021/1/27 NHK 「日本放送協会番組基準」

コロナ禍で「東京差別」充満、次に起こる“仕打ち”…“東京で感染したのかも”報道の危険さ/Business Journal
https://biz-journal.jp/2020/04/post_152326.html 2020/7/6
・Yahoo!ニュースhttps://news.yahoo.co.jp/articles/1c69e2e1645fa64e556fd7f0a3b28df0498e33d0 2020/7/6
・TBSグッとラック！で新型コロナによる「東京差別」が「SNSで急増」と捏造か-事実を整える
https://www.jijitsu.net/entry/toukyousabetsu-netsuzou 2020/9/19
・岡山県内コロナ感染急増７月５３人 目立つ若者

ⅡⅡ. 調調査査・・研研究究方方法法
◎お茶の水女子大学附属高等学校内
でのアンケート調査〔高校1～3年生
123人の回答〕と外部で実施された
アンケートの数的分析

ⅢⅢ.研研究究・・調調査査内内容容

◎お茶の水女子大学附属高等学校内でのアンケート調査と外部で実施されたアンケートの数的分析

◎インターネット調査
COVID-19に関する差別や
偏見の事例

◎インタビュー
・絹巻先生（東京大学医学部付属病院）
・富貴様、近藤様（朝日学生新聞社）

〔上のグラフは編集の都合上、原本から一部加工・編集しています。（数値は変えていません）〕
新型コロナウイルスと メディア接触・信頼度調査 data/audience/files/COVID_19.pdfhttps://www.pressnet.or.jp/adarc/

テレビ・新聞の影響大↑→

◎◎COVID-19に関する差別や偏見の事例
☆偏向報道の基準
テレビ：日本民間放送連盟 放送基準、日本放送協会番組基準

①山梨帰省コロナ感染女性の「ネット私刑」

ネット私刑

…事件の加害者やその家族などの個人情報を、第三者がインターネットに勝手に

公開し、私的に制裁を下そうとする行為。

(ex)・女性のSNSの特定（乗っ取られた可能性も）

・個人情報の流出→ 無言電話

☆問題点：・山梨県の感染者女性一人に集中して報道していた

・特定の人物の細かい活動過程まで報道していた

テレビ

新聞

インターネッ
ト

◎インタビュー
☆☆絹巻 暁子先生（東京大学医学部附属病院、小児・周産・女性科診療部門）

Q１１:ココロロナナ関関連連ででどどののよよううなな報報道道ををししててほほししいいかか Q２２：：実実際際ににココロロナナ差差別別やや偏偏見見のの事事例例でで見見聞聞ききししたたこことと（（体体験験ししたたこことと））
・感染者のホテルでの生活や後遺症について詳しく
・正しい情報を正確に（全体像・検査対象など）

×都合のいいところだけ出す

ⅣⅣ．．考考察察・・解解決決策策

〇COVID‐19に関する情報発信においてマスメディアは日本民間放送連盟 放送基準や日本放送協会番組基準に反している部分があるのではないか
→・マスメディアは、ある対象への差別を助長させるような報道をすべきではない

・「都合の良い」ところの報道を行うのではなく正しい情報を正しく伝え、場合によっては誤解を招かないために報道の仕方を工夫し、視聴者の不安を煽らない

報道をするべき (ex)数値化する、母数の多いアンケートを積極的に実施する、ポジティブな情報をもっと発信していくべき→より客観的に訴えかける！

〇私たち自身が情報リテラシーを身につける（朝日学生新聞社様より） 〇疑問を持った報道に対して積極的に意見を発信していく

・情報発信元を確認 ・一次情報を確認

・同じ情報でも様々な視点で確認 ・情報のアップデート→自分自身だけで結論を出さない

②「夜の街」への偏見

東京都 新たに111人感染確認“夜の街”関係46人
新型コロナNHK NEWS WEB 7月5日付

夜の街⇒もともと歴史的な差別意識

☆問題点：・・夜の街関係者はコロナ感染拡大の原因

→短絡的かつ不信感を助長

・職業蔑視や差別

・昼の街が安心だという誤解 を生んだ

P・店員に医療従事者であることを打ち明ける
↳ワインサービスなど親切な対応

・団体からのお弁当の寄付→すごくありがたかった
N・他県から東大病院へ来た人→「帰ってきたら2週間学校へ来るな」

☆富貴 大輔様（朝日学生新聞社編集長）、近藤 理恵様（朝日学生新聞社記者）
Q１１:誤誤解解をを生生ままなないい報報道道ををすするる際際、、どどののよよううなな点点にに留留意意ししてて Q２２：：朝朝日日小小学学生生新新聞聞、、朝朝日日中中高高生生新新聞聞がが読読者者にに

記記事事をを作作製製ししてていいるるかか どどののよよううななももののででああっっててほほししいいかか
誤解を生むような記事→主観的、思い込み ・読者を応援して将来役立つようなもの
↓なくすために ・漫画などで一息つける

・編集会議を通して複数の目で見る ・少数意見にとらわれすぎない ・幸せな子供を増やしたい
・取材する際も軌道修正できるよう柔軟性を持つ
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家庭内におけるジェンダーの再生産

お茶校アンケート～文化の継承の場～
「子供が育つ環境においてどのような場がその後の生き方に影響するの
か」についてお茶の水女子大学付属高校1,2年生にアンケート調査（回答
数86件）学校・家庭・テレビ/一般メディア・SNS・地域社会の5つの場を
挙げ、影響の強さについて回答。1(弱い)～5(強い)という形式。

結果

家庭において4・5の分布
が多く全体の70.9％とい
う結果になった。

考察

社会における文化の伝承において
家庭が大きな役割を占めている。

子供たちのジェンダー観に偏りがあることが“小学校のジェンダー形成”と
いう論文から分かった。この論文は平成18年のものであるためジェンダー
に寛容な時代へと変化している今改めて類似調査を行う必要があると感じ
た。

概要
私たちは、子供たちのジェンダー観についての先行研究をいくつか参考にし、子供に少なからずステレオタイ
プ的な「男らしさ」や「女らしさ」の固定観念があることに着目した。その中でも特に、社会における女性の
役割の認識に焦点を当て、なぜこのような考え方がジェンダーフリーが叫ばれる現代においても存在し続ける
のかを考え、その根本に働きかけるような活動をすることを最終目的としている。先行研究との比較などをす
るため、アンケート等も積極的に行っている。

考えたこと

平成18年 子供たちのジェンダー観の偏り
“小学校のジェンダー形成”の先行研究から

現在(令和３年)子供のジェ
ンダー観の偏り

現在回答待ち！！

校内生徒を対象にした調査で、家庭が社会において「文化の伝播」という役割を大きく担っていることが分かった。また、小学校を対象と
した先行研究からは、子供へのステレオタイプ的な性役割の期待を、特に母親がしている事が分かった。このことから、日本の家庭で古く
から「家庭を担う」とされてきた母親から、ジェンダー観を含む文化の伝承（ジェンダーの再生産）が行われ、それにより「母親が家庭を
担わねばならない」という考え方が常識として引き継がれ、その考え方が踏襲的に下の世代に伝わっていることが考えられる。
SNS等の発展により多様な考え方に触れ、変化に寛容な今の世代だからこそ、これから親世代になる子供たちに、母親だけが子育てや文化
の伝播等の「家庭」を背負う必要はないということを積極的に訴えかけることが、今後の世代のジェンダー観の偏りを無くしていくことに
つながると考えた。

小学校アンケート

★係活動の性別分業役割意識
応援団長・保健係などの男子向き・女子向
き・どちらでもないかを問う

性別役割分業意識が顕著にみら
れる。

★ステレオタイプの性役割に対する教育
「家族はあなたに男だから、あるいは女だから
～しなさいと言いますか」

母親がジェンダーの
再生産の場を担っている

自分たちで先行研究
に沿った類似のアン
ケートを作成
東京都内の某小学校
3,4年生にアンケート
実施

14年前の先行
研究と比較

参考文献
・「小学生のジェンダー形成」 多々納道子、若林真由美 https://ir.lib.shimane-u.ac.jp/files/public/0/6190/20170425005658853397/b008004003.pdf 2020/1/26
・文京区役所 文京区ファミリーサポートセンター https://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kosodate/okosan/ichijiteki/family.html 2020/1/26
・男女共同参画局「階級別役職者に占める女性の割合の推移」 http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r01/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-02-12.html  2021/1/26

2020年度課題研究Ⅰ
お茶の水女子大学附属高等学校2年 平田小桃 長束 文 社会科学

最終目標：私たちが目指すもの

上記の考えたことにより私たちは「母親が家庭のすべてを担う必要はない」という主張をこれから子育て世代になりうる高校生に向けて発
信するためにパンフレット(形式は未定)を作成することにした。その中で母親主体の子育て（=ジェンダーの再生産）に代わり社会全体で家
庭を支えていく仕組みの一環として全国で行われているファミリー・サポート・センター事業について取り上げることに決めた。実際にこ
の事業を行っているささえあいサポート係へのインタビューを行いその仕組みや現状について以下にまとめた。これはパンフレットに紹介
する内容の一部である。

ファミリー・サポート・センター事業の仕組み

アドバイザー
依頼会員 提供会員

謝礼

サポート

サポート依頼 サポート相談

サポート内容
特に50代から70代の方がサポート提供会員側
として登録しており、子育て世代の家庭が習
い事の送迎や外出時のお預かりなどサービス
を受けることができる。
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ステレオタイプ的な価値観は変えられるか

年度課題研究Ⅰ

お茶の水女子大学附属高等学校 年湯朝くるみ 社会科学

目的 

・ステレオタイプ的ジェンダー観＝ジェンダー差別などの問題の原因
・潜在的なステレオタイプ的連合を弱める方法として反ステレオタイプ的な事例に接するというものがある

方法 

実験参加者：お茶の水女子大学附属高等学校の 年生 名
提示する事例：テレワークを推進するポスター

ステレオタイプ的事例：女性がテレワークと育児の両立について言及しているもの→
反ステレオタイプ的事例：上のポスターの写真を 枚差し替えたもの→
ステレオタイプ無関係事例：性別のないイラストが使われているもの→

ポスターの内容についてメモを取ってもらう→ を用いた潜在的ジェンダーステレオタイプ測定を実施

身の周りに存在するステレオタイプ的 反ステレオタイプ的な事例を提示することの効果を調べることで

ジェンダー問題の身近な解決策を探る

つのグループにステレオタイプ的事例 反ステレオタイプ的事例 ステレオタイプ無関係事例をそれぞれ提示した後

紙筆版 （潜在連合テスト）を用いてステレオタイプ的連合の強弱を調べる

：単語をカテゴリーごとに分類する際の反応時間とミスの多さから概念同士の潜在的な結びつきの強
さを測定するテストの方法
今回は女性名―男性名、温かさ―有能さのカテゴリーで行ったため、測定値が大きいほど女性と温かさ、
男性と有能さの結びつきが強く、女性と有能さ、男性と温かさの結びつきが弱い

結果 

グループ→ グループ→ グループ→

考察 

・ グループが グループを上回る→ステレオタイプ的な事例に接したときよりも反ステレオタイプ的な事
例に接したときのほうがステレオタイプ的連合は弱くなっている

・メモに性別に関する記述なし→ジェンダーについて意識していなくても普段目に触れるものが潜在的なス
テレオタイプ的連合の強弱に影響を与えていると考えられる。

・ グループの測定値が０を下回る→学校全体でジェンダー教育に力を入れているため、一般的な結果とは
異なる可能性も

参考文献

・潮村公弘、潜在連合テスト の実施手続きとガイドライン：紙筆版 を用いた実習プログラム・マニュアル、 、

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/54428/jjisp_15_031.pdf 

・沼崎誠、ジェンダー・ステレオタイプと性役割偏見の再生産に関わる社会的認知研究、 、https://tokyo-metro-

u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=389&item_no=1&attribute_id=18&file_no=1 
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スマートグラスを用いた「食」のスマートライフアプリの制作
~無償労働の負担を減らすことで女性の社会進出と経済活動の活発化を目指す~

年度課題研究Ⅰ お茶の水女子大学附属高等学校 年 宮本莉那 社会科学

１.研究背景、目的
女性の社会進出問題に対し、無償労働の割合を下げれば有償労働に力を注げるのではないかと考え、スマートラ

イフに興味を持った。家事時間は男女共に「食事の管理」が最も長く、女性では家事時間の 50%を占める［１］こ
とが分かった。今日利用されているスマートフォン上のアプリとは異なる、ハンズフリーかつ IoT 化されたＵＩア
プリを開発することにより利便性が大幅に向上することで、家事の負担を減らし、女性の社会進出の向上を図りた
い。SDGs の５番、また経済活動が拡大すると考えられるため、８番を達成できると考えた［２］。また、IoT を利
用することによって Society5.0 を実現する一歩になると考えた［３］。

４.実現するための課題
・現在スマートグラスの音声入力は英語しか対応していない［１１］→日本語対応をさせる必要
・家電を選択する際の認識精度を上げる［１２］→曖昧な日本語でも操作できるような直感性を高めるために、辞書を用いて類義語を仮定す
るプログラムを作る
・ガラスの視認性、ＡＲ機能の向上、IoT家電とのクラウド連携に対しても同様にして研究が必要

５.参考文献 閲覧日はすべて2020/11/07

ハンズフリー音
声入力、視覚的
な出力デバイス

ハンズフリー音
声入力システム

現状 提案

スマートグラ
スの活用に関
しての問題点

ガラスの
視認性

GPS チップ未
搭載のため位
置情報の誤差

日本語での
音声認識シ
ステムの未

開発

２.スマートグラスの活用に関しての問題点
技術が未発達なため利便性に欠ける
現状

思考

視覚的な出力デバイス(スマホ) 思考

スマートフォンが世に出された 1990 年代は普及
率は低かった。しかし、アプリが登場したこと
によって、個人に合わせた多様な動きをスマー
トフォンが行うことができるようになり、利便
性が大幅に向上した。それにより、普及率が大

幅に上がった［８］。

開発できる技術はあり、実
際に販売も行われている

ハンズフリー
かつ IoT 化さ
れたＵＩアプ
リの開発

３.達成したい具体的な項目
本研究では、スマートグラスを用いて、「献立作り、材料の確保、調理、片付け」
を補助するアプリを開発し、被験者に使用してもらいアンケートを取ることで、開
発するアプリが高い効果を発揮することを明らかにする。

スマートグラスを装着し、カレーを調理してもらう
①「OK,glass、夕飯作るよ」と言う
⇒スマートグラスの音声入力の日本語対応

②キャラクターから夕飯の提案が行われる→「カレー」と言う
⇒スマートグラスの言語認識精度の向上

③glassの画面にカレーのレシピを表示させる
⇒スマートグラスのガラスの視認性

④ＡＲを用いてカレーの作り方を表示させ、IoT家電と連携し調理する
⇒スマートグラスのＡＲ機能の向上とIoT家電とのクラウド連携

実験提案の一例

①スマートグラスの音声入力の日本語対応
②スマートグラスの言語認識精度の向上
③スマートグラスのガラスの視認性
④スマートグラスのＡＲ機能の向上とIoT家電との
クラウド連携
この４つが実現/証明されれば、実用化への大きな
一歩となる。

食事の負担を 50%から 30%に減らすことを掲げる。
提案

［７］GoogleGlass食の 4 つのプロセス［４］ GoogleHome［５］

［２］SDGs

食のスマートライフ化［６］

提案

ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
の
普
及
へ
の

流
れ
を
考
え
た
。

対話による情報収
集［９］

理想

スマートグラスによるスマートライフ化の一例(［１０］を参考)

［８］スマホ関連サービス・アプリの変遷総務省

［９］対話による情報収集
［１０］スマートグラスによるスマートライフ化の一例 研究 石川勝、バーチャルリアリティ学、日本
バーチャルリアリティ学会編、東京 研究機構、 年研究 包丁さばきの力加減を可視化する調理
支援システム、埼玉大学工学部電気電子工学科

を元に作成
［１１］ で開発できる アプリの 機能とは？堀川隆弘

［１２］コンテキスト情報に基づくスマートグラスを用いた家電選択手法の提案孔全他情報処理学会論
文誌
［１３］日本語音声認識を用いたキャラクターの操作システム吉田美乃里他情報処理学会論文誌

［１］平成２８年社会生活基本調査結果、総務省統計局、
http://www.stat.go.jp/data/shakai/2016/pdf/gaiyou3.pdf
［２］ とは？外務省
［３］ とは 内閣府
［４］食の つのプロセス 、 コープデリ、

、
、 を元に作成

［５］
［６］経済産業省スマートライフ政策について

を元に作成
［７］
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医療的ケア児の教育環境と課題
１．研究方法
文献、インターネット、新聞で下調
べ→訪問看護師さんに話を聞く→パ
ンフレット作成

３．研究テーマの説明

①医療的ケア児とは？
厚生労働省の資料によると、「経管栄養、気管切開、人工呼吸器等が必要な児童」を医療的ケア児とし
ている。歩ける医療的ケア児から寝たきりの重症心身障碍児(重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複
している子供のこと、全国で約43000任)まで様々。

②彼らが抱える課題は？
学校における医療的ケアが不十分なため、通常
学級に通いたくても通えない子供がいる！

2020年度課題研究Ⅰ
お茶の水女子大学附属高等学校
2年社会科学 石川瑞季

４．今後の見通し
①今回で課題が明確になったため、自分で解決
策を練る
②特別支援学校にインタビューに行き、児童の
様子を知る
③パンフレットを作成→インタビュー先の方々
に送り、意見を聞く

参考文献 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000147112.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10905000/000553177.pdf

難病を抱える子供たちには
課題が多い

その中でも早急に解決し
たいのが教育

その実態についてもっ
と知ってもらうために
パンフレット制作

＜不十分とは・・・？＞
医師免許、看護師免許等を持っていない場
合、教員は特定行為以外の医療的ケアを施
すことができない
＜なぜ？＞
・医行為を行った際に何かあったときのた
めに学校側から要請されている
・公立小・中の場合、看護師が常駐していない
ことが多い
・医ケア児専用車両もあるが、利用のためには
多くの手続きが必要

公立小・中(上図)、公立特別支援学校(下図)におけ
る医療的ケアが必要な児童の数

特別支援学校において医療的ケアを施す看護師数
の推移↓

それでも良いニュースも！
都教育委員会は2020年度から、人工呼吸器によ
る医療的ケアを受ける子どもが、保護者の終日
付き添いなしでの特別支援学校通学を可能にす
ると決定した。これは大きな一歩！

でも…圧倒的に人手が足りていない！
看護師がいないため、保護者が仕事を休ん
で付き添うことになる。

今後はこの課題を中心にインタビューしていく

２．動機
これまでジェンダーについて研究してきたが、自分の
興味のあることは本当にそれなのか疑問を持ち始めた。
その時、医ケア児問題を新聞で読み、その問題につい
てもっと周りの人に知ってもらいたい、と考えた。
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鬼滅の刃とは
漫画が原作のアニメ
多くの子供が見ている

映画が歴代興行収入1位となった
主人公である竈門炭治郎は母親と5人の弟妹たちと、
山奥で貧しいながらも幸せに暮らしていた。しかし
ある日、家族を鬼に惨殺され、唯一生き残った妹の
禰豆子は鬼となってしまった。家族の仇を討ち、禰
豆子を人間に戻すために、鬼を滅殺する鬼殺隊に入
り、仲間と共に鬼と戦っていく物語である。このア
ニメに見られるジェンダー表象について分析したい
と考えた。

テーマ設定の理由
前期に、幼児期のジェンダー観形成に影響する要因についてグルー
プで調べた。私たちは、その中でアニメという分野に着目した。な
ぜなら、自分たちが幼児期に見たアニメが自分のジェンダー意識に
大きく関わっていると感じたからである。その後、アニメについて
探究していく内に、2003年の先行研究を見つけたので、その頃から
現在にかけて、アニメにおけるジェンダーの描かれ方がどのように
変化したか気になり、最新のアニメの分析を行うことになった。小
学生にアンケートをとり、実際に子供がアニメにどのような影響を
受けているか調べたかったが、実施できなかった。そこで、専門家
の方から頂いたアドバイスを参考にして、今の世の中にあるジェン
ダー観と、アニメで描かれているジェンダー観を比べ、共通点と相
違点から、子供がアニメから受ける影響を考察することにした。

今今ののアアニニメメがが子子供供ののジジェェンンダダーー観観のの形形成成にに与与ええるる影影響響
2020年度課題研究Ⅰお茶の水女子大学附属高等学校2年 大貫真穂、眞澤環希 社会科学

内容 1.分析

参考文献
・藤村久美子・伊藤めぐみ.テレビアニメが子どものジェンダー意識の形成に及ぼす影
響ー内容分析と子どもへの聴き取り調査を中心としてー.人文・社会科学論集,2003,(21),ｐ
127-153.
（online）,https://toyoeiwa.repo.nii.ac.jp/index.php?action=repository_action_common_downlo
ad&item_id=122&item_no=1&attribute_id=18&file_no=1&page_id=13&block_id=17,(参照 2021-
01-25)
・Amazonプライム/鬼滅の刃
https://watch.amazon.co.jp/detail?asin=B07QHJDHRT&territory=JP&ref_=share_ios_season&r=w
eb

2.インタビュー
お茶の水女子大学ジェンダー研究所所長戸谷陽子先生にお話を伺いました
『ジェンダーに留まらず、権力がある人やものが世に影響する』
『固定観念を持たないように、想像力を持ってください』
『表現の裏側には、必ず思想がある』
私たち高校生にできることは？→『ジェンダー観を含め、固定観念に浸食
されないように、注意・共有できる人を増やすこと』
上記のお話を受けて、世の中がいかに「固定観念」というものに囚われ、
支配されているのかに気づくことができ、まず柔軟な考えを持っている子
供や私たち学生が、身近なところから変えていかなければいけないと考え
た。

ポ：ポケット
モンスター
お：おジャ魔
女カーニバル
遊：遊戯王

先行研究 今回の探求（鬼滅の刃） 考察

①作品内の男
女比 (男：女)

ポ 1:1            お 2:12           遊 6:1 11:4  (44人と16人) 狙った視聴者層の性別の割合が多
い

②職業分析 多様な職業
※著しくジェンダーに基づいた固定的
なものは見られなかった

・鬼殺という力仕事→女性の割合は少ない
・鬼殺隊の当主は代々男性
・世話をする役割（家事労働）は女性

鬼滅の刃は、昔から根付くジェン
ダー観に基づいた職業が多く見ら
れた（大正時代という設定？）

③性格的分析 ポ 主要人物タケシは美女好き
→女性の外見を重視

主要人物善逸は極度の女好き、しかし
→性格で選んでいる

女性の価値は外見という昔から改
善されている

④外見的分析 女子：派手で多様な色
露出が多い(ミニスカート・腹出し)
男子:落ち着いた色

女子：ピンクなどの所謂女の子らしい色
ズボンやミニスカート等選択肢がある
男子：派手な色

女の子らしい色などは残っている
が、服装の選択肢は増えた。

⑤会話分析 サトシ:もしもし、こどもの日っての
はもともと端午の節句と言って男の子
のお祝いだろ
タケシ:今日は男の子の祭りだ。男！
サトシ:男！
タケシ:男！
カスミ:男であろうと女であろうとみ
んなで祝えばいいでしょ！
※非常に怒って感情的になる

・錆兎→炭治郎
男が喚くな。見苦しい
どんな苦しみにも黙って耐えろ。
お前が男なら。男に生まれたなら。
鈍い、弱い、未熟。
そんなものは男ではない。
進め！男なら。男に生まれたのなら！
半年でやっと、男の顔になったな。
（上記のように、執拗に男の強さを強要）
・男女関係無く泣くなどの、
弱い姿を見せる場面も多く見られた。

どちらもジェンダー差別的な発言
が目立った。

結論
先行研究と比較すると変わらず男女差別的発言が
あったり女の子らしい色使いがされていたりして
世の中のジェンダー観との共通点は多くありジェ
ンダー観の植え付けに繋がるものはあったと思わ
れる。しかし戦いに女性が参加したり、男性がメ
ソメソしている描写があるなど相違点もあること
から、アニメにおけるジェンダー観は従来のもの
から改善されているものの、ジェンダーに関心を
持っていないと疑問を持たない程、無意識的な
ジェンダー差別が見られるため、この先ジェン
ダー観が急速に払拭されるわけではないと言える。今後の展望

アニメの視聴者側として、分析と考察をすることしかできな
かったので、今後は、アニメの制作側は、どのようなジェン
ダーに関する意識を持って制作しているのか、実際にアニメ制
作会社などで調査したい。また、子供の意見を聞けず、実際の
影響を調査することができなかったので、感染状況が落ち着い
たら、アンケートなどを取って調査したい。
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4．⽀援が届きにくい「アウトリーチ問題」

『�どもの貧��策に�する⼤�』 （2013年成立、2019年��）

【⽬的・理念】

現在から�来にわたって、�ての�供たちが前向きな気持ちで�や希�を持つことのできる

��の構築をめざす。

��てや貧�を��のみの責任とするのではなく、地域や���体で�題を�決するという

�識を�く持ち、�供のことを�⼀に�えた�切な�援を�括的かつ早期に�じる。

【基���】

1.貧�の��を�ち切り、�ての�供が�や希�を持てる��を⽬指す。

2.�の��・��期から�供の��的⾃立までの切れ⽬のない�援体制を構築する。

3.�援が�いていない、�は�きにくい�供・��に配慮して�策を��する。

4.地��共団体による��の��を�る。

【5年前の⼤�から�わった点】

1.�援が�かない、�きにくい�ども・��と�がることが重�」というメッセージが��に

�された。

→これまで⾏政の�⼝に来ないため�援が�かなかったり、�援者との�がりがないために

��を把�できていなかった�供についての�知度の�まりや�決に向けた制度の��が期

待される。

2.これまで�⽬されなかった�ども・��に�が当たり、�援の必�性が��された

→�国籍であり⽇��が不⾃由な�供の�援や、�の��状�のために�の��に�われる

�どもの�援、在�中の��、��を�に��する�供の援助なども期待される。

3.��的な�援だけでなく、現物�付を�めた�々な�援を�み�わせる重�性が��され

た。

→⽣活の��に�するための�援に�する指標が�たに��されたことでより�体的な�援

が期待できる。

【��の�題】

1.�援が�きにくい�ども、��に�援を�ける「アウトリーチ」に�する�体的な�策、�

切な指標がない。

2.�価する指標はあるが、⽬標が��されない。また、��の��を�価するための�価基

�がない。

→こども宅�/��品なしのふるさと��などで�援

 

・�野良⼀『�供の�貧国・⽇� �⼒・��・��におよぶ���』���  発⾏年	2015年
・「 G7で２�⽬に�い⽇�の相�的貧�率。そこで何が�きている�」⽇�ビジネス
yhttps://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00067/111200016/  ��閲�⽇	2020年9⽉23⽇
・「相�的貧�とは何か�｜�どもの貧�・����の�決を�援する」���団��チャンス・フ

ォー・チルドレン ��閲�⽇	2020年9⽉23⽇
https://cfc.or.jp/archives/column/2019/03/01/23762/
・「�どもの貧��策」⽇�財団 ��閲�⽇	2020年5⽉24⽇
 https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/ending_child_poverty
・「�どもの貧�と����」���団��チャンス・フォー・チルドレン

 https://cfc.or.jp/problem/   ��閲�⽇	2020年5⽉24⽇
・「�どもの貧�問題を知る」����利活動�� ⽇�こども�援協�
 https://npojcsa.com/jp_children/proverty.html ��閲�⽇	2020年5⽉24⽇
・「⽇�の「貧�」を�決せよ�」早稲⽥⼤�(�売��)  ��閲�⽇	2020年5⽉24⽇
 https://www.waseda.jp/inst/sr/assets/uploads/2019/12/19_yomiuri_sinal-report.pdf 
・「平成がのこした�題「�どもの貧�」〜なぜ⾒�ごされてきたのか〜」NHKハートネット
 https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/220/   ��閲�⽇	2020年5⽉24⽇
・「�どもの「相�貧�」�い⽌めるには」NHKハートネット
 https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/221/   ��閲�⽇	2020年6⽉22⽇
・「国における�供の貧��策の��について」内�� ��閲�⽇	2020年９⽉22⽇
https://www8.cao.jo.jp/kodomonohinkon/forum/pdf/h29_sapporo/co_torikumi.pdf
・「貧�の�代間��」���団��チャンス・フォー・チルドレン

https://cfc.or.jp/prpblem/ ��閲�⽇	2020年10⽉14⽇
・「�供の貧�に�する指標の��」内�� ��閲�⽇	2020年10⽉14⽇
https//:www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/yuushikisya/k_4/pdf/s1.pdf
・４の�  https://note.com/komazaki/n/nfd631cf86b7e ���樹�  �しい「�供の貧��策⼤
�」発�について ��閲�⽇	2021年2⽉2⽇
・ロジックツリー	千代⽥���「����をなくしたい�”�けサポート”SNS」より��

�どもの貧�

2020年度 �題研�Ⅰ

お茶の�女�⼤�附属�等�� 2年         ��碧�    久保⽥まり⾹                ��科�

⽇�における�供の貧�とは、相�的貧�にある17歳�下の�供の貧�

のこと。（���に�る�体的貧�とは異なる�義である）

相�的貧�とは、��的��により体�の��に�しいために、地域�

�から�立すること。（�体的には�得１４万円�下の��の�供）

３．貧困の現状と課題

６．実際の数値

参考⽂献

8．早期解決に向けた今後の展望

・政�、地�⾃�体と�業、�間団体を制度の制�

においてつなげるための��の��。

・国�の�点での�決策の提�のための�体的な政

策の政策提�。

・現場の��を�をもって知るためのボランティア

活動など。

・�間団体や�⽣団体への��、活動を�して�決

の⼀�を担う。

ひとり���や⽣活保��帯などでも�等����率は僅かに上昇�向

にあるが、⼤���率になると���で�減�向も散⾒され、��帯と

の��では圧�的に��率が�い。

⼤���率の�さは、�来の�得��に��する可�性もあり、�得�

�が����につながり、����が貧�の��につながる可�性が�

えられる。

１．動機と⽬的

２．学説の定義

・��な�が��的��を��しており、それを知った�は�⼒�を�じた

ために何かできることを⾒つけたいと思ったため。

・�界的に貧�が問題�されている中、⽇�において相�的貧�について�

ぶ��が�ないためより�くの�に現状を知ってもらい、早�な�決をした

いと�えたため。

７．インタビュー内容

インタビュー先	千代⽥���（KIDS DOOR） 

（�どもの貧�問題の�決のために�々なアプローチを⾏っているNPO団体）

KIDS DOORは�下のロジックツリーからわかるように�援を使っていない�にと

どけるための�果的な��を�ると同時に物品�援や���援などを⾏っている。

しかし、それらは�処療�でしかなく、現時点では政�や地��共団体の政策は正

しく現場の�題を�識できていないために的�れだったりきめ�かでなかったりし

て、�間団体や�業ではできる範囲に�りがあったり財政⾯で脆�だったりするこ

とが⼤きな�題であり、��的な�決に�びつけるには政�と�間団体の橋�しが

必�だそうだ。
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2020年度課題研究 I
お茶の⽔⼥⼦⼤学附属⾼等学校

社会科学

 西澤⽇彩
 ⼤沼彩乃

新疆ウイグル

⾃治区と⽇本

・ヒューマンライツ・ナウ|⼈権を守る国際⼈権NGO-公式/（最終閲覧⽇：2021年1⽉27⽇）http://hrn.or.jp/donation/winter2020/?gclid=Cj0KCQiAmL-    
ABhDFARIsAKywVadCklogob8JfekJM4lZcXPtEnSlMjnCXjb_HSce0K68ylK2V-eoITkaAmbPEALw_wc
・国際⼈権NGO アムネスティ ⽇本 AMNESTY（最終閲覧⽇：2021年1⽉27⽇）https://www.amnesty.or.jp
・Coalition to End Forced Labour in the Uyghur Region（最終閲覧⽇：2020年1⽉27⽇）https://enduyghurforcedlabour.org 
・The Borgen Project|Poverty in Xinjiang Province, China （最終閲覧⽇：2021年1⽉27⽇）https://borgenproject.org/poverty-in-xinjiang-china/
・ASPI|Uyghurs for sale | Australian Strategic Policy Institute | （最終閲覧⽇：2021年1⽉27⽇）https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale 
・Coercive Labor in Xinjiang: Labor Transfer and the Mobilization of Ethnic Minorities to Pick Cotton（最終閲覧⽇：2021年1⽉27⽇）https://cgpolicy.org/wp-content/uploads/2020/12/20201214-PB-China-Zenz-1-
3.pdf

《強制労働》

元からあまり農業に向いていない地域なので貧困状態にいる⼈が多い

→そのような状況を改善するために労働の場、教育の場を提供してあげている

 
《差別》

宗教を関係なしに労働者として捉えたとき、技術・経験があまりないため差別されてしまう

 
《不妊⼿術》

経済的に⼦供を育てる余裕のない⼈が多い

→ウイグル族の⼈⼝が増えると福祉に頼る⼈の数も増える

⇨中国の⾦銭的負担が増⼤（中国にとってのメリットがない）

⽇本でのこの問題に関する認知度、理解度は依然として低いままだ。その理由の⼀つとして、明確に"⾒えている"ことが少ないことが挙げられると考える。
今回、私たちは海外の記事やサイトを⽤い情報の差について疑念を持った。再教育キャンプの存在を認めたのが最近であることも踏まえ、中国当局がウイグ

ル⾃治区のムスリムに関して公開している情報はもともと極めて少ない。そのためアメリカやイギリスの記事では憶測や推測の情報も多く⾒受けられた。よ

って中国当局の公表した情報と主に欧⽶諸国による情報に⼤きな差があった。外国の公表した事実をもとに記事を発⾏する⽇本では正確な情報を⼊⼿または

判断することが難しく情報が少なかったのではないかと考えられる。さらには、⽇本が参考にしたはずのアメリカが発信した情報について誇張されている可

能性について考えた。なぜならアメリカと中国の関係が良くないからである。アメリカやイギリスにおける中国政府への⾮難が過激であることから、敵対視

する中国の情報が少ないことを逆⼿に取ったプロパガンダとなっているのではないかと私たちは考えた。

中国当局が事実を公表しなければ政治的な正確な情報は得られないが、中国から亡命し情報発信を続ける⼈々の声がある限り私たちが何もせずにいて良いは

ずはない。中国の問題ではなく世界の問題として、少しでも多くの⼈に事実を伝えていきたい。

中国の⼈⼝のうち8.4%の少数⺠族は今まで⾃治制度が憲法により認められてきた。しかし近年はバイリンガル教育から漢語中⼼の教育に転換され、独⾃の⽂
化が抑制されている。様々な⽂献(主に新聞記事)による情報をまとめると、以前から謳われていた新疆ウイグル⾃治区におけるムスリムへの迫害だが、当局
は再教育キャンプという収容所の存在を認めるにまで⾄った。たびたび、ウイグル⼈が強制的に連⾏される映像が流出したり亡命者の証⾔が世界中で取り上

げられ殊に英国などの⺠主主義国で強く⾮難されていた。2020年３⽉、オーストラリア戦略政策研究所が世界の有名企業少なくとも83社のサプライチェーン
に組み込まれている中国の⼯場で、収容施設から移送された8万⼈以上のウイグル⼈が強制労働させられているという詳細な報告書を発表した。過激派対策
の職業訓練施設は世界中に⼤きな衝撃を与え、各企業はその事実確認と責任を問われることとなった。

研究の動機

研究⽅法

考察・展望

参考⽂献

昨年アメリカでは⼀⼈の黒⼈男性が警察に殺害されたことにより、黒⼈に対する扱いの不当性が明らかになった。BLACK LIVES MATTERの抗議活動が国中
に広がり、アメリカでの黒⼈差別の現状が世界中に広まる⼤きな要因となった。いかに⾃ら情報を収集し発信することが影響を与えるかはこれを機に今まで

以上に明確になった。世界には他にも⼈種や宗教が理由で差別を受けたり迫害されている⼈が多くいる中、私たちは⽇本におけるウイグル族の迫害への認知

について疑念を抱いた。新疆ウイグル⾃治区で強制労働を⾏っている疑いのある企業⼀覧が漏れてから国連や⽶国が中⼼となり、中国当局に勧告をしてきた

が、現状は変わっていない。この現状を打破する為にも⽇本で正しい認知を広めるべく情報発信すべきだと考えた。

ヒューマンライツ・ナウ事務局次⻑の佐藤様によると、まず

は⽇本で声をあげているウイグルの⼈たちの話を聞く。そし

て、⾃分たちの買う洋服や⻝品がウイグルでの強制労働に関

係がないだろうか、企業がどのように対応しているか、調べ

てみることが⼤切。もし疑問に感じたら、企業に⾃ら問い合

わせることにより正しい情報得る。また、英語での報道の⽅

が多いが、他の国の企業や政府がこの問題についてどのよう

に取り組んでいるかも調べて、⽇本政府や企業の取り組みは

他国と⽐較した際に⼗分かどうか、⾝近な⼈かれでいいので

周りの⼈と話し合うことで、変化をもたらすことができる。

⽇本語で出ている情報が少ないため、海外（主にアメリカ、イギリス、オーストラリア）のニュースや報告書、⼈権保護団体の情報を参照した。また、中国

に住んでいる友⼈に中国でのこの問題の捉えられ⽅、そして⼈権を守る国際ＮＧＯであるヒューマンライツ・ナウ様に⽇本国内でどのようなアプローチがで

きるかということのインタビューを⾏った。

中国国内での捉えられ⽅（海外と異なる点のみ抜粋）

⽇本にいながらもできること

研究内容

基本情報

アメリカのCenter For Global Policyの報告によると、2018年には少なくとも57万⼈が⼿作業での綿花収穫に
動員されていることがわかった。これらの綿花を使⽤している疑いがあるとして、Nike、GAP等の有名企業に
⾮難が集まっている。BBCが⾐料品⼤⼿30社に今後も中国製品の調達を続けるかどうか尋ねたところ、新疆産
の綿花の禁⽌を定めたのはたった4社のみだった。アメリカではトランプ政権が、ウイグル⾃治区にある職業
訓練センターなどを含む５つの団体で作られた綿製品の輸⼊を禁⽌したことが発表された。しかし、いずれも

綿花⽣産による利益は⾮常に⼤きく、農村部の所得を増やすことにより中国政府が義務付けた貧困削減⽬標を

達成できることが、強制労働を実施する強⼒な動機になっているという実態がある。

Coalition to End Forced Labour in the Uyghur Regionより 
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外国人技能実習制度への問題提起 2020年度課題研究I
お茶の水女子大学附属高等学校
2年 社会科学
T.H.     Y.S.技能実習制度の概要

〈目的・趣旨〉
日本で培われた技能、技術または知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づ
くり」に寄与するという、国際協力の推進。
基本理念として「技能実習は、労働力の需要の調整の手段として行われてはならない」と技能実習法に示されている。

技能実習生の被害
・安価な労働力として制度を受け取っている
・低賃金、不払い、長時間労働
・失踪者の増加
・強制帰国、債務奴隷
・保証金
・暴力、暴行
・原発の除染作業を行わせている

参考文献
・厚生労働省「外国人技能実習制度について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/index.html (1月27日閲覧）
・OTIT 「統計」
https://www.otit.go.jp/research_toukei/ （１月２７日 閲覧）
・在日米国大使館・領事館
https://jp.usembassy.gov/ja/(1月27日閲覧）
・国連人種差別撤廃委員会
http://migrants.jp/wp-content/uploads/2018/07/5918b5d98024401010c046b924a37e74-1.pdf （1月27日閲覧）
・Yahoo Japan! ニュース 「ウーバー配達員に不正登録の疑い 元技能実習生を追送検」
https://news.yahoo.co.jp/articles/4ee6ff546953adeeb04fafde0b25585c3b277306 （２月３日閲覧）

今後の展望
・日本政府の技能実習制度にまつわる法律の規定が不十分であると考えるため、それを詳しく分析する
・技能実習制度の管理団体の活動がしかるべき仕事をしていないため、詳しく調査する
→専門家にインタビューと政策提案の添削に応じてもらう

どれも日本政府の対応が不適切！
（法律の曖昧さや、管理団体の不誠実な対応など）

実習実施者・管理団体の違反について

実際に起きている事件

低賃金を理由に失踪していた技能実習生の男性
が逮捕された。（Yahoo ニュースより引用）
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①今⽇さえ⽣きていれば良く、スカベンディングで間に

合ってると考える⼈向けに⽀援団体が出来ること

＝現地の⼈の⻑期的な利益を考える視点を養い,

仕事の⽬的を考えるきっかけ作り

・仕事の⽬的(⼦どもに教育をうけさせる、家を購⼊するため等)

が定まるような機会を作る。    （例：ワークショップ開催、

⽂字が読めない⼈でもわかるパンフレットを作る）

・きっかけの場では⻑期と短期で考える利益を⽐較し、メリットを

把握する。   （例：⼦どもの最終学歴が⼩学校と⼤学の将来の

給料の違い）

②⾏動に移せていないが新しい仕事を望む⼈向けに

⽀援団体が出来ること

＝新しい仕事を始めやすい環境の整備

・フィリピン国内の⼈⼿不⾜の産業と貧困層を繋げるビ

ジネスマッチング制度の設置

ドゥテルテ⼤統領の「ビルド・ビルド・ビルド」のスローガン

のもと、⼤規模な建設作業が進⾏中である。約1000万⼈の出

稼ぎ労働者がいる⼀⽅、国内の約250万⼈の建設労働者不⾜に

より⼤統領の任期までに全てのプロジェクトを完⼯させること

は困難だと⾔われている。⼈材に需要があるからこそ、建設業

とのマッチングが最適ではないかと考える。

⇄ それでもスカベンディングを続ける理由

⾃由な時間に仕事ができる・上司がいない等の気楽さ＆作業が簡単で特別な能⼒を必要としない

フィリピンでは廃棄物の焼却システムが整ってないために廃棄物を積み上げるダンプサイトがある。そこでは廃棄物の⼭が広範囲に渡っ

ているだけでなく、換⾦可能なペットボトルや⾦属を探し収⼊を得るスカベンジャーの姿も⾒られる。悪臭とハエが⾶び交う中で⽣活す

る彼らは極度の貧困状態に陥っている。現地に訪問した際、元気に駆け回る⼦ども達とは対照に⼤⼈や親たちは憂鬱そうで⼀緒に会話し

ていても将来にあまり希望を抱いていないようだった。そんな様⼦を⾒て貧困問題が撲滅しない原因には、外部からの⽀援が⾏き届いて

いないだけでなく、当事者が⾃ら⾃分の発展を諦め、⽣活を豊かにしたいという強い意志がないからではないかと考えるようになった。

貧困問題は様々な原因が複雑に絡み合って成り⽴っている現象であり、偏った分野に対する⽀援や⽇本の制度を当てはめるだけの⽀援では解決

することが難しく、複数の取り組みを同時並⾏で進める必要性を実感した。現地の⼈が⻑期的な⽬線で物事の判断ができるようになることを願

う⼀⽅で、私⾃⾝も貧困問題をフィリピンの社会問題の⼀つとして包括的に捉える⼒をつけるべきだと感じた。これまでの研究では「今⽇の収

⼊さえあれば良い」と考える⼈を批判的に指摘し、どうしたらその考えを矯正することができるか熟考してきたが、⽅法によってはこの解決策

は先進国の価値観やライフスタイルを途上国に押し付けることに繋がりかねない。現地の⼈が持つ⽂化や個性を失わせることなく、⽀援者と被

⽀援が良い関係を築けるような援助の在り⽅を今後も追求していきたい。

〈事業〉➡〈結果〉

フィリピンで最⼤規模のダンプサイトがあるパヤタスにて活動を続

けているNPOのソルトパヤタスさんにインタビューを⾏った。彼ら

は⼦どもの教育⽀援や⺟親向けに収⼊向上の事業を展開している。

その中でLikha(リカ)という地域の⼥性が刺繍製品の⽣産と販売を通

して安定した収⼊を得ることを可能にする取組があり、⾯接を通過

した⼈のみが参加可能になっている。インタビューでは様々な⽀援

の中で理想通りに上⼿くいかず以前抱えた問題について伺っ

た。   

①奨学⾦制度の導⼊

➡利⽤者少ない

〈原因〉

2.スカベンジャーの問題点

4.インタビューからの気づき

周囲の⼈も同種の仕事

であるため新しい仕事

に関する情報を集めづ

らく、どう始めれば良

いか分からない

スカベンディングを

するしか選択肢がな

いように感じられ、

やる気の損失

感情⾯では、⾏動に移せていないが新しい仕事が欲しいと考えている

⼈と今⽇さえ⽣き抜ければ良いためスカベンディングで間に合ってる

と考える２パターンの⼈がいると考える。

8.参考⽂献

・⽇本貿易振興機構 建設現場の熟練⼯不⾜が深刻化、インフラ整備計画の遅延要因に https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/01/3bf715fe7a266a18.html 

・認定NPO法⼈ソルトパヤタス ソルトの取組 http://www.saltpayatas.com/ ・福島⼤学 フィリピンにおける⾒れミレニアム開発⽬標と国際協⼒ 

2009 vol.20�no.2�・フィリピンは建設⼈材懸念 １９兆円事業対応 ２５０万⼈不⾜の恐れ�Sankei�Biz�2017.12.29

・⼦どもが学校での学習についていけない

・⼦どもを学校に⾏かせる意義を親が分からない

途中で仕事を放棄することなく良い⽣活を持続するためには、現地の

⼈が⾃発的に⽣活を良くしていきたいと⾼いモチベーションを保てる

ようにすることに加え、その思いを⾏動に移せる環境作りを平⾏して

進める必要がある。

7.感想

脱ダンプサイト � I N �フィリピン〜スカベンジャーに安⼼・安定な仕事を〜

脱ダンプサイト � I N �フィリピン〜スカベンジャーに安⼼・安定な仕事を〜

2020年度課題研究Ⅰ お茶の⽔⼥⼦⼤学附属⾼等学校２年 社会科学 �阿部⼼春

1.動機

➀劣悪な労働環境➡健康被害

・いつ⼭が崩壊するか分からない

・ゴミ同⼠の化学反応による頻繁な⽕災

・杖をつくような姿勢で腰を痛める

・フィリピンの年間期平均気温は25度超え

・毎⽇働かなければいけない、悪臭

②収⼊の低さ➡⾷費で⼿⼀杯

 スカベンジャーにとってダンプサイトは収⼊に

繋がる貴重な宝庫だが、廃棄された物を収集して

いるだけにその収⼊は決して⾼くなく、⼀⽇の収

⼊は約100ペソ（法定最低賃⾦は約400ペソ）

(500mlのペットボトルの⽔15ペソ)

5.考察

6.提案

スカベンジャーのままじゃダメだ！と思うようになる

③援助の難しさ

 フィリピン政府がダンプサイトの移住者

を強制移動させたが、家賃が払えないこと

や仕事が無かったので再びダンプサイトに

戻ってしまった。⾃国の状況を把握してい

るはずの政府でさえ失敗することがある。

環境⇔感情

貧困問題の解決が困難な理由には単純に所持⾦が少ないという経済

的な問題だけではないことが分かった。他にも能⼒や情報の不⾜、

仕事に対するモチベーションの低さなどが原因として挙げられる。

そして、親が教育や仕事に意義を⾒出せていない現状から⻑期的に

利益を捉える必要性があると感じた。

3.援助の難しさについて

②新たな仕事(Likha)の提案

➡⾯接で不合格者がいる

・仕事に対する熱意と根性不⾜

➡仕事を途中で

辞めていく⼈がいる

・スカベンジャーに⽐べて⻑い労働時間や複雑

な作業、顧客である⽇本⼈向けに丁寧に作らな

ければいけないことに対する忍耐⼒不⾜

ダンプサイト周辺では、環境と⼈々の感情が互いに負の影響を及ぼし

合ってダンプサイトに依存していると考える。

主体的に新しい産業

を⽣み出す環境作り

を怠る可能性
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ミツロウラップの販売 2020年度課題研究１ お茶の水女子大学附属高等学校2年 棚橋さら 社会科学

概略

ミツロウラップを日本の伝統文化である着物の古着を再利用し、作成
する。それをアメリカ、その後ヨーロッパ、日本で販売する。

商品：ミツロウラップとは

ミツロウラップとは布にミツロウや植物性オイル、天然樹脂を染み
込ませたもののこと。

冷えると粘着力が増し、密閉保存できます。また、ミツロウの自然
な抗菌力で、食べ物を長期間新鮮に保てます。手で温めると、みつ

ろうが柔らかくなり形を自由に変えられる上、撥水性もある為、幅
広い利用が可能です。利用法の例は以下の通りです。

１皿として使用する

２サンドイッチバッグなどとして利用する

３食材を直接包み、保存する

４器をラップする

メリット

１：プラスチックの削減

中性洗剤を使用して、冷たい水で洗い、繰り返し使用可能です。週に
数回使用で、約1年間持続する為、ゴミやプラスチック利用の削減に

繋がります。

２：食材の腐敗を遅らせる

ミツロウの天然の抗菌性により、優れた保存性を備えています。その
為、食品の鮮度と美味しさを長持ちさせます

３：万が一の誤飲に対する安全性

天然の安全な材料のみで作られている為、万が一の誤飲でも安全性が
確保できます。

海外販売とその理由

１：市場規模が１０倍以上

アメリカのアマゾンでの市場調査によると、日本でもアメリカで
も同等に高い評価を受けていると分かります。しかし、その評価
件数が約６倍以上であることからアメリカは約6倍の市場規模であ
るとわかります。また、現状としてアメリカの空港ではペットボ
トルの販売すら禁止されているほどの、日本と比べ、環境問題へ
の意識の大きな差があり、さらなる市場規模の格差が見込まれま
す。
２：ゴミ削減への意識の高さ
EUでは「EUプラスチック戦略」という方針で対策されています。
１：プラスチックリサイクルの経済性と品質の向上
２：プラスチック廃棄物と海洋ごみ量の削減

３：サーキューラー・エコノミーに向けた投資とイノベーション
の拡大
４：国際的なアクションの醸成
これら4つの柱を軸に対策を行い、先進国の中では熱心に取り組み、
多くの効果を上げているのがEUです。

これらのことから、ミツロウラップのデメリットであった買い手
にとっての初期コストが高いという点が、アメリカやヨーロッパ
の方にとっては日本に比べ、高い敷居ではないとわかります。

セールスポイント（他社との差別化）
１；日本文化に基づいた商品展開

布部分は着物からはじめ、続いて和紙や習字、日本風景の写真など
を利用し、シリーズ化を図ります。

着物を買っていく外国人観光客が見られるなど、日本文化への海外
での評価はかなり高いと言えます。また、近年の鬼滅ブームにより
日本の着物に大きな注目が当てられています。

（着物は古着を綺麗にして、再利用します。古物市場で、一山千円
などで売られているものを主に入荷予定です）

２：環境問題への配慮

着物は古着の着物を利用し、繊維廃棄問題への対策となります。

また日本の伝統文化は自然の素材を利用している為、環境にも身体
にも優しい作りになっています。

ターゲットについて

アメリカやヨーロッパの二十代後半から五十代くらいまでの女性、かつ
エコやエシカルについて関心のある方、また日本文化に関心のある方を
ターゲットとしています。

求めるニーズ

日常的な市場へ持っていくことが困難と言われていた日本文化の日常
的な利用を可能にし、日本文化に興味があったものの日常的、継続的
な買取りができなかった層に応えます。

価格設定
L（33×36）、M（26×26）、S（18×20）一枚ずつセット20ドル。
日本円で約2000円前後を想定しています。
これらは他社の価格を平均化し、割り出したものですので、相場から
大きく外れることはありません。

標準値
最低限の売上げ

A
最低限の売り上

げB
1年後の目標売り上

げ
1年後の想定売り上

げ

収 売上高 600,000 500,000 200,000 3,000,000 2,000,000
益 個数 300 250 100 1,500 1,000

損 の 売上高３

部 合 計 600,000 500,000 200,000 3,000,000 2,000,000

仕入原価 24,000 20,000 8,000 120,000 80,000

益 費 送料 54,000 45,000 18,000 525,000 350,000

販売手数料 90,000 75,000 30,000 450,000 300,000

用 地代家賃 200,000 200,000

計 電話代 20,000 20,000 20,000 30,000 30,000

の 旅費交通費 15,000 15,000 15,000 150,000 150,000

水道光熱費

算 部
その他諸経
費

100,000 100,000 2,000 300,000 200,000

人 件 費 250,000 200,000 100,000 550,000 400,000

合 計 553,000 475,000 193,000 2,325,000 1,710,000

書 税引前当期利益 47,000 25,000 7,000 675,000 290,000

前期繰越利益

課税対象利益 47,000 25,000 7,000 675,000 290,000
法人税等充当額

未処分利益 47,000 25,000 7,000 675,000 290,000

*1: 個数を多く販売することで、一個あたりの仕入れ単価を安くするこ
とができます

*2: ５００個以上からはFBAで売る為、送料が180円から350円に上がり
ます

*3: 商品作成の効率化の為、日本で事務所を借り、FBAで売る為の事務所をアメリカに
借ります

*4: インターネット代も
含む

*5: いろいろなその他の経費がかかる可能性があり、バッファを持たせ
ている。調節可能

*6: 1000枚を超えると、一人だけでの作成では負担が大きい為、二人での作成を想定し
ています。

最低限の売り上げAは大幅な人件費の削減なしに十分な利
益が出るもの

最低限の売り上げBは大幅な人件費の削減により十分な利
益が出るもの

広告について

自社ホームページを英語、日本語で制作します。商品に関する使い
方や注意事項の説明等以外にも、日本文化やSDGsに関する情報を
日々更新し、多くの方に見ていただけるようにします。また、ホー
ムページでも商品の販売を行います。

また、インスタグラムやピンタレストも活用します。
こちらでも商品だけではなく日本文やSDGsに関する投稿を行います。
日本文やSDGsに関する投稿のされているアカウントはフォロワー数
が多いことから、使用者である１０〜３０代の男女に強い広告力を
打ち出すことが期待できます。

また、インスタグラムでは、販売リンクボタンを活用し、自社の
ホームページへ誘導し、ホームページでの販売を増やします。

将来的な活動
日本では全体的に環境への意識が低いように感じます。しかし、それには知らないということもあると思うのです。高校に入り、初めてエシカルやS D G Sに触れ、
学ぶことで、是非取り組みたいと思うようになりました。それまで、エコになんて興味がなかったにもかかわらずです。知ってもらうことで、誰かの心に響いて、
地球について考えてくれるかもしれない。その足がかりになるような会社になりたいと考えています。この会社は『日本文化とエコの融合商品を日常へ』を理念と
しています。日本の文化は本当に素敵だと思うのです。その素晴らしい文化を多くの人に知ってほしい。もっと身近に感じて欲しいと思います。エコだけでなく、
日本文化も世界に、日本に、広めたいと考えています。そして日本文化が日常の一部になる事を願っています。将来的には、このミツロウラップの市場を利用して、
日本文化を融合した化粧品等の販売など、日本文化やエコに関する商品の総合的な販売を考えています。化粧品は、環境や身体にいい商品が好まれる傾向があり、
新商品を気軽に買う方が多いことからエコや日本文化との相性は良いように思えます。これらの商品を通して、エコや日本文化を知っていただき、日本文化とエコ
の融合商品を日常への実現をしたいと考えています。
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育児期間中の働き方について ２２００２２００年年度度課課題題研研究究ⅠⅠおお茶茶のの水水女女子子大大学学附附属属高高等等学学校校２２年年堀堀内内愛愛海海社社会会科科学学

〈これまでの探究内容〉

〈動機・探究概要〉
前半は、男女格差を表すジェンダーギャップ指数から働く女性について興味を持ち、男女の給料の
差をなくす、育休を取りやすくするなどの「女性が」働きやすい環境をテーマとした。しかし探究
を進めていくうちに、女性だけにフォーカスして職場の環境改善を考えるのではなく、男性も含め
て考えることがジェンダーギャップ改善につながるのではないかと考えた。仕事を続けにくい乳幼
児の育児期間にある両親をどのように仕事場がサポートすればよいのか探究した。

〈探究方法〉
・日本政府の統計調査や比較
・文献調査
・一般の論文内の調査やデータの比較
・企業へのフィールドワーク
・各企業の方針調査

出産後も女性に働き続けてほしい理由は、ジェンダーギャップが大きいことだけではない。その大きな理由の一つに、日本の生産年齢人口の減少がある。ま
た解決策を考えるうえで、女性が働くことに対する意識や現在の状況について知る必要があると考えた。以下は現在の日本の状況、意識調査のまとめである。

〈生産年齢人口の減少〉
少子高齢化が進んだことにより、働く人よりも支えられる人の割合が高まっている。
今後日本では、全体的な人口減少に伴って生産年齢人口も減少していくと予想される。
→時間制約のある人材を活用し、労働力人口を確保することが求められる。
→育児中や介護中など働く時間に制約のある労働力を活用する動きが急激に加速した。

男性と比べると現時点では差がある。
育休制度を実際にどれだけの人が活用

しているのかがわからない

2017年時点での女性就労者数と
パート・アルバイトの割合
→年々働く女性の数が増えている。
一方非正規雇用であるパート・アル
バイトの割合が約四割を占めている。
→男性の就労者数に占める非正規雇
用者数の割合は、全世代平均で約二
割前後、女性の場合は約五割のため、
男女での正規雇用の違いが見られる。

短時間勤務制度（育休）の導入状況
→女性就労者数の増加に伴って短時間勤務
制度（育休）の導入が少しずつ進んでいっ
ていることが分かる。
→この資料があらわすのは導入状況であっ
て、実際にどれだけの人がこの制度を使っ
ているかを表すものではない。そのため、
今後、実際はどれくらい制度が使われてい
るのかを調べる必要がある。

日本は経済、政治の面で男女格差が大きい
探究テーマ決定時に用いたジェンダーギャップ指数
では、日本は政治・経済分野の男女間格差が大き
かった。その改善策として、女性が働き続けたいと
思える職場環境を考えることが重要だと考えた。

〈参考資料・文献〉
・Global Gender Gap Report 2020 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.p 2020.6.10
・厚生労働省働く女性の実情 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/18.html 2020.9.9
・経済産業省 2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/2050_keizai/pdf/001_04_00.pdf 2020.9.9
・男女共同参画社会に対する世論調査 https://survey.gov-online.go.jp/r01/r01-danjo/index.html 2020.9.16
・大人のための社会科/井出英策・宇野重規・坂井豊貴・松沢祐作/株式会社有斐閣/2017.9.1

女性が職業を持つことに対する意識調査（国勢調査）
男女ともに多くの人が出産後も職業を続けたほうが良いと回答して
いる。また、子供が大きくなってから職業を再開したほうが良い、
という考えも多い。女性が職業を持つことに肯定的な意見が多いが、
育児期間の働き方をどのようにするかが課題だと言える。

職場における男女の地位の平等感（国勢調査）
男性のほうが優遇されていると感じている人が多い。
一方平等と回答している人の割合は高く、しかも女性のほうが平等
だと感じている人の割合が多い。職場によって違いがあるのかもし
れないが、少しずつ職場でのジェンダーギャップが改善されている
のではないかと考えられる。

〈今後の展望〉
これまでは今後の探求活動の基礎となる、基本的な情報収集を行ってきた。ここまでやってきて、今後この三点がさらに調べる必要があると考えている。
①短時間労働や育休を実際にどれだけの人が活用出来ているのか、また活用していない、できていなかった場合はどのような理由があったのか
②女性たちはどの程度の「就業」を求めているのか
③実際に企業では、女性に雇用や産後の勤務方法にどのようなものを考えているのか
これら三つを重点的に調査し、これまでに調べた基本情報と組み合わせて更に探求を深めていこうと考えている。
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2020年度課題研究ⅠⅠ
お茶の水女子大学附属高等学校2年

村上春菜 社会科学
あアニメにおけるジェンダーバイアス

①研究概要 ②研究の動機

③研究内容
１．ジェンダーバイアスとは

2.アニメ作品のジェンダーバイアスの具体例

「ジェンダー」の一般的な訳語は「社会的文化性差」で「バイアス」は「偏見」から、直訳す
ると「社会的・文化的性差別あるいは性的偏見」のこと。「ジェンダー・バイアス」とは、男
女の役割について固定的な観念を持つこと、社会の女性あるいは男性に対する評価や扱いが差
別的であることや社会的・経済的実体に関する神話のこと。

・作品に登場する男女の比率
→男女両方に向けた作品は男性主人公のものが多く、男女比も圧倒的に男性が多い傾向にある。

・男女の職業、物語的な立ち位置の固定化
→ヒロイン、主人公等の母親などの関係性や、昔から続いている作品にありがちな女性は家庭を守るものといた風潮。

・男女の言葉づかいの差
→いわゆる男言葉、女言葉。

・男女の服装や見た目
→着ている服や関連する商品で例えば男→青、女→赤などと固定される傾向にある。 などが挙げられる。

3.ディズニー作品におけるジェンダーバイアス

タタイイトトルル 制制作作年年 原原作作
白雪姫 1937年 グリム童話
シンデレラ 1947年 ヨーロッパの民話

眠れる森の美女 1959年 ヨーロッパの民話
リトルマーメイド 1989年 アンデルセン作の童話
美女と野獣 1991年 フランスの異種婚類譚
アラジン 1992年 千夜一夜物語

塔の上のラプンツェル 2010年 グリム童話
モアナと伝説の海 2016年 ×

ポカホンタス 1995年 史実16世紀ごろ
ムーラン 1998年 中国歌謡文芸「花木蘭」

プリンセスと魔法のキス 2009年 ×
メリダとおそろしの森 2012年 ×
アナと雪の女王 2013年 ×

ディズニー映画はアニメのジェンダーバイアスというテーマで先行研究が行われ
ていたので例に挙げた。左の図の作品はいわゆるディズニープリンセスが主人公
のものだ。一般的には表１の8人(もしくはモアナを除いた7人）がディズニープ
リンセスと言われることが多い。下の図の作品は女性が主人公の映画なので別枠
として示している。
白雪姫などの初期の作品は一般的に私たちが考えるお姫様像と一致するものが多
いと感じられる。容姿端麗で自ら行動はしないタイプのキャラクターだ。しかし、
最近の作品では待っているだけではなく自らが行動するプリンセスが多いと感じ
られる。これはディズニー映画の製作側が時代にあった女性像で作品を作ってい
ると言っていいだろう。また、初期の作品はヨーロッパ地域で昔から伝わる民話
や童話を原作にしていることが多い。現在よりも男女間の差別意識や固定観念が
強かったと考えられるので、作品にそれが大きく影響した可能性は大きい。

4.アニメのジェンダーバイアスが人々に与える影響
アニメ作品も昨今のジェンダーの意識への変化で、以前よりも偏見や固定的なイメージを植え付けるような作品は減ってきていると
考えられる。しかし、時代の移り変わりとともに情報を受け取る側の意識も変わってくる。アニメを制作する側は現在どのような表
現をするべきなのか、視聴者側はもっとジェンダーに敏感になって行く必要がある。

アニメ作品におけるジェンダーバイアス表現や傾向を見つけ、
なぜそのような表現が目立つのか、どうすればアニメ作品の
ジェンダーバイアス表現が少なくなるのか考える。また、作
品の受け取り手の私たちが意識するべきことを考える。

中学・高校でのジェンダーに関係する授業や活動を通じて、
ジェンダーバイアスに興味を持った。また、自らが見て
育ったアニメ作品にもジェンダーバイアスを感じた点が
あったので、研究のテーマに選んだ。

5.ジェンダーバイアスを無くすために自分たちが出来る事

これもジェンダー
バイアスかも？

参考文献
・藤村久美子,伊藤めぐみ テレビアニメが子どものジェンダー意識の形成に及ぼす影響:内容分析と子どもへの聴き取り調査を中心として

toyoeiwa.repo.nii.ac.jp  2021年1月27日
・上瀬由美子ディズニープリンセス映画にみるジェンダー表現の変容_プリンセスの作動性に注目した量的分析_

rissho.repo.nii.ac.jp  2021年1月27日 他多数

④研究の反省点・今後の展望③感想・考察

ジェンダーバイアスを減らしていくために一番重要なのは、情報を鵜呑みにしないことだと思う。アニメやテレビ番組には製作
者が意図しない形でもジェンダーバイアスがかかっていることがある。ジェンダーに対する意識を変えていくことで、少しでも
疑問に思う事が世の中の意識を変えていくことにつながると考える。また私たちのような世代だけでなく、作品を制作する側の
世代の意識を変えていく必要があるので、私たち世代からも発信していくことが大切だ。

・完全に調べ学習になってしまった。
・途中で研究の方針を変えたため、曖昧なまま研究
を進めてしまった。
・統計的なデータがとれず、主観や考察が主になっ
てしまった。

自分の興味のある分野と好きな事を組み合わせて研究できた
のは楽しかったが方向性がなかなか定まらず、曖昧な結果に
なってしまった。まだ納得のいく結果ではないので、機会が
あればまた同じテーマで研究を続けたいと思う。

表1

表2
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2020年度課題研究Ⅰお茶の水女子大学附属高等学校2年 吉田 慧 社会科学
『多様な性のあり方が当たり前になる社会へーLGBTQ+を単なる「性的マイノリティー」から当
たり前の存在にー』
【研究の概要】

• 日本国憲法では性別を問わずすべての人が法の下に平等だが、LGBTQ+（L：レズビアン、G：ゲイ、B：バイセクシュアル、
Q：クエスチョニング、＋：多様なことを表す）はマイノリティーとされ、決して平等とは言い難い境遇にある。

• 多様な性のあり方が当たり前になることは、私たち一人一人が自由な生き方を認め合える社会を目指すうえで重要。

• 本研究では、特に同性カップルに焦点を当てている。現在、日本ではG7で唯一同性カップルの婚姻やパートナーシップが
法律で認められておらず、婚姻届けを提出しても受理されない。また、婚姻に準ずる形のパートナーシップ制度が日本全
国約70の自治体で導入されているが、こちらは法律婚に比べてパートナーで認められる権利が不十分である。(配偶者控除、
法定相続などは認められない。また地方自治体ごとに認められる権利が異なる。)

• 上記のテーマの実現には、同性カップルが異性カップルと同様に法律で婚姻が認められることが必要不可欠である。

• →同性婚を認めるべき！

•

【パートナーシップ制度のメリット・デメリット】

（メリット） （デメリット）

・証明書の発行でパートナーシップが公的に認められる。 ・パートナーシップ制度のある自治体で暮らす必要。

・地域によるが、住宅ローン、病院での面会、福利厚生が ・転居する場合は証明書を自治体に返還する。

認められるものも。 ・婚姻で認められる配偶者控除、相続などの権利なし。

【同性婚をめぐる議論】

【同性婚法制化に向けた流れ】

・2019年6月に立憲民主党、共産党、社会民主党3党が合同で民法改正案を衆議院に提出。

・現在全国各地(6件5地裁)で「結婚の自由をすべての人に」訴訟

【考察と今後の展望】

・同性婚はLGBTQ+への無理解だけでなくジェンダーバイアスによる「家」という古い価値観が次世代にも継承されていること
によって妨げられている。

・固定的なジェンダー観がハラスメントや女性の社会的地位の低さといった問題を引き起こしていることはすでに明らかであ
り、社会全体でジェンダー観を見直さなければ、LGBTQ+、わたしたちがそれぞれの自由で多様な生き方を認め合う社会を作る
ことはできない。

【ご協力・参考文献】
自由民主党稲田朋美衆院議員、立憲民主党阿部知子衆院議員、お茶の水女子大学生活科学学部心理学科石丸径一郎准教授、株式会社電通グルー
プ 電通ダイバーシティ・ラボが「LGBT調査2018」を実施 https://www.dentsu.co.jp/news/release/2019/0110-009728.html (最終閲覧日2021年2
月3日)、LGBT不動産 LGBTの結婚とは？パートナーシップ制度と同性婚の違い https://lgbt-fudousan.com/diary-detail-417068/(最終閲覧日2021年2
月3日)、HUFFPOST 同性婚を認める法案が、日本で初めて提出される。「今までなかったのがおかしい」(詳報)
https://www.huffingtonpost.jp/entry/same-sex-marriage-bill_jp_5cf4e7eae4b0e8085e3cb9bb (最終閲覧日2021年2月3日)、東京弁護士会 「LIBRA2021
年1・2月合併号」p.4-17

電通が2018年に行った調査では、生まれた時の性、ジェンダー
アイデンティティー、性的思考が左のマップの2と10以外のＬ
ＧＢＴＱ＋層が8.9％であった。(約11人に1人の割合)
また、左のマップ以上に性は多様であり、ひとりひとりを分類
すること自体がナンセンスともいえる。
SOGI(Sexual Orientation and Gender Identity)という言い方であれ
ば異性愛者、シスジェンダー(出生時に割り当てられた性別と
ジェンダーアイデンティティーが一致する人)も含み、すべて
の人間が有する属性を指す。

推推進進派派
・「家家族族」とは「家」とも「個人」とも異なる人間の
存在にとって一番小さな共同体。フフララッットトなな横横のの関関係係
であり、子どもの有無、異性・同性は関係ない。
・憲法第 条 項「両性の合意」は明治時代の家制度
を否定し、当当事事者者のの自自己己決決定定にのみに基づく婚姻成立
を示唆。
・同性婚や選択的夫婦別姓の反対派は家家制制度度やや戸戸籍籍制制
度度にに未未だだににととららわわれれてていいるるのではないか。
・ 年 月に立憲、共産、社民 党合同の民法改正案
提出。
立憲民主党阿部知子衆院議員インタビュー

消消極極的的・・反反対対派派
・現状世間の への理解は不十分。いきなり
法制化するのではなくまず理理解解増増進進を図り、国民全
体で議論する必要性。
・憲法第 条 項「両性の合意」は男女、 人など解
釈は様々。
・「伝伝統統的的なな家家族族観観をを壊壊すす」という意見は根強い。
・多様性を認めることは大切だが、同性婚・パート
ナーシップ制度には慎重的。
・党内でも同性婚やジェンダーに関する意見は分か
れている。
自由民主党稲田朋美衆院議員インタビュー
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現在行われている対策は東京への人口流出を抑える、(子どもそのものの数を増やす)というものがほとんどである。
地方創生への対策は一部地域では成功しているが、全体をみてみると人口が大幅に減少する予測になっている地域も
少なくない。(また、人口減少そのものを考えてみても、合計特殊出生率を大幅に上げ、減少傾向を完全に是正する
ということは難しい)ある地域で人口が大幅に減少しても地域社会を維持することができるような根本的な対策を考える
ことは難しいと考えられる。解決策の方針としては、関係人口の考え方を参考にしながら、少しでも地域に興味が
ある人がなにかしらの方法で関われるように、地域と人の関係のハードルをさげるようなものを考えている。

考考察察

研研究究のの動動機機
人口が減少する日本において、ある地域の人口を保
つことの意義についての疑問から、地方創生に対し
て興味を持った。日本以外でも、先進国ではすでに
人口が減少にむかう国が見られるが、一番最初にこ
の課題に直面するのは日本である。現状を把握し、
これまでに行われてきた対策と別の視点から日本の
社会を持続可能なものにする対策を考えたい。

人人口口減減少少社社会会ででのの地地方方創創生生をを考考ええるる
2020年度課題研究Ⅰお茶の水女子大学附属高等学校2年 渡辺珠生社会科学

参参考考文文献献

研研究究のの方方法法
現段階では文献・統計の調査のみ
・日本の人口動態の現状を政府の統計などを用いながら調べる
・現在行われている対策について調べる

[1] https://www.hitachiconsulting.co.jp/column/kpi/01/index.html
KPIから見た地方創生

[2] http://www.ipss.go.jp/ 国立社会保障・人口問題研究所
[3] https://www.stat.go.jp/ 総務省統計局
[4]田中輝美『関係人口をつくる』木楽社、2017年

人口の自然減ー現状

地域別の将来人口推計 住住所所をを変変更更すするる理理由由

人人口口のの自自然然減減・・社社会会減減のの現現状状

未婚化と晩婚化(上段)/予定している子供の数(下段)

H29の将来推計では2055年の人口は9740万人と予測されている。H24推計：9190万人、H18推計：8990万人であるため軽減されているものの人口の減少傾向は続いていることがわかる。
<参考/合計特殊出生率の推移(H29):1.45人(2015)→1.44(2055)> 人口の自然減の背景には未婚化・晩婚化がよく挙げられるが、初婚年齢は男女ともに上昇傾向で30歳前後になっている
ことや、生涯未婚率が20~30年で急激に上昇していることからその傾向がわかる。生涯未婚率に関しては2010年の統計で男性は20%,女性は10%に達している。日本は婚外子率が低いため
現状、結婚と子供が密接に結びついている。しかし、既婚者の予定している子供の数もわずかではあるが減少傾向にあり、結婚願望がある未婚者の希望子供数も同じ傾向にある。特に未婚
男性の希望子供数は2015年の統計で2人を下回っている。既婚者の理想子供数と予定数に差が生じる理由としては『子育てや教育にお金がかかる』『高年齢で生むことの不安感』などが
あり、子供が欲しいと思っていてもその理想を実現することができない状況であることがわかる。地域別の将来人口推計をみてみると、都道府県単位では東京都を除いてすぐに減少傾向に

転ずることが予想されていて、市区町村単位でみると一部の大都市を除いて多くの自治体で人口が減少する。(大都市に関しても人口は多いが、その分高齢者人口も増加することいわれている)

企業等数
2012年を100と

したときの2016年
岩手県 96.610
宮城県 99.923
福島県 95.132
東京都 94.033
神奈川県 94.173
滋賀県 94.659
奈良県 95.632
福岡県 95.257
佐賀県 94.602
⾧崎県 94.117
沖縄県 97.663
全国 93.417

企業数は全国的に
減少傾向にある

絶対的な減少数は
東京が一番大きい
相対的に東京よりも
減少が小さかった
地域は表の通り

地地方方拠拠点点強強化化税税制制
都都道道府府県県別別企企業業数数

<地方拠点強化税制>
本社機能を
・東京23区・それ以外から地方に移転
・地方で拡充
する場合に税制の優遇措置を受けることができる
→主な優遇措置
・建物などを取得した場合
・新たに従業員を雇用した場合
などの法人税の軽減措置

ままちち・・ひひとと・・ししごごとと創創生生本本部部
基基本本方方針針22002200

○○地地域域経経済済・・生生活活のの再再興興
・雇用
・交流、賑わいの再活性化
○○新新たたなな日日常常にに対対応応ししたた地地域域経経済済のの構構築築とと
東東京京圏圏へへのの一一極極集集中中のの是是正正((IICCTTのの活活用用))

①感染症の克服と危機に強い地域経済の構築
（地方創生臨時交付金）

②地方への移住・定着の推進
・地方大学の産学連携強化
・ リモートワーク等の推進による移住
③地域とのつながりの構築
・関係人口の創出・拡大等
○○結結婚婚・・出出産産・・子子育育ててししややすすいい環環境境のの整整備備
○○総総合合性性ののああるる具具体体事事例例のの創創出出
・具体的な事例を創出するモデル事業の実施
○○地地域域のの実実情情にに応応じじたた取取組組にに対対すするる国国のの支支援援等等
・財政支援
・政策間連携の推進

現現在在のの方方針針・・対対策策

関関係係人人口口

地方創生を行う理由
➀人口減少により、消費・雇用が減少

→経済規模縮小、１人あたりの国民所得が低下
②社会保障費の増大などにより働き手１人あたりの

負担が増加→勤労意欲の低下、イノベーションが停滞
以上のような弊害を回避するため、国は東京圏への人口集中の是正、
若い世代の就労・結婚・子育ての希望を実現することなどの視点から、

地方創生の取り組みを開始した

人口の自然減の背景には環境・時代の変化だけでなく、結婚や子供をもつことに対する価値観の変化もあるように考えられる。子供を持ちたいと思っている人がそれを実現できるような
社会体制をつくることも重要だが、人口を単に増やそうとするのではなく減少していく社会に対応できるような変革が必要であると考える。社会減についても同様に、大都市に人口が
集中しすぎることは問題であるが、直接的な人口を増やす以外の方法で地方自治体をどのように存続させていけばよいのかを考える段階にあるように思う。

新しい人口の考え方として地域に多様な関わり方をする人のことを指す
「関係人口」というものがある。ある地域へのかかわり方として、特産品を
購入したり、ふるさと納税などを利用したり、何回か訪問したり、定住したりと
様々な形がある。それらはそれぞれ独立したものではなくて段階的なものであり、
いきなり交流や定住を望むのではなくて、できるところから・興味のあるところから
すこしずつかかわってもらえばよいという考え方だ。地域の存続ということを考えた
ときに直接、財政やインフラなどシステムを維持することも大事であるが、関係人
口により活気をうみだすことが間接的にそれらにつながっていくのではないだろうか。
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動機

３ 探求内容・考察

探求内容・考察

２２００２２００年年度度 課課題題研研究究ⅠⅠおお茶茶のの水水女女子子大大学学附附属属高高等等学学校校 片片山山理理沙沙子子

子供たちは相談しているのか？

５人に１人の子供が
誰にも相談できずに

いる

▲男女別相談件数の構成割
合

1100代代のの自自殺殺をを減減ららすすたためめのの

自自殺殺予予防防教教育育のの提提案案

◀
年
齢
階
級
別

自
殺
死
亡
率
の
年
次
推
移

子供たちの自己肯定感の現状
◀自分自身に満足している
日本＜＜諸外国

日本の若者は
自己肯定感が
低い

自己肯定感と自殺念慮は負の相関関係

1.文献調査

2.松村先生（スクールカウンセラー）にインタビュー

3.CAPセンターJAPANにインタビュー

代の自殺を減らすために…

＜必要なスキル＞
①心のSOSに対して適切な対応をとる
②心のSOSに気づく
③自分や相手を大切にする
④自分は大切な存在であると思う感覚＝人権意識

すなわち自己肯定感
心のSOSへの対処法を身につけるための教育

人権教育（安心・自信・自由）
自分と相手を大切にするための教育

心のSOSに気づくための教育教育

生き る力

我が国と諸外国の若者の意識に関する調査 内閣府（平成30年度）

＜連携システム＞ スクールカウンセラー

教職員養護教諭

生徒

子供の心理に
関する知識

ハイリスク
生徒共有

子供の心理に
関する知識

指導方法
アドバイス

指導方法アドバイス

生徒の健康情報

・カウンセリング
・教育

・配慮
・サポート

・カウンセリング
・教育

・・・当事者の視点や意見⇒⇒生徒一人ひとりが過ごしやすい学校へ

安心

自信 自由

子どもに特別に大切な三つの権利

Child チャイルド
Assault アサルト

Prevention プリベンション
＝子どもへの暴力防止

あらゆる形態の
子子どどももへへのの暴暴力力
の予予防防教教育育

Action！！
小中学校と高等学校での
自殺予防教育の実施を
推進または義務化することを
文科省に政策提言する！

＜自殺予防教育案をつくる＞

＜参考文献＞
●厚生労働省／令和元年中における自殺の状況／令和２年３月 日●内閣府／子ども・若者白書／令和元年度●
澤田 康幸 上田 路子 松林 哲也『自殺のない社会へ』 有斐閣 ２０１３年●厚生労働省／令和元年度自殺対策白書／
令和元年度●東京都教育委員会／「ＳＯＳの出し方に関する教育」を推進するための指導資料について／平成 年
●日本経済新聞●新井 肇 『学校における自殺予防の取組』 年●阪中順子 『自殺予防教育「子ども向け自殺予
防プログラム」について』 年●太刀川弘和 『つながりからみた自殺予防』 人文書院 年●佐藤祐基『大学
生の抑うつ症状 躁症状 不安症状および自閉傾向に関する調査研究』 年●樋口善之，松浦賢長 『新に作成し
た自己肯定感尺度の妥当性と信頼性に関する研究』 年●サントリー次世代研究所 現代親子調査

CAPインタビュー
厚生労働省／令和元年度自殺対策白書／令和元年度

２.調査方法

・経済的な損失額は 億億円円。

・年間 万万年年分分の人生が失われている。

自自殺殺予予防防教教育育
な
ぜ
？

社会的損失
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ペスト、ハンセン病、新型コロナ感染症（以下、新型コロナ）の流行下で見られた主な差別

感染症の流行下で起こる差別

１．テーマ設定
差別とは何なのだろうか？
最近、新型コロナウイルス感染症に関連する「差別」がよくニュースになっている。し

かし、差別の定義はとても曖昧で、なにが「差別」か判断するのは難しい。「差別」の定
義や影響を明確化するため、新型コロナウイルス感染症、ペスト、ハンセン病の三つの病
気における差別を比較研究した。

参考文献
・釘原直樹「スケープゴーティングー誰が、なぜ「やり玉」に挙げられるのか」、有菱閣、
・村上陽一郎、「ペスト大流行」、岩波新書、 年
・岡田晴恵、「人類 感染症」、岩波ジュニア新書、
・村上嘉希、ヨーロッパにおけるロマの差別の根源 概説的試論、 、独逸文学、 号、ｐ

・宍戸常寿編「 歳から考える人権」、法律文化社、 年 月
・別冊宝島編集部編「英語で日本国憲法を読んでみる」、宝島社、 年 月
・神美知宏、藤野豊、牧野正直著「知っていますか？ハンセン病と人権一問一答」、解放出版社、

年 月
・柏木友紀「感染拡大 何をつぶやいた？ 志村さん死去直後「怖」「厭」が急増」朝日新聞、
年 月 日 版ｐ
・今村優莉「元コロナ患者 退院後も苦しむ」、朝日新聞、 年 月 日、 版、
・保険研究部主席研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 篠原拓也「感染症の現状 後編 －感染
症は人類の歴史をどう変えたか 」
・石田雅彦「新型コロナ感染症：感染するのは「自己責任」か」
・九州大学教授 馬場園明「医療従事者への差別問題 新型コロナの不安・恐れにどう向き合う」

・ 「
」 等

2020年度課題研究Ⅰ
お茶の水女子大学附属高等学校

2年 永嶋弓芽 社会科学

感染症蔓延化における差別
感染症の大流行は、右のような要因から
なる差別を引き起こすことが多い。

解決策
→差別についての意識を変えること！！
〇差別は人権侵害であるという意識を持つ
〇過去の差別について学ぶ機会を増やす
〇法的隔離について、患者の人権の尊重や、その隔離が社
会的な差別を促進していないかを確認するべきである

感染に対
する恐怖

国や政府に
よる政策

潜在的な
差別意識

２.探究の方法
・文献研究
・インターネット、新聞紙
記事の調査
・お茶大教授インタビュー

病気 差別する人 差別された人 内容
ペスト
（黒死病）

ヨーロッパ
の人々

ユダヤ人 ユダヤ人の迫害
ユダヤ人の集団殺戮、拷問、処刑

ヨーロッパ
の人々

感染者
感染者の家族

家族全員が家に閉じ込められ、十字
架などで封鎖される
感染者に対する過剰な隔離政策

ハンセン病 国、政府 感染者 療養所への強制隔離
外出制限、広範囲の就業制限、
断種手術など

日本社会の
多くの人々

感染者
感染者の家族

偏見
施設やサービス、結婚の拒否など
（いまだ多くの人々が差別を受けて
いる）

新型コロナ 日本社会、
世界の人々

感染者
感染者の家族
濃厚接触者

職場や学校からの拒否、いじめ
保育園などの入園拒否
誹謗中傷

外国人 「チャイナウイルス」「武漢ウイル
ス」などの
特定の地域と結び付けた呼称、偏見

医療従事者 嫌がらせ、いじめ
サービスの拒否など

政府が引き起こした差別
ハンセン病患者は、日本の政府による過剰な
感染者隔離による差別に苦しめられた。
1931「癩予防法」施行（1953らい予防法に）

全ハンセン病患者が半強制的に隔離
療養所内での多数の問題点

1996「らい予防法」廃止
1998 ハンセン病国賠訴訟
現在まで差別は根強く残っている

ユダヤ人に対する差別
１４世紀ヨーロッパでのペストの大流行では、
「ユダヤ人が井戸に毒を投げ入れた」という
デマが流れ、多くのユダヤ人が迫害された。
ヨーロッパ諸国で拷問や処刑、ユダヤ人の

集団殺戮が起こり、殺されたユダヤ人の財産
や権利は没収された。ペストはヨーロッパ全
体に反ユダヤ主義を決定的に植え付けたとい
う説もある。

共通点
1.感染者に近しい存在が差別される
どのパンデミックにおいても、感染者や外国人に対する差別が起こっている。

感染のリスクが高い人々やもともと差別意識を持っていた人に対しての差別が、
感染症に対する恐怖によって引き起こされると言える。

2.何らかの社会集団、もしくは政府によって差別が起こる
「差別」という言葉が使われるとき、差別する主体は、会社、組織、特定の地

域の人々など、何らかの社会集団によるものが多い。また、ペスト患者やハンセ
ン病患者に対しての差別は、当時の国や政府によって導かれた。

3.人権侵害が行われている
どの感染症での差別の内容でも、人権を侵害していると言える事例が多い。

（※人権の規定については日本国憲法参照）

日本国憲法での
人権の規定

①包括的基本権
（幸福追求権）

②法の下の平等（14条）
③自由権
国家からの自由

（精神的自由権、経済的
自由権、人身の自由）
④社会権
国家による自由

⑤受益権（国務請求権）
国家への自由

⑥参政権
人権を実現するための

人権

→感染症蔓延化における差別は、
「政府や社会的集団が、感染症に関して、個人や少数の人に人権侵害をおこなったとき」
と定義できるのではないか？
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日日本本のの性性にに対対すするる意意識識をを変変ええたたいい！！
、テーマを選んだ理由
日本で生活していると、性知識の不足が差別や偏見、不当な批判

などを生み、それによって傷ついている人がいると感じることがあ
る。そこで私は、国全体の性に対する認識を変えるには、教育の見
直しが重要だと考えた。

、方法
・文献調査
・日本性教育協会へのインタビュー

、コンテンツ
・日本の性教育は遅れている？
・日本の現状と問題点
・世界の現在
・日本人の性に対する意識
・セクシャリティ教育反対派の意見
・考察
・参考文献

避妊なんて一
回ぐらいしな
くても大丈夫

生理を理由に
仕事サボってる
んじゃないの？

1972年まで

同年

2003年

2013年

“純潔教育”

日本性教育協会（JASE）設立
現実的なことを科学的に教える教育にシフト

都立七生養護学校の教育を都議会が問題視
教員が処分される

七生養護学校が都議会に勝訴

性教育＝
“セックス教育”

他の教科との体系的
な学習ができない

日本の現状と問題点

・“性”が必要以上に
特別なものになる
・異性同士の互いの
尊重が十分にされない

間違った理解
勘違い

避妊の用意がしにく
い環境

・婦人科に行かなければ
ピルが
手に入らない
・避妊用具にお金がかか
る/高い
・婦人科に行ったことを
保護者に秘密にすること
ができない（医療費の請
求）

ユネスコが2009年に発表した年齢別学習目標の概要

5～8歳：赤ちゃんのでき方（精子と卵子の結合な
ど）
↓
9～12歳：具体的な妊娠の方法、避妊方法
↓
12～15歳：妊娠の兆候、胎児や分娩について
↓
15～18歳：生殖や性的欲求などについて詳しく学ぶ

スウェーデン

・性やジェンダー、メンタルに関する
専門機関（ユースクリニック）

・家族に対しても適用される守秘義務
・ユースクリニックの徹底された周知
・避妊具が安い、国籍関係なし

フィンランド

・性教育を専門とした指導者の育成
・指導者の研修時間の目標は800時間
（実際には確保できないこともある）

性の健康世界学会
モントリオール宣言より

性性のの喜喜びびはは幸幸福福（（well-
being））のの一一要要素素ででああるる
とといいうう認認識識をを確確立立すするる

セクシャリティ教育（包括的性教育）反対派の意見

・性交を早める
・「寝た子を起こす」（知らなくてもよい知識を与えてしまう）
・文化や宗教と対立する
・性に関する教育は親及び拡大家族の役割
・親は反対する
・幼い子供には望ましくない
・他の教科で行われている教育で十分

参考文献

文科省 学習指導要領「生きる
力」
日本性教育協会 「若者の性」白書 第８回青少年の性行動全国調査報
告 https://www.jase.faje.or.jp /jigyo/youth.html
ユネスコ 『国際セクシュアリティ教育ガイダンス【改訂版】』 頁

年でどう変わった？女性 人の生理に対する価値
感 https

2020年度課題研究Ⅰ お茶の水女子大学附属高等学校２年合田芽生 社会科学

世界の現在 早期から
の性教育 整った

制度

タブー視
しない

姿勢づくり

“性”が身近なものに過剰なタブー視

性に関する情報の入手源

日本の性教育は遅れている？

・多くの高校では、2年次に避妊
方法などについて教えられる
・学校で教わる前にセックスデ
ビューを果たす学生が一定数
・性の情報は、友人やインター
ネットなど、信頼性の高くない
情報源からも多く得られる（中
学生～大学生）

現役の学生の意識は？

・約２割の生徒が、性交
渉を行う際のコンドーム
の使用について迷ってい
たり、否定的な考えを
持っていたりする（お茶
高１・２年生）
・性に対して、恥ずかし
い、よく分からないとい
うイメージを持っている
人が最も多い（中学生～
大学生）
※性別や年齢に偏りあり

日本人の性に対する意識

全国20歳～34歳の女性に調査した質問（2020年）

考察
今回の研究を通して、日本の性教育には世界と比べ、年齢的な遅れと性に対

する価値観の相違があることが分かった。性について「恥ずかしい」というイ
メージを持つ生徒が多かったことも、モントリオール宣言との乖離を窺わせる。
また、性教育を行う環境の不足や、避妊のための環境の違いも見られた。
体系的な性教育が不足している一因として、学習指導要領による制限が考え

られる。より早期の段階から、より具体的な知識を教えるべきだ。
一方で、避妊や月経などについての現役学生の知識は、当初予想していたよ

りも浸透していると感じた。お茶高では主に二年次に性教育が行われるが、一
年生と二年生でごく基本的な知識には殆ど差が見られなかった。
また、性情報の情報源として友人やインターネットなど、信頼性の薄いもの

が多く挙げられた一方、家族内で性教育が行われている家庭は少なく、学校で
の教育も十分とは言い難い。正しい性情報が十分に伝えられているとは考えに
くい。やはり、学校での性教育の質の見直しは重要だと考えられる。
日本と世界の教育の違いには、文化から芽生える価値観の違いも関与してい

るのではないだろうか。これは無視するべきではないかもしれないが、人々が
より健康で安全に性と関わるためには、性教育の見直しが必要だと考える。中学生～大学生を対象に調査した質問

・世の中の男性は生理を理解して
いないと感じている女性は約8割

（全国20～34歳女性）
・若い世代ほど、低用量ピルにつ

いての認知度は増加



領域 タイトル 領域 タイトル

A A ピアノとオーケストラの関係性〜ショパンはなぜ批判されるのか〜

A B ペルシャ音楽の人との寄り添い方

A C

A C

B D 持続可能な音楽マネジメント〜SUPER★DRAGONを例に〜

B E J-POPの流行曲の傾向

B F ボカロ文化の移り変わりと今後の可能性

C G 北欧地域における民族音楽の役割と継承

C A 創作折り紙を設計しよう

C B 幾何学文様の美術作品への応用とその伝播！

C C 原作と映画の相違点から映画制作者の意図を探る

D D 西洋の油彩画

D E 視覚と聴覚から考えるヒトの脳機能

E F スピログラフは日常に組み込めるか

E G しかけ絵本の可能性を探る

E H 巨人の伝説

E I 新聞広告がTwitterでバズるのは何故か。

E A 源氏物語に見る風景描写と心情描写の関係について

F B 藤原定家の虚構と現実

F C 平安女性と出家について

A D 鴨長明の思想について

A E 姨捨山伝説の原拠と派生

A F 雨月物語にみる上田秋成の「幽霊像」とは

B G マンガを翻訳する　効果音表現の翻訳方法と翻訳が絵に与える影響

B A

C 根域温度と植物の成長の関係 A

D 家庭ごみを利用してきのこを生産するには A

E A

E B

F B

F C

F C

F

G

G E 医療的ケア児の教育環境と課題

H 植物の成長速度と音の関係 F

I F

I G ステレオタイプ的な価値観は変えられるか

I H

J 命は捨ててもいいのか　殺処分を少しでも減らすために高校生ができることってなんだろう H

K ラットの学習・記憶　～ラットのロッククライミング～ I

L プラナリアの再生 I

M 知られざる国民病・ヘバーデン結節 　〜実態とその向き合い方〜 J

A J

A K 脱ダンプサイトin フィリピン～スカベンジャーに安心・安定な仕事を～

B L ミツロウラップの販売

B M 育児期間中の働き方について

C N アニメにおけるジェンダーバイアス

C

D お弁当の化学 ～冷めてもおいしいご飯～

E P 人口減少社会での地方創生を考える

E Q １０代の自殺を減らすための自殺予防教育の提案

F マロウブルーによる染色～pHと色調の関係～ R 感染症の流行下で起こる差別

G S 日本の性に対する意識を変えたい！

G

A Lexical approachによる英語のスピーキング能力の向上

B

B

B

C

C

D

D

E 女子力の分析

F

F

G 迷惑さシミュレーション

H HTMLホームページ作成ツール

I サッカーのプレーにトレンドはあるのか？

J Webサイトのアクセシビリティ

バナナの糖質をより多く摂取する方法

今のアニメが子供のジェンダー観の形成に与える影響

子どもの貧困

孤独感を解消できるバーチャルオフィスの作成

O
多様な性のあり方が当たり前になる社会へ－LGBTQ+を単なる「性的
マイノリティー」から当たり前の存在に―

外国人技能実習制度への問題提起

新疆ウイグル自治区と日本

D
スマートグラスを用いた「食」のスマートライフアプリの制作―無償労
働の負担を減らすことで女性の社会進出と経済活動の活発化を目指す―

バイオロギングでミシシッピアカミミガメの生態を調べる

児童期における音楽療法

マスメディアの影響Withコロナ時代

家庭内におけるジェンダー観の再生産

数
理
・
情
報
科
学

上野動物園のシャンシャンがもたらした経済的な影響について

高視聴率をとるドラマの特徴

生物分野と協力し、Unityを用いたデジタルカードゲームおよびホー
ムページの作成

難題双子素数問題への挑戦～コンピューターを用いたビジュアル的ア
プローチ～

人の死を見つめる

暮
ら
し
の
化
学

ブルーベリー発電と電解液～色素増感型太陽電池～

電子レンジで頭痛薬を作ろう！

くさやのにおいは消せるのか？

カゼインプラスチックの性質

生
命
科
学

社
会
科
学

2020年度　課題研究I 　課題研究テーマ一覧

地
球
環
境
科
学

Let's トラベル with コロナ 芸
術
文
化
と
科
学

音
楽
学

食品ロスと環境負荷から考える野菜保存方法

東京防災娘　〜防災ポーチの開発〜

芸
術
文
化
と
科
学

色
と
形
の
科
学

茶柱のメカニズム　〜100％立つ茶柱を作る〜

クールに解決！ヒートアイランド

芸
術
文
化
と
科
学

文
学

不凍タンパク質の氷結晶成長抑制機構から考えるアルギン酸ナトリウムゲル
の安定化

蚊の産卵とタンパク質

日本における法医学の課題

地球温暖化　〜世界のCO2濃度および気候変動との関係〜

ストレスの数値化と軽減
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