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長期欠席せざるをえない病気療養児への 

ICT活用による教育支援システム開発研究 

A study of development of a new education system by using ICT for children with 

health impairments who are long absence from school 

     

研究代表者 滝川国芳（文学部教育学科） 

 

研究期間／平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

キーワード／①病弱・身体虚弱教育  Education for Children with Health Impairments 

            ②ICT活用  Utilization of Information and Communication Technology 

      ③長期欠席児  Children with long absence from school 

        ④教育支援システム Education System 

       

平成 29年度交付額／1, 494,000円 

 

研究発表／学会および口頭発表 

・橘岡正樹、滝川国芳：エンターテインメントロボット（ペットロボット）の病弱教育へ

の導入について，日本育療学会第 21回学術集会抄録集，pp.40，2017年 8月. 

・滝川国芳（共著）：特別支援教育の到達点と可能性－2001 年～2016 年：学術研究からの

論考「第 1 部 到達点 1－9－6 病弱・身体虚弱 研究動向と特別支援教育への貢献」，

金剛出版，pp.134－137，平成 29年 9月.  

・滝川国芳・福本徹：（予定演題名）長期欠席せざるをえない病気療養児への ICT 活

用による教育システムの開発，日本特殊教育学会，平成 30年度予定. 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

①自宅療養している病気療養児への ICT活用による教育支援システムに関する国内、国外の先行

研究を中心に文献研究を行い、実態調査の基礎資料を作成する。 

②病院を退院後に通学が困難な在宅病気療養児の学習環境、学習状況の実態について実地調査に

より把握する。 

③特別支援学校(病弱)のセンター的機能としての位置づけで、WEB 会議システムによる在宅

病気療養児への遠隔教育を実践し、教育支援システムとしての有効性と課題を明らかにす

る。 

 

２．研究経過および成果の概要 

研究経過： 

この研究の実施期間は、平成 29 年 6 月から平成 30 年 3 月までであった。6 月、7 月は、病
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気療養児への ICT 活用による教育支援に関する先行研究、実践事例の収集を行った。8 月以降

は、ICTを活用した教育実践の把握のための情報収集と WEB 会議システムによる遠隔教育での

教授学習活動に必要な技術開発研究を継続して行った。1 月、2 月に、病院に隣接する複数の

特別支援学校（病弱）を訪問し、児童生徒の欠席に伴う学習保障の現状と課題について分析を

行った。 

  研究成果の概要： 

１）先行研究の分析から、自宅療養している病気療養児を対象とする教育支援の重要性は認識

されてはいるものの、全国の特別支援学校（病弱）における具体的な教育実践は散見される

状況であり、今後、特別支援学校が連携して教育支援システムの在り方を検討し、実践を積

み重ねていくことが重要であることが明らかとなった。 

２）大阪市立光陽特別支援学校，埼玉県立けやき特別支援学校等を実証研究フィールドとして、

病室と病棟内の教室、自宅と在籍校、病室と病室等を WEB会議システム（Zoom)による接続

し、実証研究を行った。入院治療により長期欠席せざるを得ない高校生支援における ICT

活用による遠隔授業の実証研究について新たに開始した。加えて、単位認定、卒業認定にか

かる具体的な手順、連続性のある教育課程編成の在り方について検討を行い、在宅学習によ

って出席扱いとする際の課題，単位互換，単位の読み替えの際の現行制度上の課題を明らか

にすることができた。 

３）病院等と隣接する特別支援学校（病弱）である長崎県立長崎諫早東特別支援学校、沖縄県

立森川特別支援学校を訪問し、精神性疾患や発達障害の二次障害のある児童生徒への教育支

援の実際と学校を欠席せざるをえない児童生徒の学習保障について、情報収集、意見交換を

行い、ICT活用による教育支援における課題解決の在り方を検討することができた。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 疾病等により入院治療する児童生徒は、短期間での入退院を繰り返すことによって、在籍する学

校を長期欠席することになり、また、感染症予防のため自宅療養している期間は、学習が可能な健

康状態であるにもかかわらず、授業を受けることができない状況にある。 

本研究において、ICT活用による教育支援活動は、病気療養する児童生徒の学習に有効であること

が確認され、ハード面、ソフト面の充実の必要性が明らかとなった。 

ICT 活用による遠隔授業によって教授学習活動を行うことが技術的には可能であるにもかかわら

ず、人的環境、物的環境の制限から、実践は積極的には行われていないという問題点がある。 

今後とも継続して、長期欠席せざるを得ない病気療養児への教育支援システムの充実に向けて研

究を進めていきたい。 

 

Summary 

 

Purpose of this research 

The purpose of the research is to evaluate and validate learning by distance learning by utilizing 

ICT for children with health impairments who are difficult to go to school after hospital discharge 

from hospital. 
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Method 

1.  By conducting domestic and foreign literature research on the education system using ICT for 

children with health impairments at home, we will prepare basic materials for the actual situation 

survey. 

2.  Understand the learning environments and learning situations of children with health 

impairments at home. 

3.  Practice distance education by utilizing ICT for children with health impairments at home, and 

clarify the effectiveness and problems as an education system. 

Results 

1  From the analysis of previous studies, the importance of educational support for children with 

health impairments at home is recognized. However, concrete teaching practice in special schools 

for children with health impairments nationwide is extremely small. It is important that special 

schools collaborate in the future to study the way of education system and accumulate educational 

practices. 

2 Koyo Special School in Osaka City and Keyaki Special School in Saitama Prefecture were 

research fields. We connected the hospital room and the classroom in the ward, the home and 

enrolled schools, the hospital room and the hospital room etc by the WEB conference system (Zoom) 

and carried out an empirical study. We began a new study on the empirical study of distance class 

by using ICT in support of high school students who must be absent from long term due to hospital 

treatment. In addition, we examined the specific procedures for unit credential recognition, 

graduation recognition, and the way of continuous curriculum formation. 

3  We visited Nagasaki Isahaya Higashi Special School in Ngasaki prefecture, Morikawa Special  

School in Okinawa prefecture, which is a special school for health impairments adjacent to the 

hospital. We gathered information and exchanged opinions on teaching practice for children with 

mental disorders and developmental disabilities and learning guarantee for students who were 

forced to abstain from school. And we were able to examine the way to solve the problem in 

education support by using ICT. 

Conclusion 

Children who are hospitalized will be absent from school for a long period by repeating their 

hospitalization in a short period of time. In addition, children who are at home to prevent infectious 

diseases cannot take classes, although they are in a healthy state where they can learn. 

In this study, it was confirmed that educational support activities using ICT are effective for 

learning of sick students, and the necessity of enhancing hardware and software was clarified. 

Therefore, it is technically possible to conduct teaching learning activities by distance learning by 

utilizing ICT. However, due to restrictions on the human environment and the physical 

environment, there is a problem that the operation is not positively performed. 
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産業集積とイノベーション――中小企業の特許出願動向を中心に 

Investigation for patent applications of small and medium-sized businesses  

in local industry agglomeration in Japan 

  

     

研究代表者 藤井 信幸（経済学部国際経済学科） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／①特許 Patent application 

            ②産業集積 Industry agglomeration 

      ③中小企業  Small and medium-sized business 

        ④イノベーション― Innovation 

平成 29 年度交付額／990,000 円 

  

研究発表／学会および口頭発表 

・島西智輝「ベトナム石炭産業の発展と日本―石炭生産技術移転事業の歴史的背景」経済論集、

Vol.43,No.1 

平成 29 年 12 月 

・劉曙麗「中国における日系企業の研究開発及びその決定要因―中華系、その他外資との比較」

東洋大学現代社会総合研究所 Working Paper, No.1608 

平成 29 年 6 月 

・郝仁平「「一帯一路」構想の政策動向と課題」東洋大学アジア文化研究所研究年報、No.52 

平成 30 年 2 月                                  

・郝仁平「中国の一帯一路構想の概要と進展状況」、アジア文化研究所研究例会 

平成 29 年 5 月 15 日 

・辻智佐子「戦後の今治タオル工業の発展と近藤繊維工業：近藤憲司による革新的経営手法の導

入」城西大学経営紀要、No.14 

平成 30 年 3 月 

・辻智佐子「戦後今治タオル工業における革新的企業者の育成―近藤憲司の松下電器産業時代を

中心に」早稻田政治經濟學雜誌、No.393 

平成 30 年 7 月(掲載決定) 

・安田武彦「地域の起業活動とその水準の決定要因（その１）」経済論集、Vol.43,No.1 平成 29

年 12 月 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

地域経済の振興が急務となっている今日、地域において中核的役割を担う製造業の活性化ないし再生

はその一つの方策といえる。しかしながら、グローバル化の進展により内外の競争が激化し製品のプロ
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ダクト・サイクルが短くなっている現状では、従来のようなコスト低減よりも、新製品・技術の開発を

絶え間なく生み出すようなシステムの構築が、地域産業の持続的成長には望ましい。本研究では、その

ような政策課題に応ずるための基礎研究として、特許出願データを活用し日本の地域産業のイノベーシ

ョンの動向を定量的に検討するとともに、新技術・製品の開発の契機・源泉に関する諸要因を検討し、

地域産業のイノベーションを促す諸条件を探りたい。 

研究の手順は、まず公開されている特許データ(IIPデータベース)を利用して、地域におけるイノベー

ションの実態を定量的に検討にする。次いで、イノベーションの活発な地域において主導的役割を担っ

ている企業の特許出願動向、新技術・製品の開発の契機、ならびに中国に進出した日系企業の研究開発

の在り方の変化を考察する。 

 

２．研究経過および成果の概要 

【島西】1980、1990、2000、2010 各年を対象に、数十万件にのぼる全国の出願者住所を市町村合併後

の住所データに変換し、次いで特許情報データと結合した。このデータを、GIS アプリケーションによ

り可視化し、特許出願状況の地理的分布を確認した。全国レベルの分布状況については有意な変化を確

認することはできなかったものの、市町村レベルでは有意な変化の可能性が見られたため、共同研究者

へ地方別の特許データを提供した。 

【郝・劉】企業レベルの個票データを用いて、中国に進出した日系企業の研究開発活動及びその決定要

因を考察するとともに、長野県諏訪地域内の主要企業の内・海での特許出願データを用いて、企業の対

中進出に伴う研究開発の変化の実態を検討した結果、次のような新知見を得た。第 1 に、全体として輸

出率が低いほど研究開発を実施する可能性が高い。第 2 に、中国現地企業との共同出資がある合弁企業

では研究開発実施に大きなプラス効果を示している。第 3 に、日本企業が共同出資している中国側現地

企業の所有構造の違いによる研究開発実施への影響が析出された。最後に、国内パートナーの出資比率

が 50%以上の場合、中国の非国内企業の研究開発活動が抑制される効果が見られた。  

【藤井】1970 年代以降の機械工業の集積地における特許出願数の集計を進めた。対象としては代表的

な集積地の東京都大田区、東大阪市、浜松市、中小集積地では桐生市、富山市のデータを 2017 年度に

は集計した。大都市の大田区の東大阪市の中小メーカーの出願数はともに 1990 年代がピークで、2000

年代に激減する一方、浜松市や地方中小集積地では 2000 年代に入っても概ね横ばいとなっている事実

が判明した。1960 年代以降の生産の地理的分散が次第に地方圏の集積のイノベーションを活発化させ

ていったことが窺われる。 

【辻】泉州と今治に関する特許出願データを整理し、そのなかからタオル関連のメーカーのデータを抽

出した。次いで、泉州では現地の図書館にて資料収集をおもに行なった。今治ではタオル染色加工業の

方にインタビューを実施した。 

【安田】全国約 1000 人を対象にした WEB 調査を実施し、地域イノベーションの創出に密接な関係の

ある創業活動に個人属性を除いた地域性の影響の検討を試みた。集計結果を見ると、起業活動が活発で

はない地域では、個人の性別、年齢、学歴その他個人属性を考慮したうえでも、個人の経営者への評価

を変化させており、地域の起業環境に個人が影響を受けている可能性があることを示している。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

【島西】データベースのクリーニングを続けるとともに、付加価値額などとの相関関係の分析を行う計

画である。 
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【郝・劉】諏訪地域における特許出願が少数の企業に集中しており、地域全体では特許出願・取得活動

が活発的ではないため、今後調査対象地域を追加あるいは変更する必要があると考える。 

【藤井】中小企業における大都市と地方圏での特許出願動向の差異をさらに明確にするため、もっと多

くの地方集積地のデータを集計し、生産の地理的分散がラグを伴いながらイノベーションの分散につな

がっていったという作業仮説の裏付けを強化するとともに、引用情報を活用して地方集積地における知

識の伝播経路を探りたい。 

【辻】特許データの数が限られているため、アンケートの実施も含めて他のデータ・資料を収集して、

分析を補強する必要がある。そうした作業を通じてタオル工業の斜陽化と再生のプロセスを解明してい

きたい。 

【安田】今後は起業に関する地域環境と個人の行動との関係の背景等について検討し、何故、日本の起

業活動を活発化させる環境が整わないのかを明らかにしていきたい。 

 

Summary 

The purpose of this study is to investigate the geographical distribution of patent applications 

and it’s change from 1970s to 2000s using IIP Patent Database, and to consider conditions to 

promote local industrial innovation in Japan.  Each part of the study is conducted by the following 

members. 

 

Shimanishi modified IIP Patent Database to visualize the geographical distribution of patent 

applications in Japan. After that, he visualized that of 1980, 1990, 2000, and 2010 by using a GIS 

software. He realized the possibility of changes in the distribution at the municipal level. To analyze 

the geographical distribution of patent applications in detail, he offered the modified data at the 

municipal level to research collaborators. He is going to analyze the correlation between the 

geographical distribution of patent applications and value-added by region as well as to modify the 

data. 

 

Fujii aggregated the number of patent applications in the machine industry in Ota-ku, 

Higashiosaka-shi, and Hamamatsu-shi. The number of the patent applications of the small and 

medium-sized businesses in the former two cities has been decreasing since 1990s. This fact 

suggests that innovation becomes active in the small and medium-sized businesses of the principal 

local industry agglomeration with the geographical expansion of the production since 1960s than 

those of big cities. 

 

Hao and Liu had the following findings: First, as a whole, the lower the export rate, the higher 

probability of carrying out R&D. Second, while Japanese affiliates prefer wholly-owned investments 

in China, this study showed joint-venture affiliates have had  very positive effects. Third, for joint 

venture affiliates, due to the difference in the ownership structure of a given partner, there are 

different impacts on the R&D activities of Japanese affiliates. And finally, there is an effect of 
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suppressing an incentive to the R&D activities of Non-domestic enterprises in China, when the 

domestic partner holds a higher-than-50%-share, including enterprises with Japanese affiliates.  

 

Tsuji, first of all, studied previous researches on the relationship between innovation and the 

patents.  Second, she picked up the patent data regarding Imabari and Senshu Towel industries by 

the IIP Database. She plans not only to have interviews with the persons concerned, but also to 

carry out questionnaires to the parties concerned in the future. 

 

Yasuda conducted WEB survey targeting about 1,000 people nationwide to confirm whether or 

not there is an influence of regionality that excludes personal attributes in the founding activities 

closely related to the creation of regional innovation. Looking at the results, in areas where 

entrepreneurial activity is not active, even if individuals' gender, age, educational background and 

other personal attributes are taken into consideration, the evaluation of individuals is changed, and 

individuals are changing in the entrepreneurial environment of the position. It indicates that there 

is a possibility of being influenced. 
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ホンジカの知覚・認知特性の解明と被害管理手法の開発 

Investigation of perceptive and cognitive characteristics in sika deer 

and development of damage management techniques 

     

研究代表者 室山 泰之（経営学部マーケティング学科） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／①知覚  Perception 

            ②認知   Cognition 

      ③馴化   Habituation 

        ④被害管理手法 Damage management techniques 

       

平成 28 年度交付額／1,557,000 円 

 

研究発表／論文掲載 

・ニホンジカの知覚・認知特性の解明と被害管理手法の開発 

 平成 30 年度東洋大学紀要 自然科学篇 第 63 号に論文として掲載予定 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

本研究では飼育ニホンジカで、弁別学習や行動評価実験を可能とする実験系を確立した後、聴

覚をはじめとした知覚・認知機能の測定と評価を行い、その知見に基づき、さまざまな嫌悪刺

激を利用して回避反応の特徴（強さおよび持続性）について行動学的に解析する。そのために、

ニホンジカ飼育施設内に視聴覚刺激提示用装置や行動を記録する装置を設置し、条件づけ課題

などの心理課題を遂行する。実験用のプログラム及び装置は自作し、実験の制御・データ記録

を自動的に行う。昨年度から継続して本年度も、飼育下ニホンジカを対象に、昨年度設計した

行動特性を計測する装置を飼育施設内に設置し、聴覚の認知特性を測定するための行動データ

を取得し分析を実施する。具体的には、オペラント条件づけや馴化脱馴化法などの手法を用い、

聴覚特性（周波数弁別閾や鋭敏性など）を解明する。 

 

２．研究経過および成果の概要 

昨年度設計した装置を利用して実験を継続・発展させた。市販されているペットフード用オー

トフィーダ（給餌機）とアンプ内蔵スピーカを小型コンピュータ（Raspberry pi 3B）に接続

し、指定した一定時間間隔で給餌機と音再生が動作するようなプログラムを作成し、実験環境

の構築をおこなった。また、プログラム動作をおこなうために、小型モバイル Wifi ルータを

活用し、プライベートネットワークを野外環境で簡易的に構築し、スマートフォンと

Raspberry Pi を Wifi 通信させ（通信には SSH プロトコルを利用）、ネットワークと電源環境

に脆弱な空間での端末操作方法も構築した。行動記録については、ビデオカメラによる動画記
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録を行い、接近行動などを記録した。 

実施期間中に、18 日間の馴致訓練を実施した。実際の実験は、実験に習熟した個人（岡山理科

大学学生）に業務依頼して実施した。以下、簡単に概要を述べる。 

＜訓練内容＞ 

岡山理科大学に飼育されているニホンジカ２頭を対象に、馴致を行なった。馴致にあたっては、

ネットで仕切った区画に 2 頭を導入し、小型コンピュータに接続された２台の給餌機を設置し

た。給餌機は、十分に遠い距離に設置され、１頭が２台を同時に独占できないような状況を設

定した。平均 5 分おき（2.5 分、5 分、7.5 分の時間間隔でランダムに選択される）に音を再生

すると同時に、2 台のうちどちらかの 1 つの給餌機を 1 秒間作動させて給餌するという試行を

30 回繰り返した。音は 2 種類の純音刺激（440Hz と 880Hz）を準備し、1 台のスピーカーか

ら、どちらかの音をランダムな順序で再生した。音の種類に応じて、どちらかの一方の給餌機

が動作するように実験プログラムを作成し、実験を制御した（山側：440Hz；谷側：880Hz）。

もし音の種類を判断するとともに、給餌機の動作する場所との連合関係が学習できれば、音の

再生に伴って誘発される給餌機への接近行動が、変化していく様子が観測できると予測した。 

＜実験結果＞ 

予備的な分析段階であるが、音の再生に伴う給餌機への接近や反応時間の短縮が観察された。

また、一つの給餌機については、音の種類に応じた接近行動が観察された。しかしながら、音

の種類に応じて、適切な給餌機を選択して接近していた確実な証拠は得られなかった。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

本年度の実験では、音の弁別学習が進展した証拠が得られた。一方で、積極的な動作（スイッ

チ踏みやボタン押しなど）と給餌との関連性を学習させることは実施していない。音に対する

事前学習が十分に確認できたことから、今後は、給餌を得るためのオペラント行動（スイッチ

踏みやボタン押し）を強化するようなスケジュールを取り入れる段階に到達したといえる。音

と給餌との関連性を学習させることが必要であり、その実現可能性が十分に高まった。継続的

な実験実施により、聴覚特性の解明を試みる段階に達したといえる。 
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Summary 

 

  Damages on agricultural crops by sika deer (Cevus nippon) have now been serious social 

and economical problems in Japan, and practical approaches to manage deer populations 

are strongly required. Generally, one of the most ways of the wildlife management for large 

mammals such as deer are the ecological one, trying to understand ultimate causations of 

population dynamics of deer and to control the population density around farms nearby, 

however they are indirect way, not to effectively control deer crop-raiding behavior.  

  Here we attempt to develop the general-purpose costless behavioral test battery to 

assess their perceptual and cognitive traits underlying their fear learning by operant 

conditioning approaches, a psychological way to directly shape the animal behavior as 

humans requires, e.g., deer will be shaped to avoid the area around farm if they hear the 

alarm sounds. The custom-made apparatus were built up to use a small micro computer 

connected to two commercial feed dispensers for companion animals, and small speaker; 

and this enabled us systematically to control sound playback and food delivery. When 

conducting the simple experiments for both two subject deer, where food pellets were 

delivered from each of the two food dispensers at a pseudo-random timing (ca. 5 min) for 30 

times together with simultaneous or delayed playback of each of 440-Hz or 880-Hz pure 

tone which was assigned to each of the food dispensers, we examined whether or not the 

subject deer learn the association between sound types and food delivery location by 

analyzing the reaction times from the sound onset times to approaching to each of the food 

dispensers.  

  Our preliminary observations showed deer quick approaching to food dispenser when the 

sound was played back, and the shortening of reaction times, suggesting our apparatus 

would work well to further apply automatically shaping of deer approaching. Additionally, 

we found their selective quick approaching to one dispenser when one stimuli type was 

played back, suggesting auditory discrimination between 440 and 880-Hz sounds. For the 

next step, we should improve to monitor deer approaches or other behavioral responses 

such as sniff touching the switch to confirm their association leaning between sound cue 

and their reactions, which would be a promising procedure to objectively test their 

perceptual and cognitive foundations, useful knowledge for all applied studies of deer 

behavioral management. 
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労働市場における社会的資源配分に対する 

「女性活躍推進」施策のインパクト 

The Impact of Women’s Empowerment Policies on the Social Resource Allocation  

in Japanese Labor Market 

     

研究代表者 村尾 祐美子（社会学部社会学科） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／①女性活躍推進法 Act on Promotion of Women’s Participation and 

Advancement in the Workplace 

            ②社会的資源 Social Resources 

      ③労働市場  Labour Market 

        ④ジェンダー  Gender 

      ⑤女性活躍推進企業データベース The Database of Companies Promoting 

Women’s Participation and Advancement in the Workplace 

 

平成 29 年度交付額／550,000 円 

  

研究発表／学会および口頭発表 

・ 村尾祐美子、2018、「『社会の目』を通じた組織内ジェンダー格差是正の可能性：女

性活躍推進企業データベース活用の提案」女性労働問題研究会『女性労働研究』

62:114-127. 

・ 皆川満寿美、2017、「女性活躍推進法の実効ある改正のために」生活経済政策研究

所『生活経済政策』246:21-25. 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

４か年計画の１年目の研究に対し、研究助成を得た。本年、研究代表者の村尾は、雇用の女

性化・非正規化が労働過程に関わる諸社会的資源の雇用者内部での布置状況に与える影響につ

いて、企業や職の特性、個人の能力や属性、仕事の場での人々の社会的関係要因の３要素を考

慮したモデルを用いて、既存の量的調査データの二次分析を行い、日本の労働市場における社

会的資源配分過程の現状についての検討を行った。また、研究代表者および研究分担者の皆川

は、「女性の活躍推進企業データベース」の公開データについてのリサーチを行うとともに、

このデータを用いて大企業の「女性活躍推進」について研究する際の枠組みを、明確化するこ

とを試みた。さらに、村尾および皆川は、「女性活躍推進企業データベース」の今後やその活

用などについての情報収集のため、厚生労働省の担当者に対する専門家インタビューを行った。 
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２．研究経過および成果の概要 

①既存の量的調査データの二次分析に関しては、村尾が、雇用の女性化・非正規化が労働者

のハラスメント経験に与える影響について二次データ分析を行った。一定の分析結果を得るこ

とはできたが、モデルのさらなる改良を優先し、この成果についての論文化はまだ行っていな

い。 

②「女性の活躍推進企業データベース」の公開データに関する研究では、村尾と皆川からな

る研究会においてしばしば意見交換を行った。その結果、村尾の論文「『社会の目』を通じた

組織内ジェンダー格差是正の可能性：女性活躍推進企業データベース活用の提案」が『女性労

働研究』第62号に掲載された。これは、従業員301人以上の民間企業に女性活躍に関するPDCA

サイクルによるポジティブ・アクションを義務付ける女性活躍推進法を、「女性活躍推進を目

指す企業の PDCA サイクルに、企業外の、ジェンダー平等に関心のある不特定多数の目―本

稿でいうところの『社会の目』―が入ることを可能にした初の法律と位置づけ、この「社会の

目」が公表情報をもとに企業を比較・評価したうえで、それに基づく行動をとることにより、

企業内ジェンダー格差の是正を奨励するアクションに参加できる可能性が出てきたと指摘し

たうえで、研究者や企業による公表情報活用の取組について紹介するとともに、民間企業の取

組を評価するための、誰もが簡単に使える方法についての具体的提案を行うものである。また、

この論文発表に先立ち、皆川は『生活経済政策』掲載の「女性活躍推進法の実効ある改正のた

めに」において、情報開示状況の都道府県間の比較を行った。 

③専門家インタビューも村尾・皆川の両名で実施し、女性活躍推進法の担当課長および同課

の女性活躍推進企業データベース担当者から、貴重な情報を得ることができた。インタビュー

後は研究会において村尾と皆川の議論が行われ、その後の研究計画をより具体的なものにする

ことができた。インタビュー記録については文字起こしして適切に保管してあるが、これは当

初より研究会内のみで共有し、今後の研究計画の遂行と企画細部の決定に役立てる目的で行う

ものと位置づけているので（インタビュー対象者にもその旨を伝えてある）、このインタビュ

ーそのものに基づく研究成果の刊行は予定されていない。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 二次分析による研究成果の論文化および公表ができていない点は、今後の課題である。また、

中小企業のポジティブ・アクション支援を行っている「女性活躍推進アドバイザー」に関する

研究は、女性活躍推進企業データベースの研究とその成果発表を優先したため、制度に関する

整理で終わってしまい、これに関連する事業を受託している団体への専門家インタビューに着

手できなかった点も、課題として残された。今後研究を続けることにより、課題を果たしてゆ

く予定である。 
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Summary: 

   The aim of this research is to examine the impacts of “Promotion of Women’s 

Participation and Advancement in the Workplace” policies on the social resource allocation in 

Japanese labor market. For this purpose we made four-year research plan and The Inoue 

Enryo Memorial Grant funded the first year budget. 

 This year, we carried out three research activities; firstly, Murao conducted secondary 

analysis on workers’ experience of being harassed at their workplace. 

 Secondly, Murao and Minagawa examined “The Database of Companies Promoting 

Women’s Participation and Advancement in the Workplace” and “The Announcement of 

Government Agencies and Local Governments’ Data Regarding Women’s Participation and 

Advancement in the Workplace”. We discussed how to utilize these data to evaluate their 

seriousness toward gender equality in the workplace. Minagawa published an article about her 

findings and Murao published a paper named “Possibilities for the Resolution of Gender 

Disparities in Organizations through “Society’s Eyes”: A Proposal for the Use of Database of 

Companies Promoting Women’s Participation and Advancement in the Workplace”. 

Thirdly, Murao and Minagawa conduct an expert interview. The findings contributed 

to improve our research plan. 
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マイクロ腫瘍組織モデルを基盤とする診断・治療ナノ薬剤開発 

A microfluidic tumor model toward the development of theranostic nanomedicine 

 

     

研究代表者 吉田泰彦（理工学部応用化学科） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／①マイクロフルイディクス Microfluidics 

            ②ナノ薬剤  Nanomedicine 

      ③腫瘍  Tumor 

        ④血管内皮細胞 Vascular endothelial cell 

      ⑤共培養  Co-culture 

平成 29 年度交付額／1,160,000 円 

  

研究発表／原著論文 

「民生用レーザー加工機を用いる細胞培養マイクロ流体デバイスの作製」 

佐々木直樹, 林知美, 井上奈菜子, 大西真寛 

分析化学，印刷中（2018 年 4 月 4 日掲載決定） 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

近年、粒径 100 nm 程度のナノ粒子に薬物を封入した「ナノ薬剤」を用い、腫瘍に薬物を効率的

に作用させる研究が国内外で盛んに取り組まれている。一般に、抗がん剤には副作用があることが

広く知られている。これは抗がん剤のサイズが小さく、血中に投与すると正常組織でも血管外に漏

出して作用してしまうためである。一方、ナノ薬剤は抗がん剤に比べてサイズが大きいため、正常

組織で漏出・作用することはないが、腫瘍組織では血管の構造が疎であるために漏出でき、結果と

して腫瘍選択的な送達が実現できる。最近では、診断・治療ナノ薬剤（theranostic nanomedicine）

のように、1 種類の薬剤でがんの診断と治療が実現可能なナノ薬剤の開発も進められている。 

高性能なナノ薬剤を開発するには、腫瘍組織における血管透過性の定量評価が重要となる。ナノ

薬剤の開発においては動物実験が多く行われてきているが、腫瘍への蓄積量は評価できるものの、

血管透過性のみを定量評価することはできない。セルカルチャーインサート等の多孔膜を有する培

養容器で血管内皮細胞を培養して物質透過性を評価する実験系もあるが、血流に相当する流れがな

く、サイズも cm スケールと生体内に比べて大きい。よって、生体内の腫瘍血管を生体外で再構築

し、ナノ薬剤の透過性評価へと応用可能な実験系が必要である。 

本研究では、マイクロ流体デバイスを用いて腫瘍組織のモデルを構築することを着想した。マイ

クロ流体デバイスは、微細加工技術を用いて数 cm 角の基板上に μm スケールの流路を作製したも

のである。この流路は血管と同等のサイズおよび流れを有する空間であるため、ここで血管内皮細

胞を培養し、さらに腫瘍細胞で刺激することで、疑似的な腫瘍血管を in vitro で作りだしてナノ薬
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剤評価に応用できると考え研究を進めた。 

２．研究経過および成果の概要 

 はじめにマイクロ流体デバイスの設計と作製に取り組んだ。生体内では、血管壁を構成する血管

内皮細胞は血流にさらされているのに対し、腫瘍細胞は流れにほとんどさらされていない。そこで、

これらの環境の違いを反映し、なおかつ腫瘍細胞による血管内皮細胞の刺激が可能なデバイスを作

製することとした。マイクロ流路の鋳型はアクリル板をレーザー加工して作製した。これをポリジ

メチルシロキサン（PDMS）で型どりして、流路パターン（深さ 200 μm，幅 700 μm，長さ 12 mm）

を有する PDMS 基板を作製した。流路パターンを有さない基板も同様に作製し、穴開けして直径 5 

mm のウェルを有する基板とした。流路とウェル間での物質移動が可能なように、上記の 2 種の基

板間に孔径 1 μm のトラックエッチ多孔膜を挟み込んでデバイスとした。 

細胞培養は以下のように行った。流路が多孔膜の上側にある状態で、流路にヒト臍帯静脈内皮細

胞（HUVEC）の懸濁液を導入した。4 時間静置して HUVEC を膜に接着させたのち、培地を 0.5 μL 

min－1で送液し灌流培養した。HUVEC 導入から 24 時間後に流路を顕微観察し、コンフルエント

な状態で培養されていることを確認した。その後、デバイスの上下を反転し、ウェルにヒト子宮頸

がん由来 HeLa 細胞の懸濁液を加えて培養したところ、流路内の HUVEC の密度が減少する様子が

観察された。HUVEC と HeLa の共培養に関する既往研究において、HUVEC が HeLa から離れる

向きに遊走することや、HeLa がスーパーオキサイドアニオンを産生して HUVEC に障害を与える

ことなどが報告されている。本研究においても同様のメカニズムで HUVEC の密度減少が起こった

と考えている。 

マイクロ流路内で培養された HUVEC 単層の物質透過性は以下の実験で評価した。試料には蛍光

標識デキストランを用いた。HUVEC を流路内で 24 時間培養したのち、蛍光標識デキストランを

含む培地を流路に送液し、ウェルへの透過を評価した。この実験では試料透過が起きないことを予

想していたが、実際には透過が観察された。一般に、血管内皮細胞は密着結合や接着結合などの細

胞間結合を形成し、これにより高いバリア機能を発揮する。従って、本研究の培養時間では細胞間

結合の形成が不十分だった可能性があり、この点に関しては今後さらに検討を進める予定である。 

 以上のように、本研究では当初予定していた診断・治療ナノ薬剤の開発には至らなかったが、血

管内皮細胞と腫瘍細胞の環境の違いを考慮したデバイス開発、および共培養の細胞密度への影響と

いう点において一定の成果を得ることができた。そこでこれらの成果を含む原著論文を共同研究者

の佐々木がまとめ、日本分析化学会が刊行する「分析化学」誌に投稿したところ、2018 年 4 月 4

日付で掲載が決定した。 

３．今後の研究における課題または問題点 

 内皮細胞層の物質透過性評価については、腫瘍細胞の密度や種類の影響をどのように定量的に評

価していくかが課題になると考えている。生体内環境との類似性をどのように担保するかを慎重に

検討しながら、今後の研究を進めていきたい。 

 

Summary 

The ability to selectively deliver drugs to a target tissue is important for the efficient execution 

of drug medicinal effects. For example, if anticancer drugs are delivered selectively to a target 

tissue, the tissue will be efficiently treated and side effects will be reduced. The selective 
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delivery of diagnostic agents is also useful in the clear imaging of a target tissue. To achieve 

such drug delivery, nanoparticles possessing a diameter of approximately 100 nm have been 

widely utilized. Theranostic nanoparticles that can achieve both diagnosis and therapy are also 

of interest. 

The selective delivery of nanoparticles has been accounted for by the enhanced permeation of 

nanoparticles through tumor vascular walls. Therefore, the increased permeability of tumor 

vascular walls against nanoparticles is thought to be strongly related to the pore size of 

vascular walls in addition to the size of the nanoparticles. Most studies rely on animal testing, 

and although this approach is popular, it is unable to evaluate only the increased permeability 

of vascular walls because of the simultaneous lymphatic drainage of nanoparticles. Additionally, 

animal testing should be minimized since it is not without ethical concerns. Another testing 

system is cell culture insert, in which endothelial cells are cultured as a monolayer on a 

centimeter-sized porous membrane separating top and bottom chambers. The permeability of 

the cell monolayer can be determined by, for example, introducing fluorescently-labeled 

nanoparticles into the top chamber and measuring fluorescent intensity from the bottom 

chamber after a certain period of time. However, nanoparticles permeate the cell monolayer 

under static conditions, which differ from the dynamic conditions (e.g. shear stresses caused by 

blood flow) present in vivo. Also, the size of the system is larger than the microvessels found in 

tumors. Therefore, if the permeability of tumor vascular walls against nanoparticles is 

evaluated under in vivo-like conditions, valuable information to improve nanoparticle-based 

drug delivery by rational design of nanomedicines can be obtained. 

In this study, we utilized a membrane-integrated microfluidic device (MMD), which has been 

widely utilized to culture cells on the membrane and to study permeability of the cell monolayer. 

By using MMD, we can culture endothelial cells under in vivo-like conditions, and by culturing 

endothelial cells with tumor cells, we can evaluate the effect of tumor cells on the permeability 

of the monolayer of the endothelial cells. 
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マルチバンド空中写真による都市内植生の詳細調査手法の開発 

Development of detailed survey methods of vegetation in urban area 

by using multi-band aerial photographs 

 

研究代表者 政春 尋志（理工学部都市環境デザイン学科） 

 

研究期間／平成 29 年 6 月 1 日～平成 30 年 3 月 15 日 

キーワード／①デジタル航空カメラ  Digital Aerial Camera 

      ②４バンド空中写真    Four-band Aerial Photograph 

      ③都市環境            Urban Environment 

      ④植生調査            Vegetation Survey 

      ⑤屋上緑化            Green Roof 

平成 29 年度交付額／1,022,000 円 

 

研究発表／学会および口頭発表 

 ・政春尋志，久保寺貴彦，長谷川拓哉，山本航．４バンド空中写真データを用いた都市域植生の調査

－屋上緑化の抽出．第 45 回土木学会関東支部技術研究発表会（口頭発表、2018 年 3 月 7 日、山梨

大学） 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

 複数の観測波長帯で地表を観測するマルチバンド衛星画像から土地被覆を分類し植生域を抽出する

ことに関しては、従来多くの研究が積み重ねられてきた。これらの方法を航空機から撮影された空中写

真画像に適用することはもちろん可能であるが、二つの点を考慮しなければならない。 

 一つは、観測波長帯の問題である。通常の空中写真は古くは白黒写真が中心であり多波長観測ではな

い。カラー空中写真では光の三原色に対応する青・緑・赤の波長帯のデータは得られるが、植生が強く

反射し植生の判別に非常に有用とされる近赤外線のデータはない。しかし、近年多く用いられるように

なった測量用のデジタル航空カメラは可視光 3バンドのほかに近赤外バンドを加えた 4バンドのデータ

を取得している。そこで、このデータを植生調査に活用すれば、衛星画像よりもより高解像度のマルチ

バンド画像として植生域の抽出に利用できる可能性がある。 

 二つ目は、衛星画像は数百キロメートルの上空から撮影されるためほぼ真上から観測した正射画像に

近いものが得られるが、空中写真は低高度で撮影されるため土地の起伏による位置ずれや建物が外側に

倒れて写るなど中心投影の性質が強く表れる。このため、空中写真のままでは地図と位置が合わない。

空中写真をもとに正射画像（オルソ画像）を作成しこの画像を対象として分析する必要がある。 

 そこで、本研究では SfM（Structure from Motion）と呼ばれる技術を用いた、写真からの三次元点

群生成ソフトを使用し、空中写真から建物や樹木を含む高さデータ（DSM：Digital Surface Model）

とオルソ画像を作成した。高さデータについては、この DSM から、国土地理院が提供している高密度

の標高データ（DEM）を減算することにより、建物や樹木の地面からの高さデータを得た。また、オ
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ルソ画像に対して、マルチバンド画像を画素単位に最尤法分類して植生を抽出する方法と、赤の波長帯

と近赤外の波長帯のデータから算出される正規化差植生指数（NDVI）の閾値処理により植生を抽出す

る方法の二つの方法を適用して比較検討した。 

 

２．研究経過および成果の概要 

 本研究には 4 バンド空中写真が必要であるが、これは一般には入手しがたいのが現状である。本研究

にはアジア航測（株）から提供いただいた地上解像度 22 cm の東京都心部の空中写真を使用した。新橋

と霞ヶ関を含む地域及び東京駅周辺を対象として、上記の手法による屋上緑化の抽出を試みた。 

 まず写真からの三次元点群生成ソフト PhotoScan により DSM とオルソモザイク画像を作成した。こ

のオルソ画像に対して、リモートセンシングデータ解析ソフト MultiSpec による教師付最尤法分類と、

地理情報システムソフト ArcGIS による正規化差植生指数の算出を行い、両手法による植生の抽出結果

を比較したところ、最尤法分類では一部に明らかな誤分類が認められたのに対し、植生指数の閾値処理

による結果のほうが目視による画像の判読状況と合致し精度が高いと判断した。 

 屋上緑化の抽出のためには、植生が建物の位置にあるかどうかを判別する必要がある。このため、国

土地理院が提供している基盤地図情報の建物データを利用し、建物内部でかつ植生と判別された箇所を

抽出した。複数の街区内を検証エリアとして屋上緑化を画像から目視判読し、この結果と自動的に抽出

された屋上緑化を比較したところ、58 箇所の屋上緑化に対して 6 箇所の誤抽出（屋上緑化でないもの

を屋上緑化と判別）があり、抽出漏れはなかった。なお、建物であるか否かの判別を高さの閾値処理で

行うことも検討したが、高さ 20 m 以上としても公園内の樹木も含まれてしまうことから、高さ情報だ

けから建物を判別することは困難であった。しかし、GIS の建物データと写真の撮影時期が異なると屋

上緑化を誤抽出することがあるため、精度向上のためには高さデータの併用も検討する必要があると思

われる。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 植生の自動抽出については、最尤法分類と植生指数の閾値処理の二つの手法を比較したが、今回の研

究の過程でも植生ではない屋上が植生と判別された事例が見つかっており、両者ともさらに判別精度の

向上を目指す必要がある。最尤法分類については分類項目の適切な選択及びトレーニングエリアの取得

精度の向上が必要と考えられる。植生指数の閾値処理については閾値の設定を試行錯誤的に行っている

がさらにチューニングする必要がある。これらの手法の組合せなども検討したい。さらに、より高解像

度の空中写真も入手していることから解像度の違いによる効果の検証も行いたい。 

 屋上緑化の抽出がほぼできたので、これ以外の箇所は植生の部分の高さのデータが樹木等の高さを示

すものであることから、高さ情報と植生域の情報を組み合わせて植生の体積の情報を算出し、都市内の

立体的な緑被率を求めることを課題として取り組みたい。 

 

Summary 

 

    Vegetation is very important factor of the environment of urban areas and is expected to 

give comfort to people and to mitigate heat island phenomena. Therefore municipalities make 

efforts to increase vegetation by making parks and promoting greening through several policy 
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tools such as subsidizing greening of private sector. 

    For the policy making and planning of greening in urban area, it is required to know 

detailed distribution of vegetation. This research aims at developing detailed survey methods of 

vegetation in urban area. 

    Digital aerial survey cameras are nowadays widely used for aerial surveys. These cameras 

usually obtain four-band imagery including near infrared (NIR) band. As is well known to 

remote sensing community, vegetation reflects near infrared strongly and NIR is useful for 

vegetation survey.  

    We investigated on developing detailed survey methods of vegetation in urban area by 

using four-band aerial photographs. These have higher resolution than satellite imagery and 

vegetation extraction methods such as supervised classification and classification of NDVI 

(normalized difference vegetation index) can be applied to these data. 

    At first digital aerial photographs of parts of Tokyo metropolitan area with 0.22 m ground 

sample distance were processed by three-dimensional point cloud generation software 

PhotoScan and digital surface model (DSM) as well as four-band ortho-photo mosaic were made. 

Classification methods were applied to the orthophoto. We found NDVI classification gave 

better results than supervised maximum likelihood classification. Height data of buildings and 

trees were made by subtracting DEM provided the Geospatial Information Authority of Japan 

(GSI) from the DSM. With the vegetation data and height data, we tried to extract green roofs. 

But it was not easy to extract green roofs with height data because some trees are high enough 

to exceed building heights. So we used geospatial data of building polygons provided by the GSI. 

By combining these building data and vegetation data, green roofs were extracted. We 

conducted test of the results by manually extracting green roofs within two city blocks and 

compared them to the automatically extracted results. The test showed 58 green roofs within 

the blocks were correctly extracted but extra six sites were erroneously extracted as green roofs. 

No omission was observed. 

    We consider following issues are to be investigated in future. One is to improve vegetation 

classification methods by fine tuning of parameters. We have aerial photos with finer ground 

sample distance. So we plan to apply the methods to these photos and compare the results. 

Finally we plan to develop methods that give volumetric vegetation distribution in urban area, 

which can be derived with vegetation and height data in other areas of green roofs. 

 

 


