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〔要約〕 

１．調査の趣旨 

最近、青色レーザや甘味料の発明補償が話題になっている。 

金額の多寡は別にして、企業の研究者や技術者個人が時の人として話題になり、社会的に

高く評価されることは、産業技術への青少年の関心を高めることにつながり、科学技術や

産業技術の振興にとって極めて有意義なことである。 

（社）研究産業協会が平成６年度から行ってきた「先達からの聞き取り調査」は、戦後の

我が国産業技術の発展に大きく貢献した先達の研究者、技術者、すなわち独創的な仕事に

よって戦後の日本の技術開発史に大きな足跡を残し、専門家の間では高い評価を受け、そ

の仕事を通して社会的な貢献にも見るべきものがありながら、一般的知名度の高くない

人々を対象としてインタビューを行う事で、技術開発に心身を削った先人の情熱と息吹を

若者に伝え、その魂に感動を呼び起こすことを狙いとして来た。 

この聞き取り調査の対象となった方々は平成１５年度末には９０名に達し、その記録は産

業技術革新学において技術開発のプロセスや日本人の創造性における特性などについて研

究する上でも極めて貴重な資料となっている。 

この聞き取り調査の特徴は、何と言ってもある定められたヒアリング項目に沿って、多く

の研究者や技術者からの聞き取りの記録が残されたことにあり、様々な切り口から、研究

者、技術者個々の体験やものの考え方、研究開発への情熱、ブレークスルーの興奮などを

横断的に対比、分析、考察することが可能である。 

私たちは一昨年、この蓄積と特徴を活用し、調査研究の当初の目的の一つであった、若者

たちが科学技術や産業技術に対して夢と希望を感じ、技術開発に対して関心と憧れを抱く

ようになるための教育ツールを開発すべく、マトリックス構造を持つ、独自の、初等中等

教育用のデジタルコンテンツを制作するための基本コンセプトを確定し、昨年はこのコン

セプトを基に、実際の教育現場への適用を念頭に、初等中等教育用デジタルコンテンツの

要件を明らかにするとともに、プロトタイプモデル「１２ＥＮＧＩＮＥＥＲＳ」を作成し

た。 

本年度は、教材としての有効性を確認すべく、このプロトタイプモデルを実際の教育現場

に適用することと併せ、小学生向けにより平易なイラスト入りのプロトタイプモデルを作

成することにより、産業技術革新記録を子供達に効果的かつ印象深く伝えるためのデジタ

ルコンテンツ教材の要件を明らかにすべく調査研究を行った。 
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最近の発明や特許、研究者や技術者への社会的な認知度と評価の高まりを追い風に、初等

中等用デジタルコンテンツを本格的な教材へと発展させるべく、今後とも積極的な取り組

みを行っていきたいと考えている。 

 

２．調査の概要 

小中学校へのパソコンの導入、インターネット環境の整備も進みつつあり、また総合的学

習の時間が実施され、教育の場ではインターネットを使ったさまざまな学習プログラムの

試みが行われている。 

こうしたハード的な環境整備が進む一方で、教育に利用可能なコンテンツの不足が問題と

なりつつある。インターネットを使った学習は児童生徒が自分で調べるという能動的な学

習をする機会を与えている一方で、単に文章を切り貼りしただけのレポートとか、出典が

不明なデータを無批判に使うといういわゆる「孫引き」の問題などが登場している。 

そうした意味からも、出典の明らかな学習資料、学校での利用の形態を念頭にいれた教材

としての完成度の高い学習資料が求められている。 

今回のコンテンツは、昨年制作したコンテンツプロトタイプを使い、教育関係者にヒアリ

ングした結果などをもとに、作り直したものである。 

コンテンツの制作に当たっては昨年のコンテンツプロトタイプを使い、実際の教育の場で

利用する実験授業を行い、また収録した技術者による講演等を実施しながら、教育の現場

でより使いやすいコンテンツの制作を目指した。 

もともとこのコンテンツは、個々の技術の内容を知ってもらうということを目的とするの

ではなく、技術者とはどのような人たちなのか、どのような発想を持っているのか、課題

にどのように挑戦しているのかといったいわゆる技術者のスピリットを子どもたちに感じ

取ってもらうことを目的としていた。 

子どもたちの中でも、開発した技術の内容について興味を持つことができる層は限られて

いる。そうした子どもたちの中から将来の技術者が誕生するだろう。しかし、日本の産業

の空洞化、子どもたちの科学技術離れに対処するためには、技術者のサポーター、技術者

というものに興味を持つ層を開拓する必要がある。このコンテンツは独創的な技術を開発

してきた技術者の人間的な側面にスポットを当てることでより幅広い層の子どもたちの興

味を喚起することを狙いとしている。 

今回の調査によって、コンテンツの基礎となった聞き取り調査の記録は貴重な学習教材で

あり、学習の場でのさまざまな利用の可能性があることが改めて明らかとなった。この記

録を、次世代を担う子どもたちに利活用してもらうための方向性は見えてきたと言える。 
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今回制作したコンテンツをベースとして、これからも改良と充実を目指し、いわゆる知識

を増やすためのコンテンツではなく、日本の科学技術立国を支える人たちを育成してゆく

ためのコンテンツを社会の利用に供することを願っている。 

 

３．デジタルコンテンツの構成 

今年制作したコンテンツは、昨年のコンテンツプロトタイプをもとに、新しい構成とし

たものである。 

昨年のコンテンツプロトタイプは、閲覧システムとしてウエブブラウザを利用していた

が、画面構成は CD-ROM 等のメディアを想定し、いわゆるブック型の構成としていた。この

ような構成とした意味は、教育現場でのデータの利用形態として、まだこうしたメディア

の方が利用価値が高いと想定されたこと、また物語としての読みやすさを重視し、画面一

枚で一つの話が完結することを狙いとしていた。 

その後教育現場へのインターネットの導入が進んだこと、子どもたちが日常的にインタ

ーネットに触れる機会が増大したこと、その一方で CD-ROM のタイトルが激減したことなど

があり、今回のコンテンツ制作にあたっては、インターネット上でのデータの配布、ネッ

トを通じた利用を想定した構成とした。 

 

昨年のコンテンツから大きく変わったところは、開発過程の部分である。昨年は開発過

程を 10 のテーマに分け、それぞれのテーマに対応したショートストーリーを作成した。こ

れは技術開発の物語とは別に、ある「キーワード」を入口とすることで技術者のものの考

え方、開発過程のなかに見られる共通要素といったものに気づいてもらうことを狙いとし

ていた。 

実際に作成した昨年のコンテンツプロトタイプでは、この構成によって「二つの入口」

を持つこととなり、コンテンツの全体像が分かりにくくなった側面もある。 

今回は、こうしたことを配慮し、子どもたちの興味を一つの軸線上に通し、そこから興

味の領域を拡大していく方法を採用した。 

具体的には、昨年作成した開発物語を全面的に見直し、導入に技術の簡単な解説を設け、

そこから開発物語を始める構成とした。画面の構成はウェブライクなスクロール方式とし

た。 

さらに 10 の開発過程を各技術者毎に再整理し、開発物語の文中の言葉から、各開発過

程にジャンプする形式とした。 

また、開発物語については、すべて新規に制作した挿絵を使用している。写真、図面等
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の資料は物語から参照する参考資料とした。挿絵は、当時の時代背景などを充分検証した

ものではないが、開発物語のなかから子どもたちの関心を引きつけるようなシーンを表現

し、スクロール画面とすることで長くなった文章を分割し読みやすくする役割も持たせて

いる。 

ただ、挿絵のテイストは A 君と B 子ちゃんが会話するというような、いわゆるマンガ的

な表現ではなく、あくまでも物語の挿絵としての位置づけとしている。 

構成の詳細について以下に示す。 

 (1)画面構成 

画面を 2 分割し、左側に共通のボタンと、12 人の技術者の名称と関連技術名を並べてい

る。これは、一人の技術者の物語を読み終わったときに、すぐに別の技術者の物語へアク

セスできるようにしたものである。このようにすることで、より高度な使い方としては、

技術者の間の共通点を探すといった学習目的に対応しやすくしたものである。 

右側には、開発物語など本文が表示される。このように 2 分割することで本文の画面の

横幅を狭くし、一行の文字数を減らすことでより読みやすくなることを狙いとしている。 

利用する文字は、小学校 6 年レベルの漢字とし、必要なものについては括弧内にひらが

なを記述した。 

今年の調査目的からは離れるが、このような構成とすることで、収録する技術者の数が

増えた場合にも柔軟に対応できる構成とした。 

昨年のコンテンツプロトタイプはすべてのページが 12 人の技術者を前提として制作さ

れていたが、今年のコンテンツでは 2 分割した画面の双方ともに、下の方に収録する技術

者の数を増やして行くことが可能である。 

尚、本文からジャンプする参考資料の画面については、別ウインドウで開く形とし、よ

り参照しやすい構成とした。 

(2)タイトル 

昨年の堅めのタイトルから、挿絵のテイストをそのまま使った表現とした。意味は「日

本を支える技術」といったものである。 

 (3)トップページ 

技術者を選択する画面がこのトップページである。 

昨年の技術者の顔写真と関連する技術をイメージする写真の構成から、写真だけの構成

とし、写真の上にロールオーバーして関連する技術の名称を表示した。また、写真からそ

の製品に関わる技術を開発した技術者のプロフィールのページにジャンプすることも可能

としている。 
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(4)プロフィール 

トップページから最初にジャンプするプロフィールの画面はできるだけ 1 画面の中に納

まるような分量としている。注釈等が必要なものについてはプロフィールの下に配置した

共通ボタンの下に表示することとしている。 

(5)開発物語 

開発物語は、スクロール形式とし、一つの物語について 2 枚の挿絵を入れている。この

開発物語を起点として幾つかのサブストーリーにジャンプすることができる。 

サブストーリーへは文中に緑の文字で表示された部分からジャンプする。ジャンプした

時にはサブストーリーは画面の入れ替わりとして表示されるが、サブストーリーの画面に

ある「開発物語」から、もとの画面のもとの位置が表示されるようになっている。 

文中にはサブストーリーへのジャンプポイントとは別に同じ緑の文字で表示されてい

る参考資料へのジャンプポイントがある。参考資料は別画面として表示される。 

 

４．デジタルコンテンツ展開例 

昨年のコンテンツプロトタイプからの変更点については３.に記述した。 

そのポイントは、主として小学校高学年の利用を考慮し、構成を単純明快にすることで、

よりアクセスしやすくしたものである。 

また、一人の技術者に興味を抱いたところから出発して他の技術者の物語へと興味を拡げ

て行くための仕組みとして画面の 2 分割を行っている。 

こうした構成によって、将来の資料の追加等が容易となっている。新たに収録する資料は、

開発物語とサブストーリーの制作、子どもたち向けの参考資料の制作である。 

コンテンツの構成としては、複雑な仕掛けをすることなく、単純な構成としている。それ

はこのコンテンツの目的が、多くの技術者の業績を子どもたちに紹介し、その人となりを

知ってもらうことにあるからである。 

今回は、実際に教育現場での利用も実施し、多くの貴重な資料を得ることができた。 

こうしたことを踏まえながら、ここでは、このデジタルコンテンツの今後の展開の方向性

について示す。 

(1)全体構成 

今回のコンテンツは拡張性を持って計画しており、基本的な構成はこのままで収録する

技術者を増やすことが可能である。 

また教育現場へのコンピューターの導入が進んでいるとは言うものの、アプリケーショ

ンのバージョンアップへの対応が進んでいないなどの問題もあり、使用する機材によって
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は最先端の機能を満たしているとは限らない。その意味からも、画面構成にあたっては複

雑な機能を使わずに構成している。 

今後、動画の配信等が手軽にできる環境となった場合は、関連資料への動画の取り込み

などが考えられる。 

(2)開発物語とサブストーリー 

今年のコンテンツは、昨年の資産を活用することもあって、開発物語からジャンプする

サブストーリーについては、昨年のテーマのままとしている。テーマの大きな構成は良い

が、幾つかのテーマを統合するなどの整理が必要と思われる。 

今回、サブストーリーの数は 10 個にこだわることなく、開発物語の内容から最も適切

と思われるものを選定したが、開発物語からジャンプする形式とした場合、当然ストーリ

ーの内容を修正する必要があると思われる。メインとなる開発物語とそれに関連したサブ

ストーリーの関係について、今後教育関係者等のご意見を頂きながら再検討する必要があ

る。 

(3)関連資料 

こうしたコンテンツの場合、関連資料が充実していることも重要である。昨年のコンテ

ンツプロトタイプをベースとした検討の中でも、インターネットにおけるリンクの可能性

等についての議論があった。企業の HP においても、企業史、企業博物館的なページを持つ

ところや、子ども向けのページを開設するところも増えつつある。 

但し、本格的な学習のための教材として充分な情報が提供されているかどうかというと、

残念ながらまだまだ不足していると言わざるを得ない。 

冒頭に述べたように、教材としての内容の充実を図るのであれば、リンクよりもコンテ

ンツ内部での資料の充実を図って行くべきと思われる。 

展開される物語と直接関連した事柄について、物語を理解するための参考資料という観

点から参考資料を収集、解説を行って行きたい。 
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資料編の構成 

 

今回作成したコンテンツは、昨年度のコンテンツプロトタイプを発展させたものである。 

昨年のプロトタイプは、CD-ROM 型のパッケージメディアを想定した画面構成としていた

ため、一ページ単位の画面構成となっていた。 

今回のコンテンツは、インターネットで通常用いられるスクロール型の画面構成とした

ため、各ページを構成する画面がキャプチャーする際に分割される形となっている。 

各画面は原則としてすべての情報が参照できるように分割しているが、重要な情報を含

まない部分（共通のボタン部分等）については省略したものがある。 

各画面の順序は以下の通りである。昨年度のコンテンツプロトタイプは、構成するコン

テンツの種類別に分類したが、今回のコンテンツは、各技術者単位の構成となっているた

め、技術者別の分類となっている。 

 

【共通部分】 

(1) タイトル画面 

(2) トップページ 

(3) はじめに 

(4) 使い方 

(5) 制作著作 

 

【開発物語を中心としたストーリー部分】 

 ストーリー部分は技術者毎に、以下の要素で構成する。参考資料については、技術者に

よってある場合とない場合がある。 

(6)プロフィール 

(7)開発物語 

(8)サブストーリー 

(9)参考資料 

 

 なお、資料としては省略するが、コンテンツとしては次のような内容が一部含まれる。 

 (10)聞取記録概要 

 (11)聞取記録全文 

(12)音声 



9 

画面事例（トップページ） 
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画面事例（開発物語） 

以 上 

 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 


