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授業における学習者の表出行動をどのようにして意味づけるか 

―研究方法に焦点をあてた先行研究のレビューから― 
 

須田 昂宏 
はじめに 

2008 年度の学士課程における FD（Faculty Development）の義務化（大学院課程では 2007 年）

に代表されるように、現在、大学授業改善に注目が集まりつつある。 

 これまでの大学授業改善で代表的なものとしては、池田ほか（2001）や山地（2007）を挙げる

ことができる。池田ほか（2001）では、「名古屋大学版ティーチング・ティップス」と題して、名

古屋大学のための授業秘訣を蓄積している。山地（2007）では、大学授業の総括的な評価として

の授業評価法を開発している。しかし一方で、小学校や中学校の授業研究に見られるような授業過

程における相互作用や学びに注目した研究はほとんど行われてきていない。大学授業研究のさらな

る発展のためには、ノウハウの蓄積や授業の総括的な評価のみならず、授業過程にまで踏み込んだ

研究が必要である。 

 小・中学校における授業過程の研究は学習者の発言を手掛かりに行われることが多い（重松、

1961）が、大学における授業では、学習者の発言機会が限られているため、従来の方法では難し

い。代案としては、内省報告に基づく方法、学習反応データに基づく方法、生理的計測データに基

づく方法、表出行動に基づく方法、といったようにいくつかあるが、本研究では、その中でも、学

習者の表出行動に基づく方法をとる。分析対象とする学習者が発言していないのであれば、まずは

その学習者が授業過程においてとる行動（話者凝視や頷きなど）を時系列に沿って観察・記録し、

それをもとにその学習者の学びや内面の様子を分析するという発想である。 

人間の精神の活動（内）と表出する行動（外）とがどこまで連動しているのかという問題は、「心

身の合一」という哲学上の根本の命題であり、現在でも完全な証明はなされてはいない（メルロ＝

ポンティ、2007）。しかし、非言語行動の研究領域を中心に、人間の心理と行動の対応関係を示す

事例は数多く報告されており（リッチモンド・マクロスキー、2006 など）、両者が全くの無相関で

あるとは考えにくい。したがって、表出する行動はその人の内面の様子を分析するための貴重な手

掛かりとなりうると考えられる。 

以上の背景を踏まえ、学習者が授業過程において表出する行動に基づいてその学習者の授業過程

における学びや内面の様子を分析する手法、さらには、学習者が授業過程において表出する行動に

基づいて授業過程そのものを分析し評価する手法を開発することを 終目標として現在研究を行

っている（須田、2013a；2013b）。本研究ではそのうちの１つの段階として、授業における学習者

の表出行動をどのように意味づけたらよいかを先行研究をもとに明らかにすることを目的とする。

一歩進めて言えば、授業における学習者の表出行動を意味づけるためには何らかの研究や調査が必
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要となるわけであるが、その際に必要な条件を抽出していくこととなる。 

 

1．表出行動とは 

まず 初に、表出行動とは何かという点を確認しておく。「表出行動（expressive behavior）」と

いう用語は心理学の文脈で用いられることが多いが、必ずしも唯一の定義が存在するわけではない。

そうした中でも、よく引き合いに出されるのは Allport（1961）の定義である。Allport は、表出

行動を対処行動と対比して論じている。それによると、対処行動は行動の適応的側面、表出行動は

行動の自発的側面に相当する。そして、対処行動は意識的で目的があり、当面の事態によって決定

されるが、表出行動はほとんど無意識的であり、特定の目的をもたずに自然に発現する。平（1998）

では、対処行動の例として甲子園の入場行進の歩き方を、表出行動の例として休日の散歩の歩き方

を挙げている。 

本研究の目的は、表出行動の定義を精緻化することではない。学習者の表出行動をどのように意

味づけたらよいか検討することである。したがって、ここでは、表出行動という用語を表出する行

動、もしくは、表に出る（出す）行動全般という意味で広く用いる。特にここでは学習者の表出行

動ということになってくるため、想定される具体例としては、話者凝視（話している教師の方を見

る）や頷き（学習内容に納得する）などが挙げられる。これらの特徴としては、まず、学習者の内

面の状態の表れとしての行動であるということである。これらは必ずしも意識的なもののみならず、

無意識のうちに内面の状態が表面化しているような行動も当然含む。そして、表出行動とあるよう

に、その行動は表面に出ていて、周囲の人間から観察可能であるということも１つの特徴である。

この点は、特殊な装置を用いない限り観察できないという生理的指標などとは決定的に異なる点で

ある。さらに、表出行動は必ずしも誰かに何かを伝えるための行動ではない。表出行動はときに意

識的な行動も含みうるが、多くは不意に（ふと）内面の表れとしてとってしまう行動であり、それ

は誰か他人のためにとっている行動ではない。あえて言うなら、表出行動はその人自身のためにと

る行動（たとえば、情報をより正確に得るために教師の方を見るといった場合）である。 

 

2．表出行動の意味づけに関する先行研究のレビュー 

本章では、授業における学習者の表出行動をどう意味づけるか（表出行動と内的状況をどう対応

づけるか）に関する先行研究をレビューする。本研究の目的は、先行研究ですでになされている表

出行動の意味づけの結果を集約ことではなく、表出行動の意味づけの方法を検討することである。

したがって、どのような研究方法によって表出行動を意味づけているかという観点から先行研究を

レビューする（小学校や中学校など、他の学校段階を対象としたものを含む）。 

表出行動の意味づけに関する研究は、会話研究（コミュニケーション研究）の中でも行われてい

るためそれらを対象に含めることもできる。しかし、授業は非常に特殊な形態のコミュニケーショ

ンである。コミュニケーションの内容的側面からみれば、わかっている人がわかっていない人に尋

ねるというパラドキシカルな行為（＝発問）が頻繁に行われるし、それ以外にも、コミュニケーシ
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ョンというにはあまりに人数が多いこと、その中に教師という立場（たちば）も立場（たつば）も

異なる異質な存在が含まれること、座席配置が学習者たち同士がコミュニケーションをとることを

前提としていないこと、黒板（教具）や教科書（教材）がコミュニケーションの仲立ちをすること

といった特殊性がある。したがって、ここでは授業を対象とした文献のみを取り上げる。 

 

（1）研究群Ⅰ＝非実証的な研究 

一柳（2010）は、「授業のなかで子どもたちの視線が話し手の子どもに集まる瞬間がある。この

ようなとき、視線と同時に、子どもたちの耳が、話し手に集まっていることを感じ取ることができ

る」と述べている。この記述が示唆しているのは、「視線」と耳が連動しているということであり、

集中して聴くときには聴き手は話し手の方を見るということである。同様な主張は Neill&Caswell

（1993）によってもなされている。 

Brown（1975）は次のように述べている。「退屈した子どもたちはうつむいていることが多く、

ときには先生から目をそらすこともあります。ほほづえをつき、顔をかくしていることも多いので

す。表情は感情に乏しく、笑いがありません。まぶたは半分閉じられていますし、口はあいていま

せん。何人かの子どもたちは落書きをしたり、髪の毛をいじったりしています。さらに退屈の度が

ひどくなると、頭が自然に下がって、居眠りをする子どもが出てくることがあります。」「いきいき

とした興味のあるクラスでは、子どもたちは顔をこちらへ向けていますし、目は大きく見開かれて

いて、何人かの子どもは発言のチャンスをうかがって落ち着かなくなっているでしょう。話し合い

の場合には、うなずき合ったりささやき合ったりして、お互いにこっそりと意志を伝え合ったりす

る子どもも出てきます。」すなわち、内面の変化によって表出行動が変わってくるということであ

る。 

ネイル（1994）によると、教師に比べて、授業中に、子どもたちが興味をもっていることを表

す非言語的シグナルを使う機会は限られている。一般的状況における聴衆と同じように、聴き手と

しての子どもたちは、話し手と比較してシグナルの幅も限定されていて、さらには、単独の聴き手

に見られる特有の調整シグナル（うなずくことや同調したようなしぐさ）を送ることも少ない。し

たがって、子どもたちの興味のシグナルとしては、「視線」や「熱中の表情」、「姿勢」など極めて

静的なものに限定される。「視線」に関して言えば、傾聴しようとするときは、話し手をたくさん

見つめようとする（凝視する）。逆に、何か物をいじくって、教師の方でなくそれらを眺めたりす

るのは、関心がなくなったことを示す確かな合図である。「姿勢」に関して言えば、（特に VTR に

収められた話を聴くような場面では）前傾姿勢や足を手前に引きつけることは関心の深さのシグナ

ルであり、反対に、頭を下げたり、ほおづえをついたりするのは退屈さのシグナルである。 

松尾（2009）は、「課題従事行動」と「課題非従事行動」という言葉で、教室における学習者の

行動を論じている。小学校の授業時間は１単位時間 45 分、中学校や高等学校では 50 分、大学で

は 90 分が標準的であるが、学習者は授業時間中、すべての時間、学習活動に従事しているという

わけではない（授業のはじめのあいさつから終わりのあいさつまで、100％学習に参加していると
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いうわけではない）。つまり、授業の中では「課題従事行動」をとっているときと「課題非従事行

動」をとっているときがあるということである。「課題従事行動（on task behavior）」とは、「授

業者の説明を聞いている」、「板書をノートに写している」、「与えられた問題を解いている」、「課題

についてほかの学習者と話し合っている」などの行動である。一方、「課題非従事行動（off task 

behavior）」とは、「よそ見をしている」、「隣の席の子どもと授業とは関係のないおしゃべりをして

いる」、「ノートに落書きをしている」、「手遊びをしている」、「寝ている」、「授業妨害行為をしてい

る」などの行動である。松尾は、これらは授業が効果的に行われているかについての客観的な評価

の１つになり、授業参観をしていて「よい授業だなあ」と感じる授業や、あるいは、「あの先生は

いつもよい授業をする」と感じさせる教師にしても、両者に共通しているのは、「学習者が課題に

従事している」という点にあると述べている。 

松田（1971）は、児童の行動記録から 45 項目を抜き出し、それぞれの行動について参加度得点

（授業への参加度の高低を表したもの）を与え、それを一覧化している（表１）。 

 

表１ 児童の観察項目と参加度（一部）               松田（1971）より引用 

・ 児童の観察項目 参加度

得点 

３ 教師の「同意」を要求する指示に

従い挙手で、しかも消極的 
２ 

27 自発的に相談 １ 20 自発的にノート作業 ２ 

34 ひとりごと １ 24 教師の指示に従ってノートに注 

  目 
２ 

36 わらう １ 

17 教師の指示による一斉の発言 ２ 25 教師の指示に従って教科書に注 

  目 
２ 

18 自発的な単なる発言（発表でない

発言） 
２ 

28 教師の説明にうなずく ２ 

９ 教師の指示に従い質問に答える発

  言 
４ 

29 「疑問」を示す動作 ２ 

30 児童の説明にうなずく ２ 

10 教師の指示に従い話を切り出す 

（意見を言ったり、考えを話す）発 

言 

４ 

44 自発的にノートに注目 ２ 

45 自発的に教科書に注目 ２ 

１ 教師の「同意」を要求する指示に

従い挙手で、しかも積極的 
３ 

11 教師の指示に従い他の児童につけ

加える発言 
４ 

４ 教師の「発言」を要求する指示に

従い挙手で、しかも消極的 
３ 

12 教師の指示に従い他の児童に反論

する発言 
４ 

７ 自発的に「同意」の挙手で、しか

も消極的 
３ 

13 自発的に質問に答える発言 ５ 
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大阪市教育研究所（1962）は、授業の中のさまざまな行動の中にも、学習―思考過程に対応す

るような、外形的な動き（外面的変化）があるのではないかという仮説を立てたうえで、行動を「学

習に積極的に参加しているか否か」という観点から分類した行動類型表を作成している（表２）。 

 

表２ 行動類型表（一部）               大阪市教育研究所（1962）より引用 

段階Ａ：学習に積極的に参加し、思考や興味に関係があると思われる行動 

・姿勢をくずさずじっと聞く。 

・本に線を引く。 など 

段階ａ：かるい興味や関心を示していると思われる行動 

・本の頁をめくり、目をそらす。 

・姿勢を正す。 など 

段階ｂ：思考活動をやめ、或は学習に興味なく無関心（休止）の状態を示すと思われる行動 

・指を「ホッペタ」にあてる。 

・隣の方を横目で見る。 など 

段階Ｂ：学習活動から逃避し、学習外のことに興味を示すと思われる行動 

・口をポカンとあけて、大きな「あくび」をする。 

・色鉛筆で指に色をぬりはじめる（一本一本けんめい）。 など 

 

以上のような研究は、表出行動を意味づけるという点で価値がある。すなわち、ある表出行動が

どのような精神の状態（内面）と連動しているのかを明らかにしようとしているのである。しかし、

これらの研究には欠点がある。それは、実証的な根拠に乏しいということである。一柳（2010）

の研究から大阪市教育研究所（1962）の研究まで、それぞれ内容的にはある程度妥当であるよう

に思える。しかしそれは経験的・感覚的なものであって、必ずしも実証的に証明されたものという

わけではない。したがって、本節における文献の検討により、表出行動を意味づけるための必要な

条件として「実証性」を見出すことができる。 

 

（2）研究群Ⅱ＝実証的だが実験室的な研究 

河野（1984）は、小学校５年生の高学力児と低学力児に１人ずつ算数の文章題を６題解くこと

を要求し、その過程を VTR にしてその間に児童が表出する行動を分析した。分析に用いられた行

動カテゴリーとしては、「問題を見る」、「エンピツで書いている」、「考えている」、「消しゴムで消

している」、「調整動作（頭を掻く、頭をひねる、唇をかむ等）」、「よそ見・キョロキョロ」、「終了

の動作（エンピツを置いて、姿勢を正す等）」、「微笑み」の８つである。その結果、統計的有意差

がみられたのは、「終了の動作」と「考えている」であって、「終了の動作」に関しては高学力児の

方が、「考えている」に関しては低学力児の方が、それぞれ長くなっていた。また、問題の難易に

よる行動の表出の違いとしては、「問題を見る」、「よそ見・キョロキョロ」、「考えている」につい
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て有意差が認められた。すなわち、難問題を解答中は易問題に比べて 1.8 倍ほど問題を見ている時

間が長くなっている。また、易問題を解いているときの方が考える時間が長く（1.8 倍）、あちこち

よそ見することが多くなっている（3.1 倍）。 

Allen&Feldman（1976）は、小学校５・６年生の高学力児と低学力児が VTR 化された算数の

授業を視聴しているところを分析した。難しい内容を学んでいるときには、「しかめっ面」、「うな

ずき」、「首振り」、「キョロキョロ見回す」、「目を閉じる」などのよりネガティブな非言語行動を表

出した。またそのとき、「微笑み」や「リラックスした姿勢」は生じなかった。一方、易しい内容

を学んでいるときには、ポジティブと呼べるような行動はほとんど表出せず、その代わり、「体を

そわそわさせる」、「黒板から目をそらす」などが多く見られた。 

Machida（1986）は、小学校１年生の授業（学習者は教師と１対１で向かい合って直接話を聞

いているという実験的状況）において、難しい教材を聞いているときの方が、「アイコンタクト」

が少なく、「首かしげ」、「過度の手の動き」、「激しい体の動き」が多くなることを明らかにしてい

る。 

横川・有馬（1986）は、16 名の大学生に心理学に関する難易各２種類の教材内容を、教授に向

かい合わせて、個別に聞かせた。その間の学生の行動が VTR に収められ、分析された。分析に用

いられた非言語行動カテゴリーとしては、「視線の向き（正面・上・下・左・右）」、「顔の向き（正

面・上・下・左・右）」、「口の状態（固く閉じた口・閉じた口・開いた口）」、「手の位置（顔の上部

へ接触・顔の下部へ接触・他方の手へ接触・机の上・机の下）」、「うなずき（あり・なし）」、「まば

たき（あり・なし）」の６つである。そして、行動の生起については１秒単位でコーディングした。

その結果、「うなずき」は易しい教材を聞いているときに多いということ、「瞬き」は逆に難しい教

材を聞いているときに多いということがわかった。また、有馬（1987）は、横川・有馬（1986）

の継続研究として、この VTR における学生の行動の生起頻度と変化頻度をもとにクラスター分析

を行い、学生の分類を行っている。 

これら研究は、内的状況の変化に伴って学習者の表出する行動に違いがあることを一貫して示し

ている。しかも、前節で取り上げた研究には全般的に経験的要素や感覚的要素が強く、必ずしも実

証的であるとは言い切れなかったのに対し、本節で取り上げた研究は１つ１つの場面における行動

を丹念に記録し、それを統計的に処理するなどしている点で、より客観性が高くなっていると考え

られる。 

しかし一方で、短所も見受けられる。河野（1984）では、文章題解答中という特殊な授業場面

を分析している。これは状況を統制できるという点では有効かもしれないが、授業における児童の

非言語行動には教師の存在と関わる対人的な行動も多く、個人的な状況から得られたこの研究の知

見は授業の分析等に応用するには難しいところがある。Allen&Feldman（1976）では、児童が VTR

化された算数の授業を視聴しているところを分析している。これも河野（1984）同様、特殊な授

業場面である。これも働きかけを統制できるという点では有効だが、やはり児童も映像を前にした

場合と教師を前にした場合とでは表出する行動は異なってくるであろう。Machida（1986）と横
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川・有馬（1986）では、学習者は教師と１対１で向かい合って直接話を聞いているという実験的

状況を作り出している。これは学習者と教師が人と人との接触をもっているという点で、前者２つ

の研究に比べると実際の授業場面に近づいていると言える。ただし、授業というのは必ずしも学習

者と教師が１対１で対峙する場ではない。教室に他の学習者がいれば学習者対学習者のようなまた

別の関係が生じることがあるし、教師の話を聞くにしても１対１の場合と１対多（たとえば、１対

40）の場合とでは学習者が表出する行動に違いが出てくる可能性が大いにある（たとえば、１対

40 の場合では、教師の監視の目が分散するため、学習者は気を抜いたようなそぶりをすることが

可能であるが、１対１の場合では、なかなかそのようなそぶりをするのは容易でない）。このよう

に、本節で取り上げた研究の弱点は特殊な授業場面を扱うことが多いという点にある。授業の分析

に応用可能な知見を生成するには、やはり教室発の研究でなければならない。したがって、本節に

おける文献の検討により、表出行動を意味づけるための必要な条件として「臨床性」あるいは「真

正性」を見出すことができる。 

 

（3）研究群Ⅲ＝実証的かつ臨床的な研究 

菊池・金浜（1967）は、小学校５年生の国語と算数の授業において、10 種類の授業内行動の出

現状況を、15 秒間隔の時間見本法で記録した。この研究で焦点があてられた 10 種類の授業内行動

は、「注目聴取」、「挙手」、「応答発表」、「書字活動」、「黙読」、「よそ見」、「手遊び」、「隣と話す」、

「ごそつく」、「腰掛けでそる」、「ほおづえ」、「頭に手をやる」である。VTR の利用できない時代の

研究であるため、通常の教室での時間見本法による直接観察という形で行われている。すなわち、

観察者たちはテープ・レコーダーから 15 秒間隔で送られてくるシグナルによって、まず児童Ａの

その時点での行動をチェックし、15 秒後には、児童Ｂのその時点での行動を記録するという要領

で 37 名の児童の観察を行い、終わったら再び 初の児童から観察を繰り返すという方法である。

また同時に、個々の児童のもつ心理的な諸特性として、児童個々の知能、学力、相互容認度、向性、

学習興味、学習態度についての資料も収集されている。その結果、教科にかかわらず、学力の上位

群には「注目聴取」、「応答発表」、「挙手」などの積極的学習活動が多くみられること、逆に、下位

群では「書字活動」、「黙読」などの消極的学習活動と「手遊び」、「隣と話す」、「ごそつく」、「腰掛

けでそる」、「ほおづえをつく」などの不安定行動が多くみられることが明らかになっている。さら

に学習興味との関連でも、高学習興味群では積極的学習活動が、低学習興味群では消極的学習行動

と「よそ見」が多くみられることが明らかになっている。 

米谷（2001）では、特定のモニター学生２名を抽出し、授業開始から終了までの受講の様子を

斜め前方に据え付けられたビデオカメラで撮影し、その行動を分析している。この研究では、２名

の学生が授業内でとった行動を網羅的に記録している。すなわち、生起した行動とその開始時刻、

終了時刻をまとめ、チェックリスト形式の表にしている。具体的に扱っている行動としては、「見

る行動（教材を見る・ぼんやり・教授者を見る・よそ見）」、「頭部や上半身を支える行動（頬杖・

手組・腕組・自己抱擁・スティープリング）」、「手の動作（書く・ペンや手や頭や口を触る）」、「表
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情（微笑み・瞬き）」である。さらに、授業終了後に２名のモニター学生にインタビューを行って

いる。そこでは、授業内でとった行動の理由や授業の感想等について聞き出している。 

溝上・水間（2001）は、学生の「顔上げ」行動に注目した授業研究を構想している。この研究

は大学の授業を舞台に行われているが、大学の授業を評価する指標として「関心・意欲」をもたせ

ることができたかどうかが も適しているとした上で、「関心・意欲」と学生の「顔上げ」行動と

の結びつきを検証している。方法としては、授業における学生たちの様子を撮影したビデオ映像と、

学生たちが記入した授業内における内面の様子を報告するシートとを対応づける形式で行われ、そ

の結果、授業過程の評価指標として、学生の“興味がひかれた”場面では「顔上げ」行動が多いこ

とが実証されている（“興味のひかれていない”場面での関係は明確に実証されていない）。この中

では、実際の授業の分析事例は報告されていないが、この研究の知見を援用する形で行われた授業

研究の事例についてはまた別のところで数件報告されている（神藤・尾崎、2001；神藤・尾崎、

2002；宇埜ほか、2005；山根ほか、2010）。 

これらの研究は、まず、学習者の表出行動に関するデータと内面状態に関するデータを収集し、

両者の関連を分析しようとしている点において「実証性」を有していると言える。さらに、その調

査を現実の授業の中で行っているという点において「臨床性」や「真正性」を有していると言える。

これらの点において、菊池・金浜（1967）、米谷（2001）、溝上・水間（2001）における研究手続

きは、非常に高く評価できるものである。 

ただし、これらの研究にも発展の余地は残されている。菊池・金浜（1967）の研究は、実施さ

れた時代の特性上、ビデオカメラを用いることができておらず、観察者たちは 15 秒ごとに児童Ａ

→児童Ｂ→児童Ｃ→…といったように 37 名の児童を順に直接観察していった。やはりビデオカメ

ラを用いられる現在としては、授業を映像化して数人（できれば全員）の行動を系列的に見ていっ

た方がよりよい知見が得られると想定できる。米谷（2001）について言えば、学習者の表出行動

の記録とインタビューの記録の両方を入手しているところまではよいのだが、少なくともその論文

の中では、両者の関係を綿密に分析していくようなことは行われていない。言い換えれば、データ

を収集した段階で研究が終わってしまっていると言える。溝上・水間（2001）は、「顔上げ」行動

と興味との結びつきを実証しているが、扱っているのはこの１つの結びつきのみである。しかし、

興味はまた別の行動とも結びついているかもしれないし、興味という情意面だけでなく、理解など

の認知面の事象についても何らかの行動との結びつきがある可能性がある。したがって、より多様

な表出行動や内的状況へ着目しなければならないという意味での「網羅性」も、表出行動を意味づ

けるための必要な条件として挙げることができるだろう。 

 

おわりに 

以上の先行研究のレビューより、授業における学習者の表出行動を意味づける調査を行う際の必

要条件を３つ抽出することができた。 

 １つ目は「実証性」である。「この行動はこのような意味である」と経験的・感覚的に述べるこ
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とは容易であるが、それは必ずしも実証的であるとは言えない。したがって、授業における学習者

の表出行動データ（ビデオ映像）と内面状態に関するデータ（インタビューや質問紙）という２種

類のデータを収集し、両者の関連を統計的に分析していくような手続きが求められる。 

 ２つ目は「臨床性」もしくは「真正性」である。表出行動を意味づけ、その後その知見を授業研

究に応用することを目的とする場合、表出行動の意味づけを実験室的に行ってしまうことは適切で

あるとは言えない。したがって、現実の授業の中で調査を行うということが求められる。 

 ３つ目は「網羅性」である。学習者が表出する行動を手掛かりに授業を分析する際、手掛かりと

なる行動が多いほどより緻密な分析が可能となる。したがって、表出行動としては、「授業者を見

る」、「教材を見る」、「うなずく」、「微笑む」、「ノートをとる」、「ほおづえをつく」、「居眠りをする」

などできるだけ多様なものに目を向けていく必要があるし、内的状況としても、「理解」、「興味」、

「集中」、「満足」など多様なものを取り上げていく必要がある。 

 今後は以上の必要条件を踏まえたうえで表出行動を意味づけるための調査を進め、さらにその知

見を用いた大学授業過程分析の手法を構築したい。 
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