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ご挨拶
初年次教育学会第 9 回大会を、2016 年 9 月 10 日（土）・11 日（日）の両日、四国大学
（徳島県徳島市）にて開催するにあたり、歓迎のご挨拶を申し上げます。
教育改革のなかで「初年次教育」を重要な位置づけにしております本学におきまして、本
大会を開催できますことは、非常に光栄かつ名誉なことと存じます。
さて、本大会のテーマは『初年次教育とエンロールメントマネジメント』といたしました。
その際、
「エンロールメントマネジメント」を、本大会では「学生が大学に入学し、在籍し、
卒業するまでを意識した学生の流れ」ととらえました。初年次教育（プログラム）は、まさ
に同マネジメントを支える営みといえます。本大会を通して、「エンロールメントマネジメ
ント」に係る議論が深まることを期待しております。
例年通りの企画シンポジウムやワークショップ、ラウンドテーブル以外にも特別講演を
予定しております。前回同様に充実した大会となるように、実行委員会、スタッフ一同（学
内協力者、ボランティア学生）、大会運営に努めます。
四国というとお遍路が有名ですが、それに関わる「お接待（おせったい）」という慣習も
注目されています。それは遍路の人々に宿や食物を提供し助力するという文化なのですが、
接待する側にも遍路と同じ功徳があるといわれます。一番札所があり、お接待の文化が根づ
く徳島での大会が、皆様にとって有意義なものとなりましたらこの上ない喜びです。

初年次教育学会
委員長
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谷川

第 9 回大会実行委員会
裕稔（四国大学）

初年次教育学会第 9 回大会
第１日

日程

9 月 10 日（土）

０９：００〜
１０：００〜１２：００

受付開始
企画セッションⅠ
・ワークショップ

A 館ロビー
A館4階

１２：００〜１３：００
１３：００〜１３：３０

昼食
総会

１３：４５〜１３：５５

開会式
13:30～

学生食堂 他
共通講義棟
(R101)
共通講義棟
(R101、102)

１３：５５〜１５：２０

特別講演
【テーマ】
初年次教育を活用した学生確保の在り方
15:30～17:30
17:30～17:40

１５：３０～１７：４０

１８：００〜２０：１５

第２日

開場

課題研究シンポジウム
総括

共通講義棟
(R101、102)

共通講義棟
(R101、102)

懇親会
18：00～18：15 スペシャルライブ
芸術館
18：20～18：30 阿波踊り
学生食堂
（阿波踊りクラブ）
18：30～20：15 情報交換会
※賛助会員出展 Ｎ館 1 階（玄関大ホール）

9 月 11 日（日）

０９：００〜
１０：００〜１２：００
１２：００〜１３：００
１３：００〜１５：００

１５：１０〜１７：００
１７：０５〜１７：１５

受付開始
・自由研究発表Ⅰ
昼食
企画セッションⅡ
・ワークショップ
・ラウンドテーブル
・自由研究発表Ⅱ
閉会式
※賛助会員出展 Ｎ館 1 階（玄関大ホール）
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A 館ロビー
A館3階
学生食堂 他
A館4階

A館3階
A館3階

大会のご案内
1．参加費（いずれも 1 人当たり）
（ア）大会参加費（要旨集代含む）

（イ）懇親会費

事前申込
会員：4,000 円
非会員： ―
学 生：2,000 円※
会員／非会員：5,000 円

当日申込
5,000 円
5,000 円
3,000 円
5,000 円

（ウ）事前申込みのお願い
8 月 18 日（木）までに大会ホームページからお振込みください。それ以降は当日
受付でお支払ください。
※受付の混雑を避けるために会員の方は事前申込みにご協力をお願いします。非
会員の方は当日受付とします。
※学生の方は受付にて学生証をご提示ください。
（エ）注意
機関会員 5 名までが事前申込み可能な人数です。6 名以上でのご参加を希望され
る場合は、予め 5 名分の事前参加申し込みをした上で、5 名分の参加費をお振込
みください。残り参加者分につきましては、当日申込みとなりますので、現金に
てお支払くださいますことを何卒ご了承ください。
2．名札

6．駐車場

会場内では、常にお付けください。
不要になった名札ケースはお持ち帰りください。
全館禁煙です。指定場所のみで喫煙が可能です。
（会場案内図参照）。
会場内に休憩室（A 館 4 階）、クロークを A 館１F に設けます。
当日受付にてご確認ください。
コンビニエンスストア(セブンイレブン：A 館 1 階）にコピー
機が設置されています。
※白黒印刷（１枚 10 円）、フルカラーコピー（1 枚 50 円～）
多目的広場をご利用ください（案内図参照）。

7．学会年会費

大会会場では納入できません。

8．昼食について

学食が営業しておりますので、ご利用ください（定食 500 円前
後、うどん・カレー300 円前後）。売り切れの際はご容赦くださ
い）。なお、大学近隣は飲食店が多くないためできるだけ学食
をご利用ください（案内図参照）。また学内にはコンビニエン
スストア（セブンイレブン）もございますのでご利用ください。
大会期間中は残暑が予想されます。大会参加の皆様には軽装を
お薦め致します。なお、本学では、大会期間中も「クールビズ」
を実施しておりますので、ご理解をお願い致します。

3．喫煙
4．休憩所・クローク
5．コピーサービス

9．服装について

10．会場について

教室等は変更になることがありますのでご注意ください。
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初年次教育学会第 9 回大会

大会概要

―初年次教育とエンロールメントマネジメント―
主催：初年次教育学会
共催：四国大学・四国大学短期大学部
日時：平成 28 年 9 月 10 日（土）
・11 日（日） 会場：四国大学
9 月 10 日（土）
教室
行事

R101

R102

A404

A405

（敬称略）

A409

A410

A411

9:00～

受付開始

10:00

企画セッ

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

～

ションⅠ

①

②

③

12:00

安永

昼
13:00

総会

総会

13:45

開会式

開会式

開会式

13:55

特別講演

特別講演

特別講演

(p.31)

(p.31)

～
15:30

課題研究

課題研究シ

課題研究シ

～

シンポジ

ンポジウム

ンポジウム

（p.32）

（p.32）

ウム
18:00

懇親会

～

（芸術館・学生食堂）

悟

成田秀夫

田中岳

Gehrtz

山本啓一

立石慎治

三隅友子

得丸智子

(p.38)

(p.38)

9 月 11 日（日）

行事
9:00～

受付開始

10:00

自由研究

～

発表Ⅰ

(p.39)

食

（敬称略）

R101

R102

A404

A405

A409

A410

A411

12:00
昼

食

13:00

企画セッ

ﾗｳﾝﾄﾞ

ﾗｳﾝﾄﾞ

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

～

ションⅡ

ﾃｰﾌﾞﾙ①

ﾃｰﾌﾞﾙ②

④

⑤

⑥

藤本元啓

谷川裕稔

長山恵子

川島啓二

藤田哲也

加利川友子

山本

中川華林

15:00

15:10

自由研究

～

発表Ⅱ

繁

池田史子

大嶋康裕

上岡義典

久保田祐歌

(p.42)

(p.46)

17:10
17:30

閉会式

各ラウンドテーブルは企画者名を表示しています。
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(p.40)

(p.40)

(p.41)

9 月 11 日（日）

（敬称略）

A301

A302

A303

A304

A305

A306

A307

協同学習・
グループワー
クⅠ
(p.50)

協同学習・グ
ループワーク
Ⅱ
(p.56)

学士課程教育
Ⅰ
(p.62)

学習意欲・動
機Ⅰ
(p.68)

学習成果・効
果測定
(p.74)

授業デザイン
(p.82)

中途退学防止・学
生の定着Ⅰ・特別
学修支援(発達障
がい学生支援他)
(p.90)

昼

食

ピアサポー

スタディス

学士課程教

高大接続

キャリア教

協同学習・

中途退学防止・学

ト・教職協

キルズ・文

育Ⅱ

(p.116)

育・ジェネリ

グループワ

生の定着Ⅱ・学習

章表現

(p.110)

ックスキル

ークⅢ

意欲・動機Ⅱ

(p.122)

(p.128)

(p.136)

働
(p.98)

(p.104)
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会場へのアクセス
１．会場 四国大学・四国大学短期大学部
〒771-1192 徳島県徳島市応神町古川字戎子野 123－1
電話 088-665-1300（代表） FAX088-665-8037 アドレス：fye-9mu@shikoku-u.ac.jp
四国大学ホームページ
http://www.shikoku-u.ac.jp/index.html
第９回大会ホームページ http://www.jafye.org/conf/conf2016/
※プログラムの詳細等は、大会ホームページにて隋時更新します。
２．アクセス方法

徳島阿波おどり空港から
四国大学
徳島阿波おどり空港から

タクシー約 20 分（約 2800 円）※四国大学の「北門降車」をご指定く
ださい
空港リムジンバス約 25 分（440 円）

JR 徳島駅
路線バス約 15 分（220 円）
JR 徳島駅から四国大学

※東門からお入りください。（キャンパス案内図参照）
タクシー約 10 分（約 1200 円）※正門からお入りください。

高速道路から四国大学

関西方面からは「鳴門 IC」、高松方面からは「板野 IC」、高知・愛媛
方面からは「藍住 IC」でお降りください

－8－

高松

JR 高松駅 → JR 徳島駅（JR 特急：60 分）

高知

JR 高知駅 → JR 徳島駅（JR 特急：140 分）（高速バス：160 分）

松山

JR 高松駅経由 → JR 徳島駅（JR 特急：200 分）
、JR 松山駅 → JR 徳島駅（高速バ
ス：190 分）

東京

羽田空港 → 徳島阿波おどり空港（JAL・ANA：70 分）

大阪

JR 大阪駅 → JR 徳島駅（高速バス：155 分）

神戸
和歌山

三宮バスターミナル → JR 徳島駅（高速バス：110 分）
和歌山港 → 徳島港（フェリー：120 分）

岡山

JR 高松駅経由 → JR 徳島駅（JR 快速 56 分+JR 特急 60 分）

福岡

福岡空港 → 徳島阿波おどり空港（JAC：90 分）

沖縄

那覇空港 → 高松空港（ANA：105 分）
那覇空港 → 神戸空港（ANA: 115 分）
那覇空港 → 関西国際空港（ANA: 110 分）

宿所の手配について
今回の大会では大会事務局による宿所の斡旋はありません。JR 徳島駅周辺のホテルがお勧めです。
※早めの宿所確保をお勧めします。
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大会会場案内図
建物案内図（受付・クローク）

A 館１階

平面図

建物案内図（賛助会員出展・控室）

Ｎ・Ｐ館１階

平面図

－ 10 －

建物案内図（企画セッション・自由研究発表会場）

A 館４階

平面図

A 館３階

平面図

－ 11 －

徳島駅前

四国大学行きバス乗車場所

※約 10～30 分おきに発車しています。

四国大学前（バス停）～

キャンパス

案内図

※四国大学前（バス停）から四国大学東門まで徒歩約３分です。

－ 12 －

懇親会送迎バス降車場所・徳島駅周辺

※懇親会場から JR 徳島駅まではバスにて送迎します。
（19 時 30 分、20 時、20 時 30 分）

－ 13 －

大

会 プ ロ グ

ラ ム

企画セッション一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.17

自由研究発表Ⅰ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.20

自由研究発表Ⅱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.24

大会プログラム

特別講演、課題研究シンポジウム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.16

特別講演

テーマ：
「初年次教育を活用した学生確保のあり方」
【日

時】

2016 年 9 月 10 日（土）

【会

場】

四国大学

【講

師】

山内

司

会：

奥村

共通講義棟

太地氏

13：55〜15：20 （13：30～

開場）

R101・102 教室（収容定員 522 名）

（大学研究家・教育ジャーナリスト）

英樹（四国大学教授）

課題研究 シンポジウム

テーマ：
「初年次教育の評価：プログラムとしての評価、学生をどう評価
するのか」
【日

時】

2016 年 9 月 10 日（土）

【会

場】

四国大学

指定討論者：
司
会：
登壇者：
１）

２）

３）

岩井
井下

共通講義棟

15：30～17：40

R101・102 教室（収容定員 522 名）

洋（帝塚山大学）
千以子（桜美林大学）

「学生データを活用した大学適応型初年次教育の実践
～関西国際大学の事例を通して～」
田中 亜裕子（関西国際大学）
「四国大学・短期大学部の学習スキル型初年次教育プログラム」
谷川
「研究大学における初年次教育の現状と課題
～九州大学の場合～」
川島

－ 17 －

裕稔（四国大学短期大学部）

啓二（九州大学）

企画セッション一覧
9 月 10 日（土）10：00～12：00
企画セッションⅠ

ワークショップ
担当者（WS）

安永 悟
Gehrtz 三隅 友子

所属

題目

教室

久留米大学
徳島大学

演劇的知を教育活動に取り入れるパフォーマティブラーニング-

A館
A409

成田
山本
得丸

秀夫
啓一
智子

河合塾
北陸大学
開智国際大学

学生の経験を言語化し、学びを深め
るライティング指導
―TAE（Thinking At the Edge）をベ
ースにした「経験をことば化する方
法」―

A館
A410

田中
立石

岳
慎治

東京工業大学
国立教育政策
研究所

2030 年の初年次教育から見える今
―未来を思うことで今を考える―

A館
A411

－ 18 －

企画セッション一覧
9 月 11 日（日）13：00～15：00
企画セッションⅡ

ワークショップ
担当者（WS）

所属

題目

教室

恵子

金沢工業大学

初年次学生に対するプレゼンテーシ
ョン指導法

A館
A409

川島 啓二
池田 史子
久保田祐歌

九州大学
山口県立大学
徳島大学

「学力の三要素」を総括的に育むアク
ティブ・ラーニング

A館
A410

藤田
中川

法政大学
法政大学大学院

モデル授業公開検討会（2）
：ノートの
取り方

A館
A411

題目

教室

長山

哲也
華林

ラウンドテーブル
企画者（RT）

所属

藤本 元啓
加利川友子
大嶋 康裕

崇城大学
広島修道大学
崇城大学

初年次教育における職員の役割つい
て
―職員主体と教職協働 第４報―

A館
A404

谷川
山本
上岡

四国大学短期大
学部
NEWVERY
徳島大学大学院

初年次教育は「学生の定着」に寄与
できるか？―エンロールメントマネ
ジメントを意識したシステム創り―

A館
A405

裕稔
繁
義典

－ 19 －

ワークショップ（WS）とラウンドテーブル（RT）
及び課題研究について
１．ワークショップ（120 分）
初年次教育に関連する重要なテーマを初年次教育学会理事会が設定し、それに合った担当者を
理事会から依頼して成立するセッションです。個人ワークやグループ・ディスカッション、グル
ープ別プレゼンテーションなどの活動から構成されるこのセッションへの参加によって、参加者
の初年次教育に対する知識や実践的スキルを向上させることを目的としています。言い換えれば、
各テーマに対する初学者を主たる対象としていますので、自らの「知識・スキルの向上」を期待
したいテーマのワークショップを選ぶことをお薦めします。

２．ラウンドテーブル（120 分）
ワークショップとは異なり、会員が企画するセッションです。申込者が設定したテーマについ
てまず自ら話題を提供した後、参加者全員が円卓（ラウンドテーブル）を囲み、報告者とオーデ
ィエンスといった区別なく、テーマに沿って自由に意見を交換する場であり、このセッションを
通じて参加者間の相互作用によって有意義な結論を導き出そうとするものです。

３．課題研究

（120 分）

課題研究は、研究担当理事が中心となり、初年次教育に関わる重点課題を設定し、話題提供に
もとづく議論をすすめるものです。

－ 20 －

自由研究発表Ⅰ
9 月 11 日（日）10：00～12：00
協同学習・グループワークⅠ
登壇者

会場

所属

：A 館

3階

301 教室

発表題目

時間

大和 恵美子

目白大学

初年次における価値観グループワークの実
践

10：00～
10：20

垣花

渉

石川県立看護
大学

課題基盤型学習を通して自らの健康を自ら
で管理する力を育てる

10：25～
10：45

岡村

裕美

神戸学院大学

共通教育科目「文章読解」授業の試み―大学
生向けの読解教材作成に向けて―

10：50～
11：10
11：15～

総括討論

協同学習・グループワークⅡ

会場

：A 館

3階

302 教室

登壇者

所属

発表題目

時間

福井 英次郎

慶應義塾大学

初年次教育の視点から大教室での講義案を
考える―ロールプレイングゲームで学ぶ国
際政治学―

10：00～
10：20

松本

悠

東京大学

東京大学「初年次ゼミナール理科」 その実践
例

10：25～
10：45

須藤

文

久留米大学

LTD を重層的に活用した授業「論理的思考」
の展開―エッセイ作成を意図した関連づけ
の活性化―

10：50～
11：10

総括討論

－ 21 －

11：15～

自由研究発表Ⅰ
9 月 11 日（日）10：00～12：00
学士課程教育Ⅰ

会場

：A 館

3階

発表題目

303 教室

登壇者

所属

時間

塚原 修一

関西国際大学

職業専門大学と初年次教育

10：00～
10：20

深野 政之

大阪府立大学

大阪府立大学における初年次ゼミナールの
実践

10：25～
10：45

巨海 玄道

久留米工業大
学

久留米工業大学における新しい初年次教育
システムの構築―基幹教育センターの設置
まで―

10：50～
11：10
11：15～

総括討論

学習意欲・動機Ⅰ
登壇者

吉田

博

仲道 雅輝

藤野 博行

会場

所属

：A 館

3階

304 教室

発表題目

時間

徳島大学

学習効果を高める振り返りを促進する授業
設計―初年次教育プログラム「SIH 道場~ア
クティブ・ラーニング入門~」の事例から―

10：00～
10：20

愛媛大学

パリッシュの学習者要因に着目した授業改
善ヒント集の開発―初年次教育での学ぶ姿
勢の育成―

10：25～
10：45

九州国際大学

初年次ゼミを支える SA（スチューデント・
アシスタント）育成とその教育力―学生の
「文化」として定着する SA 育成システムと
成長サイクル―

10：50～
11：10

総括討論

－ 22 －

11：15～

自由研究発表Ⅰ
9 月 11 日（日）10：00～12：00
学習成果・効果測定
登壇者

会場

：A 館

3階

305 教室

所属

発表題目

時間

淳秀

大阪歯科大学

クリッカーを使用した学修の質と量に関す
る調査―講義ノートの利用と講義外学修時
間―

10：00～
10：20

康行

いわき明星大
学

初年次教育の効果に関する一考察―初年次
教育が在学意思・主体的学修態度に与える影
響について―

10：25～
10：45

加藤 みずき

法政大学大学
院

大学授業における発表のルーブリックに対
する学生の受け止め方に関する研究―協同
作業認識尺度とルーブリックに対する評価
との関連―

10：50～
11：10

中川

法政大学大学
院

初年次における成績評価に対する不安の経
時的変化―評価形式の違いに着目して―

11：15～
11：35

森

初見

華林

11：40～

総括討論

授業デザイン
登壇者

会場

：A 館

3階

306 教室

所属

発表題目

時間

小林

祐也

関西大学大学
院

クリティカルシンキングの育成におけるト
ピックの重要性

10：00～
10：20

黒田

秀雄

東京富士大学

「イマドキの学生にスイッチを入れるに
は？」

10：25～
10：45

昭和女子大学

大人数・大教室授業の実践を通して―授業に
「サーバントリーダーシップ」の概念と「協
同学習」の効果を取り入れて―

10：50～
11：10

京都産業大学

初年次教育科目のコンテンツ設計とその効
果測定―京都産業大学における実践を例と
して―

11：15～
11：35

杉橋

松尾

朝子

智晶

総括討論

－ 23 －

11：40～

自由研究発表Ⅰ
9 月 11 日（日）10：00～12：00
中途退学防止・学生の定着Ⅰ・特別学修支援(発達障がい学生支援他)
会場
登壇者

所属

：A 館

3階

307 教室

発表題目

時間
10：00～
10：20

佐藤

枝里

中部大学

学生相談室による初年次クラス担当教員へ
の多層的支援―FD、正課授業、コンサルテー
ションを通して―

橋本

智也

京都光華女子
大学

組織的な早期の中途退学防止策―累積欠席
コマ数の週次レポートで個別状況と全体傾
向を共有する―

10：25～
10：45

蔵本 信比古

北海道情報大
学

自己管理能力による新入学生の修学適応プ
ロフィールの予測

10：50～
11：10

上岡

徳島大学

発達障がい学生支援における一考察―キャ
リア相談と学生相談を通して―

11：15～
11：35

義典

総括討論

－ 24 －

11：40～

自由研究発表Ⅱ
9 月 11 日（日）15：10～17：00
ピアサポート・教職協働
登壇者

木原

岡田

宏子

晃枝

御厨 まり子

会場

所属

：A 館

3階

301 教室

発表題目

時間

創価大学

ライティング科目再履修クラスにおけるピ
ア・サポートの有効性―SA の活用とグルー
プ学習を通して―

15：10～
15：30

東京大学

初年次教育の質向上に向けたティーチング
アシスタントの協働―東京大学「初年次ゼミ
ナール文科」の実践例―

15：35～
15：55

明星大学

明星大学全学初年次教育科目「自立と体験
１」実践報告―新規に担当する教員を対象と
したアンケート結果と教職学協同での授業
運営―

16：00～
16：20
16：25～

総括討論

スタディスキルズ・文章表現
登壇者

会場

：A 館

3階

302 教室

所属

発表題目

時間
15：10～
15：30

廣瀬

清英

岩手医科大学

教養科目におけるビブリオバトルの活用―
ゼミナール形式での実施と選択科目におけ
る紹介本の分野縛り―

西口

啓太

神戸大学大学
院

ライティング・カンファレンスによる「書く
こと」の個別化指導―米国大学におけるプロ
セス・アプローチに着目して―

15：35～
15：55

皆川

雅章

札幌学院大学

初年次における計算力育成の取組み―学習
ノートを用いた思考・計算過程の可視化―

16：00～
16：20

総括討論

－ 25 －

16：25～

自由研究発表Ⅱ
9 月 11 日（日）15：10～17：00
学士課程教育Ⅱ
登壇者
河田

智成

会場

：A 館

3階

303 教室

所属

発表題目

時間

広島工業大学

初年次基礎教育科目における学びの定着度
向上に向けた取り組み―HIT 教育 2016 にお
けるフォローアッププログラムについて―

15：10～
15：30

15：35～
15：55

16：00～
16：20

村上

学

東京理科大学

クォーター制度における初年次教育―基礎
力の平準化と協働学習の習慣化を促進する
3.5 プラン―

得丸

智子

開智国際大学

初年次教育におけるシティズンシップ教育
の可能性と限界―教育的公共圏「さくぶ
ん.org」の試み―

16：25～

総括討論

高大接続
登壇者

秋山

英治

会場
所属

：A 館

3階

304 教室

発表題目

時間

愛媛大学

高大接続でおこなう日本語リテラシー教育
―e ラーニングを活用した日本語リテラシー
教育の有効性―

15：10～
15：30

15：35～
15：55

16：00～
16：20

吉村

充功

日本文理大学

高大接続システム入試改革と学修評価―北
陸大学と日本文理大学での入試改革を例に
―

黒田

友貴

株式会社フェ
ローシステム

学生によるオープンキャンパス企画の効果
に関する研究―社会人基礎力の自己評価に
着目して―
総括討論

－ 26 －

16：25～

自由研究発表Ⅱ
9 月 11 日（日）15：10～17：00
キャリア教育・ジェネリックスキル
登壇者
寺島

哲平

所属

会場

：A 館

3階

305 教室

発表題目

時間

常磐大学

就職支援のためのゲーミフィケーションの
実践報告―キャリアセンター職員の業務を
疑似体験するカードゲームの開発―

15：10～
15：30

15：35～
15：55

16：00～
16：20

石川

勝彦

山梨学院大学

キャリア教育におけるリフレクションの機
能―産業界 GP 九州・沖縄ブロック学修評価
グループでの取組から―

二上

武生

工学院大学

大学初年次のジェネリックスキルに影響す
る高校までの経験―アクティブラーニング
でジェネリックスキルは育つのか―

16：25～

総括討論

協同学習・グループワークⅢ
登壇者

会場

所属

：A 館

3階

306 教室

発表題目

時間
15：10～
15：30

中

善則

花園大学

社会へ開いたアクティブ・ラーニングの実践
研究―「対話」
・
「ふりかえり」の充実がもた
らす個々人の学びの成果分析―

坂東

実子

敬愛大学・東
京外国語大学

授業実践報告「賛否に分かれるニュースを考
える協同学習」―積極的な参加を促進し、多
様な観点からの深い考察をさせるために―

15：35～
15：55

久留米大学

協同認識（仮）尺度の開発―協同作業認識尺
度を手がかりに―

16：00～
16：20

関西学院大学

新聞記事を用いた口頭発表練習への LTD 話
し合い学習法導入の試み―初年次学部留学
生の日本語授業での実践―

16：25～
16：45

増井 沙奈江

阿部 美恵子

総括討論

－ 27 －

16：50～

自由研究発表Ⅱ
9 月 11 日（日）15：10～17：00
中途退学防止・学生の定着Ⅱ・学習意欲・動機Ⅱ
会場
登壇者

：A 館

3階

307 教室

所属

発表題目

時間

いわき明星大
学

いわき明星大学教養学部における初年次教
育の実践と考察―1 年目の取り組み内容につ
いて―

15：10～
15：30

名取

洋典

山本

繁

NPO 法人
NEWVERY

中途退学防止戦略と実践―湘南工科大学の
事例から―

15：35～
15：55

森下

稔

東京海洋大学

成績不振学生を対象とする面談指導の効果
と課題―修学アドバイザリー制度による 10
年間の経験から―

16：00～
16：20

絹川

直良

文京学院大学

初年次教育とドロップアウトの防止―電子
学修ポートフォリオ他の活用―

16：25～
16：45

総括討論

－ 28 －

16：50～

発

表

要

旨

・・・・・・・・・・・・・・・

p.30

課題研究 シンポジウム

・・・・・・・・・・・・・・・

p.31

ワークショップ

・・・・・・・・・・・・・・・

p.38

ラウンドテーブル

・・・・・・・・・・・・・・・

p.42

協同学習・グループワーク I

・・・・・・・・・・・・・・・

p.50

協同学習・グループワークⅡ

・・・・・・・・・・・・・・・

p.56

要

学士課程教育 I

・・・・・・・・・・・・・・・

p.62

旨

学習意欲・動機Ⅰ

・・・・・・・・・・・・・・・

p.68

学習成果・効果測定

・・・・・・・・・・・・・・・

p.74

授業デザイン

・・・・・・・・・・・・・・・

p.82

発

特別講演

自由研究発表Ⅰ（9 月 10 日）

(発達障がい学生支援他)

・・・・・・・・・・・・・・・
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初年次教育学会 第 9 回大会
特別講演
初年次教育を活用した学生確保のあり方
【日

時】

2016 年 9 月 10 日（土）

【会

場】

四国大学

【講

師】

山内

共通講義棟

太地氏

13：55〜15：20

（13：30～

開場）

R101・102 教室（収容定員 522 名）

（大学研究家・教育ジャーナリスト）

【プロフィール】
島根県立大学 客員教授，一般社団法人 大学イノベーション研究所 所長。大学・高校のコンサ
ルティングと，生徒・保護者・高校教員向け進路講演，本の執筆，TV・ラジオ出演など多数おこな
っている。47 都道府県 14 か国・3 地域の 884 大学 1174 キャンパスを訪問。主著には『こんな大
学で学びたい 日本全国 773 校探訪記』
（単著：新潮社）
，
『下流大学に入ろう!』
（単著：光文社ペ
ーパーバックス），
『危ない大学』
（共著：洋泉社・新書 y），
『アホ大学のバカ学生 グローバル人材
と就活迷子のあいだ』（共著： 光文社新書）などがある。
【趣 旨】
大会テーマ「初年次教育とエンロールメントマネジメント」にちなんで、今大会の特別講演に
は大学研究家の山内太地氏をお招きし、
「初年次教育を活用した学生確保のあり方」についてお話
しいただきます。高等学校の事情にも詳しい同氏の知見にふれることを通して、2018 年から始ま
る高校生減を乗り切るためのヒントを得ることができれば、と期待する次第です。

◇司

会：奥村

英樹（四国大学）
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課題研究 シンポジウム

初年次教育の評価：プログラムとしての評価、
学生をどう評価するのか
課題研究担当理事
将来構想担当理事

濱名 篤
山田礼子

企画趣旨：（予定）
課題研究委員会と将来構想委員会は、今大会から 3 年間のスパンで中期計画を立て、段階的に
課題研究シンポジウムを開催する。研究の大テーマは「初年次教育の評価とは何か」である。
1 年目の今大会では、初年次教育の類型をいくつかに分類し、
「学生個人の達成」と「教育プロ
グラム」という視点からそれぞれの類型についての評価をおこなう。そして、今大会終了後にデ
ィプロマシーポリシー（DP）、カリキュラムポリシー（CP）、アドミッションポリシ―（AP）に
おける初年次教育の位置づけに関する会員調査を実施する。なお、類型の分類であるが①大学適
応型、②学習スキル重視型、③研究基礎重視型とする。
2 年目（2017 年第 10 回大会：中部大学）は、DP・CP・AP との関係から、初年次教育がプロ
グラムとしてどのようにそれぞれに位置づけられるのか、また成果の測り方はどのような形が望
ましいのか、といったような視点から議論する予定である。そして 3 年目は 2 年目を参考に検討
する予定である。
登壇者：
１） 「学生データを活用した大学適応型初年次教育の実践
～関西国際大学の事例を通して～」
田中 亜裕子（関西国際大学）

２） 「四国大学・短期大学部の学習スキル型初年次教育プログラム」
谷川

裕稔（四国大学短期大学部）

３） 「研究大学における初年次教育の現状と課題
～九州大学の場合～」
川島 啓二（九州大学）
指定討論者： 岩井 洋（帝塚山大学）
司会：井下 千以子（桜美林大学）

日時：９月 10 日（土）15：30～17：40
場所：共通講義棟 1 階 R101・102 教室
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学生データを活用した大学適応型初年次教育の実践
～関西国際大学の事例を通して～
田中亜裕子（関西国際大学）

１．

適応型初年次教育とは？

本課題研究では、適応型の初年次教育の事例として関西国際大学の実践を報告することを求め
られた。適応型の初年次教育の定義は明確に共有されているわけではない。そこで本報告では、
高校教育と大学教育の学習環境の違いから生じる学習面、対人関係等の様々なギャップを小さく
することで、大学生活への適応の促進をねらいとしている初年次教育を適応型と捉える。そして
本学での実践をその一例として、初年次教育の可能性と課題を明らかにしていく。
２．必修型初年次教育導入の経緯と現在の初年次教育プログラム
本学は 2001 年から必修型の初年次教育プログラムを展開してきた。1998 年の開学と同時に全
国初の学習支援センター（2015 年度より学修支援センターに改名）を設立し、アカデミックスキ
ルが不十分な学生への支援をスタートした。しかし、その利用者の多くは学習の課題に気づいた
能動性の高い学生が中心であり、アカデミックスキルが不十分な学生が積極的に来所することは
まれであった。そこでこれらの学生にも必要なプログラムを受講させるために、全学共通の必修
型初年次教育を推進することとなった。必修型初年次教育の流れと内容は図１のとおりである。

図１ 関西国際大学における初年次教育の流れと内容（2016 年度）
３．学生の多様化への対応
全学共通の必修型初年次教育と併せ、個別の支援体制も整備した。健康状態の確認が必要と思
われる初年次生を、保健室と学生相談室が調査票を用いて把握し、該当する学生に対して 4 月末
までに面談を実施している。また、４～5 月中に欠席の目立つ学生の情報を、学修支援センターが
教員を通じて収集し、その結果を活用しアドバイザーによる個別面談を行っている。さらに、2007
年度には学生メンター制度を導入し、学生による初年次生のピアサポートをスタートしている。
しかし、これらの取組だけでは、中退や不適応問題が解消するという成果にはつながらなかった。
① 学生支援型 IR データの活用
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学生の多様化傾向が強まりつつある状況に対応し、2013 年度に新たな取組1を始めるとともに、
学生支援型 IR データを活用し、学生の個性に応じた支援について検討を始めた。基礎学力、成
績、欠席状況、アンケート調査などの学生個人のパネルデータを用いて、IR 部門が学生の適応状
態について分析し、その結果を FD、SD において共有することからスタートした。
2013 年度には、
「大学への適応過程に関する調査」(学生行動調査)を用いて、学生の特徴を全体、
キャンパスごと、学科ごとに明らかにした。この分析から、学科によって学生の特徴に違いがあ
ることを確認し、それぞれに必要な支援体制のあり方を示した。
2014 年度には、成績不振の学生層と中間層の学生の特徴を比較した。この分析から、成績不振
学生に対する支援として、1 年次早期には学習スキルや学習習慣を身に着けるための支援プログ
ラムが必要であり、2 年次には学習サポートのみならず、生活リズムの改善やメンタル面におけ
るサポートについて検討する必要があることを示した。

② ターゲット層に対する積極的個別支援
2015 年度には、人間心理学科と学修支援センターが連携し、成績不振学生に対する積極的個
別支援を試行した。2014 年度生（当時 2 年生）のうち、累積 GPA、1 年秋 GPA のいずれかが
1.7 未満の学生を対象に、
「レポート対策プログラム」または「生活リズム改善プログラム」の該
当プログラムの受講を呼びかけた（人間心理学科教員と学修支援チューターが担当）。「レポート
対策プログラム」については対象者の 56.7％、「生活リズム改善プログラム」については対象者
の 23.5％から申し込みがあり、プログラム受講者のうち 82.4％の成績が上昇した（プログラム
非対象者の成績上昇率は 50％超）
。

春GPA上昇

33.3％

66.7％

◎プログラム対象者

春GPA下降
17.6％

82.4％

内・受講者
内・未受講者

53.8％

46.2％

◎プログラム非対象者

52.1％

47.9％

0%

図２

2014年度生
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80%
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GPA変化（1年秋→2年春）

４．学位プログラム別の初年次教育プログラムの検討
本学では 2016 年度に 3 つのポリシーの見直しを行い、学位プログラム(学科単位)ごとにポリシ
ーを書き改めた。これに対応し、初年次教育部門でも、全学共通必修型プログラムを学科ごとに
カスタマイズする作業に取り組み始めている。この背景には、前述のような IR データの分析結果
や新たな取り組みの成果､そして到達目標や大学への適応をめぐる課題にも学科ごとに違いが生
じその傾向は年々顕著になっていることがあげられる。目的養成型と人文社会科学型の違い、実
習や学外研修等も含めたカリキュラムポリシーの違い、入学者の基礎学力や学習習慣などの偏り、
進路の違い等を考慮し、学位プログラム別の初年次教育のカスタマイズを行い、内容や方法のさ
らなる改善が必要な時期に来ている。
５．これからの課題と方向性(当日)

1

全一年生を対象としたアドバイザーによる個別面談と、学修支援センターによる基礎学力強化プログラム
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四国大学・短期大学部の学習スキル型初年次教育プログラム
谷川裕稔（四国大学短期大学部）
１．目的
本発表の目的は，学習スキル型初年次教育を採る本学（四国大学・短期大学部）の取り組みを紹介
することにある。その際，評価方法の可能性について若干ではあるが言及する。
２．四国大学・四国大学短期大学部の初年次教育
（１）背景：どうして初年次教育を導入したのか
本学は「学生にとって魅力ある大学とは何か」をテーマとする大学の諸活動全般にわたる行動計画
を定めた「学校法人四国大学 大学改革ビジョン 2011」を策定した。学園の全組織を挙げて全 5 カ年
の計画に取り組んでいる（2011～2016 年度）
。ちなみに，2011～2013 年度の検討期間を経て，2013
年には「教育改革プログラム 2014」が策定され，2014 年度以降の入学生から新カリキュラムによる
教育がおこなわれることになった。
これは 2018 年問題を見据えた，つまりは「学生確保」を意識した教育改革である。その文脈で，
初年次教育プログラム（初年次ゼミＩ，初年次ゼミ II，初年次ゼミ）が新設された。
（２）カリキュラム上の初年次教育の位置づけ：どうして学習スキル型なのか
本学の初年次教育が学習スキル型を採っている理由を説明するために，教育改革によってリニュー
アルした「全学共通教育科目」を概観する。
まずは，改革により設定された本学が期待する学生像について紹介する。これは改革の礎となるも
のである。本学の建学の精神である「全人的自立」を具現するための基盤となる要素でもある。
設定する能力
社会人基礎力

内容と能力例
学生が卒業時に社会人として自立するために必要な基礎的・基本的な力。
（社会人マナー，基礎学習力，情報活用力）

自己教育力

意欲的に取り組む技術や方法を身に付け，絶えず努力する力。
（自己理解・省察力，目標課題設定力，向上・探求する力）

人間・社会関係力

社会において他者と協調するとともに，積極的に社会を支える力。
（コミュニケーション力，対人親和力，社会貢献力）

次に初年次ゼミのカリキュラム上の位置づけを確認するために，
「全学共通教育の５つの科目区分」
を提示したい。科目区分には「スタンダード関係科目」
「初年次・基礎教育科目」
「キャリア教育科目」
「教養科目」
「外国語科目」があるが，教養科目と外国語科目は紙幅の関係にて割愛する。ちなみに全
学共通教育科目の企画運営は，全学共通教育センターがおこなっている。
科目区分

授業科目開設の目的

スタンダード
関係科目

「全人的自律」を見学の精神に掲げる本学の全ての学生に，学部
学科等の専門の枠を超えて、卒業時に共通して見につけてほしい
基本的な資質・能力を「四国大学スタンダード」とした

四国大学

科目
短期大学部

社会人基礎力入門

社会人基礎力入門

自己と社会

自己と社会・地域論

教養国語
情報処理

初年次・基礎教
育科目

キャリア教育
科目

情報処理

大学入学直後に，レポートの書き方，討論，文献資料の検索，コ
ミュニケーションなど，大学での学習に必要な知識や技術，学生
に求められる常識・生活態度などを身につけることを目的とする。
また，大学教育へスムーズに移行するために必要な基礎知識を修
得する科目も配置している

大学入門
初年次ゼミ I
初年次ゼミ II
数学基礎
物理学基礎
化学基礎
生物学基礎

在学中に，望ましい職業観，勤労観および職業に関する知識や技
能を身につけるとともに，自己の個性を理解し，主体的に進路を
選択する能力・態度を育て，人生を設計する力を育むことを目的
とする。

キャリア形成入門

キャリア形成入門

キャリア形成実践

キャリア形成実践

キャリア開発

キャリア開発
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初年次ゼミ

左の表から明らかなように，学習スキル型初年次教育を導入した背景には，広義での初年次教育プ
ログラム内容であるスタンダード関係科目やキャリア教育科目と区分したことがある。それが学習ス
キル型に特化したプログラムに初年次教育科目（ここでは「初年次ゼミ I」
「初年次ゼミ II」
「初年次
ゼミ」
）が位置づけられた主因である。
（３）学習スキル型「初年次教育」の内容
本学の学習スキル型初年次教育は，
「初年次ゼミ I」
「初年次ゼミ II」
（大学）
，
「初年次ゼミ」
（短期
大学部）である。初年次ゼミは①高校の学習から大学での学習にスムーズな移行をする，②大学での
学修や人間的な成長に向けて必要な基礎的知識・技術を習得する，
③自主的な学習態度を身につける，
ことを基本として，➊大学生活における時間管理・学習習慣，➋ノートテイキングの方法，➌リーデ
ィングの方法，➍図書館・情報実習室での情報収集，➎レポート・小論文等の文章技法，➏プレゼン
テーションの技法，を学生が習（修）得することを目的としている。
１つのクラスは基本 15 名で構成され，担当教員の所属学科専攻の学生以外の学生がクラスに数名
含まれている。担当教員は原則最低 3 年間（同科目を）担当しなければならないことになっている。
学生によるピアメンター(チューター)サポーター制度は採っていないが，合理的配慮が必要となる学
生に対しては，学修支援センターと連携を取りながら担当教員のサポートを(学修支援センタースタ
ッフあるいはピアチューター)おこなう計画が立てられつつある。
３．初年次教育の現状：どこまで実現されているのか(３つのポリシーとの関係)
まず，３ポリシー(以下，AP，DP，CP)との関連での初年次教育に係る課題を確認しておく。
３ポリシー

初年次教育の課題

アドミッション・ポリシー

高等教育機関が目指すそれぞれの「学士力」涵養の端著としての役割を担えているか。

カリキュラム・ポリシー

初年次教育が学士課程教育（特には専門課程教育）と有機的な結びつきがなされているか（カリ
キュラムの体系性・系統性が保障されているか）
。

ディプロマ・ポリシー

学習（修）成果と一体化した出口管理に寄与できているか。

次に本学の初年次ゼミが本学の設定する 3 ポリシーに対応できているのか，
である。
本学の AP は，
建学の精神「全人的自立」に礎とした内容となっている。学習スキル型初年次ゼミのみならず，スタ
ンダード関係科目，キャリア教育科目がその内容をカバーしている。CP についてはカリキュラム改
革（大学改革 2011）により学習スキル型初年次ゼミと専門科目との有機的連続性がカリキュラム上で
は一応なされている。DP であるが，現時点では成否の判断をする材料がそろっていない。
４．問題点と今後の課題
本学の初年次ゼミの実施上の問題点は，①「初年次教育」プログラムの重要性に係る担当教員の理
解，②方法論（内容）についての担当教員・間のコンセンサスの確立，③評価方法の開発，などであ
る。
①②については，年数回の研修会（全学共通教育センター主催）の実施等で対応している。問題は
③の「評価方法」である。学生と担当教員による「自己評価」を積み上げてきてはいるものの，プロ
グラム全体をカバーする評価方法が定まっていないというのが実際のところである。
評価方法を模索するためのひとつの可能性として，初年次教育学会の研究発表を分析するという手
続きがある。筆者は全国大会の過去 3 ヵ年の評価方法に関する自由研究発表と学会誌に掲載されたそ
れに関する論文の整理を試みた。その作業により，初年次教育における評価方法のトレンドを得るこ
とができた。本報告では，最後にその傾向性を提示することを通して，本学の初年次教育に関する評
価方法のあり方を模索したい。その際，学習スキル型初年次教育プログラムに係る新しい評価アプロ
ーチを提案することも視野に入れている。
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研究大学における初年次教育の現状と課題
～九州大学の場合～
川島啓二（九州大学）
１．九州大学における初年次教育科目：「基幹教育セミナー」「課題協学」
①目的：アクティブ・ラーナーの育成、「学び方」を学ぶ
②内容：H23 基幹教育院の設立、H26 カリキュラム開始、
基幹教育カリキュラムの全体像（48 単位）、学士課程から大学院まで
「基幹教育セミナー」：23－4 人の小クラス、全学必修、全学部混合クラス、
週 1 コマでセメスター、大学における自らの学びについて対話と省察（グループワー
ク）を経て 12 分間の「発表」、リフレクトシート、フィードバックシート等の「小道
具」
「課題協学」：1 ユニット＝小クラス（50 人）×３、全学必修、全学部混合クラス、
２コマ連続で２セメスター、教室テーマと協学課題、４週 8 コマで１クール、
個人作業＋グループワーク、
③実施体制
基幹教育委員会－基幹教育実施会議－科目実施班連絡会議
実際の授業運営は教員 3 人を一組とするユニット体制：リーダーは基幹教育院教員
④評価
学生に対する授業アンケート
教員に対するアンケート
２．九州大学における「初年次教育」の位置づけ
①ドラスティックな教育改革（基幹教育）の中での「看板科目」
② not only 大学への移行 but also 研究マインド
③ Late Specialization or Early Exposure
④ 学生支援
３．今後の課題
① 基幹教育カリキュラム全体の中での位置づけ
② 全学出動体制の機能化

③

学生・院生のコミットメント（TA、ピア・サポート）との連動

－ 37 －

企画セッションⅠ（9/10 10︓00~12︓00） ワークショップ 内容⼀覧
題
教

目
室

担当者名・所属

概要
（内容要旨）

キーワード

題
教

目
室

担当者名・所属

概要
（内容要旨）

キーワード

演劇的知を教育活動に取り入れる-パフォーマティブラーニングA館

A409

安永

悟（久留米大学）
、Gehrtz 三隅

友子（徳島大学）

近年、教育や研修にインプロ（impro,impprov）＝即興劇をとりいれる機関や組織が増え
ている。インプロは、脚本も設定も役も決まらない中で、その場で浮かんだアイデアを参加
者が受け入れあい、膨らませながら物語を作り、場面を演じながら作っていく演劇活動であ
る。身体的コミュニケーションを使ったこの手法が、組織や個人の日常を揺さぶり、変化の
きっかけを作ることが効果として脚光を浴びている。予測不可能な社会に必要な他者との関
係つくり、そしてコミュニケーションの再認識を促す。なぜ教育にこのような演劇的知の導
入を勧めるのかに対しては次の五つが挙げられる。
① 教育の二つのねらいに適している ② ケアの概念が保たれる ③ コミュニケー
ションを再考できる ④ 心と身体とこえの感覚を取り戻せる ⑤ 個人から全体の「学
び」を体感できる これらを教師と学習者が共有することによって、新たな学びの関係を基
にした授業が展開できると考える。
本ワークショップは、インプロを実際の教室活動（これまでの講義形式・協同学習形式等以
外に）に何らかの形でとり入れることを提案するものである。ワークショップの最後には活
動を振り返り、個人と全体で互いの発見をすり合わせ、何よりも「演劇的知の体感」を共有
したい。
インプロ・身体的コミュニケーション・演劇的知・パーフォーマティブラーニング

学生の経験を言語化し、学びを深めるライティング指導
―TAE（Thinking At the Edge）をベースにした「経験をことば化する方法」―
A館

A410

成田

秀夫（河合塾）、山本

啓一（北陸大学）
、得丸

智子（開智国際大学）

アクティブラーニングが広がり、学生が発信する機会が増えているが、情報を検索して「再
発信」するだけに陥ってはいないだろうか。真に発信の「主体」として、学生自身の経験に
根ざした思考の発信を促すべきだろう。
このような問題意識のもと、私たちの研究グループは、経験から得た知恵（身体知、暗黙
知）をことばで表現する方法（「経験のことば化」と呼ぶ）を模索してきた。今回は、哲学者
ジェンドリンが創始し、得丸（2008 他）が表現活動としてデザインした TAE（Thinking At
the Edge）をベースに、初年次教育で実施可能な「経験をことば化する方法」を紹介する。
この特徴を要約すると、次のようになる。
・内省を促し、思考力と表現力を一体のものとして高める
・経験を相対化し意味づける文章表現へと、段階的・系統的にプロセスをデザインする
・他者との共有や、アカデミック・ライティングへの接続に開かれている
本ワークショップでは、時間が許す限り、「記憶の断片を小カードに書き取り広げて俯瞰
する（データ化）→小カードを類似性によりグループにする（グループ化）→グループ内類
似性、グループ間関連性を短く表現する（パターン化）→キーワードを選定し主張の核心を
論理的に表現する（構造化）」という一連の手順を体験してもらいたいと考えている。
TAE、経験の言語化、アカデミック・ライティング
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題

目

2030 年の初年次教育から見える今―未来を思うことで今を考える―

教室

A館

担当者名・所属

田中

概要
（内容要旨）

「2018 年問題」に大きな関心が寄せられています。18 歳人口が再び減少に転じ、志願者
（入学者）減という現実が切実さを増すためです。そして、その先 2030 年には 100 万人を
切ることが見込まれています。各大学は、いよいよ正念場といったところでしょう。
では、2030 年度の初年次教育は一体どのようなものでしょうか。大学間のサバイバル競
争という課題はあえて保留し、大学関係者として 2030 年の初年次教育を考えてみようとす
るのが、本ワークショップのねらいです。
とはいえ、願望や確信からではなく、起こり得る状況（可能性）の吟味がスタート地点に
なるでしょう。2030 年に起こりうる将来像を反省的に捉えることで、現在を再考すること
に繋げていくという試みです。このプロセスを通じて、現在の初年次教育を動かしている「ド
ライビング・フォース」があぶり出されていきます。自身の考える（考えてきた）初年次教
育へのアプローチを捉え直してみたい方の参画をお待ちしています。
［目標］ワークショップ終了後には、参加の皆さんが、所属大学における課題解決への道筋
を自分の言葉で語ることができるようになる。［役割］担当者は会場の相互作用を活性する
進行に努めますので、参加の皆さんには主体的な活動をお願いいたします。
［過程］ミニレク
チャーとダイアログという対話方法を織り交ぜながら、各参加者が省察する場を設け、最後
に会場全体での共有までを計画しています。

キーワード

A411
岳（東京工業大学）、立石 慎治（国立教育政策研究所）

2030 年、組織化（アプローチ）、シナリオプランニング、人口減少社会
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企画セッションⅡ（9/11） ワークショップ⼀覧
題
教

目
室

担当者名・所属

概要
（内容要旨）

初年次学生に対するプレゼンテーション指導法
A館

A409

長山

恵子（金沢工業大学）

初年次教育においても座学中心の授業からの脱却を図り、グループ討議やグループ演習な
どを実施し、その結果をプレゼンテーションさせる授業が増えています。プレゼンテーショ
ンの実施にあたっては説明内容の充実度を評価することは当然ですが、聞き手に伝えるため
の技法（話し方や態度、提示資料の作成方法）も重要であることを併せて指導する必要があ
ります。本ワークショップでは、プレゼンテーション技法の説明におけるポイントとその技
法を活用するための演習の進め方を説明します。さらに演習を通して学生が自身のプレゼン
テーションの良い点と改善点を把握するための評価方法とそのフィードバック方法につい
ても検討します。参加者の皆さんにも実際に演習の一部を体験していただきます。
以下にワークショップの流れ（予定）を示します。
１．ウォーミングアップ（自己紹介、アイス・ブレーキングなど）
２．プレゼンテーション技法の説明
１）内容のまとめ方（ストーリー展開を考える）
２）話し方
３）提示資料の作成
３．プレゼンテーション演習
１）演習の進め方
２）評価の仕方

キーワード

プレゼンテーション技法、動機付け、評価方法

題

「学力の三要素」を総括的に育むアクティブ・ラーニング

目
教室

A館

A410

担当者名・所属

川島

啓二（九州大学）
、池田

概要
（内容要旨）

キーワード

史子（山口県立大学）、久保田祐歌（徳島大学）

『高大接続システム改革会議』
「最終報告」が提出され，すべての学校段階を通じて，一貫
した学習目標としての「学力の三要素」を総括的に育むことが求められていることが，より
明確になりました。そのような学習目標の達成のために，アクティブ・ラーニングの方法を
効果的に採り入れること，学習プロセスの自己調整と能動的な学習のために振り返りの機能
を適時に組み込むことは，これからの授業デザインとして必然的な方向であると言えます。
本ワークショップでは，平成 26 年度にクリティカル・シンキングを育成する授業デザイ
ンを，平成 27 年度にその学習プロセスの評価方法をとりあげました。本年度もその延長線
上に，
「思考力」を他の学習要素から切り離さずに，
「学力の三要素」を総括的に捉えて，さ
まざまなアクティブ・ラーニングや振り返りの技法によって構成された模擬授業をご体験い
ただくことで，３年間の総仕上げといたします。
大学の初年次教育ご担当の方はもとより，高等学校教員の方のご参加もお待ち申し上げて
おります。
「学力の三要素」，アクティブ・ラーニング，ジグソー法，グループ学習
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題

目

モデル授業公開検討会（2）：ノートの取り方

教室

A館

A411

担当者名・所属

藤田

哲也（法政大学）
、中川

概要
（内容要旨）

キーワード

華林（法政大学大学院）

本ワークショップでは，担当者（藤田）が実際に法政大学で行っている初年次教育科目で
ある「基礎ゼミ」について，実際に模擬授業を行い，授業後に参加者と授業内容や授業運営
上の工夫等について意見交換をする。今回は「ノートの取り方」の授業を行う。
「ノートの取
り方」は，単なるスタディスキルの一つではなく，学生が「大学では自主的・自律的に学ぶ
必要がある」ということを頭で理解しているだけの状態から，実際の行動に反映させるべき
こととして認識を改めるための，絶好のテーマである。にもかかわらず，授業担当者からは，
学生の「ノートの取り方なんて大学で教えてもらわなくても大丈夫」という主張に気圧され
て，表面的・形骸的な指導を行うのみで終わってしまうと聞くことが多い。むしろ「ノート
の取り方」は，学生に初年次教育全体の意義に気づいてもらえる，最重要テーマの一つであ
るといえる。本ワークショップでは「授業内模擬授業（中川が担当予定）」の工夫などを実演
しつつ，「ノートの取り方」にいかにして初年次教育の教育目標を反映させられるかについ
て皆様と討論する予定である。参加者の皆様には，前半は学生の視点で授業を受けていただ
きたい。後半の冒頭では，指定討論者（中川）から，授業をよりよくするための議論を促す，
いくつかの論点を提示するので，まずはそれらの論点について全参加者で意見交換をした
い。その後，参加者からの自由な質疑応答も行う予定である。
初年次教育モデル授業，授業検討会，気づき，シラバス
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ࠕึᖺḟᩍ

Ꮫ⛉࣭ᑓᨷࡣࠊ㒊ᒁᤵᴗࡢᅇᩘᩍဨᤵᴗ

⫱ࢆ㏻ࡋࡓ⮬❧ⓗᏛ⩦⪅ࡢ⫱ᡂࠖ↔Ⅼࢆ࠶

ࡢࢡࣛࢫつᶍࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ୰࣭

࡚ࡓάື㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ㐣

つᶍࢡࣛࢫࢆ㑅ᢥࡋࡓሙྜࡣࠊୖ⣭⏕ࢩ

⛬࡛ࠊึᖺḟᩍ⫱࠾ࡅࡿᏛ⩦ᨭࢆ࢝ࣜ࢟

ࢫࢱࣥࢺࡋ࡚ࠊᏛ⩦ࣆࢆᑟධࡍࡿࡇ

࣒ࣗࣛ㐃ືࡉࡏࡿ᪉ྥ⯦ࢆษࡿࡇ࡞

࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᩍဨࡢᢸᙜࡍࡿᤵᴗ࡛ࡣࠊ

ࡗࡓࠋᅇࠊሗ࿌ࡍࡿࠕಟᇶ♏ㅮᗙࠖࡢᐇ

ᤵᴗࡢᵓᡂࡸᩍᮦࡢඹ㏻ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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2.3

ᙜ⪅Ώࡋࠊ㒊ᒁࡢᤵᴗᨵၿࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࠋ

ᩍ⫋༠ാࡢᐇ㊶ࡽ

 FYSϨ㛤タᙜึࠊ⫋ဨࡀᤵᴗࢆᢸᙜࡍࡿࡇ

ḟࠊᩍ⫋ဨࡀࡦࡘࡦࡘࡢᤵᴗࢆ

ᑐࡍࡿᢠࡀ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣࡗࡓࠋ 

㐍ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ᩍ⫱᪉ἲࡸᩍ⫱ᡭἲࢆᏛ

 ᩍဨࡽ♧ࡉࢀࡓㄢ㢟ࡋ࡚ࡣࠊ⫋ဨࡀᤵ

ࡪሙࢆᥦ౪ࡍࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊࠕಟᇶ♏ㅮᗙࠖ

ᴗࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊᡂ⦼ホ౯㛵ࢃࡿⅬ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ࢆᢸᙜࡍࡿᩍ⫋ဨྥࡅࠊ
ࠗಟᇶ♏ㅮᗙࡢࡓ

ࡇࡢⅬࡣࠊẖᅇࡢ㒊ᒁᤵᴗࡢ୰࡛࠾ࡇ࡞࠺࣡

ࡵࡢᤵᴗࢹ㞟࠘ࢆసᡂࡋࠊึᖺḟᩍ⫱

࣮ࢡࡸᤵᴗ⤊ᚋᏛ⏕ࡢᥦฟࡍࡿㄢ㢟ࢆ⫋

ࡢᐇ㊶ᙺ❧ࡘཧຍᆺᤵᴗࡢᡭἲࢆ୰ᚰ⤂

ဨ⮬㌟ࡀ᥇Ⅼࡋࠊಶูࢡࣛࢫࡢᢸᙜᩍဨࡀࠕ㒊

ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᏛࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊึᖺ

ᒁࡢホ౯ࢆཧ⪃ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᭱⤊ⓗホ౯ࢆୗ

ḟᩍ⫱ࡢព⩏ࡸᏛ⏕ࢆయⓗ࡞Ꮫࡧ࠸ࡊ࡞

ࡍࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ㐠Ⴀࡍࡿࡇ࡞ࡾࠊ⌧

࠺ᩍ⫱ᡭἲࠊᤵᴗࡢᕤኵ࡞ࢆ⤂ࡍࡿࠕึ

ᅾ⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᖺḟᩍ⫱ࢭ࣑ࢼ࣮ࠖࠊⱝᡭᩍ⫋ဨࢆᑐ㇟ࡋࡓ

 ⫋ဨࡗ࡚ࡶࠊᤵᴗࢆᢸᙜࡍࡿ⢭⚄ⓗ࡞

ࠕᩍ⫱ຊࢵࣉࢭ࣑ࢼ࣮ࠖࢆ㛤ദࡋ࡚ࡁࡓࠋ

㈇ᢸຍ࠼ࠊᤵᴗᚋࡢᥦฟㄢ㢟ࡢ᥇Ⅼసᴗࡣ

2.5 ᚋࡢㄢ㢟

ᴗົࡢ㈇ᢸࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡓࠋ᪂ධ⏕ᑐࡍ

 2.3 ᩍ⫋༠ാࡢᐇ㊶࡛♧ࡋࡓ࠾ࡾࠊ⫋ဨ

࢞ࢲࣥࢫࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ1 ࢥ

ࡀᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⫋ဨࡀᩍဨඹᏛ⏕ࡢᏛ

࣐ 90 ศࡢᤵᴗࢆᢸᙜࡍࡿ࡞ࡲࡗࡓࡃᮍ▱

ࡧ㛵ࢃࡿࡇࡢពࢆㄆ㆑࡛ࡁࡓࡇࠊ⮬

ࡢ⤒㦂ࡔࡗࡓࡽ࡛࠶ࡿࠋ

ࡽࡢᴗົࢆࡾ㏉ࡿዎᶵ࡞ࡗࡓࡇ࡞ࠊ

 ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ⫋ဨࡀᩍቭ❧ࡘࡇ࡛ࠊ

SD ࡘ࡞ࡀࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋ

ᤵᴗ࡛ぢࡏࡿᏛ⏕ࡢᛂࡸᐇࢆ▱ࡿࡇࡀ

 ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ㒊ᒁࡢᢸ࠺ࠕᏛ⏕ࡋ࡚

࡛ࡁࡓࡇࠊᤵᴗ㐠Ⴀࡢ㞴ࡋࡉࢆయ㦂࡛ࡁࡓ

ࡢጼໃࡸᏛ⩦ែᗘࠖࡣࠊᤵᴗ࡛࠾ࡇ࡞࠺ࢸ࣮

ࡇࡣࠊ㒊ᒁࡢᴗົ⮬యࢆࡾ㏉ࡿᶵ࡞

࣐ࡋ࡚ࡣࠊ㞴ࡋ࠸ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ㒊

ࡗࡓࠋࡲࡓ⫋ဨ⤌⧊ࠊᏛ⏕ࡀయⓗ࡞Ꮫࡧ

ᒁᤵᴗࡾᙜ࡚ࡽࢀࡿࡢࡣࠊ1 ࢸ࣮࣐ 1 ࢥ

ᡭ࡞ࡿࡓࡵࠊᩍ⫋༠ാࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ

࣐㛫ⓗ࡞ไ⣙ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊሗᥦ౪ⓗ࡞

ࡀఏࢃࡾࠊᐇ㊶࡛ࡁࡓࡇࡶ✭࡛࠶ࡗࡓࠋ

ᤵᴗ࡞ࡾࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋᢸᙜ⪅ࡗ࡚ࡶࠊ

2.4

୍ࠊ1 ࢥ࣐ࡢᤵᴗ࡛ኻᩋࡋࡓឤࡌࡓࡋ

LSC ࡢᙺ

 ࠕಟᇶ♏ㅮᗙࠖࡢ㐠Ⴀ࠾ࡅࡿ LSC ࡢᙺ

࡚ࡶࠊḟࡢᤵᴗ࡛ᤂᅇࡸㄪᩚࡣ࡛ࡁ࡞࠸࠸

ࡣࠊ௨ୗࡢ 2 ࡘู࡛ࡁࡿࠋ

࠺ࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࡀࡢࡋࡗ࡚ࡃࡿࠋ

ࡲࡎࠊᏛඹ㏻࡛ᐇࡉࢀࡿࠕಟᇶ♏ㅮ

 ௨ୖࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᚋࠊ㒊ᒁᤵᴗෆᐜ

ᗙࠖࢆࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕಟ

ⓗ࡞㐃⥆ᛶࢆᣢࡓࡏ࡞ࡀࡽࠊሗᥦ౪

ᇶ♏ㅮᗙࠖࡣࠊྛᏛ⛉࣭ᑓᨷࡢᢸᙜ⪅ࡢ௦⾲

ࡲࡽ࡞࠸ᤵᴗࡍࡿࡓࡵࡢᕤኵࢆồࡵ࡚࠸ࡃ

㸦ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ㸧ࡀฟᖍࡍࡿࢥ࣮ࢹࢿ࣮

ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ࢱ㆟࡛ࠊᤵᴗෆᐜࡢ᳨ウࡸᐇᚋࡢ᳨ド➼

 ᢡࡋࡶࠊᮏᏛࡣࠊ᪂Ꮫ㒊ቑタࡸ᪤ᏑࡢᏛ㒊

ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿࠋྠࠊ㒊ᒁᢸᙜ⪅㆟ࡀ

⦅క࠺࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵṇࡢᮇࢆ㏄࠼࡚

㛤ദࡉࢀࠊ㒊ᒁᤵᴗࡢ㐠Ⴀࡸᐇᚋࡢ᳨ドࡀ

࠸ࡿࠋ
ࠕಟᇶ♏ㅮᗙࠖࢆࡉࡽᐇࡉࡏࡿࡓ

࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿࠋ

ࡵࠊྛ㒊ᒁࡢᤵᴗࡀ㐃⥆ᛶࢆಖࡕ࡞ࡀࡽࠊ

LSC ࡣࠊ㆟ࡢ㐠ႠࠊᏛ⛉㛫ࡢㄪᩚࠊ㒊ᒁ

ᩍဨᤵᴗࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せࡔ

ࡢㄪᩚࠊᩍᐊࡢᡭ㓄ࠊ㒊ᒁᤵᴗࡢᩍ࡙ࡃ

⪃࠼ࡿࠋᩍဨ࣭⫋ဨࡀࡑࢀࡒࢀࡢศ㔝࡛ࠊᏛ

ࡾࡸᩍᐊ࡛ࡢᤵᴗ㐠Ⴀࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࠋࡲࡓࠊ

⏕ാࡁࡅࠊᏛ⏕ࡢయⓗ࡞Ꮫࡧࢆᘬࡁฟ

ẖᅇࠊᏛ⛉࣭ᑓᨷࡢᤵᴗࢆཧほࡍࡿࢥ࣮ࢹ

ࡏࡿయไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ࢿ࣮ࢱࡀグධࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺ࣮࢝ࢻࢆࠊ㒊ᒁᢸ

㸱㸬ᓫᇛᏛࠕᩍ⫱ๅ᪂ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྲྀࡾ
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⤌ࡴ⫋ဨࡢᙺࠖ

 Ꮫ⏕ᨭࡢ㠃࡛≉ู࡞ᑐᛂࢆせࡍࡿሙྜࡣࠊ

3.1 ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢ⫼ᬒయไ

ᢸ௵ࡶࡋࡃࡣᏛ⛉㛗ࡀࠊ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫᨭ࣭

 ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸦2015 ᖺタ⨨㸧ࡣࠊᩘᏛࠊ

ࢺࣛࣈࣝᑐᛂᩍ⫋ဨࢆ⨨ࡃᏛ⏕ᨭࢭࣥࢱ࣮

⌮⛉ࠊእᅜㄒࠊᩥ♫ࠊᩍ⫋ㄢ⛬ࠊᗣ࣭

㐃ᦠࢆࡗ࡚ࠊᏛ⏕ᑐᛂࢆ⾜࠺ࠋྠࢭࣥࢱ

ࢫ࣏࣮ࢶࠊࡢ 6 ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᵓᡂࡉࢀࠊ2016 ᖺ

࣮ࡣᏛ⏕ᨭ࣭Ꮫ⩦ᨭ࣭ᗣᨭࡶᢸᙜࡋࠊ

 Ⅼ ࡛ ࡣ ⱥ ㄒ Ꮫ ⩦ ࢭ ࣥ ࢱ ࣮ SILC 㸦 SOJO

ࡇࡕࡽࡢከࡃࡣ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᩍဨࡀවົ

International Learning Center㸧࠾ࡼࡧ㉳ᴗ

࡚ᑐᛂࡍࡿࠋ

ᐙ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛᢸᙜᩍဨࢆྵࡴ 52 ྡࡀᡤ

 Ꮫ⏕ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡣࡲࡓࠊᏛ⏕ཌ⏕ㄢ࠾ࡼ

ᒓࡍࡿࠋ 2011 ᖺ㛤ጞࡋࡓࠕᓫᇛᏛᩍ⫱

ࡧᩍົ㒊ᩍົㄢࡢ⫋ဨ㛫ࡢᐦ࡞㐃ᦠࢆᅗࡾࠊ

ๅ᪂ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ㸦௨ୗࠊSEIP㸧ࡼࡾࠊ

Ꮫ⏕ࡢᵝࠎ࡞┦ㄯᑐᛂ࡛ࡁࡿయไࢆᩚ࠼࡚

ࡑࢀࡲ࡛ಶูᐇࡉࢀ࡚࠸ࡓᤵᴗ⛉┠ࠊᏛ

࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵᏛ⏕ᨭࢭࣥࢱ࣮㛗ࡣᏛ⏕㒊

⏕ᨭไᗘࡢ㐃ᦠࡀྲྀࡽࢀࠊᩍ⫋༠ാࡀ」ᩘ

㛗ࡀවົࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡢሙ㠃࡛✚ᴟⓗᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 ࢳ࣮ࣗࢱ࣮ไᗘࡣࡑࡢ㐠Ⴀ࠾ࡼࡧᨵၿࡢࡓ

ᅇࡣᩍဨ 1 ྡࡀᏛ⏕ 5 ྡࡢᨭࢆ⾜࠺

ࡵࠊࢳ࣮ࣗࢱ࣮ไᗘ㐠Ⴀ㒊ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࠕࢳ࣮ࣗࢱ࣮ไᗘࠖ࠾ࡼࡧࠊ࢟ࣕࣜᩍ⫱⛉

యไࡘ࠸࡚ࡣࠊSEIP 㛤ጞࡽ 2014 ᖺᗘࡲ

┠ࡋ࡚⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᩍဨ࠾ࡼࡧྛㄢ⫋

࡛ࡣࠊไᗘࡢᏳᐃⓗ㐠⏝ࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊྛศ

ဨࡀᤵᴗࢆᢸᙜࡍࡿࠕᩍ㣴ㅮᗙ Iࠖࡘ࠸࡚ㄝ

㔝㛗ࡅࡓᩍ⫋ဨ࠾ࡼࡧᩍ⫱ᢸᙜᏛ㛗࣭

᫂ࡍࡿࠋ

ົᒁ㛗࣭ົᒁḟ㛗ࢆ࣓ࣥࣂ࣮ࡋࡓࠋ2013

3.2 ࢳ࣮ࣗࢱ࣮ไᗘࡢᴫせ

ᖺᗘ୰ࡑࢀࡲ࡛ẖᖺᐇࡋ࡚࠸ࡓᏛ⏕࠾ࡼ

 ᮏᏛ࡛ࡣ SEIP 㛤ጞక࠸ࠊᚑ᮶Ꮫ⛉Ꮫᖺ

ࡧᩍဨࡢࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆᫎࡉࡏࡓไᗘ

ࡈ 1ࠊ2 ྡ⨨࠸࡚࠸ࡿᢸ௵ຍ࠼࡚ࠊᏛ⛉

ࡢᡭᘬ࡞ࡿࠕࢳ࣮ࣗࢱ࣮࢞ࢻࣈࢵࢡࠖࢆ

࠾ࡼࡧ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢᩍဨࡀ 1 ேᙜࡓࡾ

సᡂࡋࠊไᗘࡢᐇែࢆྛᏛ⛉㛗⪺ࡁྲྀࡾㄪ

ྛᏛᖺ 5 ྡ⛬ᗘࡢᏛ⏕ࡢᒚಟ࣭ᑵ⫋ᣦᑟ࠾ࡼ

ᰝࡋࡓ⤖ᯝࢆ 2014 ᖺᗘྲྀࡾࡲࡵࡓࠋࡑ

ࡧ⏕ά┦ㄯࢆᢸᙜࡍࡿࠕࢳ࣮ࣗࢱ࣮ࠖ࡞ࡿ

ࢀࢆཷࡅ࡚ 2015 ᖺᗘࡽࡣࠊ㒊ᵓᡂ࣓ࣥ

ไᗘࢆᑟධࡋࡓ㸦ⱁ⾡Ꮫ㒊࣭⸆Ꮫ㒊ࡣయไࡢ

ࣂ࣮ࢆᏛ⛉㛗࠾ࡼࡧᏛ⏕ཌ⏕ㄢဨࡋ࡚ࠊᏳ

ヲ⣽ࡣ␗࡞ࡿ㸧ࠋᮏไᗘࡢ⫋ဨഃࡽᐇࡍࡿ

ᐃᮇධࡗࡓไᗘࡢ㐠Ⴀࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ

⟶⌮࣭㐠Ⴀࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⏕㒊Ꮫ⏕ཌ⏕ㄢࡀ

 SEIP 㛤ጞక࠺ࢳ࣮ࣗࢱ࣮ไᗘࢆ⤒㦂ࡋ

ᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡓᏛ⏕ࡣ 2015 ᖺ 3 ᭶ึࡵ࡚༞ᴗ࡞ࡗࡓ

 ྛࢳ࣮ࣗࢱ࣮ࡣᢸᙜᏛ⏕ᑐࡋ࡚ࠊᏛᮇ୰

ࡀࠊࡑࡢᑵ⫋⋡ࡣ㐣ཤ᭱㧗ࡢ 99.2%࡞ࡗࡓࠋ

2 ᅇࡽከࡃ࡚᭶ 1 ᅇ⛬ᗘࡢ㢖ᗘ࡛㠃ㄯࢆ⾜

ࡲࡓ㏥Ꮫ⋡ࡶῶᑡഴྥࡀ㐍ࡳࠊ2%ྎ࡞ࡗ࡚

࠸ࠊᑐヰࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⏕ࡢᡂ㛗ࢆಁࡍᶵࢆᣢ

࠸ࡿࠋ

ࡘࠋ㠃ㄯࡢ⤖ᯝࡣྛࢳ࣮ࣗࢱ࣮ࡼࡾᣦᐃ᭩

3.3 ࢳ࣮ࣗࢱ࣮ไᗘࡢㄢ㢟

ᘧࡢ㟁Ꮚࣇ࡛ࣝ࠶ࡿ㠃ㄯ⚊グ㍕ࡉࢀࠊ

 㠃ㄯグ㘓ࡢ⟶⌮᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣࠊไᗘᑟධ

ᢸ௵ᥦฟࡉࢀࡿࠋᢸ௵ࡣ㠃ㄯ⚊ࢆཧ⪃ᢸ

ᙜึࡣᏛෆ࣏࣮ࢱࣝࡢᡤぢḍࡢά⏝࡞࡛グ

ᙜᏛᖺయࡢᵝᏊࢆࡲࡵࡓሗ࿌᭩ࢆᏛᮇ

㘓ࡢ㟁Ꮚࢆࢳ࣮ࣗࢱ࣮ࡔࡅ࡛࡞ࡃᤵᴗᢸᙜ

2 ᅇసᡂࡋࠊᏛ⛉㛗ᥦฟࡍࡿࠋᏛ⛉㛗ࡣᏛ

ᩍဨࡸ㒊ά㢳ၥᢸᙜᩍ⫋ဨࡶಁࡋࡓࠋࡋ

⏕ཌ⏕ㄢ㐃ᦠࢆྲྀࡾࠊሗ࿌᭩ࢆ⟶⌮ࡍࡿࠋ

ࡋ⯡ⓗ⏝⋡ࡀᴟ➃పࡃࠊྲྀࡾࡸࡵ

 ྲྀࡾࡲࡵࡓሗࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋ⥲

࡞ࡾࠊ⌧≧ࡢ㠃ㄯ⚊ࢆ㠃ㄯẖࣇࣝಖᏑ

ࡸᆅ༊ูಖㆤ⪅㠃ㄯ࡞ࡢᶵά⏝ࡍࡿ

ࡍࡿ᪉ᘧ࡞ࡗࡓࠋᚋࡣࠊ✚ࡉࢀࡓグ㘓

ࡇࡀ࠶ࡿࠋ

ࡢ౽ᛶࡢ㧗࠸ά⏝᪉ἲࡢᵓ⠏ࡀㄢ㢟࡞ࡿࠋ
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ࣛ࢘ࣥࢻࢸ࣮ࣈࣝձ
3.4 ࠕᩍ㣴ㅮᗙ Iࠖࡢᴫせ

㸦ึᖺḟᑟධᩍ⫱㸧

Ꮫ⏕⏕ά⯡ࡢㅖὀពϩ

እ㒊ㅮᖌ㸸Ꮫ⏕ཌ⏕ㄢ

ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ࣭ᛶ≢⨥㛵ಀ

࠙እ㒊ㅮᖌࠚㅮ₇

ࠕࠗẼ࡙ࡁ࠘ࡢ⤒Ⴀࠖ

㸦ึᖺḟᑟධᩍ⫱㸧

Ꮫ⏕⏕ά⯡ࡢㅖὀពϪ

እ㒊ㅮᖌ㸸Ꮫ⏕ཌ⏕ㄢ

Ꮫ⏕ࢺࣛࣈࣝ㜵Ṇ㛵ಀ

࠙እ㒊ㅮᖌࠚㅮ₇

ࠕ⚾ࡢ㔝⌫ே⏕ࠖ

㸦ึᖺḟᑟධᩍ⫱㸧

Ꮫ⏕⏕ά⯡ࡢㅖὀពϫ

እ㒊ㅮᖌ㸸Ꮫ⏕ཌ⏕ㄢ

㏻ᨾ࣭ᛶ≢⨥࣭༴㝤ࢻ

8

 ᩍ㣴ㅮᗙࡣ SEIP 㛤ጞᚋࠊ1 ᖺ๓ᮇࡣึᖺ
ḟᑟධᩍ⫱ࢆ┠ⓗࡋࡓࠕᩍ㣴ㅮᗙ Iࠖࠊ࠾ࡼ

9

ࡧᚋᮇࡣᑓ㛛ᑟධᩍ⫱ࢆ㔜どࡋࡓࠕᩍ㣴ㅮᗙ

10

IIࠖࡋ࡚ࠊᕤᏛ㒊࣭ሗᏛ㒊࣭⏕≀⏕Ꮫ㒊
࡛ᚲಟࡉࢀࠊ༢ࡘ࠸࡚ࡣㄆᐃไ࡛ࡣ࡞

11

ࡃࠊᡂ⦼ホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࠕᩍ㣴ㅮᗙ Iࠖࡢᵓᡂࡣእ㒊ㅮᖌࡼࡿㅮ₇

12

ࠊእ㒊ㅮᖌ࣭ᮏᏛᩍဨཬࡧ㒊ㄢ㛗⣭⫋ဨ

ࣛࢵࢢ࣭ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⿕

ࡼࡿึᖺḟᑟධᩍ⫱㸦࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸧

ᐖ㜵Ṇ

࡛ࠊྛ㐌⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠙⾲ 1ࠚࠋ

࠙እ㒊ㅮᖌࠚㅮ₇

ࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡛㐍ࡵࡿ

13

 ẖᅇ 60 ศ⛬ᗘࡢㅮ₇ࢆ⪺ࡁࠊࡑࡢෆᐜࢆ

⛉Ꮫ⏨ዪඹྠཧ⏬ࠖ

ࡲࡵࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ⛉Ꮫᢏ⾡ࠊேᩥ
⛉Ꮫ࡞ࡢศ㔝ࢆၥࢃࡎᖜᗈ࠸ど㔝ࢆ㌟ࡘ

14

ࡅࡿࡇࠊ
ࠕ⪺ࡃຊ࣐ࢼ࣮ࠖࠕᩥ❶⾲⌧

㸦ึᖺḟᑟධᩍ⫱㸧

ᑗ᮶ࡢ㐍㊰㑅ᢥ㸦ᑵ⫋࣭㐍

ᑵ⫋㒊㛗ࠊᅜ㝿ὶㄢ㛗

Ꮫ࣭␃Ꮫ➼㸧ྥࡅ࡚

➼:ᑵ⫋ㄢࠊᅜ㝿ὶㄢ

ຊࠖࡢᚲせᛶࢆᏛ⏕ࡀయឤࡋࠊࡑࡢᇶ♏సࡾ

㸦ึᖺḟᑟධᩍ⫱㸧

ࡲࡵ㸦ࡾ㏉ࡾࠊឤᩥ

ྛᏛ⛉㸯ᖺᢸ௵

ᥦฟ㸧

15

ࡍࡿࡇࡀࠊᮏㅮᗙࡢ㐩ᡂᗘ┠ᶆ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏㅮᗙࡣࠊእ㒊ㅮᖌㅮ₇ᅇࡢࡳࢆࠕwith you

ͤ⥙ࡅ㒊ศ㸸⫋ဨ㐠Ⴀࡢᤵᴗᅇࠊഐ⥺㒊㸸ᢸᙜㄢ

ㅮᗙࠖࡋ୍࡚⯡බ㛤ࡋ࡚࠾ࡾࠊẖᖺ 50 ྡ

 ᤵᴗయࡢ⥲㈐௵⪅ࡣㅮᗙᢸᙜᩍဨࡀᢸᙜ

ࡀཷㅮࡍࡿᆅඖ࡛ࡶ㛗ࡃேẼࡢබ㛤ㅮᗙ࡞

ࡍࡿࠋእ㒊ㅮᖌㅮ₇ᅇࡘ࠸࡚ࡣࠊᩍົㄢࡀ

ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᢸᙜ࡞ࡾㅮ₇ሙࡢ㐠Ⴀࢆ⾜࠺ࠋ⫋ဨ㐠Ⴀ

࠙⾲ 1ࠚ 2016 ᖺᗘࠕᩍ㣴ㅮᗙ IࠖᕤᏛ㒊⏝ࢩࣛࣂࢫᴫせ
ᅇᩘ

ෆᐜ

࠙ㅮᗙᢸᙜ㈐௵ᩍဨࠚ

ࠕᩍ㣴ࠖࡣఱࠋᩍ㣴ㅮ

ഛࠊ㐍⾜ࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ

࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ

ᗙࢆཷࡅࡿᚰᵓ࠼

ࡢᅇ࡛ࡣࠊឤᩥᥦฟ࡞ࡼࡾホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ

㸦ึᖺḟᑟධᩍ⫱㸧

ᮏᏛࡢ┠ᣦࡍᩍ⫱◊✲

㞟ィ⤖ᯝࡣྛᏛ⛉ 1 ᖺᢸ௵ࢆ㏻ࡌ࡚ㅮᗙᢸᙜ

ᩍ⫱࣭◊✲ᢸᙜᏛ㛗

㸦Ꮫ㝔㐍Ꮫ࣭◊✲⌮ࢆ

ᩍဨᥦฟࡉࢀࡿࠋ

ྵࡴ㸧

3.5 ࠕᩍ㣴ㅮᗙ Iࠖࡢㄢ㢟

ࠕ࠶࡞ࡓࢆ㍤ࡏࡿ※ࡣ

 㸯ᅇࡢᤵᴗࡣᩍဨࡢ㐃ᦠ࡛ࠊࡍ࡚ࢆ⫋

ឤືຊ࠶ࡿࠖ

ဨࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᣢࡕ㛫ࡶ

㸦ึᖺḟᑟධᩍ⫱㸧ᩍົ

ᒚಟᣦᑟ GPAࠊᤵᴗࡢ

ከࡃࡣ࡞࠸ࠋࡋࡋࡇࢀࢆዎᶵࡋ࡚ࠊ⫋ဨ

㒊㛗࣭FD ጤဨ㛗ࠊᅗ᭩

ཷࡅ᪉ࢡࢸࣈ࣮ࣛ

ࡢṇㄢ࣭ㄢእᤵᴗཧ⏬ࡢྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ

ㄢ㛗࣭ᩍ⫋ㄢ⛬ጤဨ㛗㸸

ࢽࣥࢢࠊᅗ᭩㤋ࡢ⏝ࠊᩍ

ࡀᮃࡲࢀࡼ࠺ࠋࡲࡓᢸᙜእࡢᩍ⫋ဨᩍ⫋

ᩍົㄢ

⫋ㄢ⛬➼

༠ാࡢ⌮ゎࢆ࠺㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡶㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

࠙እ㒊ㅮᖌࠚㅮㄯ

ࠕ୰ᒣ⩏ᓫ≀ㄒࠖ

㸦ึᖺḟᑟධᩍ⫱㸧

Ꮫ⏕⏕ά⯡ࡢㅖὀពϨ

㸲㸬࠾ࢃࡾ

Ꮫ⏕㒊㛗࣭ࢳ࣮ࣗࢱ࣮ไ

ࢳ࣮ࣗࢱ࣮ไᗘࠊᏛ⏕ᨭ

 ᡂຌ࣭ኻᩋࡸ㐠Ⴀ➼ࡢㄢ㢟࣭ᝎࡳࢆㄒ

ᗘ㒊㛗࣭⎔ቃ⟶⌮㈐௵

ࢭࣥࢱ࣮ࡢᙺࠊ⎔ቃ࣐ࢿ

ࡾྜ࠸ࠊࡲࡓḟᖺᗘ௨㝆ࡢ⥅⥆ࡶࡈ┦ㄯࡋࡓ

⪅➼㸸Ꮫ⏕ཌ⏕ㄢ

ࢪ࣓ࣥࢺ➼

࠸ࠋከࡃࡢ⫋ဨྛࡢཧຍࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࠙እ㒊ㅮᖌࠚㅮ₇

ࠕࠗ⏕ࡁ᪉࠘ࢆ⪃࠼ࡿࠖ

ෆᐜࡘ࠸࡚ࡣࠊྛᢸᙜㄢࡢ⫋ဨࡀᤵᴗࡢ‽

1

2

࠙እ㒊ㅮᖌࠚㅮ₇
3

4

5

6

7

ࡢᤵᴗᅇࡢ⤫ᣓࡣᩍົ㒊㛗ࡀᢸᙜࡋࠊྛᅇࡢ

ㅮᖌࠊᢸᙜㄢ
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ࣛ࢘ࣥࢻࢸ࣮ࣈࣝղ

ึᖺḟᩍ⫱ࡣࠕᏛ⏕ࡢᐃ╔ࠖᐤ࡛ࡁࡿ㸽
࢚࣮࣓̿ࣥࣟࣝࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆព㆑ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ࡾ̿

࠙ ⏬ ⪅ࠚ ㇂ᕝ⿱⛱㸦ᅄᅜᏛ▷ᮇᏛ㒊㸧
࠙ྖ  ⪅ࠚ ㇂ᕝ⿱⛱㸦ᅄᅜᏛ▷ᮇᏛ㒊㸧
࠙ヰ㢟ᥦ౪⪅ࠚ ᒣᮏ⦾㸦NPO ἲே NEWWAVE㸧
ୖᒸ⩏㸦ᚨᓥᏛᏛ㝔㸧
㇂ᕝ⿱⛱㸦ᅄᅜᏛ▷ᮇᏛ㒊㸧
                                   
㸯㸬ࡣࡌࡵ

㏥Ꮫ㜵Ṇಀࡿ᪉␎࣭ᡓ␎ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿࠋ

 ᮏࡢࢸ࣮࣐ࡣࠗึᖺḟᩍ⫱࢚࣮ࣥࣟ

ḟ㸪ࢃࡀᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ሙ㠃࠾ࡅࡿ୰㏵㏥

࣓ࣝࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡛࠘࠶ࡿࠋࠕ࢚࣮ࣥࣟ

Ꮫ◊✲ࡢ➨୍ே⪅⛠ࡉࢀࡿᒣᮏ⦾Ặ㸪

࣓ࣝࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖࡣ IR(Institutional

ճࢃࡀᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ⌧≧ࢆᴫほࡍࡿ࡞

Research)ࡢศᯒ㍈ࡢࡦࡘࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠸

࡛㸪ྛ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡛㌟ࡢࡢྜࡗࡓ୰㏵

ࡿࠋᮏ࡛ࡣࠕᏛ⏕ࡀᏛධᏛࡋࠊᅾ⡠

㏥Ꮫ㜵Ṇಀࡿᑐᛂ⟇ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃ㸪

ࡋࠊ༞ᴗࡍࡿࡲ࡛ࡢὶࢀࢆព㆑ࡋࡼ࠺ࡍࡿ

ࡑࢀࢆཷࡅմⓎ㐩㞀ᐖ᭷ࡍࡿ㸦࠸ࡢ࠶ࡿ㸧

Ⴀࡳࠖ࠸࠺ពྜ࠸࡛ᤊ࠼ࡿࡇࡋࡓࠋ

Ꮫ⏕ࡢᏛࡧࡢ⌧≧ᐃ╔ࡢ᪉␎ࡘ࠸࡚㸪Ⓨ

 ࡇࢁ࡛㸪࢚࣮࣓ࣥࣟࣝࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ

㐩㞀ᐖᏛ⏕ࡢ⥅⥆ᅾ⡠ࡢ࠶ࡾ᪉ヲࡋ࠸ୖᒸ

ࡣࡁࡃࠕᏛ⏕ເ㞟ࠖࠕᏛ⏕ࡢὶࢀࠖࡢ

⩏Ặᥦࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃ㸪ࡑࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼

2 㡿ᇦศ㢮ࡉࢀࡿࠋ࡞࡛ࡶᚋ⪅ࡢࠕᏛ⏕

յࣇࣟᚷ៸ࡢ࡞࠸ពぢࢆࡍࡿ㸪࠸

ࡢὶࢀࠖࡣ㸪ධᏛ๓ࡽ༞ᴗࡲ࡛࠸ࡓࡿᏛ

࠺ὶࢀ࡛㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

⏕ᅾ⡠ࡀ㸪ྠ㡿ᇦࡢ㔜せ࡞せ⣲ࡢࡦࡘ⪃



࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡕ࡞ࡳ㸪Ꮫ⏕ᅾ⡠ࡣᏛ⏕

㸰㸬ヰ㢟ᥦ౪⪅ձ 㸫㸦㇂ᕝ⿱⛱㸧

ࡢࠕᐃ╔࣭⥅⥆ᅾ⡠ࠖ
㸦retention or persistence㸧

 ࣓ࣜ࢝㧗➼ᰯᶵ㛵ࡢᏛ⏕ࡢᐃ╔ಀࡿ᪉

ࢆᣦࡍࠋࡇࢀࢆල⌧ࡍࡿࡓࡵࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢ㞳

␎࣭ᡓ␎

Ꮫ㸦attrition㸧ࢆ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛Ꮫ

 OECD ࡢ୰㏵㏥Ꮫಀࡿࢹ࣮ࢱࡼࡿ㸪

⏕ࡢ୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢ᪉␎࣭ᡓ␎ࢆ᳨ウ

࣓ࣜ࢝ࡢ㧗➼ᩍ⫱ሙ㠃࡛ࡣ⣙ 47㸣㸦OECD

ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡎࡣ㸪୰㏵㏥Ꮫࡢ㜵Ṇࣉ

ㅖᅜࡢᖹᆒ㏥Ꮫ⋡ࡣ 32㸣㸧ࡢᏛ⏕ࡀఱࡽࡢ

ࣟࢢ࣒ࣛࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀࡿࡢࡣ㸪ࠕึᖺḟᩍ

⌮⏤࡛㸦㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࢆ㸧㞳ࢀ࡚࠸ࡃࠋࡓࡔ

⫱࡛ࠖ࠶ࡿࠋ

ࡋ࣓ࣜ࢝ࡢሙྜࡣ㸪㧗➼ᩍ⫱ไᗘୖ㸪ࢻࣟ

 ᮏࣛ࢘ࣥࢻࢸ࣮ࣈࣝ㸦௨ୗ㸪RT㸧ࡣ㸪ࡃ

ࢵࣉ࢘ࢺ㸪ࢫࢺࢵࣉ࢘ࢺ㸪࢜ࣉࢺ࢘ࢺ㸪

Ꮫ⏕ࡢᐃ╔㸪ࡦ࠸࡚ࡣࠕ୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇࠖ

ࢺࣛࣥࢫࣇ࣮࢘ࢺࡀᐜ᫆࡞ᩥ࡛࠶ࡿࡇ

ࡘ࠸࡚㸪ྛ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ㌟ࡢྜࡗࡓ᪉

ࡀ㸪㧗࠸㞳Ꮫ⋡ࡢ⫼ᬒ࠶ࡿࠋ

␎࣭ᡓ␎ࢆᶍ⣴ࡍࡿࡇࢆຍ࠼࡚㸪ࡢࡼ࠺

 ࣓ࣜ࢝ࡢ㧗➼ᩍ⫱ሙ㠃࡛ࠕᐃ╔ࠖ⋡ࡀ㔜

࡞ࢩࢫࢸ࣒࡙ࡃࡾࢆࡍࢀࡤຠᯝࡀᚓࡽࢀࡿࡢ

どࡉࢀࡿ࡞⌮⏤ࡣ㸪⤒Ⴀୖࡢၥ㢟㸦EFT

㸪ࡘ࠸࡚ࣜࣝ࡞㆟ㄽࢆࡍࡿሙࡋࡓ࠸ࠋ

⟬ࡼࡿ㐃㑥ᨻᗓ࣭ᕞᨻᗓࡽࡢ⿵ຓ㔠㸧

 RT ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡲࡎࡣձ⏬⪅ࡼࡿ RT ࡢ

ࡀ๓ᥦࡋ࡚࠶ࡿࡀ㸪㏆ᖺ㸪Ꮫ⏕ࡢ㸦┠ᶆࡢ㸧

┠ⓗࢆ㏙㸪ղ࣓ࣜ࢝㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ୰㏵

ࠕಟࠖ
㸦completion㸧ྥࡗ࡚ࡢ㧗࠸ᐃ╔

− 46 −

ࣛ࢘ࣥࢻࢸ࣮ࣈࣝղ
⋡ࡣᏛ⏕ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢࠕᡂຌࠖ㸦success㸧

ே௨ୖࡢ㏥Ꮫࡋࡓⱝ⪅ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓ

ࡳ࡞ࡉࢀࡿഴྥ㸦㘽ᣦᶆ㸧࠶ࡿࡇࡀࡁ

ࡇࢁࠊఱࡽࡢ⌮⏤࡛ฟᖍ⋡ࡀୗࡀࡾࠊ༢

࠸ࠋ

ࡀ⩦ᚓ࡛ࡁࡎࠊ⤖ᯝⓗዡᏛ㔠ࢆཷ⤥࡛ࡁ࡞

 ࡇࢁ࡛㸪Ꮫ⏕ࢆᘬࡁ␃ࡵࡿࡓࡵ㸪ᵝࠎ

ࡃ࡞ࡾࠊࠕ⤒῭ⓗ⌮⏤ࠖࡋ࡚୰㏵㏥Ꮫࡋ

࡞᪉␎࣭ᡓ␎ࡀヨࡳࡽࢀ㸦ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ㸧࡚ࡁ

࡚࠸ࡃᏛ⏕ࡶࠊᑡ࡞ࡽࡎ࠸ࡿࡇࡀ᫂ࡽ

࡚࠸ࡿࠋヲ⣽ࡣヰ㢟ᥦ౪ࡢ࡞࡛ゐࢀࡿࡀ㸪

࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࠊฟᖍ⋡ࡀୗࡀࡿࡁࡗࡅ

⤖ᒁࡢࡇࢁ㸪࢟ࣕࣥࣃࢫෆࡽ㞳Ꮫ⪅ࢆ㏴

࡞ࡿ㇟ࡣఱ࡞ࡢࢆ▱ࡿࡇࡇࡑࠊ୰㏵㏥

ῶࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ጼໃࡣ㸪⤒Ⴀ㝕ࡶྵࡵࡓᩍ⫋

Ꮫ㜵Ṇࡢ᰿ᮏⓗ࡞ゎỴ࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ


ဨࡢ✚ᴟⓗ࡞㛵ࢃࡾ㸦࢟ࣕࣥࣃࢫ࣡ࢻⓗྲྀ
ࡾ⤌ࡳ㸧㞟⣙ࡉࢀࡿ㸪࠸࠺ぢゎࢆ♧ࡍ◊

㸦㸰㸧㌟ࡢ࠶ࡗࡓ୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇ⟇
ࠕ㌟ࡢྜࡗࡓࠖ୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇ⟇ࡣ

✲⪅ࡣከ࠸ࠋ

ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔࢁ࠺ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ㏫ࠕ㌟
ࡢྜࢃ࡞࠸ࠖࡘࡲࡾࠕ⌧≧༶ࡉ࡞࠸ࠖ

㸱㸬ヰ㢟ᥦ౪ղ 㸫㸦ᒣᮏ ⦾㸧
᪥ᮏ࠾ࡅࡿ୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇၥ㢟ࡢᴫほྛ

ࡣ࠺࠸࠺ࡇࠊ⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
ᐇࡋࡓ࠸ᑐ⟇ࡣ࠶ࡿࡀࠊ⌧≧࡛ࡣண⟬ࡀ

㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࠾ࡅࡿ㌟ࡢྜࡗࡓ୰㏵㏥

↓࠸ࠊᐇ⾜ࡍࡿேࡶ࠸࡞࠸ࠊࡼࡃ⪥ࡍ

Ꮫ㜵Ṇಀࡿᑐᛂ⟇

ࡿࠋࡋࡋࠊᏛ⏕⌮ゎࡢ㊊ࠊࡘࡲࡾࠊ୰㏵


㸦㸯㸧᪥ᮏ࠾ࡅࡿ୰㏵㏥Ꮫ⋡ࡑࡢ⫼ᬒ

㏥Ꮫࡢ࣑ࢡࣟ࡞⌧≧ࢆᢕᥱࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ

 ᪥ᮏ࠾ࡅࡿᏛࡢಟᴗᖺ㝈௨ෆ㏥Ꮫ⋡

ࡀࠊ⌧≧༶ࡉ࡞ࡃ࡞ࡿ᭱ࡢཎᅉ࡛ࡣ࡞࠸

ࡣࠊᅜබ❧Ꮫࡀ 㸣ࠊ⚾❧Ꮫࡀ 㸣

ࡔࢁ࠺ࠋ
ᘢ࡛ࡣࠊ㏥Ꮫࡍࡿࣃࢱ࣮ࣥࢆ୕ࡘศ㢮

ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ2(&' ㅖᅜࡢᖹᆒ㏥Ꮫ⋡
32㸣ẚ㍑ࡍࡿ㧗࠸ᩘᏐ࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺

ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍ࡘ┠ࡣึᮇᆺࡧࠊ

ぢ࠼ࡿࡀࠊ᪥ᮏࡀᢪ࠼ࡿᅛ᭷ࡢၥ㢟ࡀᏑᅾࡍ

 ᖺ๓ᮇࡽᏛᴗ㝗ࡿᏛ⏕࡛࠶ࡿࠋ

ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ㧗༞ࡢṇ♫ဨẚ⋡ࡀ 㸣࡛

ࡘ┠ࡣኻ㏿ᆺࡧࠊ ᖺᚋᮇ௨㝆Ꮫᴗ

࠶ࡿࡢᑐࡋࠊ㧗➼ᩍ⫱୰㏥⪅ࡢṇ♫ဨẚ⋡

㝗ࡿᏛ⏕࡛࠶ࡿࠋ୕ࡘ┠ࡣ✺Ⓨᆺ

ࡣࡓࡗࡓ 㸣ࠋࡘࡲࡾࠊᏛ࣭ᑓ㛛Ꮫᰯࡢ

ࡧࠊᏛᴗࢆకࢃࡎࠊ࠶ࡿ᪥✺↛㏥Ꮫࡍࡿ

୰㏥⪅ࡣࠊ㠀ṇつ㞠⏝ࠊኻᴗ࣭↓⫋࡞ࡿ

Ꮫ⏕࡛࠶ࡿࠋᏛᴗࡣࠊฟᖍ⋡ࡢపୗࠊ

ྜࡀᴟࡵ࡚㧗࠸ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⫼ᬒࡣࠊ

ಟᚓ༢ᩘࡢῶᑡࠊ*3$ ࡢపୗࡀᣦᶆ࡞

᪂༞୍ᣓ᥇⏝࠸࠺᪥ᮏࡢᵓ㐀ⓗ࡞ၥ㢟ࡀᏑ

ࡿࠋᏛࡼࡗ࡚୰㏵㏥Ꮫ⪅༨ࡵࡿࡇࡢ୕

ᅾࡍࡿࡢࡔࡀࠊྛ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡋ࡚ࡶࠊ୰

ࡘࡢࢱࣉࡢྜࡣ␗࡞ࡿࡓࡵࠊࡲࡎࡣࡑࡢ

㏵㏥Ꮫ⋡ࡢᨵၿࡣྥࡁྜࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸

ྜࢆᢕᥱࡍࡿࡇࡽጞࡵࡿࡼ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊึᮇᆺࡣࠊ㧗ᰯ௦ࡢḞᖍ⋡ࠊධᏛ

ㄢ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
୍᪉࡛ࠊ୰㏵㏥Ꮫࡢཎᅉࡣࠊ⤒῭ⓗഃ㠃ࡀ

ࡢᏛຊࠊᚿᮃᏛ⛉ࡢ࣑ࢫ࣐ࢵࢳ࡞ࠊධᏛ

ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡇࡀከ࠸ࠋ㏥Ꮫᒆグ㍕ࡉ

๓ࡽఱࡽࡢ୰㏥ࣜࢫࢡᅉᏊࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ

ࢀࡿ㏥Ꮫ⌮⏤ࡣࠕ⤒῭ⓗ⌮⏤ࠖࡀᅽಽⓗከ

ࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࠋኻ㏿ᆺࡣࠊኟఇࡳࡸࣂࢺ౫

࠸ࡢࡣ☜ᐇ࡛࠶ࡿࡋࠊᏛࡢ㉁ಖドࡔ

Ꮡࡼࡿ⏕άࣜࢬ࣒ࡢᔂࢀࠊᏛ⩦ពḧࡢపୗ

ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࢡࢭࢫಖド࠸࠺ព࡛ዡᏛ㔠

ࡀࠊฟᖍ⋡ࡢపୗ⧅ࡀࡾࠊ㏥Ꮫ⮳ࡿࢣ࣮

ࡢᣑࡣ᳨ウࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ

ࢫࡀከ࠸ࠋ✺Ⓨᆺࡣࠊዷፎ࣭ฟ⏘ࠊᛴ⃭࡞ᐙ

ዡᏛ㔠ࢆᣑࡍࢀࡤ୰㏵㏥Ꮫ⋡ࡣࡁࢀ࠸ῶ

ィࡢᝏࡀཎᅉ࡞ࡾࠊᏛഃ࡛ࡇࡢࢱࣉ

ᑡࡍࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋᘢࡀ」ᩘࡢᏛࠊ

ࡢ୰㏵㏥Ꮫࢆண㜵ࡍࡿࡇࡣᴟࡵ࡚㞴ࡋ࠸ࠋ
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ࣛ࢘ࣥࢻࢸ࣮ࣈࣝղ
ࡇࡢࡼ࠺୰㏵㏥Ꮫ⧅ࡀࡾࡸࡍ࠸㇟ࢆࢩ

ࡋࠊಟṇࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࠊ3'&$ ࢆᵓ⠏ࡍࡿ

ࣥࢻ࣮࣒ࣟࢇ࡛࠸ࡿࠋฟᖍ⋡ࡸಟᚓ༢

ࡇ࠶ࡿࠋᡂᯝࡀฟ࡞࠸ࡽ୍ᖺ࡛⤊ࢃ

ᩘ࡞ᩘ್⾲ࢀࡿࡢࡣ࠶ࡃࡲ࡛⤖ᯝ࡛࠶ࡗ

ࡾࠊ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᰂ㌾ࡘ⫹ಟṇࡋ࡚࠸

࡚ࠊࡑࡇ⮳ࡿ⤒⦋ࡸ┿ᅉࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࢃࡅ

ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

࡛ࡣ࡞࠸ࠋᩘ್ࢆඖ௬ㄝࢆ❧࡚ࠊࡑࡢ௬ㄝ

ࡲࡓࠊ᪂ࡓ࡞ࡇࢆጞࡵࡿࡁࡣࠊᩍ⫋ဨ

ࢆඖࠊࡢࡼ࠺࡞ࣜࢫࢡᅉᏊࡸࢩࣥࢻ࣮ࣟ

ࡢ㈇ᢸឤࡀቑ࠼ࡿࡓࡵࠊᚰ⌮ⓗ㜼ᐖࡋ࡚ࡋ

࣒ࡀከ࠸ࡢᐃᛶⓗ࡞ㄪᰝศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃ

ࡲ࠺ࡇࡀከࠎ࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ሙྜࡣࠊ

ࡇࡀࠊ⌧≧ࢆᢕᥱࡍࡿ➨୍Ṍ࡛࠶ࡿࠋ

ᑓ㛛ศᴗࢆព㆑ࡍࡿࡼ࠸ࠋ࠼ࡤࠊ

ຍ࠼࡚ࠊࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ㝿ࡣࠊ⌧≧⾜ࢃ

Ⓨ㐩㞀ᐖࢆᢪ࠼ࡿࠊࡶࡋࡃࡣࡑࡢࢢ࣮ࣞࢰ࣮

ࢀ࡚࠸ࡿ୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇ⟇ࡀࡢࡼ࠺ཷࡅྲྀ

ࣥࡢᏛ⏕ࡢᑐᛂࡣࠊᑓ㛛ᐙࡢពぢࢆྲྀࡾධ

ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࠊࣄࣜࣥࢢࡍࡿࡼ࠸ࠋ

ࢀ࡚᭦ྍ⬟࡛࠶ࢀࡤᑓ㛛ᐙᑐᛂࢆ࠾௵ࡏ

࠼ࡤࠊ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥྜᐟࢆቃฟᖍ⋡

ࡍࡿࡇࡶど㔝ධࢀ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ

ࡀ⃭ῶࡋࡓᏛ⏕ࡀ࠸ࡓࠋᏛ㥆ᰁࡴࡇࡀ

࠺ࠋ

┠ⓗࡢࡣࡎࡢ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥྜᐟࡔࡗࡓ



ࡣࡎࡔࡀࠊࡑࢀࡀཎᅉ࡞ࡢࠊഅ↛࡞ࡢࠋ

㸦㸲㸧ࡲࡵ

ཎᅉࡔࡋࡓࡽࠊఱࡀၥ㢟ࡔࡗࡓࡢࠋࡇࡢ

୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇ⟇ࡣࠊపฟᖍ࣭ప༢㝗ࡗ

ࡁ㔜せ࡞ࡢࡣࠊࡑࡢᅇ⟅࡞ࡿ⌮⏤ࡸ⫼

ࡓᏛ⏕ࡢᑐฎ⒪ἲࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊண㜵⟇

ᬒࢆࢀࡔࡅ᥀ࡾୗࡆࡽࢀࡿࠊ࡛࠶ࡿࠋ

࠶ࢃࡏ࡚ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ

ࣜࢫࢡᅉᏊࠊࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟࡀὙ࠸ฟࡉࢀࡓ

࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᩍ⫋ဨಶேࡢດຊ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ

ᚋࡣࠊࡑࢀࡽ㝗ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞㜵Ṇ⟇ࢆ᪂ࡓ

Ꮫయ࡛ຠᯝⓗ࡞ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵ

❧࡚ࡿࠊࡶࡋࡃࡣ᪤Ꮡ⟇ࢆಟṇࡋ࡚࠸ࡃࡇ

ࡢ࢚ࣅࢹࣥࢫࡋ࡚ࠊ࢚࣮࣓ࣥࣟࣝࣥࢺ࣐ࢿ

࡞ࡿࠋ

ࢪ࣓ࣥࢺࡀࡁ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ࡑࡢ⤖ᯝᑟࡁฟࡉࢀࡿ୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇ⟇ࡣ᭱



ᑠ㝈⤠ࡽࢀࠊࡋࡋᡂᯝᮇᚅࡣ㧗ࡃࠊᨾ
ᑟධࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋ

㸲㸬ヰ㢟ᥦ౪ճ㸫㸦ୖᒸ⩏㸧

ࡲࡓࠊᡂຌࡋࡓᏛࡢ୰㏥㜵Ṇᑐ⟇ࢆ⮬
ᰯ࡛ࡑࡢࡲࡲᑟධࡋ࡚ࡶᡂᯝࡀฟ࡞࠸ࢣ࣮ࢫ

Ⓨ㐩㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ㸦࠸ࡢ࠶ࡿ㸧Ꮫ⏕ࡢ
ᨭ
ᡃࡀᅜࡢᏛ࣭▷ᮇᏛ࣭㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ㸦௨

ࡀከ࠸ࡢࡣࠊ⌧≧ᢕᥱㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࢣ࣮ࢫࡀ
ከ࠸ࠋࠕఱࢆࠖࡍࡿࡣ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ

ୗ㸪Ꮫ➼㸧ᅾ⡠ࡍࡿ㞀ᐖᏛ⏕ᩘࡣᖺࠎቑ

ࠕ࡞ࡐࠖࠕࡢࡼ࠺ࠖࡍࡿ࠸࠺どⅬࡀ

ຍࡋ࡚࠾ࡾ㸪≉Ⓨ㐩㞀ᐖ㸪ᙅ࣭ᙅ㸪⢭

ᢤࡅ࡚ࡋࡲ࠺ࡽ࡛࠶ࡿࠋ

⚄㞀ᐖࡢᏛ⏕ࡀᛴቑࡋ࡚࠸ࡿࠋ⊂❧⾜ᨻἲே



᪥ᮏᏛ⏕ᨭᶵᵓࡼࡿࠕᖹᡂ 26 ᖺᗘ㸦2014

㸦㸱㸧ᣢ⥆ࡍࡿ࢚࣮࣓ࣥࣟࣝࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥ

ᖺᗘ㸧㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡢಟᏛᨭ㛵ࡍࡿ

ࢺࢆព㆑ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒సࡾ

ᐇែㄪᰝࠖࡼࡿ㸪Ꮫ⏕ᩘࡢ 0.44㸣࠶

 ࡉ࡚ࠊ㌟ࡢ࠶ࡗࡓ୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇ⟇ࢆ❧

ࡓࡿ 14,127 ேࡢ㞀ᐖᏛ⏕ࡀᅾ⡠ࡋ࡚࠾ࡾ㸪

࡚ࡓᚋࡣࠊᐇ⾜ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒సࡾ࡛࠶ࡿࠋࡇ

ࡑࡢ࠺ࡕⓎ㐩㞀ᐖᏛ⏕ᩘࡣ 2,722 ே㸦㞀ᐖ

ࡇ࡛㔜せ࡞ࡢࡣࠊࠕࠖᏛ㏻ࡗ࡚࠸ࡿᏛ

Ꮫ⏕ᑐࡍࡿྜ 19.3%㸧࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓ

⏕ࣇࢵࢺࡋࡓ⟇࡛࠶ࡿࡇࠊࡘࡲࡾࠊ

ࡔࡋ㸪ࡇࡢㄪᰝࡣデ᩿ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࢆᑐ

᭱ึసࡗ࡚⤊ࢃࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⌧≧ࡢᏛ⏕ࡢ

㇟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪デ᩿ࡣཷࡅ࡚࠸࡞࠸ࡶ

≧ἣࢆᢕᥱࡋࡓ࠺࠼࡛ᐇࡋࠊᡂᯝࢆ☜ㄆ

ࡢࡢ㸪Ⓨ㐩㞀ᐖࡀࢃࢀࡿᏛ⏕ࡣྵࡲࢀ࡚࠸
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ࣛ࢘ࣥࢻࢸ࣮ࣈࣝղ
࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵಟᏛୖࡢᅔ㞴ࢆᢪ࠼ࡿᏛ⏕ࡣ㸪

ᐇࡋ࡚ࡃࡓࡵࡣ㸪ࡉࡽᩍ⫋ဨࡸ࿘ᅖࡢᏛ

ᐇ㝿ࡣࡉࡽከ࠸ࡇࡀணࡉࢀࡿࠋ

⏕ࡢ⌮ゎࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡣồࡵࡽࢀࡿ࡛࠶

 ࡑࢀ࡛ࡣ㸪ࡇࡢⓎ㐩㞀ᐖᏛ⏕ᑐࡍࡿᨭ

ࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ᐇ㝿ࡢᨭ࠾࠸࡚ࡣ㸪͆ḟ

ࡢ≧ἣࡣ࠺࡛࠶ࢁ࠺ࠋᤵᴗᨭ㛵ࡋ࡚

ⓗၥ㢟͇ࡶ࠸࠼ࡿࠕࢹࣥࢸࢸ༴ᶵࠖ

㔞ⓗቑຍࡀ㢧ⴭㄆࡵࡽࢀࡿ࡞㸪ࡉࡲࡊࡲ

ࡢどⅬࡣྍḞ࡛࠶ࢁ࠺➹⪅ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

࡞ಟᏛࡸᑵປ㛵ࡍࡿᨭࡀᐇࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ୍㒊ࡢ
Ꮫ➼␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡶ࠶ࡾ㸪ࡲࡔ༑ศ

ཧ⪃ᩥ⊩
⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⏕ᨭᶵᵓ㸸㞀ᐖᏛ⏕ᨭ


ࡣゝ࠼࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡞࠾Ⓨ㐩㞀ᐖᏛ⏕ࡢᨭ

http://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu

࠾࠸࡚ࡣ㸪ᤵᴗᨭࡼࡾࡶᤵᴗእᨭࡀ

_shien/index.html㸦2016 ᖺ 6 ᭶ 13 ᪥ཧ↷ 㸧
Gabriel, K.F. (2008) Teaching unprepared
students: Strategies for promoting success
and retention in higher education.Virginia,
Stylus.
Noel,L.,Levitz,R, Saluri,D.,and Associates.
(1985). Increasing student Retention. San
Frfancisco; Jossey-Bass.
⧊⏣Ꮥ⿱࣭ୖᒸ⩏࣭᳝㔝ᗈஂ࣭୰ᅵⰾᘯ࣭
ᅵ⏣⋹Ꮚ㸦2015㸧
㸸Ⓨ㐩㞀ࡀ࠸࠾ࡅࡿḟ
㞀ࡀ࠸ࡢண㜵ᑐᛂ㸬᪥ᮏ LD Ꮫ➨ 24 ᅇ
ㄽᩥ㞟(USB)㸬243-244㸬
Seidman, A. (2012) College student retention:
formula for student success(2nd ed.). New
York; Rowman&Littlefield Publishers.
Tinto, V. (1993). Leaving College: rethinking

ከ࠸ࡇࡀ≉ᚩ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞୰㸪Ⓨ㐩㞀ᐖᏛ⏕ࢆྲྀࡾᕳࡃ♫
ໃࡶኚࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋᖹᡂ 28
㸦2016㸧
ᖺ 4 ᭶ࡣࠕ㞀ᐖࢆ⌮⏤ࡍࡿᕪูࡢゎᾘࡢ
ಁ㐍㛵ࡍࡿἲᚊࠖࡢྜ⌮ⓗ㓄៖つᐃ➼ࡀ
⾜ࡉࢀ㸪ࡇࢀࡼࡾᅜබ❧Ꮫ➼࡛ࡣ㞀ᐖ⪅
ࡢᕪูⓗྲྀᢅ࠸ࡢ⚗Ṇྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢᥦ
౪ࡢ⚗Ṇࡀἲⓗ⩏ົ㸪⚾❧Ꮫ➼࡛ࡣ㞀ᐖ⪅
ࡢᕪูⓗྲྀࡾᢅ࠸ࡢ⚗Ṇࡣἲⓗ⩏ົ㸪ྜ⌮
ⓗ㓄៖ࡢᥦ౪ࡢ⚗Ṇࡣດຊ⩏ົ࡞ࡗࡓࠋ
ຍ࠼࡚㸪ᖹᡂ 28㸦2016㸧ᖺ 5 ᭶ 25 ᪥ࡣ㸪
ᑵປᩍ⫱ᨭࡢᙉ࡞ࢆᰕࡍࡿࠕᨵṇ
Ⓨ㐩㞀ᐖ⪅ᨭἲࠖࡀᡂ❧ࡋࡓࠋ⌧ᅾ㸪ྛ
Ꮫ➼࡛ࡣ㸪㞀ᐖᏛ⏕ᨭ㛵ࡍࡿሗࢆ࣮࣍
࣒࣮࣌ࢪ࡞࡛ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 Ᏻ⏣㸦2016㸧ࡣࠕ⚄⤒Ⓨ㐩ࡢ≉ᛶࢆᣢࡗ
࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡣ㸪ᏛධᏛ㸪3 ᖺḟ㸪4 ᖺḟ㸪
Ꮫ㝔࡛ࡘࡲࡎࡃࡇࡀከ࠸ࠖࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ࡇࡢࡇࡽࡶⓎ㐩㞀ᐖᏛ⏕ᨭ࠾ࡅࡿึ
ᖺḟᩍ⫱ࡢᯝࡓࡍᙺࡣࡁ࠸⪃࠼ࡿࠋᑐ
ே㛵ಀⱞᡭࡉࢆᢪ࠼ࡿⓎ㐩㞀ᐖᏛ⏕ࡣ㸪࢟
ࣕࣥࣃࢫ࡛ࡣᏙ❧ࡋࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋၥ㢟ࡀ⏕ࡌ
࡚ࡶୖᡭࡃ┦ㄯ࡛ࡁࡎ㸪㞳Ꮫࡋ࡚ࡋࡲ࠺⪅ࡶ
࠸ࡿࠋᩍ⫋ဨࡀヰࡋࡅࡿࡇ࡞ࢆ㏻ࡋ࡚㸪
┦ㄯࡍࡿࡇ⮬యࡸ┦ㄯࡢ᪉ࡘ࠸࡚ࡢᨭ
ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ

the causes and cures of student
attrition(2nd ed.) .Chicago; The University

of Chicago Press.
Ᏻ⏣㐨Ꮚ㸦2016㸧
㸸Ⓨ㐩ࡀẼ࡞ࡿᏛ⏕ࡢᢪ࠼
ࡿၥ㢟ぢ❧࡚㸬ᯇᮏ┿⌮Ꮚ࣭Ọ⏣㞞Ꮚ࣭㔝
࿅┘ಟ㸪Ᏻ⏣㐨Ꮚ࣭㕥ᮌ୍⦅ⴭ㸬ᚰࡢ
Ⓨ㐩ᨭࢩ࣮ࣜࢬ 6 Ꮫ⏕ Ꮫ⏕άࡢ㐺
ᛂࡀẼ࡞ࡿᏛ⏕ࢆᨭ࠼ࡿ㸬᫂▼᭩ᗑ㸬2439㸬
ึᖺḟᩍ⫱Ꮫ⦅㸦2013㸧ࠗึᖺḟᩍ⫱ࡢ⌧
≧ᮍ᮶࠘ୡ⏺ᛮ♫
ᑠᯘ㞞அ࣭ᒣ⏣♩Ꮚ⦅ⴭ㸦2016㸧
ࠗᏛࡢ IR
ពᛮỴᐃᨭࡢࡓࡵࡢሗ㞟ศᯒ࠘
ᛂ⩏ሿᏛฟ∧
᪲ᩥ♫⦅㸦㸧
ࠗ⺯㞷௦ Ꮫࡢ┿ࡢᐇຊ
ሗබ㛤 BOOK 2016 ᖺᗘ∧࠘᪲ᩥ♫
᪥ᮏ୰㏥ண㜵◊✲ᡤ㸦2011㸧
ࠗ୰㏥ண㜵ᡓ␎࠘
NPO ἲே NEWVERY
᪥ᮏ୰㏥ண㜵◊✲ᡤ㸦2012㸧
ࠗᩍᏛ IR ࢚ࣥ
࣮࣓ࣟࣝࣥࢺ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᐇ㊶࠘NPO
ἲே NEWVERY

࠸ࡎࢀࡋ࡚ࡶⓎ㐩㞀ᐖᏛ⏕ࡢᨭࢆ
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ึᖺḟ࠾ࡅࡿ౯್ほࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡢᐇ㊶
                                             
                             ࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ ᜨ⨾Ꮚ㸦┠ⓑᏛ㸧
                                   
ࢀࡿࠋ

ࡣࡌࡵ
౯್ほࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ⚾ࡢ౯

㸦㸰㸧ࣃ࣮ࢺϨ㸦 ศ㸧
࣭⚾ࡢ౯್ほࢩ࣮ࢺసᡂ㸦 ศ㸧

್ほࠖ㸦ᫍ㔝 㸧ࢆᇶࠊ ᖺࡽ
ⱝ⪅ᑵປᨭタ࠾࠸࡚ࠊࣇ࣮ࣜࢱ࣮ࠊࢽ

࠶࠸ࡲ࠸࡞ᙧᐜモ  ಶ㸦ᴦࡋ࠸ࠊᖾࡏ࡞

࣮ࢺ≧ែ࠶ࡿⱝ⪅ࢆ୰ᚰࡍࡿ᮶ᡤ⪅

➼㸧ࢆグධࡋࡓࢩ࣮ࢺࢆᥦ♧ࡋ➹⪅ࡀㄞ

ඹᐇࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊከࡃ

ࡳୖࡆࠊࡑࡢ㏿ᗘ࠶ࢃࡏ࡚  ಶࡢゝⴥ

ࡢⱝ⪅ࡀࠊࠕാࡃࡇࠖࠕ⏕ࡁࡿࡇࠖࢆぢࡘ

ࡢ୰ࡽࠊࠕษࡋ࡚࠸ࡿゝⴥࠖࠕษ

ࡵࠊ⮬ᕫ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇࡇࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣡

ࡋ࡚࠸࡞࠸ゝⴥࠖࡑࢀࡒࢀۑ༳ࠊ

࣮ࢡࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓ㸦

༳ࡢࢆồࡵࡿࠋۑ༳༳ࢆࡘࡅࡓゝ

㸧ࠋ➹⪅ࡣࠊึᖺḟࡢᇶ♏ᩍ⫱⛉┠ᤵᴗ

ⴥࡢ୰ࡽࠊࡑࢀࡒࢀୖ  ࡽ  

࠾࠸࡚ࠊ ᖺࡽࡇࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆຠ

ࡢゝⴥࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋ


ᯝⓗᒎ㛤ࡍࡿ᪉ἲࢆᶍ⣴ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡰᐃ

࣭ゝⴥࢆ㑅ࢇࡔ⌮⏤ࡢグධ㸦 ศ㸧

╔ࡋࡓࡇࢁ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡇࡇᐇ㊶ሗ࿌ࢆ

ࠕษࡋ࡚࠸ࡿゝⴥࠖ
ࠕษࡋ࡚࠸࡞࠸

ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࠋ

ゝⴥࠖࡢ  ࡽ  ࢆ㑅ࢇࡔ⌮⏤ࡘ

౯್ほࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡢ┠ⓗᴾ

࠸࡚⪃࠼ᩥ❶ࡍࡿࠋ
࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡢ୍ぴ⾲࡙ࡃࡾ㸦 ศ㸧

ࠕ⮬ᕫ⌮ゎࡢࡓࡵࡢᚰ⌮Ꮫࠖᤵᴗࡢ୰࡛ࠊ
Ꮫ⏕ࡀ⮬ᕫ⌮ゎࡢ᪉ἲࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠊࢢ࣮ࣝ

㑅ࢇࡔゝⴥࢆ㡰Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡁࠊࢢ࣮ࣝ

ࣉ࣮࣡ࢡࢆయ㦂ࡋ࡚Ꮫࡪࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ᒎ

ࣉ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ୍ぴ⾲ࢆసᡂࡍࡿ

㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕⏕ά࠾࠸࡚ఱࢆษࡋ

࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢศࡕྜ࠸㸦 ศ㸧
㑅ࢇࡔ⌮⏤ࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࡋࠊヰࡋྜ࠺ࠋ

࡚࠸ࡿձࡲࡎ⮬ศࢆࡾ㏉ࡾ⪃࠼ࠊղࡑࢀ
ࢆᩥ❶ࡋࠊճࡉࡽࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ୰

㸦㸱㸧ࣃ࣮ࢺϩ㸦 ศ㸧

࡛Ⓨ⾲ࡋࠊմ࣓ࣥࣂ࣮ࡽ㉁ၥࡸឤࢆཷࡅ

࣭༳㇟ࡢࣉࣞࢮࣥࢺࢩ࣮ࢺࡢグධ㸦 ศ㸧

ࡿࡇࡼࡾࠊ⮬ศࡀࠕษࡋ࡚࠸ࡿࡇࠖ

ࣃ࣮ࢺϨࢆ㏻ࡋ࡚ឤࡌࡓ༳㇟ࢆࠊ⮬ศ௨

ࡢ᪂ࡓ࡞Ẽ࡙ࡁࢆᚓࡿࡇࢆពᅗࡋ࡚࠸ࡿࠋ

እࡢ࣓ࣥࣂ࣮ศグ㍕ࡍࡿࠋဨ㸦᭱ከ 

㸱㸬
㸬౯್ほࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡢ㐍ࡵ᪉ᴾ

ே㸧ࡘ࠸࡚సᡂࡍࡿ㛫ࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊ

ᴾ  ศᤵᴗ㸰ᅇศࢆᏛᮇᚋ༙タᐃ

ࠕྑ࡞ࡾࡢ  ேࠖ࡞ࠊ㐺ᐅேᩘࢆไ

㸦㸯㸧 ᑟධ㸦 ศ㸧

㝈ࡍࡿࠋ
࣭༳㇟ࡢࣉࣞࢮࣥࢺࢩ࣮ࢺࡢ㸦 ศ㸧

࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢㄝ᫂
ࡡࡽ࠸ࠕࢪࣙࣁࣜࡢ❆ࠖㄝ᫂  

ࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮ဨࡀࡰグධࡋ⤊

࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡢᙧᡂ㸦 ேࢢ࣮ࣝࣉᩘ㸻ᤵ

ࢃࡗࡓࡇࢁ࡛ࠊ༳㇟ࡢࣉࣞࢮࣥࢺࢩ࣮

ᴗᒚಟ⪅ᩘ㸧⮬ᕫ⤂

ࢺࢆࡋࠊ⮬ศࡢࣉࣞࢮࣥࢺࢩ࣮ࢺ

▱ࡽ࡞࠸Ꮫ⏕ྠኈࡀࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮

ࢆㄞࡴࠋ

࡞ࡿࡼ࠺ࠊࢢ࣮ࣝࣉྡࡢグධࡉࢀࡓ⌜

㸦㸲㸧ࡩࡾ࠼ࡾ㸦 ศ㸧

ศࡅ⏝⣬ࢆ㓄ᕸࡋ࡚⾜࠺ࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ⏝

ࣃ࣮ࢺϨϩࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆឤ

⣬ࡀࠊࢿ࣮࣒ࣉ࣮ࣞࢺࡋ࡚ࠊᮘ࠾

ࡌࡓࢆ㏙ྜ࠸ࠊࡑࡢᚋࣜࢡࢩࣙࣥࢩ࣮
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ᣢ࡚ࡓᎰࡋࡉࢆ⾲᫂ࠋ

ࢺẼ࡙࠸ࡓࡇࠊᏛࢇࡔࡇ➼ࢆグ㏙ࡍࡿࠋ

㸦㸱㸧ឤࡌࡿࡇࡶࠊ⪃࠼ࡿࡇࡶேࡼࡗ

㸦㸳㸧⩣㐌ࡢࡩࡾ࠼ࡾ㸦 ศ㸧
Ꮫ⏕ࡢࣜࢡࢩࣙࣥࢩ࣮ࢺࡢ୰ࡽࠊᩍဨ
ࡀဨఏ࠼ࡓ࠸ࡶࡢࢆᢤ⢋㓄ᕸࡋࠊࢡࣛࢫ

࡚㐪࠺ࠊ౯್ほࡣᵝࠎ࡛ࠊఱࡀṇࡋ࠸࠸࠺
ࡇࡣࡃ࡞࠸࠸࠺ࡇࡢᐇឤ

య࡛⤒㦂ࢆඹ᭷ࡍࡿࠋ

ࠕษࡋ࡚࠸ࡿゝⴥࠖ
ࠕษࡋ࡚࠸࡞࠸

ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡽࡢᏛࡧᴾ

ゝⴥࠖࡀ༢࡞ࡿゝⴥ㑅ࡧ␃ࡲࡽࡎࠊࡑࡢ

 ࢢ࣮ࣝࣉᩘࡀ 10 ௨ୖ࡞ࡿࡢ࡛ࠊྛࢢࣝ

୰㑅ࢇࡔࡑࡢேࡀࠕ⏕ࡁ࡚࠸ࡿ㸦ࡓ࠸㸧

࣮ࣉࡢᒎ㛤ࡘ࠸࡚ࠊಶࠎࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿ

ே⏕ࠖࢆぢ࡚࠸ࡿࠋ

ࡇࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࣜࢡࢩ

ேࡼࡗ࡚ࠕษࡋ࡚࠸ࡿゝⴥࠖࡢ㐪

࣮ࣙࣥ࣌ࣃ࣮ࡽࠊᏛ⏕ࡀከࡃࡢᏛࡧࢆࡋ࡚

࠸㦫ࡃྠࠊேࡣⓙ㐪࠺ࡢࡔᐇឤࠋ

࠸ࡿࡇࡀ❚ࡀ࠼ࡿࠋ㸴ᖺ㛫ࡢࣜࢡࢩࣙࣥ

㸦㸲㸧ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓゝⴥࡢゎ㔘ࡢ┦㐪
 ᙅ㡢ࢆྤࡃࡇࡢ㈶ྰ

࣮࣌ࣃ࣮ࡢෆᐜࢆ㹉㹈ἲ࡛ᩚ⌮ࡋ࡚ࡳࡿࠊ

 ࠕᙅ㡢ࢆྤ࠸࡚ࡶࡋࡻ࠺ࡀ࡞࠸ࠋఱࡶኚࢃ

௨ୗ㞟⣙ࡉࢀࡿࠋ
㸦㸯㸧ேࢆ▱ࡿࡇࠊ⮬ᕫࢆ㛤♧ࡍࡿࡇ

ࡽ࡞࠸ࠖ࠸࠺Ꮫ⏕ᑐࡋ࡚ࠕᙅ㡢ࢆ⪺࠸

ࡢ႐ࡧ

ࡓேࡀ㐪࠺どⅬࢆ࠼࡚ࡃࢀࡿࡶ▱ࢀ࡞
࠸ࠖⓎゝࡍࡿᏛ⏕ࠋᙅ㡢ࢆྤࡃࡇព

⮬ᕫ㛤♧ࡍࡿࡇ࡛ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮
ࡢ┦⌮ゎࡀ῝ࡲࡾࠊ࠺ࢃࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸

ࢆⓎぢࠋ

ேᐤࡾῧ࠺ࡇࡢ࡛ࡁࡿᙉ࠸ಙ㢗㛵ಀࡀ

 ࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿࡇ
  ࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿࡇ࠼࡚࠸ࡓᏛ⏕ࡀࠊ

⏕ࡲࢀࡿࡢࡔᐇឤࡍࡿᏛ⏕ࠋ
୍␒ᴦࡋࡗࡓࡢࡣࠊ᪂ࡋ࠸ேࡢฟ

᪥ࠎࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿ࣓ࣥࣂ࣮ࡢᏑᅾẼ࡙

࠸ࡍࡿᏛ⏕ࠋ
ࠕࡇࢀࡽࡣࡶࡗ✚ᴟⓗ

ࡁࠊᵝࠎ࡞ࡇࢳࣕࣞࣥࢪࡋ࡚࠸ࡃពḧ

㐩ࢆࡘࡃࡾࠊᤵᴗࡶࡁࡕࢇཷࡅࡼ࠺ᛮ

ࢆᣢࡘࡇࡀ࡛ࡁࡓࡇࢆ⾲᫂ࠋ
㸦㸳㸧᭩ࡃࡇࡼࡿ⮬ᕫ࣭⪅⌮ゎࡢ῝ࡲ

ࡗࡓࠖ๓ྥࡁࡢጼໃࢆ⾲᫂ࠋ

ࡾ

᭱ึࡣㄡࡶヰࡏࡎࠊពぢ࡞ࡲ
ࡶ࡛ࡁ࡞ࡗࡓᏛ⏕ࡀࠊࡔࢇࡔࢇ័ࢀ

ࠕ༳㇟ࡢࣉࣞࢮࣥࢺࠖࡢసᡂ࠸࠺ᩥ❶

࡚ࡃࡿ࠺ࡕᑡࡋࡎࡘヰࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ

┦ᡭᣢࡘ༳㇟ࢆṧࡍࡇ࡛ࠊᚰࡢ୰࡛ࣔ

࠺࡞ࡾࠊேࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࠕ

ࣖࣔࣖࡋ࡚࠸ࡓ㒊ศࢆ᫂☜ࡋࠊ┦ᡭࡢ

ษࡉࠊኚࡉࠖࢆ⾲᫂ࠋึࡵࡣࢢ࣮ࣝࣉ࣡

Ⰻ࠸㒊ศࢆぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࡢẼ࡙ࡁࠋ

࣮ࢡᏳࢆឤࡌࡿᏛ⏕ࡶぢཷࡅࡽࢀࡿࡀࠊ

ࠕษࡋ࡚࠸ࡿゝⴥࠖࢆ㑅ࢇࡔ⌮⏤ࢆ⪃

ᚋ༙࡛ࡣே▱ࡾྜ࠺ࡇࡢ႐ࡧࢆᐇឤࡋ

࠼ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࢩ࣮ࢺᩥ❶ࡍࡿࡇ

࡚࠸ࡿࠋࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ⤊ᚋࡶ࣐ࢼ

ࡼࡗ࡚⮬ᕫ⌮ゎࢆ῝ࡵࡽࢀࡓࡇࡢ⾲᫂ࠋ
ࡲࡵ

ࢫឤࢆ♧ࡍᏛ⏕ࡣⓙ↓㏆࠸ࠋ

౯್ほࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡣࠊᵓᡂⓗ࢚ࣥ࢝࢘

㸦㸰㸧ேࡽẼ࡙࠸ࡓࡇࠊ༳㇟ࢆᩍ࠼࡚
ࡶࡽ࠺ࡇࡼࡿ⮬ศ⌮ゎࡢಁ㐍

ࣥࢱ࣮ࢢࣝ㸫ࣉࡢయ㦂⌮ゎࡲࡽࡎࠊఱ

  ⮬ศࡀேࡽࡢࡼ࠺ぢࡽࢀ࡚࠸ࡿ

ࡼࡾࡶࠊձྠࡌᩍᐊ࠸ࡿᏛ⏕ྠኈࡀ⌮ゎࡋ

ࢆึࡵ࡚▱ࡿᶵࢆᣢࡕࠊࡲ࡛Ẽ࡙

࠶࠼ࡿࡇࡢ႐ࡧࢆࢃ࠸ࠊղࡑࡢࡓࡵࡣ

࡞ࡗࡓ⮬ศࢆ▱ࡿ႐ࡧࢆ⾲᫂ࡍࡿᏛ⏕ࠋ

┦ᡭࡢヰࢆ⫈ࡃࡇࠊ⮬ศࢆ㛤♧ࡍࡿࡇࡢ

 Ꮀࡋࡃ࡚Ⰻ࠸ࡇࡤࡾ᭩࠸࡚࠶ࡿࠕ༳㇟

ษࡉࢆᐇឤ࡛ࡁึᖺḟᩍ⫱࠾ࡅࡿ᭷ຠ࡞

ࡢࣉࣞࢮࣥࢺࠖࢆཷࡅྲྀࡾࠊ⮬ศ⮬ಙࢆ

ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡛࠶ࡿ࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
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ㄢ㢟ᇶ┙ᆺᏛ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚⮬ࡽࡢᗣࢆ⮬ࡽ࡛⟶⌮ࡍࡿຊࢆ⫱࡚ࡿ

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ ᇉⰼ ΅㸦▼ᕝ┴❧┳ㆤᏛ┳ㆤᏛ㒊ே㛫⛉Ꮫ㡿ᇦ㸧

                                   
ࠕ♫ⓗㄆ▱⌮ㄽࠖᇶ࡙ࡃᏛ⏕ࡢᗣ

㸯㸬⫼ᬒ
ࠕ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ➼ࠊ⢭⚄ⓗ࣭⫗యⓗᗣ

ᩍ⫱㛵ࡍࡿ◊✲ࡣࠊ⮬ࡽ㐍ࢇ࡛⏕ά⩦័ࡢ

ࡢಖᣢ㛵ࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࢆึᖺḟᩍ⫱

ᨵၿྲྀࡾ⤌ࡴ࠸࠺యⓗ࡞⾜Ⅽࡑࡢࡶࡢ

ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿᏛࡣ  ᰯཬࡪ㸦ᩥ㒊⛉

ࡀ⮬ࡽࡢᗣࢆ⥔ᣢ࣭ቑ㐍ࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗

Ꮫ┬ࠊ㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒࡣࠊⱝ⪅ࡢ

࠸ࡇࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ◊✲

㐺ษ࡞⏕ά⩦័ࡢၥ㢟ࡶࠊᏛᮇࡢ

ࡣ┳ㆤᏛ⏕ࡢᗣᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕ♫ⓗ

ᗣ࡛άືⓗ࡞⏕ά⩦័ࡢ⤒㦂ࡣ⏕ᾭࢃࡓࡿ

ㄆ▱⌮ㄽࠖࢆᑟධࡋࠊᏛ⏕⮬ࡽࡀ⏕ά⩦័ࡢ

ᗣほᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࡸࠊ

ᨵၿྲྀࡾ⤌ࡴຊࢆ⩦ᚓࡍࡿ㐣⛬ࢆグ㏙ࡍࡿ

Ꮫ⏕ࡢ⏕ά⩦័ࡣಟᏛ≧ἣ㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡇ

ࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ

ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⡿ ᅜ ࡢ *UDGXDWH 5HDG\ IRU $FWLYLW\
'DLO\ ࡣࠊᏛ⏕ࡢ⢭⚄ⓗ࣭⫗యⓗᗣࡢಖ

㸱㸬᪉ἲ
㸱㸫㸯㸬ཷㅮ⏕ᐇᮇ㛫

ᣢ㛵ࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡋ࡚ࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸

㸯ᖺ⏕  ྡཬࡧ  ᖺḟ⦅ධ⏕  ྡࡣࠊࠕ

ࡿ㸦6DOOLVࡽࠊ㸧ࠋࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆయ

ᗣయຊ⛉Ꮫࠖ
㸦ᚲಟࠊ ༢ࠊ 㛫㸧ࢆ  ࢡ

㦂ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡣࠕ♫ⓗㄆ▱⌮ㄽࠖࢆᵓᡂࡍ

ࣛࢫศࢀ࡚ཷㅮࡋࡓࠋ➹⪅ࡣࠊ㐌  ᅇ 

ࡿḟࡢᴫᛕࢆᏛࡧࠊ⮬ࡽࡢᗣࢆ⥔ᣢ࣭ቑ㐍

ศࡢᤵᴗࢆࠊ  ㅮศᢸᙜࡋࡓࠋ

ࡉࡏࡿែᗘࡸ⪃࠼᪉ࢆ⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸱㸫㸰㸬ᐇ᪉ἲ

  ࢭࣝࣇࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ㸸グ㘓⾲ࢆ⏝࠸࡚ẖ

 ༠ྠࡼࡿᑐヰ୰ᚰࡢᤵᴗ㸦ᏳỌࠊ㸧

᪥ࡢ⏕άࡸ㐠ືࡢᐇ㊶ࢆほᐹࡍࡿࠊ┠ᶆ

ᇶ࡙ࡁࠊᤵᴗࡢᵓ㐀ࢆࠕᣵᣜ࣭๓ࡢࡩࡾ

ࢆ㔞ⓗࡘ▷ᮇタᐃࡍࡿࡇࡣࠊ⾜ື

㏉ࡾ࣭ᤵᴗࡢᒎ㛤࣭ᤵᴗࡢࡲࡵࠖࡋࡓࠋ

ࢆᐇ㊶ࡍࡿᣊ᮰ຊࢆ㧗ࡵࡉࡏࠊ㐍ᤖࡢᗘ

ࠕᤵᴗࡢᒎ㛤ࠖࢆࠊ༠ྠᏛ⩦ࡢᢏἲཬࡧㄢ㢟

ྜ࠸ࡸၥ㢟ⅬẼ࡙ࡃࡼ࠺࡞ࡿࠋ

ᇶ┙ᆺᏛ⩦ἲࢆ⏝࠸࡚⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠕᤵᴗࡢ

  ほᐹᏛ⩦㸸ࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍࡍࡿྠࡌࡼ

ࡲࡵࠖࢆࠊᤵᴗグ㘓⣬ࠕᤵᴗࡢ⌮ゎ࣭ၥ

࠺࡞⬟ຊࡸ┠ᶆࢆᣢࡘேࡓࡕࢆࢢ࣮ࣝࣉ

㢟ᥦ㉳࣭ၥ㢟ᥦ㉳ࡢㄝ࣭᫂Ꮫ⩦┠ᶆࡢタᐃࠖ

ࡋࠊ⪅ࡢ⤒㦂ㄯࡸᡂຌࡢ⛎ジࢆ⪺ࡃ

ࢆグࡍᙧ࡛⾜ࡗࡓࠋ

ࡇࡣᙜ⪅ࡢᏛ⩦ࢆಁࡍࡇ࡞ࡿࠋ

 ㅮ࢞ࢲࣥࢫᩍဨࡣࠊㄢ㢟ᇶ┙ᆺᏛ⩦ἲ

  ⮬ᕫຠຊឤ㸸࠶ࡿㄢ㢟ᑐࡋ࡚ࠊ⮬ศࡀ
㐺ษ࡞⾜ືࢆ࠺ࡲࡃ㐙⾜࡛ࡁࡿ࠸࠺ண
࠾ࡼࡧ☜ಙࢆᣢࡘࡇࠋ

ࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋేࡏ࡚ࠊᤵᴗࡢయⓗ࡞ཧຍ
ࢆಁࡍࡓࡵࠊᏛࡧྜ࠼ࡿ௰㛫࡙ࡃࡾ㸦 ே⌜㸧
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

  ⾜ືಟṇ㸸⾜ືࡢ⤖ᯝሗ㓘ࢆ࠼ࡿࡇ

㹼 ㅮሗࢆ㞟ࡍࡿᏛ⏕ࡣࠊయຊ㸦ᩥ

ࠊ㏫⾜ືࢆጉࡆ࡚࠸ࡿせᅉࢆྲྀࡾ㝖

㒊⛉Ꮫ┬᪂యຊࢸࢫࢺ㸧ࡸᙧែ㸦య㔜࣭య⬡

ࡃࡇࡣࡑࡢ⾜ືࢆ㉳ࡇࡋࡸࡍࡃࡉࡏࡿࠋ

⫫⋡࣭➽⫗㔞➼㸧ࡢ

ᐃグ㘓ࢆࠊᅜᖹᆒ್



ࡸᶆ‽್ẚ㍑ࡋࡓࠋేࡏ࡚ࠊ୍㐌㛫ࡢ㣗

㸰㸬┠ⓗ

ࡢෆᐜࢆ┿ᩥᏐ࡛ヲ⣽グ㘓ࡋࡓࠋࡉࡽ
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᪥ᖖ⏕άࡢពḧࢆㄪࡿࡓࡵࠊࠕᶆ‽ពḧ

ࡣࠊ ᪥ࡢ⏕άෆᐜ㸦ᤵᴗ࣭㒊ά࣭╧╀࣭వ
ᬤ➼㸧ࢆ  㛫༢࡛㸯㐌㛫グ㘓ࡋࡓࠋ

ホ౯ἲࠖ㸦᪥ᮏ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖᏛ⦅㸧ࢆ⏝

 ㅮሗࢆศᯒࡍࡿ㸸Ꮫ⏕ࡣࠊྛ✀యຊࡢ

࠸࡚Ⅼᩘࡋࡓࠋేࡏ࡚ࠊࠕ♫ேᇶ♏ຊࣞ

೫ᕪ್ࢆࢢࣛࣇࡋ࡚యຊࡢඃຎࢆㄪࡓࠋ

࣋ࣝホ౯ᇶ‽⾲ࠖࢆ⏝࠸࡚♫ேᇶ♏ຊࡢ

㣗ရ⾲ࢆࡗ࡚  ᪥ࡢ㣗࡛ᦤྲྀࡍࡿ࢝

ࡢせ⣲ࢆⅬᩘࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢⅬᩘࢆᤵᴗࡢ

࣮ࣟࣜ㔞ࢆィ⟬ࡋࠊᰤ㣴౯ࡸ࣮࢝ࣟࣜ㔞೫

ᐇ๓࣭୰࣭ᚋ࡛ẚ㍑ࡍࡿࡓࡵࠊᑐᛂࡢ࠶ࡿ

ࡾࡀ࡞࠸ࡢࢆㄪࡓࠋ
ࠕ⏕ά⩦័ࢳ࢙ࢵࢡࣜ

W㸫᳨ᐃࢆ⏝࠸࡚⤫ィฎ⌮ࡋࡓࠋ

ࢫࢺࠖࢆࡗ࡚ࠊ ᪥ࡢ⏕άෆᐜࡢ㛫೫



ࡾࡀ࡞࠸ࡢࢆㄪࡓࠋ

㸲㸬⤖ᯝ

 ㅮㄢ㢟ࢆⓎぢࡍࡿ㸸Ꮫ⏕ࡣࠊศᯒࡋࡓࢹ

᪥ᖖ⏕άࡢពḧࡣࠊᅗ  ♧ࡍࡼ࠺ࠊᤵ

࣮ࢱࢆᇶࠊ
ࠕ㐠ື࣭㣗࣭╧╀ࠖࡢၥ㢟Ⅼ

ᴗᐇ๓ẚ㍑ࡋ࡚⤊࡛ࡣ᭷ពቑࡋࡓࠋ

ࡑࡢཎᅉࢆ⪃࠼ࡓࠋᩍဨࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟

♫ேᇶ♏ຊࡣࠊᅗ  ♧ࡍࡼ࠺ࠊᤵᴗ

Ⅼࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵࡢࠕࢫ࣮ࣔࣝࢳ࢙ࣥࢪ࣭

ᐇ๓ẚ㍑ࡋ࡚⤊࡛ࡣࡍ࡚ࡢせ⣲ࡢ

ࣉ࣮ࣟࢳࠖ㸦➉୰ࠊ㸧ࡢᴫᛕࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋ

Ⅼᩘࡣୖࡀࡿඹࠊࡼࡾᆒ୍࡞ᙧࢆ♧ࡋࡓࠋ
䠄㻑䠅

 ㅮᵓࢆ❧࡚ࡿ㸸Ꮫ⏕ࡣࠊ
ࠕ㐠ື࣭ᰤ㣴࣭



ᶆ‽ពḧ䝇䝁䜰
㻌

ఇ㣴ࠖࡢάືࢆィ⏬ࡋࠊດຊ┠ᶆࢆලయⓗ
ᥖࡆࡓࠕ⾜ືዎ⣙᭩ࠖࢆ௰㛫ࢃࡋࡓࠋ
㹼 ㅮᐇ⾜ࡍࡿ㸸ᩍဨࡣࠊᐊෆ࡛࡛ࡁࡿ㐠
ືࡸᗣⓗ࡞ᘚᙜ࡙ࡃࡾࡢయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
ᗣ࡙ࡃࡾࡢࣄࣥࢺࢆ࠼ࡓࠋᏛ⏕ࡣࠊᐇ⾜ࡢ
⤒㐣ࢆ 616 ࢆࡗ࡚௰㛫ሗ࿌ࡋྜࡗࡓࠋ

3







 ㅮ⾲⌧ࡍࡿ㸸Ꮫ⏕ࡣࠊ௰㛫༠ാࡋࡓ

㻝㻜᭶

㻌
㻝㻞᭶

㻞᭶

ᅗ 㻝䠊ᤵᴗ䜢㏻䛧䛯⏕άពḧ䛾ྥୖ

ᗣ࡙ࡃࡾࡢヨ⾜㘒ㄗࡢ⤒㐣ࢆࠊࢫࣛࢻࡲ
ࡵ࡚Ⓨ⾲ࡋࡓࠋᩍဨࡣࠊࡑࢀᑐࡍࡿ㈹㈶
⃭ບࢆ㏙ࡓࠋ
 ㅮㄢ㢟ࢆⓎぢࡍࡿ㸸Ꮫ⏕ࡣࠊᗣ࡙ࡃࡾ
ࡢ࡛ࡁࡿࡇ࣭࡛ࡁ࡞࠸ࡇࢆᩚ⌮ࡋࠊ௰㛫
ࡸᐙ᪘ࡢᨭࢆୖᡭ⏝ࡍࡿ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡓࠋ
 ㅮᵓࢆ❧࡚ࡿ㸸Ꮫ⏕ࡣࠊࠕ⎔ቃࡢᨵၿ
㸦ඛ⾜่⃭㸧┠ᶆ㐩ᡂᚋࡢᙉᅉᏊ㸦ᚋ⥆
่⃭㸧ࠖࢆタᐃࡋࡓࠋ
㹼 ㅮᐇ⾜ࡍࡿ㸸Ꮫ⏕ࡣࠊ⏕ά⩦័ࢆᨵ

ᅗ 㻞䠊ᤵᴗ䜢㏻䛧䛯♫ேᇶ♏ຊ䛾ྥୖ

ၿࡍࡿྰᐃⓗ࡞⪃࠼᪉ࡢᑐฎἲࢆ᭩ࡁฟࡋࠊ
㏫ᡠࡾࡢ≧ἣࢆ㜵ࡄࡼ࠺⾜ືࡋࡓࠋ

㸳㸬⪃ᐹ

 ㅮࡾ࠼ࡿ㸸Ꮫ⏕ࡣࠊᗣᩍ⫱ࣉࣟࢢ

 ⮬ࡽ㐍ࢇ࡛⏕ά⩦័ࡢᨵၿྲྀࡾ⤌ࡴຊࡢ

࣒ࣛࡢᡂᯝࢆⓎ⾲ࡍࡿࡶࠊάືࡢ⮬ᕫ࣭

⫱ᡂࡣࠊ
ࠕ▱㆑ࡢ⋓ᚓᐃ╔㸦▱ࡗ࡚࠸ࡿ࣭

ྠホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋᩍဨࡣࠊㄽ㏙ヨ㦂ࢆ㏻ࡋ

࡛ࡁࡿ㸧ࠖࢆࠕ▱㆑ࡢព⌮ゎὙ⦎㸦ࢃࡿ㸧ࠖ

࡚Ꮫ⏕ࡢྲྀ⤌ᑐࡍࡿࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ࢆ

ᒎ㛤ࡋࠊ
ࠕ▱㆑ࡢ᭷ព࡞⏝ീ㸦࠼

⾜ࡗࡓࠋ

ࡿ㸧ࠖⓎᒎࡉࡏࡿᤵᴗࢹࢨࣥࡢᵓ⠏ࡀ㔜せ

㸱㸫㸱㸬ࢹ࣮ࢱฎ⌮

࡞ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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༠ྠᏛ⩦࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ I

ඹ㏻ᩍ⫱⛉┠ࠕᩥ❶ㄞゎࠖᤵᴗࡢヨࡳ
̿Ꮫ⏕ྥࡅࡢㄞゎᩍᮦసᡂྥࡅ࡚̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ ᒸᮧ⿱⨾㸦⚄ᡞᏛ㝔Ꮫඹ㏻ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸧
                                   
ᚰ⌮Ꮫ࠾ࡅࡿᩥ❶⌮ゎࡢ▱ぢࡋ࡚ࠊ

㸯㸬ࡣࡌࡵ
Ꮫ⏕ࡀࠕᩥ❶ㄞゎࠖࢆᏛࡪࡢࡣࠊᑓ㛛᭩

ᮧ㸦2001㸧ࠕᩥ❶ࢆ⌮ゎࡍࡿ㐣⛬ࡣࠊㄞ

ࡢㄞゎࠊࡲࡓࡣබົဨヨ㦂ࢆࡣࡌࡵࡍࡿᑵ

ࡳᡭࡀ⮬ศࡢ᪤᭷▱㆑ࢆ⏝࠸࡚ࠊᩥ❶᭩

⫋ヨ㦂ᑐ⟇ࡢࡓࡵ࠸࠺Ⰽྜ࠸ࡀᙉ࠸ࠋࡋ

ࢀ࡚࠸ࡿࡇࡘ࠸࡚ࡲࡲࡾࡢ࠶ࡿ㸦⤖᮰

ࡋࠊ
ࠕㄞゎࠖ࠸࠺⾜Ⅽࡣᮏ᮶ࠊ᪥ࠎࡢ⏕ά

⏕ࡢ࠶ࡿ㸧ᚰⓗ⾲㇟ࢆᵓᡂࡍࡿ㐣⛬㸦p.1㸧ࠖ

ᐦ╔ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ≉ࠊ⭾࡞ሗᐜ

࠶ࡿࡇࡽࠊᩥ❶⌮ゎࡣࠊෆᐜࢆㄞࡳ

᫆ࢡࢭࢫ࡛ࡁࠊࡑࡢ㠀ࢆ᳨ウࡋࠊ᪂ࡓ

ࡿ⬟ຊࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࡢⅬ࡛⮬ศࡢࡶࡢ

࡞౯್ࢆ㐀ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆồࡵࡽࢀࡿ⌧௦

࡞ࡗ࡚࠸ࡿ▱㆑ࡀ㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡇ

♫࠾࠸࡚ࡣࠊ༢ヨ㦂࡛㧗ᚓⅬࡀࢀࡿ

ࡀࢃࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᩥ❶ࡢࠕ⌮ゎ࣭ホ౯ࠖ

ㄞゎຊࢆ┠ᣦࡍࡇ␃ࡲࡗ࡚࠸࡚ࡣ༑ศ

⬟ຊࡢ⫱ᡂࡣࠊࡑࢀࢆྍ⬟ࡍࡿᮦᩱࡀᚲ

࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

せࡔ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ

 ⚄ᡞᏛ㝔Ꮫ࡛ࡣࠊᏛ㒊⏕ࡀཷㅮྍ⬟࡞

ࡋࡋᚑ᮶ࡢㄞゎᩍ⫱࡛ࡣࠊ᪤᭷▱㆑ࢆᣦ

ඹ㏻ᩍ⫱⛉┠ࡋ࡚ࠕᩥ❶ㄞゎࠖ⛉┠ࡀ」ᩘ

ࡍᛮࢃࢀࡿࡶࡢࡣㄒᙡࡢ㇏ᐩࡉࡸᩥ❶ᵓᡂ

㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏⓎ⾲࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡀ㌟

ࡢᢕᥱຊ࠸ࡗࡓࡶࡢ೫ࡗ࡚࠾ࡾࠊᮏ◊✲

ࡘࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ㄞゎຊࡣࡢࡼ࠺࡞

࡛㏣✲ࡋࡓ࠸ࠕ⌮ゎ࣭ホ౯ࠖ⬟ຊࡢ⫱ᡂ⧅

ຊࠊࡲࡓࠊᤵᴗࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫ⏕ࡀࡑࢀࡽࡢ

ࡀࡿ᪤᭷▱㆑ࡣᣦࡍ⠊ᅖࡀ␗࡞ࡿࠋࡉࡽࠊ

⬟ຊࢆ㌟ࡘࡅࡿࡓࡵࡣࡢࡼ࠺࡞ᩍᮦࡸ

ࢸ࢟ࢫࢺእࡢሗࡢẚ㍑᳨ウ➼ࡢάືࡶ

᪉ἲࡀᮃࡲࡋ࠸ࡢࡘ࠸࡚ࠊ୍㒊ᤵᴗ࡛ࡢ

PISA ᆺࠕㄞゎຊ࡛ࠖᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶

ᐇ㊶ࢆ࠼㏙ࡿࠋ

ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡶࠊ࠸ࡋ࡚᪤᭷▱㆑ࢆቑࡸ
ࡍࡢ࠸࠺Ⅼࡘ࠸࡚ࡣ᫂░࡛࠶ࡿࠋ
᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢศ㔝࡛ࡣࠊ㤋ᒸ㸦2015㸧ࡀㄞ

㸰㸬ㄞゎຊࡢ⫱ᡂࡣ
᪥ᮏࡢᩍ⫱࠾࠸࡚ࠊ2000 ᖺ௨㝆ࡢ OECD

ゎᤵᴗࢆࢸ࢟ࢫࢺ⌮ゎࠊ⪅⌮ゎࠊ⮬ᕫ⌮ゎ

ࡼࡿ PISA ㄪᰝࡢ⤖ᯝࡀࠕㄞゎຊࠖࢆぢ┤

ࡢሙ⨨࡙ࡅࠊᩍᮦࡢᩥ❶ࢆ፹ࡋ࡚Ꮫ

ࡍዎᶵ࡞ࡗࡓࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕㄞゎຊྥୖࣉ

⏕ྠኈࡀᑐヰࡍࡿࡇ࡛ᛮ⪃ࡢ㐍࣭῝ࢆ

ࣟࢢ࣒ࣛࠖ࠾࠸࡚ࡶࠊPISA ᆺࠕㄞゎຊࠖ

ࡵࡊࡍᤵᴗࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶࠊᩥ❶

ࡘ࠸࡚ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ 4 ࡘࡢ≉ᚩ

ࢆᢈุⓗㄞࡳࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࡸ⤒㦂ࡘ࡞ࡂࠊ

ࡀᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ࠺ࡕ≉ḟࡢⅬ

⮬ศ⮬㌟ࢆᤊ࠼┤ࡍ⾜Ⅽࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊㄞゎ㝈ࡽࡎࠊᏛ⩦ຠᯝࡣ࿘ᅖࡢ⎔

ࡘ࠸࡚ᨵၿࡀᮃࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ձࢸ࢟ࢫࢺ᭩ࢀࡓࠕሗࡢྲྀࡾฟࡋࠖ

ቃ➼ࡢእ㒊せᅉࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᮏேࡢែᗘࡶ

ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ⌮ゎ࣭ホ౯ࠖ㸦ゎ㔘࣭⇍

ᕥྑࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡢࡼ

⪃㸧ࡶྵࢇ࡛࠸ࡿࡇ

࠺࡞ែᗘ࡛ㄢ㢟⮫ࡵࡤࡼࡾ῝࠸ㄞゎࡀྍ⬟

ࡑࢀ࡛ࡣࠊձࡢ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡣࠊࡢ

ࠊ࠸࠺ほⅬ࠾ࡅࡿ⪃ᐹࡶྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢࡇࡽࠊᮏ◊✲࡛ࡣㄞゎຊࢆᵓᡂ

ࡼ࠺࡞᪉ἲࡀ᭷ຠࡔࢁ࠺ࠋ
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༠ྠᏛ⩦࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ I
ࡍࡿせ⣲ㄞゎࡢẁ㝵ࢆḟࡢࡼ࠺ᩚ⌮ࡍࡿࠋ

(7)ゎ⟅☜ㄆ
(8)ㄗ⟅ࢆ≢ࡋࡓ⌮⏤ࡢᩚ⌮ࠊࢳࣕࣞࣥࢪ

㸱㸬ㄞゎຊࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲ㄞゎࡢẁ㝵

 ࡇࡢほⅬࢆྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗ࡛ࡣࠊཷㅮᏛ⏕

ࠑせ⣲ࠒ

ࡽࠕ᭱ึ⮬ศࡢពぢࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡛ࠊᩥ

ᚲせᛶࡢ⌮ゎࠊᏛ⩦ពḧ㸭ㄒᙡຊ㸭ㄽ⌮ᒎ㛤

❶ࢆࡋࡗࡾㄞࡴࡇࡀ࡛ࡁࡓࠖ࡞ࡢኌࡀ

ࡢᢕᥱຊ㸭ᵓᡂࡢᢕᥱຊ㸭ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊ㸭▱

࠶ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㆑ࠊ⤒㦂㸭యᛶ㸭ࢭࣝࣇࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ㸭㞟
୰ຊ㸭㐺ษ࡞⪃࠼᪉ឤࡌ᪉

㸳㸬ᩍᮦ㛤Ⓨྥࡅ࡚

ࠑẁ㝵ࠒ

 ࡇࡇࡲ࡛㏙ࡓᩥ❶ㄞゎࡢᤵᴗࢆྍ⬟ࡍ

(1)ᩥ❶ࡑࡢࡶࡢࢆṇ☜ㄞࡳࠊሗࢆྲྀࡾධ

ࡿࡓࡵࡣࠊᩍᮦࡍࡿᩥ❶ࡣࠊࡑࢀ⮬య
ࡽࠊㄞゎຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢᚲせ࡞ほⅬࢆᏛ

ࢀࡿẁ㝵ࠋ
(2)ᩥ❶ࡢពస⪅ࡢពᅗࢆㄞࡳࡾࠊศ

ࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᏛ⏕ࡀ⯆
ࢆࡶࡕࡸࡍࡃぶࡋࡳࡀ࠶ࡿࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ

ᯒ࣭⪃ᐹ࣭⌮ゎࡍࡿẁ㝵ࠋ
(3)ࡑࢀࡽࢆ᳨ド࣭ホ౯ࡋࠊάືࡸ⏕άᫎ

ࣙࣥࠖࡸࠊᏛ⏕ᚲせ࡞ࢫ࡛࢟ࣝࡶ࠶ࡿࠕᏛ
ࡪຊࠖ
ࠕࢭࣝࣇࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࠖ࡞ࡀࢸ࣮࣐

ࡉࡏ࡚࠸ࡃẁ㝵ࠋ
(4)3 ࡢ⤖ᯝࡽࠊ᪂ࡋ࠸౯್ࢆぢฟࡋࠊ᪂ࡓ

࡞ࡗ࡚࠸ࡿᩥ❶ࢆᩍᮦࡋࠊྠ୍ࢸ࣮࣐࡛㞴

࡞ሗࢆ⿵㊊ࡋࡓࡾ㛵㐃࡙ࡅࡓࡾࡍࡿ

᫆ᗘࡢప࠸ࡶࡢࡽ㧗࠸ࡶࡢ」ᩘྲྀࡾ⤌ࡲ

ࡇࡀ࡛ࡁࡿẁ㝵ࠋ

ࡏࡿࡇࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ௨ୖࡼࡗ࡚᪂ࡓ㔊ᡂࡉࢀ࡚࠸

㸲㸬ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡼࡿㄞゎᤵᴗ

ࡃ᪤᭷▱㆑ࡀᩥ❶ㄞゎຊྥୖ⤖ࡧࡘࡃࡇ

 㤋ᒸ㸦2015㸧ࡣࠊ༠ാࡼࡿㄞゎຊྥୖࢆ

ࢆࠊᏛ⏕⮬㌟ࡀᐇឤࡍࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿᤵᴗタ

ࡵࡊࡍᩍᮦ࡛࠶ࡾࠊࢡࣛࢫ࣓࣮ࢺヰࡋྜ࠸

ィࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

࡞ࡀࡽࠊ
ࠕ⌮ゎࡍࡿࡇࠖ
ࠕ⪃࠼ࡿࡇࠖ
ࠕ⾲⌧
ࡍࡿࡇࠖࢆㄢ㢟ࡋ࡚┒ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

㸴㸬࠾ࢃࡾ

 Ꮫ࠾ࡅࡿᩥ❶ㄞゎࡢᤵᴗ࡛ࡶࠊࢢ࣮ࣝ

 ௨ୖࠊᏛ⏕ࡀ㌟ࡘࡅࡿࡁㄞゎຊㄞ

ࣉ࣮࣡ࢡࡼࡿ⪅ࡢពぢࠊၥ㢟ゎ⟅

ゎຊྥୖࡢࡓࡵࡢᩍᮦࠊᤵᴗἲࡘ࠸࡚㏙

ࡘ࠸࡚ࡢ࣓ࢱㄆ▱άືࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᩥ❶ᑐ

ࡓࠋᚋࠊᩍᮦࢆ⏝ࡋࡓᤵᴗࡢ᳨ドࠊ⌮ゎ

ࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊࡘㄞゎຊྥ

ᗘᢕᥱࡢࡓࡵࡢヨ㦂ၥ㢟ࡢ᳨ウ࣭సᡂࡀᚲせ

ୖࢆጉࡆ࡚࠸ࡿ㜼ᐖせᅉ㸦ᛮ࠸ࡇࡳࡸⱞᡭព

࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊㄞゎࡢ㜼ᐖせᅉࡀ≉ᐃ࡛ࡁࡿ

㆑࡞㸧ࢆ⮬ぬࡋࠊゎỴྥࡅ࡚ᛮ⪃࣭άື

ࡼ࠺࡞タၥ࣭㑅ᢥ⫥ࡢ㛤Ⓨ➼ࡶ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ

ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୗࠊ
ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆ୰ᚰࡋࡓᤵᴗࡢほⅬࢆ 8

ཧ⪃ᩥ⊩

Ⅼࡲࡵࡿࠋ

ᮧᙲ㐨┘ಟ㸦2001㸧
ࠗᩥ❶⌮ゎࡢᚰ⌮Ꮫ ㄆ

(1)ㄞゎࡍࡿ⣲ᮦࡢࢸ࣮࣐☜ㄆ

▱ࠊⓎ㐩ࠊᩍ⫱ࡢᣑࡀࡾࡢ୰࡛࠘㊰᭩ᡣ

(2)ࡑࢀࡘ࠸࡚ࡢ᪤᭷▱㆑࣭࣓࣮ࢪࡢ☜ㄆ

㤋ᒸὒᏊ⦅ⴭ㸦2015㸧
ࠗ༠ാ࡛Ꮫࡪࢡࣜࢸ࢝

(3)ពぢ

࣭࣮ࣝࣜࢹࣥࢢ࠘ࡦࡘࡌ᭩ᡣ

(4)ࢸ࢟ࢫࢺࡢㄞゎࠊၥ㢟ゎ⟅

ᶓᅜ❧Ꮫᩍ⫱ே㛫⛉ᏛṊ㝃ᒓᶓ୰Ꮫᰯ

(5)ࢸ࢟ࢫࢺෆᐜヱᙜࡍࡿᏛ⏕⮬㌟ࡢయ㦂ࠊ

FY ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦2006㸧ࠗࠗㄞゎຊ࠘ࡣఱ

ලయࡢ☜ㄆ
(6)ពぢ

̿PISA ㄪᰝ࠾ࡅࡿࠗㄞゎຊ࠘ࢆ᰾ࡋࡓ
࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ̿࠘୕┬ᇽ
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༠ྠᏛ⩦࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡϩ

ึᖺḟᩍ⫱ࡢどⅬࡽᩍᐊ࡛ࡢㅮ⩏ࢆ⪃࠼ࡿ
࣮̿ࣟࣝࣉࣞࣥࢢࢤ࣮࣒࡛Ꮫࡪᅜ㝿ᨻᏛ̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ ⚟ⱥḟ㑻㸦᠕⩏ሿᏛࢪࣕࣥࣔࢿ㹃㹓◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
                                   
㸯㸬ၥ㢟ࡢᡤᅾ

㸰㸬ㅮ⩏ࡢෆᐜ

 ᭱㏆ࡢ᪥ᮏࡢᏛ࡛ࡣࠊึᖺḟᩍ⫱ࡢ㔜せ

 ➨ 1 ࠊᮏⓎ⾲࡛ᢅ࠺⛉┠ࡢ⨨࡙ࡅࢆㄝ

ᛶࡀཷࡅධࢀࡽࢀࠊ1 ᖺ⏕ࡢධᏛࡽᑡே

᫂ࡍࡿࠋᮏⓎ⾲࡛ᢅ࠺ࡢࡣࠊᮾிࡢ⚾❧Ꮫ

ᩘࡢࢡࣛࢫࡼࡿึᖺḟᩍ⫱ࡢㅮ⩏ࡀᐇࡉ

㸦A Ꮫࡍࡿ㸧ࡢᅜ㝿⣔Ꮫ㒊ࡢ༙ᮇ⛉┠ࠕᅜ

ࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋึᖺḟᩍ⫱㛵ࡍࡿ

㝿ᨻධ㛛࡛ࠖࠊ2016 ᖺ๓ᮇ㛤ㅮࡉࢀࡓࠋ

ᤵᴗ࡛ࡣࠊ࣮ࣜࢹࣥࢢࡸࣛࢸࣥࢢࠊࢹ

 A Ꮫ࡛ࡣࠊ1 ᖺ⏕ࡢ๓ᮇࡽᑡேᩘࡢࢮ

ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ࡞ࡢಶேࡢࢫ࢟ࣝࡔࡅ࡛࡞

࣑ᙧᘧࡢㅮ⩏ࡀᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣከ

ࡃࠊࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦࡞ࢆ㏻ࡌࡓ㞟ᅋ㛫࡛ࡢࢫ

ᵝ࡞ࢫ࢟ࣝࡢ㣴ᡂࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࢆ

࢟ࣝࡶྵࡵ࡚ࠊ⩦ᚓࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ཷࡅ࡚ 2 ᖺḟࡼࡾᑓ㛛⛉┠ࡀᮏ᱁ⓗ㛤ጞࡉ

 ୍᪉࡛ࠊᏛ 1-2 ᖺ⏕ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡿ

ࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜ㝿ᨻศ㔝࡛ࡣࠊ2 ᖺḟᇶ♏

ࡇࡢከ࠸⥲ྜᩍ⫱⛉┠㸦୍⯡ᩍ㣴⛉┠㸧

ࢆᏛࡪࠕᅜ㝿ᨻධ㛛ࠖࡀࠊ3 ᖺḟ௨㝆ࠕᅜ

┠ࢆྥࡅࡿࠊึᖺḟᩍ⫱࡛⩦ᚓࡉࢀࡓࢫ࢟

㝿ᨻᏛࠖࡀ㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࣝࡣᚲࡎࡋࡶ㛵㐃ࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ

 ࠕᅜ㝿ᨻධ㛛ࠖࡣࠊ2 ᖺ⏕௨ୖࡀᒚಟྍ

ከ࠸ࠋ⥲ྜᩍ⫱⛉┠ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊሗ࿌⪅ࡢᑓ

⬟࡛࠶ࡿࡀࠊ 2 ᖺ⏕ࡀᒚಟࡋ࡚࠸ࡿࠋᤵ

㛛ศ㔝࡛࠶ࡿᨻᏛ࣭ᅜ㝿ᨻᏛࡀྵࡲࢀࡿ

ᴗཧຍᩘࡣᖹᆒࡋ࡚⣙ 60 ே࡛࠶ࡿࠋᩍᐊࡣ

♫⛉Ꮫศ㔝࡛ࡣࠊᩘⓒேࡀᐜ࡛ࡁࡿࡼ࠺

⣙ 150 ேࡀᐜྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࢩࣛࣂࢫୖ

࡞ᩍᐊ࡛ࠊㅮ⩏ᙧᘧࡼࡿᤵᴗࡀᐇࡉࢀ

࡛ࠊࢤ࣮࣒ࢆ⏝࠸ࡓᤵᴗ࡛࠶ࡿࡇࡣ♧ࡋ࡚

ࡿࡇࡀከ࠸ࠋࡇࢀࡽࡢᢸᙜ⪅ࡣᚲࡎࡋࡶึ

࠶ࡾࠊࡲࡓᤵᴗࡢࢫࢣࢪ࣮࡛ࣗࣝࡶࠊணᐃ࡛

ᖺḟᩍ⫱ࡢᡂᯝ๎ࡗ࡚ㅮ⩏ࢆసࡿࢃࡅ࡛

ࡶᩘᅇ 1 ᗘࡣཧຍᆺࡢࢤ࣮࣒ࡀᐇࡉࢀࡿ

ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊึᖺḟᩍ⫱࡛ᇵࢃࢀࡓࢫ

ࡇࡣᥦ♧ࡋ࡚࠶ࡿࠋ

࢟ࣝࡣࠊᏛ 1-2 ᖺ⏕ࡀᒚಟࡍࡿࡇࡀከ࠸

 ➨ 2 ࠊලయⓗ࡞ෆᐜࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ᭱ึࡢ

⥲ྜᩍ⫱⛉┠ࡸࠊ♫⛉Ꮫศ㔝ࡢᩍᐊㅮ⩏

ᩘᅇࡢㅮ⩏ࡣࠊᅜ㝿ᨻᏛࡢᇶ♏ⓗ࡞ෆᐜࢆ

ᙧᘧࡢ⛉┠࡛ࡣࠊά⏝ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡞ࡿࠋ

ㄝ᫂ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ1 ᅇࡢᤵᴗ࡛ RPG ࢆᐇ

 ࡑࡇ࡛ᮏⓎ⾲࡛ࡣࠊᩍᐊ࡛࠶ࡗ࡚ࡶึᖺ

ࡋࠊࡑࡢᚋゎㄝᤵᴗࢆ 1-2 ᅇ࡛ᐇࡋࡓࠋ

ḟᩍ⫱࡛Ꮫࢇࡔࡇࢆᐇ㊶࡛ࡁࡿㅮ⩏ࢆᥦ

RPG ⤊ゎㄝᤵᴗᚋࡢ 2 ᅇࠊࢤ࣮࣒ࡢ

ࡍࡿࠋᮏⓎ⾲࡛ࡣ≉ࠊ࣮ࣟࣝࣉࣞࣥࢢ

ឤࡸᤵᴗෆᐜࡘ࠸࡚࣏࣮ࣞࢺࢆᥦฟࡋ࡚

ࢤ࣮࣒㸦௨ୗ RPG㸧ࢆ⏝࠸ࡓᤵᴗ↔Ⅼࢆ

ࡶࡽࡗࡓࠋ

࠶࡚ࠊࡑࡢᐇࢆ⤂ࡍࡿࠋ࡞࠾ᮏⓎ⾲ࡣࠊ

 ᐇ㝿ࡢ RPG ࡔࡀࠊᅇࡢᤵᴗ࡛ࡢ RPG ࡣ

RPG ࢆ㏻ࡌ࡚ᨻᏛ࣭ᅜ㝿ᨻᏛࢆᩍ࠼ࡿࡇ

2 ✀㢮ࠊ⏝ពࡋࡓࠋ1 ࡘࡣࢸ࣮ࣈࣝࢺ࣮ࢡ࣭ࣟ

ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡿࠕ࣮ࣟࣝࣉࣞ

࣮ࣝࣉࣞࣥࢢࢤ࣮࣒㸦௨ୗࠊTTRPG㸧࡛ࠊ

ࣥࢢࢤ࣮࣒࡛ᏛࡪᨻᏛ◊✲ࠖ࠾ࡅࡿ୍

ࡶ࠺ 1 ࡘࡣࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᆺࡢ࣮ࣟࣝࣉࣞ

㐃ࡢ◊✲ᡂᯝࢆᇶ♏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࣥࢢࢤ࣮࣒㸦௨ୗࠊSRPG㸧࡛࠶ࡿࠋTTRPG
ࡣᩘே࡛ࢸ࣮ࣈࣝࢆᅖࡳࠊヰࢆࡋ࡞ࡀࡽ
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ࣉ࣮ࣞࡍࡿࢤ࣮࣒࡛࠶ࡿࠋࢤ࣮࣒ཧຍ⪅ࡣ

ቑ࠼࡚࠸ࡗ࡚ࡇࡶ༳㇟ṧࡗࡓࠋࡇࢀࡣ⮬

ヰࢆ㏻ࡌ࡚㥑ࡅᘬࡁࢆࡋ࡚ࠊࢤ࣮࣒ࢆࡋ࡚࠸

ศࡢឤࢆ㏙ࡿࡇ⮬యࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊṇ

ࡃࡇ࡞ࡿࠋࣂࣂᢤࡁ࡞ࡢࢺࣛࣥࣉࢤ࣮

ྰࡢ࠶ࡿ㉁ၥ࡛࡞࠸ࡇࡀ⌮⏤࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶ

࣒࡛ࠊ┦ᡭࡢฟ᪉ࡸヰࡼࡗ࡚⮬ศࡢᡓ␎

ࡀ㧗࠸ࠋࡲࡓᩍဨࡀࢤ࣮࣒୰Ꮫ⏕㛫ࢆ⛣ື

ࡀኚࢃࡿࡼ࠺࡞ࢤ࣮࣒ࢆീࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ

ࡋࠊ✚ᴟⓗヰࡋࡅࡿࡇ࡞ࡿࡢ࡛ࠊࡑ

࠸ࠋSRPG ࡣࠊဨࡀⓏሙே≀࡞ࡾࠊ1 ࡘ

ࡢ⤖ᯝࡋ࡚ࠊᩍဨࡀ㏆ࡃ࡚ࡋࡷࡾࡸࡍ࠸

ࡢ௬ⓗ࡞✵㛫࡛ࢤ࣮࣒ࢆࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ

Ꮡᅾ࡞ࡿࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ

࠼ࡤࠊᩍᐊෆ࡛ࡑࢀࡒࢀࡢᙺࡀ࠼ࡽࢀ

 ゎㄝᤵᴗᚋࡢ࣏࣮ࣞࢺ࡛ࡣࠊゎㄝࡀࢤ࣮࣒

ࡓᏛ⏕ࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢ┠ᶆྥࡗ࡚⮬⏤

ࡢࡾ㏉ࡾ࡞ࡾࠊෆᐜࡀศࡾࡸࡍࡃ⌮ゎ

⾜ືࡍࡿࡼ࠺࡞ࢤ࣮࣒࡛࠶ࡿࠋయ࡛ࡣ 1 ࡘ

࡛ࡁࡓ࠸࠺ឤࡀከࡗࡓࠋࡲࡓᅜ㝿ᨻ

ࡢᨻ㐣⛬ࢆ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡿࠋᐇ㝿

Ꮫ࡛ᢅࢃࢀࡿㅖᴫᛕࡀࠊ᫂░࡞㐲࠸ᅜࡢฟ

ࡢࢤ࣮࣒࡛ࡣࠊTTRPG ࡛ࡣࠊᏳಖ㞀࣭Ẹ

᮶ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᫂☜࡛ࢃࡾࡸࡍࡗ

࣭⎔ቃࡢ 3 ࡘࡢࢤ࣮࣒ࢆ⏝ពࡋࡓࠋࡲࡓ

ࡓ࠸࠺ឤࡶከࡗࡓࠋ

SRPG ࡛ࡣࠊ㈠᫆ࢤ࣮࣒ࠊTPP ΅ࢤ࣮࣒ࢆ

 ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࠊࢤ࣮࣒ࢆᐇࡋࡓᚋ

⏝ពࡋࡓࠋ

࡛ࠊࡑࡢゎㄝࢆ⾜࠺࠸࠺᪉ἲࡣ୍ᐃࡢホ౯
ࢆᚓࡓ࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ

㸱㸬Ꮫ⏕ࡢᛂᚋࡢㄢ㢟

 ᚋࡢㄢ㢟ࡣࠊ➨ 1 ࠊ⌧ᐇࡢ⌧ᛶࢤ

 ᭱ึࠊࢤ࣮࣒୰ࡢᏛ⏕ࡢ⾜ືࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ

࣮࣒ࡢ࣮ࣝࣝࡢ⡆␎ᛶࡢ୧❧࡛࠶ࡿࠋࡼࡾ⌧

TTRPG  SRPG ࡢࡕࡽ࡛ࡶࠊᏛ⏕ࡣ✚ᴟ

ᐇ㏆࠸ࡼ࠺ RPG ࡢᵓ㐀ࢆ㞴ࡋࡃࡍࡿࠊ

ⓗࢤ࣮࣒ཧຍࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓᏛ⏕㛫࡛⮬

ࡇࡢࡼ࠺࡞ RPG ័ࢀ࡚࠸࡞࠸ཧຍ⪅ࡣࠊ

Ⓨⓗ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡞

࣮ࣝࣝࢆ⌮ゎࡍࡿࡢ⢭୍ᮼ࡛ᴦࡋࡵ࡞࠸

ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊᩍဨኌࢆࡅࡓࡾࠊ

࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋࡲࡓཧຍ⪅ࡢ⌮ゎᗘࡼࡾࠊ

⮬ศࡓࡕྠኈ࡛ヰࡋྜࡗࡓࡾࡋ࡚ࠊయⓗ

」㞧ࡉࢆㄪᩚࡍࡿᚲせࡶ࠶ࡿࠋ➨ 2 ࠊཧຍ

ゎỴࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣᅇࡢᒚಟ⪅ࡀ≉✚

⪅ࡢேᩘࡢᢕᥱ࡛࠶ࡿࠋ≉ࠊSRPG ࡢሙྜࠊ

ᴟⓗཧຍࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓࢩࣛ

๓ఱேࡀཧຍࡍࡿࡢࢆᢕᥱࡍࡿᚲせࡀ

ࣂࢫ࢞ࢲࣥࢫ࡛ࠊࢤ࣮࣒ࢆᐇࡍࡿࡇ

࠶ࡿࠋேᩘࡢከ࠸ᤵᴗࡢሙྜࠊᒚಟ⪅ဨࡀ

ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ✚ᴟⓗ࡞Ꮫ⏕ࡀ㞟ࡲࡗ

ᤵᴗཧຍࡍࡿࡇࡣ⛥࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ

ࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ

RPG ࡢసࡾ᪉ࡸᐇ㝿ࡢ‽ഛ࡛ࠊࡼࡾ㓄៖ࡀᚲ

 ࢤ࣮࣒ᚋࡢឤ࣏࣮ࣞࢺ࡛ࡣࠊࢤ࣮࣒ෆࡢ

せ࡞ࡿࠋ

⮬ศࡢ⾜ືࡢ㠀ࡸࠊࢤ࣮࣒ࢆ㏻ࡌ࡚⪃࠼ࡓ
ࡇࡘ࠸࡚ࠊヲ⣽グ㏙ࡋࡓᏛ⏕ࡀከࡗ

せཧ⪃ᩥ⊩

ࡓࠋࡲࡓᤵᴗ⮬యࡣ㠃ⓑࡃࠊᅜ㝿ᨻࡼࡾ

ᣋ✏㸦2015㸧
ࠕ࣮ࣟࣝࣉࣞࣥࢢࢤ࣮࣒࡛Ꮫࡪ

㛵ᚰࡀ῝ࡲࡗࡓ⟅࠼ࡓᏛ⏕ࡀከࡗࡓࠋ

ᨻᏛࡢព⩏᪉ἲ̿̿ᡓதእࡢ࣮ࣟ

 ḟࠊRPG ࡢ⫼ᬒ࠶ࡿᅜ㝿ᨻᏛࡢ⪃࠼

ࣝࣉࣞࣥࢢࢤ࣮࣒ࢆࡋ࡚ࠖ
ࠗ᠕⩏

᪉ࢆゎㄝࡍࡿᤵᴗࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋࢤ࣮࣒ᚋ

ሿዪᏊ㧗➼Ꮫᰯ◊✲⣖せ࠘➨ 32 ྕࠊ33-61

ࡢឤࢆ⤂ࡋࡓᚋ࡛ࠊᤵᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋ

㡫ࠋ

༢⣧ẚ㍑ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊࢤ࣮࣒ࢆࡋ࡞

ᣋ✏㸦2011㸧
ࠕ୍⯡ᩍ㣴⛉┠ࡋ࡚ࡢᅜ㝿㛵ಀ

࠸࡛ᤵᴗࢆࡍࡿࡼࡾࡶࠊᏛ⏕ࡀᤵᴗ㞟୰ࡋ

ㄽࡢᩍᤵἲࡢ୍⪃ᐹ̿̿ࠗᐇయ㦂࠘ࡢほⅬ

࡚࠸ࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡓࠋࡲࡓ㉁ၥᑐࡍࡿᅇ

ࡽࠖ
ࠗᇸ⋢┴❧Ꮫ⣖せ࠘➨ 12 ᕳࠊ89-95

⟅ࡸࠊ⮬ศࡽពぢࢆ㏙ࡿᏛ⏕ࡀᑡࡋࡎࡘ

㡫ࠋ
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ᮾிᏛࠕึᖺḟࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ⌮⛉ࠖࡑࡢᐇ㊶

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚᯇᮏᝆ㸦ᮾிᏛᩍ㣴ᩍ⫱㧗ᗘᶵᵓึᖺḟᩍ⫱㒊㛛㸧
                                   
ᖺḟࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ⌮⛉ࡢᤵᴗࢆ㐍ࡵࡿྠࠊ

㸯㸬ࡣࡌࡵ
ᮾிᏛ࡛ࡣࠊ ᖺᗘࡽ㸯ᖺ⏕ࡢ⌮⛉

ึᖺḟࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ⌮⛉ࡢᚋᮇㄢ⛬ࡢᏛࡧࡢ

Ꮫ⏕ဨࢆᑐ㇟ࡋࡓᚲಟᤵᴗࠊ
ࠕึᖺḟࢮ࣑

ᑟධⓗ࡞ព⩏ࠊ࠾ࡼࡧලయⓗ࡞ᤵᴗࢆࠊฟ

ࢼ࣮ࣝ⌮⛉ࠖࢆ㛤ㅮࡋࡓࠋึᖺḟࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ

∧࠸࠺ᙧ࡛ሗ࿌ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋᮏᏛ

⌮⛉࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡢព㆑ࢆኚ㠉ࡋ࡚ࠊ㧗ᰯࡲ࡛

࠾࠸࡚ࡣࠊึᖺḟࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ⌮⛉ࡢ≉ᚩⓗ࡞

ࡢཷືⓗ࡞ᏛࡧࡽᏛ࡛ࡢ⬟ືⓗ࡞Ꮫ⩦ጼ

ᤵᴗࢆ࠸ࡃࡘ⤂ࡋࠊᏛ⏕ࡢ⮬ⓗ࡞Ꮫ⩦

ໃ㌿ࡍࡿࢆ࡞┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ

ጼໃࡢ㌿ࠊࡁࡃᐤࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ

࡚ࠊᏛ⏕ࡀ㌟ࡘࡅࡿ⬟ຊࡋ࡚ࠊࢧ࢚ࣥ

ሗ࿌ࡍࡿࠋ

ࢸࣇࢵࢡࢫ࢟ࣝࠊࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ࠊ࢝ࢹ
࣑ࢵࢡయ㦂ࠊࢆ୕ࡘᰕࡋ࡚ࠊලయⓗ࡞฿㐩

㸰㸬ᤵᴗࡢ㦵᱁
ึᖺḟࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ⌮⛉ࡣࠊ୕ࡘࡢᰕࡢ┠ᶆ

┠ᶆࢆタᐃࡋࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋ

ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗᙧᘧ࡛⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ ࢡࣛࢫ࠶ࡓࡾᏛ⏕  ྡ⛬ᗘࡋࡓࢳ࣮ࣗ
ࢺࣜࣝᤵᴗࡢᙧᘧࢆࡾࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ
ࢆయࡋࡓᤵᴗ
࣭ᮾிᏛࡢ⌮⣔Ꮫ㒊࠾ࡼࡧ㝃⨨◊✲ᡤ࣭ࢭ
ࣥࢱ࣮ࡢᩍဨࡀᤵᴗࢆᢸᙜࡋࠊඛ➃◊✲ࢆ⛉
Ꮫࡢᑟධࡋࡓ࢝ࢹ࣑ࢵࢡయ㦂
࣭ㄢ㢟タᐃࡸ◊✲⫼ᬒࡢ⌮ゎࡢࡓࡵࠊᚲせ࡞
ᅗ ึᖺḟࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ⌮⛉ࡢ฿㐩┠ᶆ

ᩥ⊩ࢆ᥈ࡋฟࡍ࠸࠺ࢧ࢚ࣥࢸࣇࢵࢡ



ࢫ࢟ࣝࡢ⩦ᚓࢆ┠ⓗࡋࡓ᳨⣴ᐇ⩦

 ᖺᗘࡢ㸲᭶ࡽ㸵᭶ࡲ࡛ࡢ 6 ࢭ࣓ࢫࢱ

ᑡேᩘไࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ ࢥ࣐ࡶࡢ

࣮ࡢᮇ㛫ࠊ ศࡢᤵᴗࢆ  ᅇ⾜࠸ࠊᅗ㸯

ᤵᴗࡀ㛤ㅮࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࡀࠊୖグࡢࡼ࠺

♧ࡉࢀࡓ฿㐩┠ᶆࡀࡢ⛬ᗘ㐩ᡂ࡛ࡁࡓࡢ

ᤵᴗࡢᇶᮏⓗ࡞┠ᶆࡸᙧᘧࡣࠊඹ㏻ࡢࡶࡢ

ࠊᏛ⏕ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖

ࡋ࡚࢞ࢻ࡛ࣛࣥタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ

ᯝࡣࠊ‶㊊ᗘࡘ࠸࡚ࡣ⫯ᐃⓗ࡞ᛂࡀ  

ᇶ࡛ࠊᩍဨࡢᑓ㛛ᛶᇶ࡙࠸ࡓࢸ࣮࣐ࢆࡶ

௨ୖࢆ༨ࡵࠊᏛ⏕ࡗ࡚㠀ᖖ᭷ព⩏࡞ᤵ

ࠊࢡࣛࢫẖࣂ࢚ࣛࢸᐩࢇࡔࢡࢸ

ᴗ࡛࠶ࡗࡓゝ࠼ࡿࠋࡢᙧᘧࡢᤵᴗẚ㍑

ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢᙧᘧࡢᤵᴗࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋල

ࡋ࡚ࡶࠊ᫂ࡽᏛ⏕ࡢホ౯ࡣ㧗ࡗࡓࠋ฿

యⓗࡣࠊㅮ⩏ࡶࠊᏛ⾡ㄽᩥࡸᩍ⛉᭩

㐩┠ᶆࡢලయⓗ࡞  ࡢホ౯㡯┠ࡘ࠸࡚ࡶࠊ

ࡢㄞゎࠊ⛉Ꮫⓗ࡞ㄢ㢟ࡢၥ㢟Ⓨぢ࣭ゎỴࠊࡶ

ࢇࡢ㡯┠࠾࠸࡚ࠊ⫯ᐃⓗ࡞ホ౯ࡀ㸵

ࡋࡃࡣࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࠊࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࡼ

⛬ᗘࢆ༨ࡵࡓࠋ

ࡿ₇⩦ࠊᐇ㦂ࠊᶵᲔᶍᆺࡢศゎ⤌ࡳ❧࡚࡞

ࡑࡇ࡛ࠊ ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡣࠊ⥅⥆ࡋ࡚ึ

ࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀࡽࡢᡂᯝࢆⓎ⾲ࡍࡿ࡞ࠊᏛ⏕
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༠ྠᏛ⩦࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡϩ
ḟࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ⌮⛉ࡢ≉ᚩࡀࡼࡃ⾲ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡀయⓗᏛ⩦ࡍࡿᤵᴗ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

Ⓨ⾲࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᤵᴗ࠾ࡅࡿࠊS ࢭ
㸱㸬ᤵᴗࡢ

࣓ࢫࢱ࣮࡛ࡢ 13 ᅇࡢᤵᴗࡢࡲ࡞ࣉࣛࣥ

 ึᖺḟࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ⌮⛉ࡣࠊᕤᏛ㒊࣭㎰Ꮫ㒊࣭

ࠊࡑࡢ୰ࡢ୍ᤵᴗࡢὶࢀࠊࡑࡋ࡚ᤵᴗࡢᵝ

⌮Ꮫ㒊࣭་Ꮫ㒊࣭⸆Ꮫ㒊࣭◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣭ᩍ

Ꮚ࡞ࢆ⤂ࡍࡿࠋ

㣴Ꮫ㒊ࡽࠊࡑࡢつᶍᛂࡌࡓᤵᴗᩘࡽᵓ
㸲㸬ホ౯ࠊࡲࡵ

ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏᏛ࡛ࡣࠊࠊⓎ⾲⪅ࡀᢸᙜࡋࡓᤵᴗࠊ

 ᤵᴗࡢ᭱⤊ᅇࠊᏛ⏕ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ

ࠕ≀⌮ࢆ㏻ࡋ࡚ࢧ࢚ࣥࢫࡢᅾࡾ᪉ࢆᏛࡪࠖ

ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠ࡣࠊᤵᴗඹ

㸦ᩍ㣴Ꮫ㒊㸧ࢆ୰ᚰࡋ࡚⤂ࡍࡿࠋࡇࡢᤵ

㏻ࡢᤵᴗᑐࡍࡿホ౯ࡋ࡚ 14 㡯┠ࠊึᖺ

ᴗࡣࠊ≀⌮ᐇ㦂ࢆᏛ⏕⮬ࡽィ⏬ࡋࠊ㌟㏆࡞ᮦ

ḟࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ⌮⛉ࡢ฿㐩┠ᶆᑐࡋ࡚Ꮫ⏕ࡀ

ᩱ࡛ᐇ㦂⨨ࢆసࡾࠊ

ᐃࡋࠊ⤖ᯝࢆ⪃ᐹࡍ

ᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࢀࡔࡅ㌟ࡘࡅࡓࡢ⮬ᕫホ

ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡽࢀࡓࢸ࣮࣐࡛ᐇ㦂ࢆࡍ

౯ࡋ࡚ 24 㡯┠ࠊᏛ⏕ࡢ⮬ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢧ࣏

ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ࡽࢸ࣮࣐࣭⨨࣭ ᐃ᪉ἲ࣭

࣮ࢺᑐࡍࡿຠᯝࡸ⏝≧ἣ࣭ឤࡋ࡚ 6

ゎᯒࡲ࡛ィ⏬࣭ᐇ⾜ࡉࡏࡿࠊSTEM ᩍ⫱ࢆᛕ

㡯┠ࠊࢆ⏝ពࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⤂ࡍࡿᤵᴗ

㢌࠾࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸰㸧ࠋ

࠾࠸࡚ࡣࠊᏛ⏕ࡢឤࢆ┤᥋⪺ࡃணᐃ࡛࠶
ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡀఱࢆឤࡌࠊ
ఱࢆᏛࡪࡀ࡛ࡁࠊఱࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡢࠊ
ㄪᰝࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊึᖺḟࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ⌮⛉ࡢ
ᥖࡆࡿ฿㐩┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊࡑࢀ
ࡒࢀࡢᤵᴗࢫࢱࣝࡢຠᯝࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ

ᅗ㸰 ᐇ㦂ჾࡢసᅗᕤసࡢᵝᏊ
 ࡲࡓࠊࡢᏛ㒊࠾ࡼࡧ◊✲ᡤࡽฟㅮࡋ࡚
࠸ࡿᤵᴗࡋ࡚ࠊ࠸ࡃࡘ⤂ࢆࡍࡿணᐃ࡛
࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾ࡛࠶ࡗࡓࡾ㸦ᅗ
㸱㸧ࠊၥ㢟Ⓨぢ࣭ゎỴᆺࡢᤵᴗ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊㄽ
ᩥㄞゎᆺࠊᐇ㦂ࢹ࣮ࢱゎᯒᆺࡢᤵᴗ࡛࠶ࡗࡓ
ࡾࠊࡲࡓࡣ」ྜࡉࢀࡓᆺࡢᤵᴗ࡛࠶ࡾࠊึᖺ

ᅗ㸱 〇స≀ࡢࢥ࣐ࡢ㸦㸱D ࣉࣜࣥࢱ࣮㸧
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༠ྠᏛ⩦࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡϩ

/7' ࢆ㔜ᒙⓗά⏝ࡋࡓᤵᴗࠕㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࠖࡢᒎ㛤
࢚̿ࢵࢭసᡂࢆពᅗࡋࡓ㛵㐃࡙ࡅࡢάᛶ̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ 㡲⸨ ᩥ࣭ᏳỌ ᝅ㸦ஂ␃⡿Ꮫ㸧

                                   
㸯㸬ࡣࡌࡵ

࣮࣋ࢺࠖ
ࠕᩥ❶సᡂࠖࡢ  ẁ㝵ࡋ㸪ㄞゎẁ㝵

 ➹⪅ࡽࡣ㸪/7' ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲ㸦5DERZHW

࡛ /7' ࢆಟᚓࡉࡏ㸪⥆ࡃࡘࡢẁ㝵࡛ /7' ࢆ

DO㸹ᏳỌ࣭㡲⸨㸧ࢆά⏝ࡋࡓᤵ

ά⏝ࡋࡓࠋ

ᴗ࡙ࡃࡾࢆ㛗ᖺ⾜ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ≉ຊࢆධ
ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪
ࠕㄞゎࠖ
ࠕࢹ࣮࣋ࢺࠖ
ࠕ࢚ࢵࢭ
సᡂࠖࡢゝㄒᢏ⾡ࢆ☻ࡃࡓࡵ /7' 㐣⛬ࣉ
ࣛࣥࢆά⏝ࡍࡿ࠸࠺ /7' ࢆ㔜ᒙⓗά⏝ࡋ
ࡓᤵᴗ 㡲⸨࣭ᏳỌ  ࡛࠶ࡿࠋẖᖺ㸪ᐇ㊶࣭
ᨵၿࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃ୰࡛㸪୍ᐃࡢࣔࢹࣝࡀ࡛ࡁ
ࡘࡘ࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪࢚ࢵࢭసᡂ࠾
࠸࡚㸪ฟ᮶▱㆑ࡸ⤒㦂ࢆ⤖ࡧࡘࡅ࡚῝
ࡃ⪃࠼ࡿࡓࡵࡣ㸪᪥ᖖⓗࠕ㛵㐃࡙ࡅࠖࡢ
⦎⩦ࢆࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ 㡲⸨࣭ᏳỌ㸪 ࠋ
ࡲࡓ㸪࢚ࢵࢭసᡂࡢࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࠕ⮬ศࢆ
ぢࡘࡵ┤ࡋ࡚ࠖࢆព㆑࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞㛵㐃࡙ࡅ
ࡢయ㦂ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏሗ࿌࡛ࡣ㸪
ࠕ࢚ࢵࢭసᡂࠖࡢࢫ࣒࣮ࢬ
࡞⛣⾜ࢆពᅗࡋࡓㄢ㢟ᩥࢆタᐃࡋ㸪㛵㐃࡙ࡅ
ࢆάᛶࡉࡏࡓヨࡳࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ

㻌㻌⾲㻝䠊ᤵᴗᒎ㛤䛸ෆᐜ
ẁ㝵 ㅮ



ㄞゎ





ウㄽ



ᩥ❶ 
సᡂ 



ࠉ࡞ࠉᏛࠉ⩦ࠉෆࠉᐜ
௰㛫࡙ࡃࡾ㸪ᤵᴗࡢ┠ᶆ㸪ഴ⫈࣑࣮ࣛࣜࣥࢢ
ヰࡋྜ࠸άື ༠ྠᏛ⩦ࡢᇶᮏせ⣲
/7'ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲࡣ㸪/7'㐣⛬ࣉࣛࣥ
ศᆺ/7'㸸ㄢ㢟ᩥࠗࡕࡻࡗ❧ࡕṆࡲࡗ࡚࠘
ศᆺ/7'ࡢ⥆ࡁ㸦㛵㐃࡙ࡅ㸧
ࠗඛ㍮ࡢ࢚ࢵࢭ࠘ࡢ㛵㐃࡙ࡅ㸪ࢹ࣮࣋ࢺᑟධ
᪂ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ⮬ᕫ⤂㸪ࢹ࣮࣋ࢺࡘ࠸࡚
ࢹ࣮࣋ࢺㄽ㢟Ỵࡵ㸪ࢹ࣮࣋ࢺ‽ഛ
ࢹ࣮࣋ࢺᙺศᢸ㸪ㄽ㢟ձࢹ࣮࣋ࢺ㸸ࠕࢥࣥࣅࢽࠖ
ㄽ㢟ղࢹ࣮࣋ࢺ㸸ࠕᩆᛴ㌴ࠖ㸪࢚ࢵࢭᑟධ
ㄽ⌮ⓗ࡞ᩥ❶ᵓᡂ㐣⛬ࣉࣛࣥ㸪࢚ࢵࢭࡣ
࢚ࢵࢭసᡂ㸸ᩥ❶ᵓᡂ㸪ୗ᭩ࡁ
࢚ࢵࢭసᡂ㸸᥎ᩙ㸦௰㛫ྠኈ㸧
࢚ࢵࢭసᡂ㸸Ύ᭩
࢚ࢵࢭᡂᢨ㟢㸪ࡲࡵ

㛵㐃࡙ࡅࡢᐇ㝿
 ㄢ㢟ᩥ ࡇࢀࡲ࡛㸪/7' ࡢᑟධࡋ࡚ࠗ
ࡁ࡞ຊࢆฟࡍ࠘ගᮧ㸪 ࢆ⏝ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ᩥ❶ࡀ▷ࡃ㸪ᵓᡂࡀᤊ࠼ࡸࡍ࠸ࡢ࡛㸪/7' ࡢ
ᑟධࡣ᭱㐺࡞ㄢ㢟ᩥ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ㸪࢚ࢵ
ࢭసᡂࢆぢ㏻ࡋࡓሙྜ㸪⮬ศࢆぢࡘࡵ┤ࡍ

㸰㸬ᤵᴗࠕㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࠖࡢᴫせ
  ᤵᴗࡢᇶᮏሗ ᤵᴗࡣ  ᖺ  ᭶㛤
ㅮ࡛  ࢥ࣐㸪 ศᤵᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋཷㅮ⏕
ࡣ┳ㆤᏛᰯ  ᖺ⏕  ྡ㸦ዪᏊ  ྡ㸪⏨Ꮚ 
ྡ㸧࡛࠶ࡾ㸪ᤵᴗ⪅ࡣ➨୍ⴭ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࢢ࣮ࣝࣉ⦅ᡂ ␗㉁࡞ࢢ࣮ࣝࣉ⦅ᡂࡋ
ࡓ㸦 ேࢢ࣮ࣝࣉ  ⌜㸪 ேࢢ࣮ࣝࣉ  ⌜㸧ࠋ
  ᤵᴗࡢᇶᮏᵓᡂ ࡚ࡢᤵᴗ࠾࠸࡚
༠ྠࡼࡿᑐヰ୰ᚰࡢᤵᴗࢆヨࡳࡓ㸦ᏳỌ
㸧ࠋࡑࡢᇶᮏᙧࡣ㸪ᣵᣜ࣭๓ࡢࡩࡾ㏉ࡾ
㸦ᤵᴗ㏻ಙ㸧
࣭ᤵᴗᒎ㛤࣭ᮏࡢࡩࡾ㏉ࡾ㸦ᤵ
ᴗグ㘓⣬㸧࠸࠺ὶࢀ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᤵᴗᒎ㛤㸦⾲㸯㸧 ᤵᴗࡣࠕㄞゎࠖ
ࠕࢹ

ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞㛵㐃࡙ࡅࢆάᛶࡉࡏࡿ
ࡇࡣ༑ศ࡛࠶ࡿࠋᐇ㸪ᖺᗘࡢཷㅮ
⏕ࡽ㸪
ࠕㄞゎẁ㝵ࡽ࢚ࢵࢭࡘ࡞ࡀࡿᏛ
ࡧࡀ࡛ࡁࡿࡶࡗⰋࡗࡓࠖ࠸࠺ᣦࢆ
ཷࡅࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ㄞゎẁ㝵ࡽ࢚ࢵࢭࢆぢ
ᤣ࠼㸪⮬ศࢆぢࡘࡵ┤ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿㄢ㢟ᩥ
ࢆ᳨ウࡋ㸪ᮏᖺᗘࡣࠗࡕࡻࡗ❧ࡕṆࡲࡗ࡚࠘
ගᮧ㸪 ࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ
  㛵㐃࡙ࡅࡢෆᐜ ㄢ㢟ᩥࡢస⪅ࡢᙇ
ࠕᅛᐃᴫᛕࡽࢃࢀࡎぢ᪉ࢆኚ࠼ࢀࡤ᪂ࡋ
࠸Ⓨぢࡀ࠶ࡿࠖࢆࡶ㛵㐃࡙ࡅࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᐇ㝿ࡢᤵᴗ࡛ヰࡋྜࢃࢀࡓ㛵㐃࡙ࡅࡢࢆ௨
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༠ྠᏛ⩦࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡϩ
ୗ♧ࡍࠋ

յ࠶ࡿฎ⨨ᑐࡋ࡚㸪⃭ࡋࡃᢠࡍࡿᝈ⪅ࡉ

ձ⮬ศࡀࡲࡔ⿵ຓဨࡔࡗࡓ㡭㸪࠺ࡋ࡚ࡶ

ࢇࡀ࠸ࡓࠋẖᅇᭀࢀࡿࡓࡵᝈ⪅ࡉࢇヰࡋྜ

ࡀぬ࠼ࡽࢀࡎⱞᡓࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢇ࡞

ࡗ࡚ࡳࡿ㸪ࡑࡢฎ⨨ࡣ㯞㓉ࡀᚲせ࡞ࡓࡵ㸪

㸪ࡓࡲࡓࡲูࡢ㒊⨫⾜ࡃࡇࡀ࠶ࡾࡲࡋ

ẖ᪥ྠࡌ㛫࠶ࡿᐙ᪘ࡢ㠃ࡢព㆑

ࡓࠋࡑࡢ㝿㸪ࡑࡇ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡣ㸪ࡑ

ࡀࣁࢵ࢟ࣜࡋ࡞࠸ࡇࡀཎᅉࡔࢃࡗࡓࠋ

ࡢࡣ⌮ゎ࡛ࡁࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡋࡋ㸪⮬ศ



㛵㐃࡙ࡅࡢ⦎⩦ ᩥ❶ㄞゎࡀ⤊ࢃࡗࡓẁ

ࡢ㒊⨫ᡠࡾ㸪ᨵࡵ࡚⮬ศࡢࢆ☜ㄆࡍࡿ

㝵࡛㸪㛵㐃࡙ࡅࡢ⦎⩦ࢆࡅຍ࠼ࡓࠋ㛵㐃࡙

㸪㦫ࡃ㸪⌮ゎࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ

ࡅ័ࢀ㛵㐃࡙ࡅࢆᴦࡋࡴࡇ㸪ࡇࡇ࡛ࡢ

⮬ศࡢࡔࡅぢࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⮬ศࡢ

ㄢ㢟ᩥ࡛࠶ࡿࠕඛ㍮ࡢ࢚ࢵࢭࠖࢆㄞࡴࡇ

ࡢ๓ᚋࢆ▱ࡿࡇ࡛㸪୍ࡘ୍ࡘࡢࡣ㸪

࡛㸪ࡢࡼ࠺࡞࢚ࢵࢭࢆ᭩ࡅࡤⰋ࠸ࡢ㸪

ࡋࡗࡾពࡀ࠶ࡿゝ࠺ࡇẼ࡙ࡁࡲࡋ

ᡂࡢぢ㏻ࡋࢆᣢࡓࡏࡿࡇࡢࡘࢆ┠ⓗ

ࡓࠋ≀ࡣ㸪୍ࡘ୍ࡘぢࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ὶࢀ

ࡋࡓࠋඛ㍮ࡢ࢚ࢵࢭࡣ  ᖺᗘࡢᏛ⏕ࡢࡶ

࡛ぢࡓ᪉ࡀ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸▱ࡾࡲࡋࡓࠋ

ࡢ࡛㸪 ᖺᗘࡢ࢚ࢵࢭࢥࣥࢸࢫࢺධ㑅స

ղㄆ▱ࡢ࠶ࡿᝈ⪅ࡉࢇ㸪ẖ᪥ẖ᪥᪥ࡅ

ရ  ⦅࡛࠶ࡗࡓࠋ

ࢆ⪺ࢀ࡚࠸࡚㸪ẖ᪥ẖ᪥ࡓࡔ⮬ศࡀ⟅࠼ࡿ
ࡔࡅࡔࡗࡓࡀ㸪┳ㆤᖌࡉࢇࡽ㸪ẖ᪥࢝ࣞࣥ

࢚ࢵࢭసᡂࡢᐇ㝿

ࢲ࣮ࡵࡃࡾࢆࡍࡿ࠸࠺ᥦࡀฟ࡚㸪ᐇ㝿

 ᩥ❶ᵓᡂ ࡲࡎࠊ࢚ࢵࢭࡢᙇヰ㢟

ᝈ⪅ࡉࢇࡀ⾜࠺ࡇ࡛᪥ࡅࡀศࡿࡼ࠺

ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡓࠋᖺࠊࡇࡢẁ㝵୍␒㛫ࡀ

࡞ࡗࡓࠋ

ࡿࠋᖺࡣࠊㄞゎẁ㝵࡛ࡢ㛵㐃࡙ࡅࢆࡶ

ճࢃࡓࡋࡢᲷࡣ㸪ධ㝔ࡋ࡚ᩘศ࡛ᛣ㬆ࡾ

࢚ࢵࢭࢆ᭩ࡃࡇࡋࡓᏛ⏕ࡶ࠾ࡾࠊ

ࡘࡅࡿᝈ⪅ࡉࢇࡀ࠸ࡲࡋࡓࠋ㢦ࢆぢࡏࢀࡤᛣ

࠸ࡘࡲ࡛ࡶỴࡲࡽ࡞࠸Ꮫ⏕ࡣ࠸࡞ࡗࡓࠋ 

㬆ࡽࢀ࡚㸪ࢼ࣮ࢫࢥ࣮ࣝࡀ㬆ࡗ࡚⾜ࡃ㸪᭦

ḟࠊ㛵㐃࡙ࡅࢆࡅຍ࠼࡚ᩥ❶ᵓᡂࢆᡂ

ᛣ㬆ࡽࢀ࡚㢌ࡀ┿ࡗⓑ࡞ࡾ㸪⾜ࡃ

ࡉࡏࠊ⌜࡛ពぢὶࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡢࡶ᎘࡞ࡿ࡛ࡋࡓࠋࡓࡔ㸪ࡵࡆࡎࡑ

 ࢚ࢵࢭసᡂ ୗ᭩ࡁࡢᚋࠊୗ᭩ࡁࢆ᭩

ࡢᝈ⪅ࡉࢇࡢඖ⾜ࡁ㸪ᛣ㬆ࡽࢀ࡚ࡶഴ⫈ࡋ

ࡁ࠶ࡆࡓ⪅ྠኈ࡛᥎ᩙάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡛ࡁࡿ

࡚࠸ࡃࡘࢀ࡚㸪ᝈ⪅ࡉࢇࡢᛣ㬆ࡿᅇᩘࡣῶ

ࡔࡅ」ᩘࡢ௰㛫ࡽࢻࣂࢫࢆࡶࡽ࠺ࡼ࠺

ࡗ࡚㸪㸪ᑡࡋࡎࡘヰࡋࡅࡿ➗㢦ࡀฟࡿ

ᣦᑟࡋࡓࠋ᥎ᩙࡢᚋࠊΎ᭩ࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏᖺ

ࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ᎘ࡔࡽ㸪ᛧ࠸ࡽ࠸

ᗘࡶࠊဨࠊ ᩥᏐ⛬ᗘࡢ࢚ࢵࢭࢆ

࠺༳㇟ࢆᡭࡘࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࡞ࡐᛣ㬆

ᡂࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

ࡗ࡚࠸ࡿࡢぢ᪉ࢆኚ࠼࡚࠸ࡃ㸪ᝈ⪅ࡉࢇ
ࡢ㛵ࢃࡾࡶኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࡢࡔᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ



࢚ࢵࢭᢨ㟢 ᭱⤊ㅮ࡛ᡂࡋࡓ࢚ࢵࢭ

ࢆㄞࡳ࠶࠸㸪ឤࢆὶࡋࡓࠋ

մ࠶ࡢᗂඣࡢᝈ⪅ࡣ㸪ఱ࡛㣗ࡀᦤࢀ࡞࠸ࡢ
ࡔࢁ࠺ࠋᝈࡼࡾ㸪㌟యⓗ③ࡳ࡞ࡀ࠶

⤊ࢃࡾ

ࡿࡓࡵᦤࢀ࡞࠸ࡢ⪃࠼ࡓࠋࡋࡋ㸪ࡑࡢᗂ

 Ꮫ⏕ࡢ᭱⤊ㅮ࡛ࡢឤࡢ୰ࠕ⮬ศࡗ

ඣࡢぶࡽࡢヰࡼࡿ㸪ࢸ࣮ࣈࣝᗙࡗ࡚

࡚༳㇟῝ࡗࡓࡇࢆᩥ❶ࡍࡿࡇ࡛ࠊᙜ

࠸ࡘࡶ㣗࡚࠸ࡓ⪺ࡁ㸪㝔࡛ࡶ࣋ࢵࢻࢧ

ࡢ⮬ศࡢẼᣢࡕࡸฟ᮶ࢆᛮ࠸ฟࡋࠊẼ࡙

ࢻ࡛ࡣ࡞ࡃࢸ࣮ࣈࣝᗙࡽࡏࡿ㣗࡚ࡃ

ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡓࠖ࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ࢀࡓࠋࡑࡢᗂඣࡀ㸪ᐙ࡛ࡋ࡚࠸ࡓࡇࢆ㸪

 ࠕ࢚ࢵࢭసᡂࠖࡢࢫ࣒࣮ࢬ࡞⛣⾜ࢆព

㝔࡛ࡶ࡞ࡿࡃᔂࡉࡎ⾜࠺ࡇࡀษࡔᛮ

ᅗࡋࡓㄢ㢟ᩥࡢኚ᭦ࡣࠊ୍ᐃࡢຠᯝࡀ࠶ࡗࡓ

ࡗࡓࠋ

⪃࠼ࡿࠋ
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Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱Ϩ

⫋ᴗᑓ㛛Ꮫึᖺḟᩍ⫱

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ ሯཎ ಟ୍㸦㛵すᅜ㝿Ꮫ㸧
                                  
 ᐇ㊶ⓗ࡞⫋ᴗᩍ⫱ࢆ⾜࠺᪂ࡓ࡞㧗➼ᩍ⫱ᶵ

ࡀ◊✲⬟ຊࢆࡶ᭷ࡍࡿࠋ

㛵ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭷㆑⪅㆟ࡢࠗᑂ㆟ࡢࡲࡵ࠘

 ➨㸱ࠊᩍ⫱ෆᐜࡋ࡚ࠊ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛ᢏ⬟

㸦ᖺ㸧ࢆ࡚ࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟ࡢ⟅⏦ࡀ

➼ࠊᇶ♏࣭ᩍ㣴ࠊ⌮ㄽࡶࡅࡽࢀࡓᐇ㊶

ᖺࡲࡵࡽࢀࡓࠋ⟅⏦࡛ࡣ᪂ࡋ࠸㧗➼

ຊ➼ࢆ࠶ࡆࠊ㌟ࡘࡅࡉࡏࡿࡁ㈨㉁⬟ຊ

ᩍ⫱ᶵ㛵ࡋ࡚ࠊ㸲ᖺไ࡛Ꮫኈࢆᤵࡍࡿ⫋

ࡋ࡚ࠊᑓ㛛ࡢ㧗ᗘࠊᐇ㊶ຊࡢᙉࠊศ㔝

ᴗᑓ㛛Ꮫ㸦࠾ࡼࡧࠊ㸰ᖺࡲࡓࡣ㸱ᖺไ࡛▷

⯡ࡢ⢭㏻➼ࠊ⥲ྜຊࡢᙉࠊ⮬❧ࡋࡓ⫋ᴗே

ᮇᏛኈࢆᤵࡍࡿ⫋ᴗᑓ㛛▷ᮇᏛࠊྡ⛠

ࡢࡓࡵࡢࠕᏛኈຊࠖࢆ࠶ࡆࡓࠋ

ࡣೃ⿵ࡢࡦࡘ㸧ࡢไᗘࡀᥦゝࡉࢀࡓࠋ

 ➨㸲ࠊ⏘ᴗ⏺࣭ᆅᇦࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ



ࡼࡗ࡚ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂ࣭ᐇࡍࡿయไࡢᩚ

 㸯㸬⟅⏦ࡢᴫせ

ഛࢆ⩏ົ࡙ࡅࡿࡶࠊᑓ㛛ᅋయࡢ㐃ᦠ

 ⟅⏦ࡢᴫせࡣḟࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ

ࡼࡾࠊศ㔝ู㉁ಖドࡢほⅬࢆࡾ࠸ࢀࡓㄆ

➨㸯ࠊ⫋ᴗᑓ㛛Ꮫࡀ㣴ᡂࡍࡿேᮦീࡀ

ドホ౯ࢆᑟධࡍࡿࡋࡓࠋ

㸱ࡘࡢഃ㠃ࡽ࠶ࡆࡽࢀࡓࠋ



࣭ᴗ➼࠾ࡅࡿᙺ㸸ᇶ♏࣭ᩍ㣴ࡸ⌮ㄽ

 㸰㸬⫋ᴗᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉

ࡶࡅࡽࢀࡓࡍࡄࢀࡓᢏ⬟➼ࢆᙉࡳࠊ

⫋ᴗᩍ⫱ࡣ༞ᴗ⪅㸦ࡢከࡃ㸧ࡀ┠ⓗࡍࡿ

ᴗࡢ⌧ሙࡢ୰᰾ࢆᢸ࠸ࠊ⌧ሙࣞ࣋ࣝࡢᨵၿ࣭

⫋ᴗࡘࡁᚓࡿࡇࡀᮏ㉁ⓗ࡛࠶ࡾࠊࡑ࠺࡛

㠉᪂ࢆ≌ᘬ࡛ࡁࡿேᮦࠋ

࡞ࡅࢀࡤᏛ⏕ࢆḭࡃࡇ࡞ࡾࡡ࡞࠸ࠋᩍ

࣭⫋ᴗேࡋ࡚㸸༞ᴗ࣭ධ⫋Ⅼ࡛ᑓ㛛ⓗ࡞

⫱ㄢ⛬ࢆタィࡍࡿࡉ࠸ࠊேᮦ㟂せഃࡢㄪᩚ

ᴗົࢆᢸ࠼ࡿᐇ㊶ⓗ࡞⬟ຊࠊኚᑐᛂࡋ

ࡼࡗ࡚᪉ࡀᩚྜⓗ࡞ࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀ

࡚ࡳࡎࡽࡢ⫋ᴗ⬟ຊࢆ⥅⥆ⓗ㧗ࡵ࡚࠸ࡃ

ࡿࠋࡇࡢࡇࡣ⟅⏦ࡶグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ

ࡓࡵࡢᇶ♏㸦ఙࡧࡋࢁ㸧ࢆ㌟ࡘࡅࡓேᮦࠋ

ྛᏛࡢດຊࡺࡔࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࠊໟᣓ

࣭᪥ᮏ࠾ࡅࡿᙺ㸸⤒῭ᡂ㛗ࢆᨭ࠼ࠊᆅᇦ

ⓗ࡞Ꮫ㈨᱁ᯟ⤌ࡳࡢᵓ⠏ࢆࡵࡊࡍࡢࡣ᫂

ࡢⓎᒎࡶ㈉⊩ࡍࡿேᮦࠋ

グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᚋ⪅ࡣ⏘ᴗ⏺ࡸᗓ┬ࡢ༠

ᐇ㊶ⓗ࡞ᑓ㛛⫋ᴗேᮦࡢ⫱ᡂࢆ᥎㐍ࡍࡿᚲ

ຊࡀྍḞ࡞ࡿࠋ
ࡓ࠼ࡤᕞࡣࠊ⏘ᴗ⏺ࡀᑟࡋ࡚Ỵᐃ

せࡀ࠶ࡿᡂ㛗ศ㔝➼ࡋ࡚ࠊ⚟♴ࠊ,7࣭ሗ
ࢧ࣮ࣅࢫࠊࢥࣥࢸࣥࢶࠊほග➼ࢆ♧ࡋࡓࠋ

ࡉࢀࡓᅜඹ㏻ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࣭ࣃࢵࢣ࣮ࢪ

 ➨㸰ࠊ⫋ᴗᑓ㛛Ꮫࡢタ⨨ㄆྍࡣ᪂ࡋ

㸦ᩍ⫱ᣦᑟ᮲㡯㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ⫋✀ࡈ

࠸ᇶ‽ࢆ㐺⏝ࡍࡿࡋࡓࠋヲ⣽ࡣࡑࢀࢆᚅࡘ

ᚲせࡉࢀࡿ▱㆑⬟ຊࡢᇶ‽⩌࡛࠶ࡾࠊ⫋ᴗ

ࡀࠊ⟅⏦ࡶ௨ୗࡢグ㏙ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ༞ᴗ༢

ᩍ⫱ࡣࡇࢀࢆ㐩ᡂࡍࡿࡼ࠺ᐇࡉࢀࠊᩍ⫱

ࡢ㸱㹼㸲⛬ᗘࡣᐇ⩦➼ࡢ⛉┠ࢆಟᚓࠋ

ᮇ㛫࡞ᛂࡌ࡚㸲ࡘࡢᒚಟド᫂ẁ㝵⨨

ᴗෆᐇ⩦➼ࡀ㸲ᖺไ࡛ࡣ㛫௨ୖ㸦㸰ᖺไ

࡙ࡅࡽࢀࡿࠋᕞࡢ⫋ᴗᩍ⫱ࡣ୰➼ᩍ⫱ಟ

ࡣ㛫௨ୖ㸧ࠋྠᤵᴗࢆཷࡅࡿᏛ⏕ᩘ

ࡽ‽Ꮫኈࡲ࡛ࡢẁ㝵࡛࠶ࡾࠊ㸲ᖺไࡼࡾ

ࡣཎ๎ࡋ࡚ே௨ୗࠋᑓ௵ᩍဨࡢ㸲௨ୖ

▷ᮇࡢ㧗➼ᩍ⫱㛵ಀࡀ῝࠸ࠋᅇࡢ⟅⏦࡛

ࡣᐇົᐙᩍဨࠋᑓ௵ࡢᐇົᐙᩍဨࡢ༙ᩘ௨ୖ

ࡣ㸲ᖺไ▷ᮇࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡀ୍ᣓࡋ࡚ㄽࡌࡽ
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Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ I
ࢀࡓࡀࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࡶ࡞ࡉࢀࡓࠋ➨㸯

ࡿࡇ࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜࢆྵࡵ࡚ࠊ⫋

Ⅼࡣ▷ᮇㄢ⛬ࡢ㔜せᛶ㓄៖ࡋࡓࡶࡢ࠸࠼

ᴗᑓ㛛Ꮫࡢ㐍Ꮫࡼࡗ࡚㑅ᢥࡉࢀࡓ⮬ᕫ

ࡿࠋ➨㸰ⅬࡀᕞᑐᛂࡋࡓㄽⅬ࡛࠶ࡿࡀࠊ

ࡢ࢟ࣕࣜࢆ☜ㄆࡋ࡚ࠊᏛ⩦㐣⛬ࡢᏳࢆ

᳨ウㄢ㢟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᡶᣔࡋ࡚♫ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧ࢆ࠺࡞ࡀࡍᩍ⫱

࣭㸲ᖺไࡢㄢ⛬ࡘ࠸࡚ࠊ๓ᮇ㸦㸰ᖺࡲࡓࡣ

ࡀᚲせ࡞ࡇࡀ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᩍ⫱ࡣࠊࡇࢀ

㸱ᖺ㸧ᚋᮇ㸦㸯ᖺࡲࡓࡣ㸰ᖺ㸧ࢆࢃࡅࡿ༊

ࡲ࡛ࡶಖ⣔࡞࡛ࡣᐇࡉࢀ࡚ࡁࡓ⪃

ศไࢆㄆࡵࠊ๓ᮇㄢ⛬ࡢಟ⪅ࡣ▷ᮇᏛ

࠼ࡽࢀࡿࠋ

ኈࡢᏛࢆᤵࡍࡿࠋ

 ⫋ᴗᩍ⫱࡛ࡣࠊ๓㏙ࡋࡓேᮦ㟂せᩍ⫱ㄢ

࣭♫ேࡢᏛࡧ┤ࡋࢆಁ㐍ࡍࡿࡼ࠺ࠊ▷ᮇࡢ

⛬ࡢᩚྜᛶࡶࠊᏛಟ࠾ࡅࡿ฿㐩┠ᶆ

Ꮫಟᡂᯝࢆ✚ࡳୖࡆ࡚Ꮫࡢྲྀᚓࡘ࡞ࡆࡿ

ࡢ㐩ᡂࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ⫋ᴗᩍ⫱ࡢࡦࡘࡢ

⤌ࡳࡢᩚഛࡸࠊࣔࢪ࣮ࣗࣝไࡢᑟධಁ㐍ࢆ

ᆺࡣ⮬ື㌴Ꮫᰯᆺ࡞ࡿࠋࡇࢀࡣᏛ⏕ࡢດ

᳨ウࡍࡿࠋ

ຊࡀྍḞ࡛࠶ࡾࠊ╔ᐇ࡞ດຊࢆ⥅⥆ࡍࡿࡼ



࠺Ꮫ⏕ࢆᣦᑟࡍࡿࡇࡀᏛࡣࡶࡵࡽࢀࠊ

 㸱㸬ึᖺḟᩍ⫱ࡢᮇᚅ

ึᖺḟᩍ⫱ࡶᮇᚅࡉࢀࡿࠋ



 ࡇࢀࡽࡣࠊᏛᰯࡽ⫋ᴗࡢ⛣⾜ࢆ࡞

 ⟅⏦ࡳࡿᮇᚅ

 ᖺᗘࡢⓎ⾲࠾࠸࡚ࡣࠊ୍⯡ࡢᏛ࡛ࡣ

ࡽࡋࡵࡿᩍ⫱࠸࠺ព࡛ࡣ࢟ࣕࣜᩍ⫱

ධᏛࡸ༞ᴗ࡞ศᩓࡍࡿᏛ⏕ࡢ㑅ᢥ⾜

࠸࠼ࡿࡀࠊࡓ࠼ࡤᑠᮡ㸦㸧࡛ࡣᙉㄪࡉ

ືࡀࠊ⫋ᴗᑓ㛛Ꮫ࡛ࡣධᏛ㞟୰ࡋ࡚ึ

ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡋࠊ⫋ᴗᑓ㛛Ꮫ࠾ࡅࡿ

ᖺḟᩍ⫱㈇Ⲵࡀࡿࡋ࡚ࠊᇶ♏࣭ᩍ㣴

ึᖺḟᩍ⫱࡛ࡣ㔜せ࡞せ⣲ࡢࡦࡘ࡛࠶ࡿࡼ

ᩍ⫱࠾ࡅࡿᏛ⩦ពḧࡢႏ㉳ࠊᑓ㛛ᑐࡍ

࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ

ࡿ㐺ᛶࡢ☜ㄆࢆ࠶ࡆࠊึᖺḟᩍ⫱ࡢ」⥺



ࡘ࠸࡚Ṕྐࡑࡗ࡚㏙ࡓࠋ

 㸲㸬࠾ࢃࡾ

ࡇࡢ࠺ࡕ」⥺ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑓ㛛㧗ᰯ༞ᴗ

 ⫋ᴗᑓ㛛Ꮫࡣ୍⯡ⓗ࡞ᩍ⫱ㄢ⛬ࡼࡾ⤒㈝

⏕ࠊ♫ேᏛ⏕ࠊ⦅ධᏛ⏕࡞ከᵝ࡞Ꮫ⏕ࢆ

ࡀࡉࡳࠊ⟅⏦ࡶᚲせ࡞㈈※ࡢ☜ಖࢆᅗࡿ

✚ᴟⓗཷࡅධࢀࡿࡇࡀࠊ⟅⏦࠾࠸࡚⫋

࠶ࡿࡀࠊึᖺḟᩍ⫱ࡶࡑࡢእ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ᴗᑓ㛛Ꮫࡢດຊ⩏ົࡉࢀࡓࡇࡽࠊ⌧



ᐇࡢࡶࡢ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

 ᩥ  ⊩

 ࡉࡽࠊึᖺḟᩍ⫱ࡢᮇᚅࢆ⟅⏦ࡽࡦ

୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟ࠕ➨୍㒊 ♫࣭⤒῭ࡢ

ࢁ࠺ࠊᇶ♏࣭ᩍ㣴ࡶ⫋ᴗேࡋ࡚ࡢ

ኚక࠺ேᮦ㟂せ༶ᛂࡋࡓ㉁ࡢ㧗࠸ᑓ

ࠕఙࡧࡋࢁࠖࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋఙࡧࡋࢁࡣ⮬

㛛⫋ᴗே㣴ᡂࡢࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵

ᕫᩍ⫱ຊࡢ㧗ࡉ࡛࠶ࡾࠊ༞ᴗᚋࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࡤ

ࡢไᗘࡘ࠸࡚ࠖࠊࠗಶேࡢ⬟ຊྍ⬟ᛶ

ࡾ࡛࡞ࡃࠊᅾᏛ୰ࡢᏛಟࢆಁ㐍ࡍࡿせᅉ࡛

ࢆ㛤ⰼࡉࡏࠊဨཧຍࡼࡿㄢ㢟ゎỴ♫

ࡶ࠶ࡿࡽࠊධᏛᚋࡢ᪩ᮇᐇࡉࡏࡿࡇ

ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᩍ⫱ࡢከᵝ㉁ಖドࡢ

ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

ᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚㸦⟅⏦㸧࠘ࠋ



ᑠᮡ♩Ꮚࠕ࢟ࣕࣜᩍ⫱ࠖࠊ℈ྡ⠜

 ࢟ࣕࣜᩍ⫱ࡢせ⣲

 ୍⯡ࠊ⫋ᴗᑓ㛛Ꮫࡢ㐍Ꮫࡣ⫋ᴗࡢ㑅

⦅ࠗᏛᨵ㠉ࢆᡂຌᑟࡃ࣮࣮࢟࣡ࢻ࠘

ᢥࢆྵពࡍࡿࡽࠊ⫋ᴗ㑅ᢥࢆᨭࡍࡿᩍ⫱

Ꮫฟ∧ࠊࠋ

ࡣ࡞ࡃ࡚ࡼ࠸ࠋࡋࡋࠊ⫋ᴗࡼࡗ࡚ࡣ♫

ሯཎಟ୍ ࠕ㧗➼ᩍ⫱ẁ㝵ࡢᐇ㊶ⓗ࡞⫋

㏻ᛕᐇീࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡾࠊࡑ

ᴗᩍ⫱࠾ࡅࡿึᖺḟᩍ⫱ࠖࠊࠗึᖺḟᩍ⫱

ࡢࡉ࠸ࡣㄆ㆑ࡢಟṇࢆᏛ⏕ࡣࡓࡽࡁࡅ

Ꮫ➨㸶ᅇⓎ⾲せ᪨㞟࠘ࠋ
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㜰ᗓ❧Ꮫ࠾ࡅࡿึᖺḟࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡢᐇ㊶

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ ῝㔝 ᨻஅ㸦㜰ᗓ❧Ꮫ㸧


㸯㸬ࡣࡌࡵ

ࡀ㧗ᰯࡲ࡛ࡢඛ⏕ࡁࡃ㐪࠺ࡇࡣࠊゝࢃ

 㜰ᗓ❧Ꮫ㸦௨ୗࠊᮏᏛ㸧ࡢึᖺḟࢮ࣑

ࢀ࡚ࡣࡌࡵ࡚Ẽ࡙ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ࢼ࣮ࣝࡣࠊ㹼 ேࡢᑡேᩘ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴึᖺ

ᢸᙜ⪅ࡢᑓ㛛ࡣ㧗➼ᩍ⫱࣭Ꮫࡢ◊✲࡛࠶

ḟ๓ᮇࡢᏛᚲಟ⛉┠࡛࠶ࡿࠋᮏⓎ⾲࡛ࡣࠊ

ࡿࡀࠊᏛࡢṔྐࡸ⤌ࡳࡘ࠸࡚ᩍ࠼ࡿࡇ

Ⓨ⾲⪅ࡀᢸᙜࡍࡿ  ࡘࡢࢮ࣑ࡢᐇ㊶ሗ࿌ࢆ୰

ࡣ㞴ࡋࡃ࡞ࡃࠊከࡃࡢ▱㆑ࢆᩍ࠼ࡓ࠸ㄏ

ᚰࡋ࡚ࠊཷㅮᚋࡢᏛ⏕ࣥࢣ࣮ࢺࡼࡿຠ

ᝨࡽࢀࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࡇࢁࡀึᖺḟ

ᯝ᳨ドࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ

ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡢ⏦ࡋྜࢃࡏࡋ࡚ࠕ▱㆑ࡢ⩦ᚓ



⮬యࢆ┠ⓗࡋ࡞࠸ࠖ࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ▱

㸰㸬㜰ᗓ❧Ꮫࡢึᖺḟࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ

㆑ࢆ⩦ᚓࡉࡏࡿࡓࡵࡣᩍ࠼ࢀࡤ࠸࠸ࡢࡔࡀࠊ

ᮏᏛࡢึᖺḟࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡣࠊ㸦ᖹᡂ 㸧

ࡑࢀ࡛ࡣ⬟ືⓗᏛ⩦ែᗘࢆᘬࡁฟࡏ࡞࠸ࢀ

ᖺᗘࡢᏛᇦไᨵ㠉㸦 Ꮫ㒊э Ꮫᇦ㸧ࢆዎᶵ

ࡀ࠶ࡿࠋᩍဨࡋ࡚ࠊᩍ࠼ࡓ࠸Ẽᣢࢆ⚗ḧⓗ

ࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡋ࡚㛤タࡉࢀࡓࡶࡢ

ᢚ࠼ࡿࡇࡀᚲせࡉࢀࡿࠋ

࡛࠶ࡿࠋ୰➼ᩍ⫱ࡲ࡛ࡢẚ㍑ⓗཷືⓗ࡞Ꮫࡧ

 ྡࡈࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆά⏝ࡋࠊ㧗ᰯࡲ࡛ࡢ

ࡽࠊᏛ࠾ࡅࡿ⬟ືⓗᏛ⩦ࡢࠕᏛࡧࡢ

ᏛᰯᏛࡀ㐪࠺Ⅼࢆ᭩ࡁฟࡉࡏࡿࠋ ࡘࡢ

㌿ࠖࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ ࡘࡢࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚

ࢢ࣮ࣝࣉࡽฟࡋྜ࠺ࠊ࡞ࡾࡢᩘࡢ┦㐪

ࡢ㆟ㄽ⮬Ⓨⓗ㛵ࢃࡿࡇࡼࡾࠊᏛ⏕

Ⅼࡀぢࡘࡿࠋฟࡉࢀࡓ┦㐪Ⅼࢆࡲࡵ࡚ࠊ

άᚲせ࡞ࠗ⬟ືⓗ࡞Ꮫࡧࡢጼໃ࠘ࢆࢫࢱ࣮

༢ไᗘࡸᤵᴗᩱࠊᩍဨ⫋ဨ࠸ࡗࡓࢺࣆ

ࢺࡢẁ㝵࡛㌟ࡘࡅࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࢵࢡࡀ࡛࡚ࡃࡿࡇ࡛ࠊࡸࡗᩍဨࡀゎㄝࢆ

ࡇࡢࡼ࠺࡞ึᖺḟࢆᑐ㇟ࡋࡓࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ

ຍ࠼࡚࠸ࡃࠋࡇ࠺ࡋ࡚࠸ࡃᤵᴗ㛫እᏛ⩦

ᙧᘧࡢᤵᴗࡣ᪤ከࡃࡢᏛ࡛ᑟධࡉࢀ࡚࠸

ࡢᚲせᛶࡸᩍ㣴⛉┠ࡢษࡉࢆࠊ࠸ࡘࡢ㛫

ࡿࡀࠊᏛࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟ࡋࡓᏛᇦΰᅾᆺ࡛ࠊ

Ꮫࡪࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ


ᚲಟࡋ࡚  ࢡࣛࢫ࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿⅬࡀࠊᮏ
Ꮫࡢึᖺḟࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ

㸱㸬ࢹ࣮࣋ࢺࢢ࣮ࣝࣉⓎ⾲



ẖᅇࡢᤵᴗࡣᇶᮏⓗㅮ⩏ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡

㸰㸬ࠕᏛࠖࡗ࡚ఱࡔࢁ࠺㸽

ࢡࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛࠶ࡿࠋ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺ㅮ⩏

ࡇࢀࡀࠊⓎ⾲⪅ࡀᢸᙜࡍࡿࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡢࢸ
࣮࣐࡛࠶ࡿࠋࢮ࣑ࡢࢸ࣮࣐ࡣᢸᙜᩍဨࡀᚓព

࠸ࡗ࡚ࡶࢢ࣮ࣝࣉࢆά⏝ࡋࡓࢮ࣑ࢼ࣮࡛ࣝ
࠶ࡿࠋ

ࡍࡿศ㔝ࡽタᐃࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ

 ᅇࡢᤵᴗࡢ୰࡛  ᅇࡢⓎ⾲ࢆணᐃࡋ࡚࠸

ࡑࢀࡣ⮬ศࡢᑓ㛛ศ㔝ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋᏛ⏕ࡀ

ࡿࠋྛᅇࡢᤵᴗࡢ⣙༙ศࢆࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ

ࡑࢀࡒࢀࡢࢸ࣮࣐ྲྀࡾ⤌ࡴࡁࠊᩍဨࡀ

ࡋ࡚ࠊᖺᗘࡣ  ᅇ┠ࢆࢹ࣮࣋ࢺࠊ ᅇ

㐺ษ࡞ࢻࣂࢫࢆ࠶ࡓ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࢀࡤ

┠ࢆࢢ࣮ࣝࣉⓎ⾲ࡋࡓࠋ

ࡼ࠸ࠋ

ࢹ࣮࣋ࢺࡢࢸ࣮࣐ࡣࠕ㜰ᕷ❧Ꮫࡢ

Ꮫධࡗࡓࡤࡾࡢཷㅮ⏕ࡗ࡚ࠊ
Ꮫࡀ㧗ᰯࡲ࡛ࡢᏛᰯ㐪࠺ࡇࠊᏛࡢᩍဨ

⤫ྜࠖࠋ㈶ᡂࢢ࣮ࣝࣉᑐࢢ࣮ࣝࣉศࢀࠊ
ࡶ࠺୍ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣุᐃᙺ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ
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ุᐃࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊࢹ࣮࣋ࢺඛ❧ࡗ࡚⤫

㸲㸬ึᖺḟࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡢホ౯

ྜၥ㢟ࡢㄪᰝሗ࿌㸦 ศ㸧ࢆồࡵࡓࠋ ᅇ⏕

ᮏᏛ࡛ࡣࠊᅜࡢᏛ㐃ᦠࡋ࡚ࠕ┦ホ

ࡗ࡚ࠊᏛ⤫ྜၥ㢟ࡣᮏᏛཷ㦂๓ࡽࡢ

౯ࠖࢆάࡋࡓᩍ⫱ࡢ㉁ಖドྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸

㛵ᚰ࡛࠶ࡾࠊࡲࡎࡣ⮬ศࡓࡕࡢᅾᏛ୰ࡣ

ࡿࠋᮏᏛࡀ௦⾲ᰯࢆົࡵࡿࠕᏛ ,5 ࢥࣥࢯ࣮

⤫ྜࡋ࡞࠸ࡇᏳᚰࡍࡿࡶࠊ⤫ྜ

ࢩ࣒ࠖࡣࠊᅜࡢᅜබ⚾❧Ꮫ  ᰯ㸦

㛵ࡍࡿሗࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆᐇឤࡋࡓࡇ

ᖺ  ᭶⌧ᅾ㸧ࡀຍ┕ࡋࠊ୍ᖺ⏕ㄪᰝࠊୖ⣭⏕

࡛࠶ࢁ࠺ࠋࢹ࣮࣋ࢺᮏ␒ࡲ࡛  㐌㛫ࠊᤵ

ㄪᰝ➼ࡢᏛ⏕ㄪᰝࢆඹྠ࡛ᐇࡍࡿࡶࠊ

ᴗ㛫୰ࡢᡴࡕྜࢃࡏࡔࡅ࡛ࡣᙜ↛㊊ࡍࡿࠋ

Ꮫ⏕ࡢ༢ྲྀᚓ≧ἣࡸᏛ⩦⾜ືࠊᏛ⩦ᡂᯝࠊ

࢟ࣕࣥࣃࢫࡀศࢀࠊᤵᴗ㛫ࡀワࡲࡗ࡚

ᩍ⫱ࡢຠᯝ➼㛵ࡍࡿᇶ♏ࢹ࣮ࢱࢆ✚ࡋࠊ

࠸ࡿ  ᅇ⏕ࡗ࡚ࠊᤵᴗ㛫௨እࢢ࣮ࣝ

ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࣉ࡛┤᥋ࡗ࡚ヰࢆࡍࡿࡇࡣ࡞ࡾ㞴ࡋ࠸

ẖᖺᐇࡋ࡚࠸ࡿ୍ᖺ⏕ㄪᰝࡼࡾࠊ
ࠝᏛᩍ

㸦ᅵ᭙᪥㞟ࡲࡗࡓࢢ࣮ࣝࣉࡶ࠶ࡗࡓ㸧ࠋࡍ

⫱ࡢ‶㊊ᗘ㹼ึᖺḟ⏕ࢆᑐ㇟ࡋࡓᩍ⫱ࣉ

࡚ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ /,1( ࢆ㥑ࡋ࡚ሗࡋࠊ

ࣟࢢ࣒ࣛෆᐜ㸦ࣇࣞࢵࢩ࣐ࣗࣥࢭ࣑ࢼ࣮ࠊᇶ

ࣃ࣮࣏࣡ࣥࢺ㓄㈨ᩱࢆᡂࡉࡏࡓࠋ

♏ࢮ࣑࡞㸧ࠞࡘ࠸࡚ࠊᮏᏛࡢ୍ᖺ⏕ㄪᰝ

Ꮫ⤫ྜ㛵ࡍࡿ▱㆑⮬యࡣဨࡀࢇ

 ᖺ㹼 ᖺࡢ⤒ᖺẚ㍑㸦ᅗ㸯㸧ࢆࡋ࡚ࡳ

▱ࡽ࡞࠸≧ែࡽጞࡵࡓࡀࠊࢢ࣮ࣝࣉࡢ୰

ࡓࠋ⤒ᖺẚ㍑࡛ࡣࠊ ᖺࡽึᖺḟࢮ࣑ࢼ

ࢹ࣮࣋ࢺࡢ⤒㦂⪅ᮍ⤒㦂⪅ࡀΰᅾࡋ࡚

࣮ࣝࢆᑟධࡋࡓࡇࡼࡾࠊᏛ⏕ࡢ‶㊊ᗘࡀ

࠸࡚ࠊ⤒㦂⪅ࡀࢹ࣮࣋ࢺࡢⓎ⾲᪉ἲࡸᡓ⾡

ᖜୖࡀࡗࡓࡇࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ‶㊊

ࢆᮍ⤒㦂⪅ᩍ࠼ࡿሙ㠃ࡶ࠶ࡾࠊ࡞ࡾෆᐜ

ᗘࡣࠊᏛẚ㍑ࡋ࡚ࡶ࡞ࡾ㧗ࡃࠊᑡே

ࡢ῝࠸ࢹ࣮࣋ࢺ࡞ࡗࡓࠋ

ᩘࢮ࣑ࢆᏛᚲಟ࡛  ࢡࣛࢫ௨ୖ㛤タࡍࡿ

ࢹ࣮࣋ࢺ⤊ᚋࡣࠊ࣏࣮ࣞࢺࡋ࡚ࠕ
㜰ᕷ❧Ꮫࡢ⤫ྜࠖࢆࢹ࣮࣋ࢺࡢᙺ

࠸࠺ᮏᏛࡢึᖺḟࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡣࠊᡂᯝࢆୖ
ࡆ࡚࠸ࡿゝ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㛵ಀ࡞ࡃ᭩ࡃ࠸࠺ㄢ㢟ࢆฟࡋࡓࠋࡍ࡛
࡞ࡾࡢ㔞ࢆㄪ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊㅮ⩏࡛♧ࡋࡓࣞ

㈨ᩱ㸸

࣏࣮ࢺࡢᙧᘧ๎ࡗ࡚ᩚ࠼ࢀࡤᐜ᫆సᡂ࡛

࣭
ࠗึᖺḟࢮ࣑ࢼ࣮ࣝᢸᙜ⪅ࡢᡭᘬࡁ࠘ᖹᡂ 

ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡼࡿ᥇Ⅼࢆ
ண࿌ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊࢇࡢཷㅮ⏕ࡣⰋ࠸

ᖺᗘ∧
࣭㜰ᗓ❧Ꮫ㧗➼ᩍ⫱㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࢽ࣮ࣗ

Ⅼᩘ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ࢫࠕ)2580ࠖ ྕ㸦 ᖺ  ᭶Ⓨ⾜㸧.


ᅗ㸯㸬㜰ᗓ❧Ꮫࡢ୍ᖺ⏕ㄪᰝࢹ࣮ࢱࡢ⤒ᖺẚ㍑
ࠝᏛᩍ⫱ࡢ‶㊊ᗘ㹼ึᖺḟ⏕䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ᩍ⫱䝥䝻䜾䝷䝮ෆᐜ䠄䝣䝺䝑䝅䝳䝬䞁䝉䝭䝘䞊䚸ᇶ♏䝊䝭䛺䛹䠅ࠞ
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ஂ␃⡿ᕤᴗᏛ࠾ࡅࡿ᪂ࡋ࠸ึᖺḟᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
̿ᇶᖿᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨ࡲ࡛̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚᕧᾏ⋞㐨㸦ஂ␃⡿ᕤ࣭≉௵ᩍᤵ㸧
                                   
㸯㸬ஂ␃⡿ᕤࡢึᖺḟᩍ⫱ࡢ⌧≧ၥ㢟Ⅼ

㸳㸳⛬ᗘࡢ㹀Ꮫࡢᇶ♏Ꮫຊヨ㦂㸦‶Ⅼࡣ㸯

㸴㸳ṓ௨ୖࡢୡᖏࡢᡤ᭷ࡍࡿ㈨⏘ࢆㄪ࡚

㸰Ⅼ㸧ࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋᮏᏛ㹀ᏛࡢᖹᆒⅬ

ࡳࡿ࠶ࡿᖹᆒ್ࡀฟࡿࠋࡑࡢ್ࢆぢࡿᡃ

ࡣࡑࢀࡒࢀ 3.9 Ⅼ 11.4 Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋ

ࡀᅜࡢᡤㅝ⪁ேࡶࡑ࠺㈋ஈ࡛࡞࠸ࡼ࠺ぢ࠼

ࡇࡇ࡛࡞ࡇࡣᖹᆒⅬࡼࡾศᕸࡢᗈࡉ࡛

ࡿࡀࡼࡃࡼࡃㄝ᫂ᩥࢆㄞࢇ࡛ࡳࡿࡇࢀࡣ࠶

࠶ࡿࠋ㹒Ꮫ⛉ࡢᖹᆒⅬࡣࢇពࡀ࡞࠸ࠋ

ࡃࡲ࡛ࡶᖹᆒ್࡛࠶ࡾᐇ㝿ࡣࠕ㸰ᴟࠖࡋ࡚

ࡇࡢ⤖ᯝࡽゝ࠼ࡿࡇࡣᮏᏛࡢᏛ⏕ࡢᏛຊ

࠾ࡾᐩࡵࡿே㈋ஈ࡞ேࡁࢀ࠸ศࢀ࡚

ࡀከᵝ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀẚ࡚㹀ᏛࡢᏛ⏕ࡣ

࠸ࡿゝ࠺ࠋࡑࡢ㸰ᴟࡣ࠺ࡶࡲࡍࡲࡍ㢧

⢏ࡼࡾ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛㏻ࡾࡢ≀⌮ᩍ⫱[4]ࡀ

ⴭ࡞ࡗ࡚࠸ࡿゝ࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋሗ࿌⪅ࡣ

⾜࠼ࡿゝ࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋᮏᏛࡢሙྜࡇࡢ

ࡶࡕࢁࢇࡇࡢ୰ࡢୗ㞟ᅋᒓࡍࡿࠋ

ࡶከࡃࡢၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୍ࡀᅗ

ᡃࡀᅜࡢᏛࡶ࠼ࡤ㒔ᕷࡢࡁ࡞Ꮫ

㸰♧ࡉࢀࡿᏛࡧᑐࡍࡿែᗘ࡛࠶ࡿࠋ

ࡣ᭱㏆ࡇࡒࡗ࡚ᐃဨቑࢆࡋ࡚࠸ࡿࡀᆅ᪉ࡢᑠ
つᶍ࡞Ꮫࡣᐃဨࢀక࠸ᐃဨࢆᑡ࡞ࡃࡋ
࡚࠸ࡿ>@ࠋࡇࡇ࡛ࡶつᶍᏛࡣࡲࡍࡲࡍ
ࡁࡃࠊᑠつᶍᏛࡣࡲࡍࡲࡍᑠࡉࡃ࡞ࡿࠕ㸰
ᴟࠖࡀぢࡽࢀࡿࠋஂ␃⡿ᕤ㸦௨ୗࠕᮏᏛࠖ
␎㸧ࡣධヨ೫ᕪ್ࡀ㸱㸳㹼㸲㸮ࡢࣛࣥࢡ
࠶ࡾࠊᡃࡀᅜࡢᏛ࡛ࡶ᭱ప࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡾࠊ
ࡰධ㏆࠸≧ែࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋᅗ㸯㸰
ࡣࡇࢀࡲ࡛ᮏᏛ࡛ሗ࿌ࡋ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ᅗ㸰㸬Ꮫࡧᑐࡍࡿែᗘࡢẚ㍑

>@ࡀᮏᏛࡢึᖺḟᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㔜せ

Ꮫ⏕ࡢࠕᏛࡧࠖᑐࡍࡿᑻᗘࡢホ౯ࡣ㞴

࡞ࡢ࡛ᗘ⡆༢ㄝ᫂ࡍࡿࠋ

ࡋ࠸ࠋヨ㦂ࡢᡂ⦼࡞ࡣࡑࡢ୍ࡘࡢᡭẁ࡛
࠶ࢁ࠺ࡀ᪥ᖖࡢ⏕άែᗘ࡛ࡑࢀࢆ᥎

ࡍࡿ

ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡢࡓࡵ௨ୗࡢࡼ࠺࡞
㸰ࡘࡢⅬ╔┠ࡋ࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᏛ⏕ࡣ
ఇࡳࠊ✵ࡁ㛫ࠊᨺㄢᚋ࠾࠸࡚ከࡃࡢ
㛫ࢆ㞟ᡤࠊ㣗ᇽࠊࣟࣅ࣮࡞࡛㐣ࡈ
ࡍࠋࡇࡇ࡛ࢇ࡞ែᗘࢆぢࡏࡿࢆㄪᰝࡋ
ࡓࠋࢇࡢᏛ⏕ࡣ㐩ᴦࡋࡃヰࡋࡓ
ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢫ࣐࣍ࢆ࠸ࡌࡗࡓࡾࡋ࡚㐣ࡈ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋ    㸯㸧✵ࡁ㛫ୖࡢࡼ

ᅗ㸯㸬ᮏᏛᏛࡢᇶ♏Ꮫຊࡢẚ㍑
ᅗ㸯ࡣᮏᏛࡢ࠶ࡿᏛ⛉㸦㹒Ꮫ⛉㸧೫ᕪ್ࡀ
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࠺࡞ሙᡤ࡛Ꮫ⩦⇕ᚰ࡞Ꮫ⏕ࡣᚲࡎᩍ⛉᭩ࠊ

㸰㸬ࠕ≀⌮㥑ࡅ㎸ࡳᑎࠖࡢタ⨨㐠⏝

ཧ⪃᭩ࡸࣀ࣮ࢺ࡞ࢆᣑࡆ࡚࠸ࡿࠋ

  ࡇࢀࡲ࡛ᮏᏛᏛ⏕ࡢప࠸ᇶ♏Ꮫຊࡢᨵၿ

㸰㸧ࡑࡢேᩘࡣࡑࡇ࠸ࡿᏛ⏕యࡢఱ㸣
㸽㸦ࡇࡢྜࢆ [  ࡋࡓ㸧

ࡢࡓࡵ࠸ࡃࡘࡢヨࡳࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᖹᡂ
㸰㸮ᖺࡈࢁࡽࠕᏛ⩦ᨭࢭࣥࢱ࣮ࠖࡀ㛤タ

ࡇࡢࡼ࠺࡞どⅬ❧ࡕࠊᮏᏛ .,7 ࠾࠸࡚

ࡉࢀㅮ⩏ࡢ⛉┠ࢆᑐ㇟ࡋ࡚࣓ࣜࢹࣝ

ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋẚ㍑ࡢࡓࡵࡢ㸰ࡘࡢᏛ࡛

ᩍ⫱ࢆ୰ᚰࡋࡓᇶ♏ᩍ⫱ࡢᐇࢆᅗࡿࡇ

ࡶṤྠᮇㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝࡣయ㸯

࡞ࡗࡓࠋᏛ⏕ࡀ⮬ⓗࢭࣥࢱ࣮ࢆゼࢀࠊ

㹼㸰㐌㛫࠾ࡁࠊ๓ᮇࡢヨ㦂㛤ጞ┤๓ࡲ࡛⾜

㉁ᛂ⟅ࢆࡍࡿࡇࡼࡾᇶ♏Ꮫຊࡢᐇࢆ

ࡗࡓࠋᅗ
ᅗ㸰ࡑࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋᏛࢆ

ィ⏬ࡋࡓࡀࡃᶵ⬟ࡋ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡁ࡞

㸿㸪㹁ࡋࠊ㹄ࡀᮏᏛ࡛࠶ࡿࠋධヨࡢ೫ᕪ್

ཎᅉࡣึᖺḟᏛ⏕ࡢ⌧≧ࢆᢕᥱࡏࡎࠊᏛ⏕

ࡣ㸿㸼㹁㸼㹄ࡢ㡰࡛࠶ࡿࠋ⦪㍈ࡀ [ ࢆ♧ࡋ࡚

┠⥺ࢆྜࢃࡏ࡞ࡗࡓࡇ࡞ࢇ࠸ࡗ࡚ࡶ

࠸ࡿࠋ㸱ࡘࡢᏛ࡛㢧ⴭ࡞ᕪࡀぢࡽࢀࡓࠋᅗ

ᩍဨࡢୖࡽ┠⥺ࡢែᗘ࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡿࠋ

ࡢྑ➃ࡣ๓ᮇࡢࢸࢫࢺ୰ࡑࡢ┤๓࡛࠶ࡿࠋ

ࡑࡢᚋ࣮ࣛࢽࣥࢢࢥࣔࣥࢬࡋ࡚ฟⓎࡋࡓࡀ

ᮏᏛࡢᏛ⏕ࡣࢸࢫࢺᮇ㛫ࢆ㝖ࡅࡤ㞟ᡤ➼࡛

ࡁ࡞㐍ᒎࡣᚓࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛≀⌮Ꮫ

ᩍ⛉᭩࡞ࢆ㛤࠸࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡣⓙ↓࡛࠶ࡗ

ࡢࡳ㝈ࡗ࡚ᑠつᶍࡢࠕ≀⌮㥑ࡅ㎸ࡳᑎࠖࡢ

ࡓࠋ᪉㧗࠸೫ᕪ್ࢆᣢࡘ㸿Ꮫ࡛ࡣᖖ㸵

ࢩࢫࢸ࣒ࢆసࡾࠊ࠶ࡿព࣎ࢱࣥࢸᅋయ

㸮㸣㏆࠸Ꮫ⏕ࡣఱࡽࡢຮᙉ㸦ண⩦࠶ࡿ࠸ࡣ

ࡋ࡚Ꮫ⩦ᨭࢆヨࡳࡓࠋ

⩦➼㸧ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡿࠋ

  ࡇࡇ࡛ࡣᡂ⦼ࡢᏛ⏕ࢆ㏻ᖖࡢㅮ⩏ࡢ

[ ࡢ್ࡢពࡍࡿࡇࢁࡣኚ῝้࡞ࡶࡢ

୰࡛≉ᐃࡋࠊࡑࡢᏛ⏕ࡓࡕࢆ㛫እࡧฟ

ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ್ࢆᣢࡗ࡚ࡑࡢᏛ⏕ࡢࠕᏛࡧ

ࡋࠊ㞟୰ⓗᣦᑟࡍࡿࡇࡼࡾࠊᏛຊྥୖ

ྥ࠺ែᗘࠖࡋ࡚ホ౯ࡍࡿ࡞ࡽࠊᮏᏛࡢᏛ

ᙺ❧࡚ࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋࡇࡢヨࡳࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ

⏕ࡣ㸱ࡘࡢᏛ୰᭱ప࡞ࡿࠋ༶ࡕ㏻ᖖࡢ

ࡢᡂຌࢆ࠾ࡉࡵࡓ[3,5]ࠋ

㛫Ꮫࡪጼໃࡀࡲࡗࡓࡃぢࡽࢀ࡞࠸ゝ࠺ࡇ

㸱㸬
ࠕᇶᖿᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢタ⨨ࡑࡢ⌧≧ཬ

࡞ࡿࠋࡋࡋᅗ㸰ࡢ⤖ᯝࡣᏛධᏛᚋ

ࡧၥ㢟Ⅼ

Ꮫ⩦ᑐࡍࡿప࠸ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆᣢࡗࡓࢃ

  ᮏࢭࣥࢱ࣮ࡣᖹᡂ㸰㸶ᖺࡢ㸲᭶ࡼࡾタ⨨

ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᑠᏛ࣭୰Ꮫ࣭㧗ᰯ࡛ࡢప࠸ࣔࢳ

ࡉࢀࠊ≀⌮ཬࡧᩘᏛࡢᇶ♏Ꮫຊࡢ⫱ᡂࠊ࣓ࣜ

࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᘏ㛗࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡓ᪉ࡀࡼ࠸

ࢹࣝᩍ⫱ࢆ┠ᣦࡋ࡚άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

>@ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⏕ᇶ♏ᩍ⫱ࢆࡋࠊ㸲

ฟⓎࡋ࡚㛫ࡶ࡞࠸ࡓࡵࢩࢫࢸ࣒ୖ࠸ࢁ࠸ࢁࡢ

ᖺ㛫࡛㸿ࡸ㹁ᏛࡢᏛ⏕ྠࡌࡼ࠺࡞ຍ౯

ၥ㢟Ⅼࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡀⱝ࠸ᩍဨࡓࡕࢆ୰ᚰ

್ࢆࡅࡿࡣ࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡇ

ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᏛ⏕ࡢホุࡣኚ㧗࠸ࡼ࠺࡛

ࡢࡇࡣᗈࡃᮏᏛ࠾ࡅࡿึᖺḟᩍ⫱ࡣᏛ

࠶ࡿࠋࡇࡢࡇࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࡓ࠸ࠋ

యࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ၥ㢟࡛
࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⛉┠ࡢᢸᙜ⪅ࡢࡁ࡞ᕤኵ

ཧ⪃ᩥ⊩

ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࢆពࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ

[1]ᖹᡂ 28 ᖺ 5 ᭶ 29 ᪥ࠊᮅ᪥᪂⪺

࠼ࡤ㸯ᖺ⏕ึᮇࡽᚤศ᪉⛬ᘧࢆࡗࡓຊᏛ

[2]ึᖺḟᩍ⫱Ꮫ➨㸵ᅇせ᪨㞟 p.100.

ࡢㅮ⩏࡞ࡣ↓⌮࡛࠶ࡿࡇࡣᐜ᫆ணࡉ

[3]ึᖺḟᩍ⫱Ꮫ➨㸶ᅇせ᪨㞟 p.112.

ࢀࡿࡇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇࡽᮏᏛ

[4]ᕧᾏࠊ㔝⏣㸸Ꮫࡢ≀⌮ᩍ⫱ 17(2011)133.

࡛ࡣ≀⌮Ꮫ㸦ࡴࡋࢁᗈࡃ⌮⣔ᇶ♏⛉┠㸧ึᖺ

[5]ᕧᾏ⛉◊㈝ሗ࿌᭩ᖹᡂ 28 ᖺ 4 ᭶Ⓨ⾜

ḟᩍ⫱࠾࠸࡚ᮏᏛ⊂⮬ࡢ᪂ࡋ࠸యไࡢᵓ⠏
ࡀᚲせࡉࢀࡿࠋ
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Ꮫ⩦ពḧ࣭ືᶵϨ

Ꮫ⩦ຠᯝࢆ㧗ࡵࡿࡾ㏉ࡾࢆಁ㐍ࡍࡿᤵᴗタィ
̿㸦ึᖺḟᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕ6,+ 㐨ሙaࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢධ㛛aࠖࡢࡽ㸧̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ ྜྷ⏣ ༤࣭ஂಖ⏣♸ḷ㸦ᚨᓥᏛ ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸧
                                   
࡙ࡅ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛ‶㊊ᗘᑐࡋ࡚㸪ࡁࡃ࣏

㸯㸬ࡣࡌࡵ
ᡃࡀᅜࡢᏛ࠾ࡅࡿึᖺḟᩍ⫱ࡢᐇ⋡
ࡣ  ᖺᗘ⌧ᅾ࡛ 㸣࡛࠶ࡾ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ

ࢪࢸࣈ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡿࡇࡀศࡗࡓ
㸦ஂಖ⏣࣭ྜྷ⏣㸪㸧ࠋ

┬㸪㸧㸪㏆ᖺᛴ㏿ᗈࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋึ

ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲ࡣ㸪Ꮫ⏕ࣥࢣ࣮ࢺࡢࠕᏛ

ᖺḟᩍ⫱ࡣ㸪ᏛࡢᏛ⩦ࡢ㌿ࢆᅗࡿࡇ

ಟࢆࡾ㏉ࡿࡇࡢព⩏ࢆ⌮ゎࡋࡓࠖ࠸࠺

ࢆ┠ⓗࡋ࡚㸪ࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆᑟ

ᅇ⟅↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪 ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢෆᐜࢆᩚ

ධࡋ࡚࠸ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀከࡃ㸪Ꮫ࡛ᚲせ࡞

⌮ࡍࡿࡇ࡛㸪
ࠕᏛ⩦ࡢࡾ㏉ࡾࢆಁ㐍ࡍࡿᤵ

ࡿࢫ࢟ࣝࡢ⫱ᡂࡸᏛ⩦ែᗘࡢ㔊ᡂຍ࠼㸪Ꮫ

ᴗタィࠖࢆ᫂ࡽࡍࡿࠋ

⩦ࡢືᶵ࡙ࡅࡢຠᯝࡶᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
㸰㸬ࣥࢣ࣮ࢺศᯒ⤖ᯝ

ࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᒣ⏣㸪㸧ࠋ
ᚨᓥᏛ࡛ࡣ㸪 ᖺᗘࡽ  ᖺḟဨࡀ

 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪6,+ 㐨ሙࡢࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠ࠕᏛ

ཷㅮࡍࡿึᖺḟᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕ6,+ 㐨ሙ㹼

ಟ㸦య㦂㸧ࢆࡾ㏉ࡿࡇࡢ㔜せᛶࢆ⌮ゎࡋ

ࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢධ㛛㹼ࠖࢆᐇࡋ࡚

ࡓ㸦 ௳ἲ㸧ࠖࡢᅇ⟅ࢆศᯒࡍࡿࠋ

࠸ࡿࠋ6,+ 㐨ሙࡣ㸪Ꮫಟࡢືᶵ࡙ࡅᇶᮏ

㸦㸧࢟ࣕࣥࣃࢫ㛫ࡢᕪ

ⓗ࡞࣮ࣛࢽࣥࢢࢫ࢟ࣝࡢಟᚓ㸪Ꮫ⏕ࡢ⬟ືⓗ

 ࣥࢣ࣮ࢺࡢᅇ⟅ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ㸪
ࠕࡕ

Ꮫಟࡢಁ㐍ࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋձᑓ㛛ศ㔝ࡢ

ࡽ࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ㸪ࠕࡕࡽ࠸࠼

య㦂㸪ղ࣮ࣛࢽࣥࢢࢫ࢟ࣝࡢಟᚓ㸦ᩥ❶ຊ㸪

ࡤࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ㸪ࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖࢆ㸪ࡑ

ࣉࣞࢮࣥຊ㸪༠ാຊ㸧㸪ճᏛಟࡢࡾ㏉ࡾ㸪ࢆ

ࢀࡒࢀ 㹼 ᩘ್ࡋ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡈ

ᚲ㡲㡯┠ࡋ࡚㸪 ᖺᗘࡣᏛၥ㡿ᇦࡸࡑࡢ

ᖹᆒ್ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸦⾲ 㸧ࠋࡍࡿ㸪་⒪⣔ࡢ

య⣔ᛶᛂࡌ࡚㸪Ꮫ㒊㸪Ꮫ⛉㸪ᑓᨷ࡞ࡢ༢

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᪉ࡀ㸪ẚ㍑ⓗᩘ್ࡀ㧗࠸ࡇࡀ

࡛ᐇࡋ㸪య࡛ྜࢃࡏ࡚  ࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ

ศࡿࠋᚨᓥᏛࡣ㸪 ᖺᗘ⌧ᅾ㸪ᕤᏛ㒊㸪

࣒ࣛࢆᒎ㛤ࡋࡓ㸦ྜྷ⏣㸪㸧ࠋ

⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࡽ࡞ࡿᖖ୕ᓥ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸪་

6,+ 㐨ሙ࡛ࡣ㸪฿㐩┠ᶆࡢ㐩ᡂᗘࢆホ౯ࡍ

Ꮫ㒊㸪ṑᏛ㒊㸪⸆Ꮫ㒊ࡢ་⒪⣔ࡢᏛ㒊ࡽ࡞

ࡿࡓࡵ㸪ཷㅮᏛ⏕ဨࢆᑐ㇟ࡋࡓࣥࢣ

ࡿⶶᮏ࢟ࣕࣥࣃࢫศࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪

࣮ࢺㄪᰝ㸦 㡯┠  ௳ἲ㸧ࢆᐇࡋࡓ㸦ᅇ


⾲  ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡈࡢᖹᆒ್

⋡ 㸣㸧ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢࣥࢣ࣮ࢺศᯒ࡛ࡣ㸪
ྛ㡯┠㛫࡛ᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪
ࠕᏛಟࢆ

ᵑᵌᵔ

ࡾ㏉ࡿࡇࡢព⩏ࢆ⌮ゎࡋࡓࠖᅇ⟅ࡋࡓᏛ



⏕㸪
ࠕࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢព⩏ࢆ⌮
ゎࠖࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪

ᵑ
ᵐᵌᵖ

ࠕࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢព⩏ࠖࠕᏛಟ



ࢆࡾ㏉ࡿࡇࡢព⩏ࠖࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ



ࡀ㸪࣮ࣛࢽࣥࢢࢫ࢟ࣝࡢಟᚓ㸪Ꮫಟࡢືᶵ

 ḤἩἿἂἻἲӸỉɦᢿỆᚡ᠍ẲẺᚡӭỊύޓỿἵὅἣἋ

ᵑᵌᵒ
ᵑᵌᵐ
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ჃҔ ഫ ဃ ήᕤ҄  ౨ ዮऴ ્ ᩓ ೞ
ᜱܖ ܖ ཋ
 ܖܖᚨ ௹ ᅹ ݧ إൢ 
ᵩ ᵩ ᵩ ᵩ ᵨ ᵨ ᵩ ᵨ ᵨ ᵩ ᵨ ᵨ ᵩ ᵨ ᵨ
ửᘙỪẲềẟỦẇᵩᾉᔺஜύᵨᾉࠝɤỂẝỦẇᴾ

Ꮫ⩦ពḧ࣭ືᶵϨ
 ࡘࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫ㛫࡛ࡍ࡚ࡢᅇ⟅ࡘ࠸࡚

ࢡࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿⅬࡀࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ␗࡞ࡿࠋ

W ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ⶶᮏ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢᅇ⟅

ࡲࡓ㸪Ꮫࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣ㸪Ꮫ⩦ࡢࡾ㏉

ࡢ᪉㸪㸣Ỉ‽࡛᭷ពᕪࡀ࠶ࡿࡇࡀศ

ࡾࢆಁࡍᕤኵࡋ࡚㸪ࡾ㏉ࡾࡢ㝿࣮ࣝࣈ

ࡗࡓ㸦W  㸻㸪S㸧ࠋࡇࢀࡣ㸪࢟

ࣜࢵࢡホ౯⾲ࢆ⏝࠸࡚࣮ࣛࢽࣥࢢࢫ࢟ࣝࡢ⮬

ࣕࣥࣃࢫ㛫࡛Ꮫ㒊ࡢ≉ᚩࡀࡁࡃ␗࡞ࡾ㸪Ꮫ

ᕫホ౯ࢆࡉࡏࡓୖ࡛㸪ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺᏛ⩦

⏕ࡢ≉ᚩࡶ␗࡞ࡿࡇࡀᙳ㡪ࢆ࠼ࡓせᅉࡢ

ࡢࡾ㏉ࡾࢆグ㏙ࡉࡏ࡚࠸ࡓࠋⶶᮏ࢟ࣕࣥࣃ

 ࡘࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪࢟ࣕࣥࣃࢫ

ࢫෆ࡛ࡶ㸪┳ㆤࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣ㸪࣏࣮ࣞࢺ

ࡈศࡅ࡚ศᯒࢆ㐍ࡵࡓࠋ

సᡂྠ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡼࡿ⮬ᕫホ౯ࢆ

㸦㸧᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ

⾜࠸㸪ࡑࡢᏛ⩦ࡢࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺࢆᥦฟࡉࡏ

 ᩘ್ࡋࡓᅇ⟅ࡢᖹᆒ್ࢆከ㔜ẚ㍑ࡍࡿࡓ

࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢᕤኵࡣ㸪Ꮫ┳ㆤぢࡽ

ࡵ㸪ࢸ࣮࣮࣭ࣗ࢟ࢡ࣮࣐࣮ࣞἲࢆ⏝࠸࡚ᑐ

ࢀࡿ≉ᚩ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ẚ㍑᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᖖ୕ᓥ࢟ࣕࣥ

ࡲࡓ㸪⾲  ࡼࡾⶶᮏ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢࣉࣟࢢࣛ

ࣃࢫ࡛ࡣ㸪Ꮫᛂ⏝ᕤᏛ⛉㸦௨ୗ㸪Ꮫ㸧㸪⏕

࣒ࡢ᪉ࡀࡼࡾ⥥ᐦタィࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃ

≀ᕤᏛ⛉㸦௨ୗ㸪⏕≀㸧ࡀ㸪ᶵᲔᕤᏛ⛉ᑐ

ࡿࠋ࢟ࣕࣥࣃࢫ㛫࡛ࡢ᭷ពᕪࢆᏛ㒊ࡸᏛ⏕

ࡋ࡚ 㸣Ỉ‽࡛᭷ពᕪࡀ࠶ࡗࡓ㸦ࡑࢀࡒࢀ㸪

ࡢ≉ᚩࡼࡿࡇࢆୖ㏙ࡋࡓࡀ㸪ᩍဨࡽࣇ

T 

 㸪

࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜࠺ࡇࡸ㸪ᩍဨࡢࢥ࣓ࣥࢺ

S㸧ࠋⶶᮏ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ࡣ㸪་Ꮫ㒊ಖᏛ

ᑐࡋ࡚㸪ᗘᏛ⏕ࡀࢥ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠺࡞㸪

⛉ࡢ┳ㆤᏛᑓᨷ㸦௨ୗ㸪┳ㆤ㸧ࡀྠᏛ⛉ࡢᨺ

᪉ྥࡢࡸࡾྲྀࡾࢆྵࡵ࡚タィࡍࡿࡇࡶ

ᑕ⥺⛉Ꮫᢏ⾡ᑓᨷᑐࡋ࡚ 㸣Ỉ‽࡛᭷ពᕪ

ࡾ㏉ࡾࢆಁࡍ㔜せ࡞せ⣲⪃࠼ࡿࠋ

 㸪 S 㸹 T 

ࡀ࠶ࡗࡓ㸦T 

㸪S㸧ࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧ࠕᖹᡂ  ᖺᗘࡢᏛ࠾

㸱㸬ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ≉ᚩ⪃ᐹ

ࡅࡿᩍ⫱ෆᐜ➼ࡢᨵ㠉≧ἣࡘ࠸࡚ࠖ

 ௨ୖࡢศᯒࡽ㸪ྠࡌ࢟ࣕࣥࣃࢫෆ࡛ࠕᏛ
ಟࢆࡾ㏉ࡿࡇࡢព⩏ࢆ⌮ゎࡋࡓࠖ࠸࠺

ᒣ⏣♩Ꮚ㸦㸧
ࠕ᪥ᮏ࠾ࡅࡿึᖺḟᩍ⫱ࡢ
ືྥࠖ
ࠗึᖺḟᩍ⫱ࡢ⌧≧ᮍ᮶࠘㸬

ᅇ⟅᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓ㸪Ꮫ㸪⏕≀㸪┳ㆤ
ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢෆᐜࢆẚ㍑ࡍࡿࠋ⾲  ࡣ

ྜྷ⏣༤㸦㸧
ࠕᚨᓥᏛ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮

ྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᤵᴗタィࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ

ࡼࡿᩍ⫱ᨵ㠉 )'ࠖࠗᏛᩍ⫱Ꮫㄅ࠘

సᡂࡋࡓᤵᴗᴫせ⾲㸪ᤵᴗヲ⣽⾲ࡼࡾぢ࡚ྲྀ

  㸪

ࢀࡿ㸪Ꮫ⩦ࡢࡾ㏉ࡾ㛵ࡍࡿᤵᴗࡢ≉ᚩࢆ

ஂಖ⏣♸ḷ࣭ྜྷ⏣༤㸦㸧
ࠕࢡࢸࣈ࣭ࣛ
࣮ࢽࣥࢢᆺึᖺḟᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᡂ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡈ⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡎ㸪ᖖ୕ᓥ࢟ࣕࣥࣃࢫෆ࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕
≀ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪ᩍဨࡼࡿࣇ࣮ࢻࣂࢵ

ᯝㄢ㢟ࠖࠗ➨  ᅇᏛᩍ⫱◊✲ࣇ࢛࣮
࣒ࣛⓎ⾲ㄽᩥ㞟࠘㸬

⾲  ྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᏛ⩦ࡢࡾ㏉ࡾ㛵ࡍࡿᤵᴗࡢ≉ᚩ
ᴾᴾ
ܖ፼ỉਰụᡉụửಅႸỆଢᚡẲềẟỦᴾ
ܖ፼ỉਰụᡉụỆ᧙Ẳề੩Јầ൭ỜỤủỦᴾ
ਰụᡉụử ᵐ ˌׅɥܱẲềẟỦᴾ
ਰụᡉụử̟ẴپίಅᚨᚘὸửẲềẟỦᴾ
ਰụᡉụỆếẟềίॖ፯ሁὸᚐᛟửẲềẟỦᴾ
ՃỉἧỵὊἛἢἕἁầẝỦᴾ
ՃỉἧỵὊἛἢἕἁỆܖဃầἅἳὅἚẴỦᴾ
ਰụᡉụầጚᚸ̖ỆԃộủềẟỦᴾ


ᚨᴾ
ᴾᴾ
Ṻᴾ
Ṻᴾ
ᴾᴾ
ᴾᴾ
ᴾᴾ
ᴾᴾ
Ṻᴾ

ೞ

Ṻ
Ṻ
Ṻ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
Ṻ

ࠝɤỿἵὅἣἋᴾ
҄
ဃ
ᩓ
ऴ
ܖ
ཋ
ൢ
إ
ᴾ
ᴾ
Ṻ
ᴾ
Ṻ
Ṻ
ᴾ
Ṻ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
Ṻ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
Ṻ
Ṻ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
Ṻ
Ṻ
ᴾ
Ṻ
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ή
Ṻ
Ṻ
Ṻ
ᴾ
Ṻ
ᴾ
ᴾ
Ṻ

ዮ
ᅹ
Ṻ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ

Ҕ
ܖ
Ṻ
Ṻ
Ṻ
Ṻ
ᴾ
Ṻ
Ṻ
Ṻ



Ṻ
Ṻ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
Ṻ
Ṻ
Ṻ

ᔺஜỿἵὅἣἋᴾ
Ⴣ
્
౨
ᜱᴾ ݧᴾ ௹ᴾ
Ṻᴾ Ṻᴾ Ṻᴾ
Ṻᴾ Ṻᴾ Ṻᴾ
Ṻᴾ Ṻᴾ Ṻᴾ
Ṻᴾ
ᴾᴾ
ᴾᴾ
Ṻᴾ Ṻᴾ Ṻᴾ
Ṻᴾ Ṻᴾ Ṻᴾ
Ṻᴾ Ṻᴾ Ṻᴾ
Ṻᴾ Ṻᴾ Ṻᴾ

ഫ
ܖ
Ṻ
Ṻ
Ṻ
ᴾ
ᴾ
Ṻ
Ṻ
Ṻ

ᕤ
ܖ
Ṻ
Ṻ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
Ṻ
Ṻ
Ṻ

Ꮫ⩦ពḧ࣭ືᶵ I

ࣃࣜࢵࢩࣗࡢᏛ⩦⪅せᅉ╔┠ࡋࡓᤵᴗᨵၿࣄࣥࢺ㞟ࡢ㛤Ⓨ
̿㸦ึᖺḟᩍ⫱࡛ࡢᏛࡪጼໃࡢ⫱ᡂ㸧̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ ௰㐨㞞㍤࣭᰿ᮏ῟Ꮚ㸦ឡᏛ㸧
                                   
ᚰ㌟ࡶࡑࡇ࠸ࡿࡇ࡛㛵ࡀጞࡲࡾ㸪

㸯㸬ࡣࡌࡵ
➹⪅ࡽࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢᏛࡪጼໃࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓ

⪅ࡢඹឤ✚ᴟⓗ㈉⊩ࡼࡗ࡚Ꮫࡧࢆྍ

ࡵ㸪ᖹᡂ  ᖺࡼࡾㄪᰝ 㸧ࢆᐇࡋ࡚ࡁࡓࠋ

⬟ࡍࡿࠋ⋡┤࡞ᛮ࠸ࡸឤࢆ⾲ฟࡋ㸪⮬ศ

Ꮫࡪጼໃ╔┠ࡋࡓ◊✲࡛ࡣ㸪ࣃࣜࢵࢩࣗ
ࡢࠕID㸦ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨࣥ㸧⨾

Ꮫࡪᚲせࡀ࠶ࡿࡇࢆㄆࡵࡿࠋ
㸦㸧㛤ᨺᛶ㸦2SHQQHVV㸧
ಶேࡢಙᛕࡣᏲࡾࡘࡘࡶ㸪ኚࢆᣄࡲ࡞࠸

Ꮫ➨୍ཎ⌮ࠖࡽ㸪Ꮫ⩦ពḧྥୖࡘ࡞ࡀࡿ
Ꮫ⩦⤒㦂ࢆᐇ⌧ࡍࡿ᪉⟇ࡢ᳨ウࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࣃࣜࢵࢩࣗ



ࡢࠕᏛ⩦⤒㦂ࡢ

せᅉࣔࢹࣝࠖ࠶ࡿࠕᏛ⩦⪅せᅉࠖ↔Ⅼࢆ

Ẽᣢࡕࠋᙅࡉ࡛ࡣ࡞ࡃᙉࡉࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪
≧ἣἐ㢌ࡍࡿࡣᚲ㡲ࡢせ⣲࡞ࡿࠋ
㸦㸧ಙ㢗ឤ㸦7UXVW㸧

࠶࡚㸪➹⪅ࡽࡀᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿึᖺḟᩍ⫱ࡢ୰

Ⰻ࠸⤖ᯝ࡞ࡿࡇࢆಙ㢗ࡋ㸪ᅔ㞴࡞≧ἣ

࡛㸪Ꮫ⏕ࡀᮃࡲࡋ࠸Ꮫ⩦ጼໃࢆ㌟ࡘࡅ㸪ࡑ

ࡸ┤㏆ࡢሗ㓘ࡀ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪ᮇᚅឤࢆࡶࡗ࡚㎞

ࡢᚋࡢᏛ⩦ຠᯝࡀ㧗ࡲࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᢪᙉࡃ㛵ࡋ⥆ࡅࡽࢀࡿࡇࠋࡑࡋ࡚㸪⤖ᯝ

ࡲࡓ㸪ᩍဨࡀࠕᏛ⩦⪅せᅉࠖᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ

ࡀᮇᚅ㏻ࡾ࡛࡞ࡗࡓࡋ࡚ࡶ㸪ᐶᐜࡢᚰࢆ

ᩍ⫱ᨭάືࢆ⾜࠺ࡇ࡛㸪Ꮫ⩦⤒㦂ࢆ㧗ࡵ

ࡶࡕ㸪≧ἣࡀಟ࡛ࡁࡿࡇࢆࡶಙࡌࡿࡇࠋ

ࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࡓࠋᤵᴗᨵ
ၿᙺ❧ࡘࠕᤵᴗᨵၿࣄࣥࢺ㞟ࠖࢆసᡂࡍࡿ

㸱㸬◊✲᪉ἲ

ࡶ㸪Ꮫ⏕ࡀ⮬ࡽࡢᏛ⩦ጼໃࢆᐈほⓗ

 Ꮫ⩦⤒㦂ࣔࢹࣝ㛵ࡍࡿㄽᩥࢆཧ↷ࡋ࡚ᩍ

ホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢࠕᏛ⩦⤒㦂⮬ᕫホ౯⾲ࠖࡢ㛤

ဨࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗ㡯┠ࢆసᡂࡋࡓࠋḟ㸪

Ⓨࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏⓎ⾲࡛ࡣ㸪➨୍ẁ㝵

ึᖺḟᩍ⫱㛗ᖺᦠࢃࡗࡓᩍဨ 1 ྡࢆᑐ㇟㸪

ࡋ࡚ࠕᤵᴗᨵၿࣄࣥࢺ㞟ࠖࡢ㛤Ⓨ↔Ⅼࢆ

ᤵᴗᐇ㊶㛵ࡍࡿ༙ᵓ㐀ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜

࠶࡚࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ

ࡗࡓ㸦180 ศ㸧ࠋ㡢ኌࢹ࣮ࢱࡽ㸪㏲ㄒ㘓ࢆస
ᡂࡋ㸪ពࡢࡲࡲࡾࡈᩥ⠇࡛༊ษࡾ㸪
㢮ఝࡋࡓෆᐜࡈ㞟ࡵ㸪ࣃࣜࢵࢩࣗࡢ 4 せ

㸰㸬ࣃࣜࢵࢩࣗࡢᏛ⩦⤒㦂ࡢ㉁ࣔࢹࣝ
Ꮫ⩦⤒㦂ࣔࢹࣝࡣ㸪Ꮫ⩦⤒㦂ࡢ㉁ࢆᕥྑࡍ
ࡿせᅉࢆࠕᏛ⩦≧ἣಀࢃࡿせᅉࠖࠕᏛ⏕

ᅉἢࡗ࡚ศࡅࡓࠋศ㢮⤖ᯝࢆ⏝࠸࡚ࠕᤵᴗ
ᨵၿࣄࣥࢺ㞟ࠖࡢ୍ḟࢆసᡂࡋࡓࠋ

ಶேಀࢃࡿせᅉ㸦௨ୗ㸪Ꮫ⩦⪅せᅉ㸧ࠖࡢ 
せᅉ࡛ࡽ࠼࡚࠸ࡿࠋ㕥ᮌ 㸧ࡼࡿ㸪Ꮫ⩦

㸲㸬⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ

⪅せᅉࡣḟࡢࡼ࠺ㄝ࡛᫂ࡁࡿࠋ

 ศ㢮ࡢ⤖ᯝ㸪 㡯┠ࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋෆヂ

 ពᅗ㸦,QWHQW㸧

ࡣពᅗ  㡯┠㸪ࣉࣞࢮࣥࢫ  㡯┠㸪㛤ᨺᛶ

ಶேࡢᏛ⩦┠ⓗࡸ⯆ࡢ㸪౯್࣭ᮇᚅ࣭

 㡯┠㸪ಙ㢗ឤ  㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࢆ

Ⴔዲ࣭⮬ࡽࡀ⨨ࢀ࡚࠸ࡿᛮ࠺❧ሙࡢㄆ㆑

⢭ㄞࡋ㸪௨ୗࡢほⅬ࡛⢭㑅࣭㝖እࡋࡓࠋ

࡞ࢆྵࡴᗈ⠊࡞ࡶࡢࠋ

㸧ᏛࡸᏛ㒊࡛ࡢྲྀ⤌࡛࠶ࡾ㸪ᩍဨಶே࡛
ᕤኵ࡛ࡁࡿ᪉⟇࡛࡞࠸ࡶࡢ

㸦㸧ࣉࣞࢮࣥࢫ㸦3UHVHQFH㸧

− 70 −

Ꮫ⩦ពḧ࣭ືᶵϨ
࠼ࡤ㸪
ࠕㅮᗙ༢࡛㐍㊰㠃ㄯࢆࡍࡿࠖࡸ

ࡢ༙ᵓ㐀ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡽᚓࡓࢹ࣮ࢱࢆ

ࠕධᏛ┤ᚋㅮᗙᡤᒓࡉࡏ㸪ࣃࢯࢥࣥ

㏣ຍࡋ㸪ศᯒࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡛㸪ࡼࡾά⏝ࡋࡸ

ᮘࢆࡾᙜ࡚ࡿࠖࡣ㸪Ꮫ㒊యࡢᣦᑟయ

ࡍ࠸ࣄࣥࢺ㞟Ⓨᒎࡉࡏࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⏕ᑐ㇟

ไ࠾ࡼࡪᑐ⟇࡛࠶ࡾ㸪ᩍဨಶࠎࡀᤵᴗ

ࡢ༙ᵓ㐀ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇࡋ㸪Ꮫ⏕ࡀ⮬

ࡢᕤኵࢆࡍࡿࡓࡵ⏝࠸ࡿ࠸࠺ᮏࣄࣥ

㌟ࡢᏛࡪጼໃࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢࠕᏛ⩦⤒㦂⮬

ࢺ㞟ࡢࡡࡽ࠸ࡽእࢀࡿࡓࡵ㝖እࡋࡓࠋ

ᕫホ౯⾲ࠖࡢ㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡍࠋ

㸧ᢳ㇟ᗘࡀ㧗ࡃࠊ せᅉ┤᥋ⓗ㛵ಀࡋ࡞
࠸ุ᩿ࡋࡓࡶࡢ

ㅰ㎡

࠼ࡤࠕ⏕ά㠃࡛ࡢ┦ㄯࡢࡿࠖࡣ㸪ᤵᴗ

ᮏ◊✲ࡣ JSPS ⛉◊㈝ 15K01027 ࡢຓᡂࢆ

ᨵၿࡣ┤᥋ⓗ㛵ಀࡏࡎ㸪⯡㛵ࢃ

ཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ࡿෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㝖እࡋࡓࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩

㸧ෆᐜࡀ㔜」ࡍࡿࡶࡢ
࠼ࡤ㸪
ࠕᏛࢇࡔࡇࢆᐇ㝿࠺ሙࢆࡘ

1) ௰㐨㞞㍤㸪㕥ᮌ ඞ᫂㸦2012㸧ࣃࣜࢵࢩࣗ

ࡃࡿࠖࡣ㸪
ࠕᐇ㊶ࡢሙࢆࡘࡃࡿࠖ㔜」ࡍ

ࡢᏛ⩦⪅ಶேಀࢃࡿせᅉࢆά⏝ࡋࡓึᖺḟ
ᩍ⫱㸦᪂ධ⏕ࢭ࣑ࢼ࣮㸧ࡢຠᯝ᳨ド㸪᪥ᮏᩍ

ࡿࡓࡵ㝖እࡋࡓࠋ
⢭㑅ᚋࡢ㡯┠ࡣ  㡯┠࡞ࡗࡓࠋពᅗ 
㡯┠㸪ࣉࣞࢮࣥࢫ  㡯┠㸪㛤ᨺᛶ  㡯┠㸪

⫱ᕤᏛ➨ 28 ᅇᅜㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪279280.
2) Parrish,P.and Wilson,B.G.:͆A design and

ಙ㢗ឤ  㡯┠࡞ࡗࡓࠋ⾲  ᢤ⢋ࡋࡓ㡯

research

┠ࢆ♧ࡋࡓࠋᮏࣄࣥࢺ㞟ࡣ㸪ᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ

experience͇,A paper presented at the 31st

ࡪጼໃࢆ㧗ࡵࡿ᪉⟇ࢆぢฟࡍᡭࡀࡾ࡞ࡾ㸪

Annual

ࡲࡓ㸪ᤵᴗࡀᏛ⏕ࡢᏛࡪጼໃࡢ⫱ᡂᙳ㡪ࡍ

Orlando,FL.[Available

ࡿࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࢆᩍဨ⮬㌟࡛☜ㄆࡍࡿ

http://www.aect.org/pdf/proceedings08/200

ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

8I/08_18.pdf

framework
Convention

for
of

the

learning
AECT,
online]

3) 㕥ᮌඞ᫂㸦2009㸧Ꮫ⩦⤒㦂ࡢ㉁ࢆᕥྑࡍࡿ



せᅉࡘ࠸࡚ࡢࣔࢹࣝ,ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ሗᏛ

㸳㸬ᚋࡢㄢ㢟

,24㸦4㸧,74-77㸬

ᅇࡢ⤖ᯝࢆ࣮࣋ࢫࡋ࡚㸪␗࡞ࡿᑐ㇟⪅
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Ꮫ⩦ពḧ࣭ືᶵ I

ึᖺḟࢮ࣑ࢆᨭ࠼ࡿ 6$㸦ࢫࢳ࣮ࣗࢹࣥࢺ࣭ࢩࢫࢱࣥࢺ㸧⫱ᡂࡑࡢᩍ⫱ຊ
̿Ꮫ⏕ࡢࠕᩥࠖࡋ࡚ᐃ╔ࡍࡿ 6$ ⫱ᡂࢩࢫࢸ࣒ᡂ㛗ࢧࢡࣝ̿


࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ ⸨㔝 ༤⾜㸦ᕞᅜ㝿Ꮫ㸧
ࠊ▼ᓮ ༓ᬒ㸦ᕞᅜ㝿Ꮫ㸧
ࠊᒣᮏ ၨ୍㸦㝣Ꮫ㸧         


ࡓᚋࡣࠊࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢᆺᤵᴗ࠾ࡅ

㸯㸬ࡣࡌࡵ
ᕞᅜ㝿ᏛἲᏛ㒊࡛ࡣࠊ ᖺᗘࡼࡾ

ࡿࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡸࣆ࣮࣡ࢡࡢࣇࢩࣜࢸ

SA㸦ࢫࢳ࣮ࣗࢹࣥࢺ࣭ࢩࢫࢱࣥࢺ㸧ไᗘࢆ

࣮ࢱࡋ࡚ࡢᙺࢆᩍဨඹᢸ࠺ࠋࡲࡓࠊ

ᑟධࡋ࡚࠸ࡿࠋSA ࡣࠊࣇࣞࢵࢩ࣮ࣕࢬ࣑࣮ࢸ

㸯㸮ศ㛫࣑ࢽㅮ⩏㸦࠼ࡽࢀࡓㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ

ࣥࢢ㸦᪂ධ⏕ࡢධᏛᚋ◊ಟࠊ௨ୗ )0 ␎⛠㸧

㸯㸮ศ⛬ᗘ࡛ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࡶࡢࠋ

࡛ࢳ࣮࣒సࡾࢆᢸᙜࡍࡿࠊᏛᮇ㛤ጞᚋࡣ

ධ㛛ࢭ࣑ࢼ࣮ෆ࡛ᐇࡉࢀࡿ㸧ࡢྖࢆᢸᙜ

ධ㛛ࢭ࣑ࢼ࣮㸦ึᖺḟࢮ࣑㸧࠾࠸࡚ࠊᩍဨ

ࡋࠊᩍဨඹ㉁ၥࠊㅮホ࡞ࢆ⾜࠺ࠋ

㐃ᦠࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢᆺ

 ࡑࡢࠊ୍㒊ࡢᐇ⩦⛉┠ࡢᘬ⋡ࠊ㸯ᖺ⏕

ᤵᴗࡢࣇࢩࣜࢸ࣮ࢱࡋ࡚ά㌍ࡍࡿ࡞ࠊ

ࡢ┦ㄯࡿࠊᖺ㸰ᅇᐇࡉࢀࡿࢮ࣑ྜྠ

ᮏᏛࡢึᖺḟᩍ⫱ྍḞࡢᏑᅾ࡞ࡗ࡚࠸

࣋ࣥࢺࡢ‽ഛࡸྖ࡞ࠊSA ࡢᙺࡣᤵᴗ

ࡿࠋ

ෆࡲࡽ࡞࠸ࠋᮏᏛࡢึᖺḟᩍ⫱⯡

ᮏⓎ⾲࡛ࡣࠊSA ࡢᙺ࠾ࡼࡧ⫱ᡂࣉࣟࢭ

㛵ࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᙺࡣ㠀ᖖࡁ࠸ࠋ

ࢫࡢࠊSA ࡀ᭷ࡍࡿᅛ᭷ࡢᩍ⫱ຊࡑࡢ

㸦㸰㸧⫱ᡂࣉࣟࢭࢫ

ᡂ㛗ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ㸦࡞࠾ࠊ
ࠕᡂ㛗ࠖࡘ࠸

 SA ࡣ㸯ᖺ᭦᪂࡛࠶ࡾࠊẖᖺ㸯᭶ࠊᕼᮃ⪅

࡚ࡣᏛⓎ⾲ࡢ㝿⪃ᐹࢆ⾜࠺㸧ࠋ

࢚ࣥࢺ࣮ࣜࢩ࣮ࢺࢆᥦฟࡉࡏࡓ࠺࠼࡛ࠊᩍ

㸰㸬⫼ᬒ࣭Ṕྐ

ဨࡼࡿ㠃᥋ࢆᐇࡍࡿࠋẖᖺ 14 ྡ⛬ᗘࢆࠊ

 2000 ᖺ௦༙ࡤࠊධᏛᚋࢠࣕࢵࣉゎᾘࡢࡓࡵ

⤒㦂⪅ࡢᩘࡸᏛᖺࡢࣂࣛࣥࢫ࡞ࢆ⪃៖ࡋ࡚

ࡢᨵ㠉ࡢ୍⎔ࡋ࡚ FM ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛኚ᭦

᥇⏝ࡍࡿࠋ

ࡀᐇࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡼࡾᑟධࡉࢀࡓࢳ࣮࣒

 ᥇⏝ᚋࠊFM ᢸᙜᩍဨ SA ࡣࠊᖺᗘࡢ

సࡾ◊ಟࢆᏛ⏕ࡀᢸᙜࡍࡿࡇ࡞ࡾࠊࡑࡢ

┬ࢆඖࠊ᮶ᖺᗘࡢ FM ࡢ᪉ྥᛶࡸࡑࢀ

࡞ࡢ୍㒊Ꮫ⏕ࡀࠊᏛᮇ㛤ጞᚋࡶ↓⤥ SA 

ྥࡅࡓ‽ഛࣉࣟࢭࢫࡢタィ࡞ࡘ࠸࡚ヰࡋ

ࡋ୍࡚㒊ࡢࢮ࣑࡛ᣦᑟ࠶ࡓࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ

ྜ࠸ࢆ⾜ࡗࡓ࠺࠼࡛ࠊᙜ᪥ྥࡅࡓᡴࡕྜࢃ

ࡇࢀࡀ⌧⾜ SA ไᗘࡢⓎ➃࡛࠶ࡿࠋ2009 ᖺᗘ

ࡏࡸ⦎⩦ࢆẖ㐌㸯ࠥ㸰ᅇ⧞ࡾ㏉ࡍࠋࡑࡢ

ࡽࡣἲᏛ㒊ࡢࢮ࣑᭷⤥ SA ࡀ㓄ᒓࡉࢀ

୰࡛ࠊPA㸦ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢻ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࠋ⡿

ࡿ⌧ᅾࡢᙧ࡞ࡗࡓࠋ

ᅜⓎ⚈ࡢࢳ࣮࣒సࡾࡢᡭἲ㸧タࢆ᭷ࡍࡿᅜ

㸱㸬6$ ࡢᙺ⫱ᡂࣉࣟࢭࢫ

❧⮬↛ࡢᐙ࠾࠸࡚ᐟἩ◊ಟࢆᐇࡍࡿࠋࡇ

㸦㸯㸧6$ ࡢᙺ

ࡢ◊ಟࡣࠊࢳ࣮࣒సࡾ㛵ࡍࡿ⌮ㄽࢆᏛࡪࡢ

 SA ࡀ᭱ึᢸ࠺ᙺࡣࠊFM ࠾ࡅࡿࢳ࣮

ࡳ࡞ࡽࡎࠊSA ྠኈࡢࢳ࣮࣒సࡾࡋ࡚ࡢᙺ

࣒సࡾ◊ಟࡢࣇࢩࣜࢸ࣮ࢱ࡛࠶ࡿࠋ᪂ධ⏕

ࡶᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠸ࡿࠋ

ࡀࢮ࣑ෆ࡛㐩ࢆసࡾࠊࢫ࣒࣮ࢬ⁐ࡅ㎸ࢇ

 ࡲࡓࠊࣜࢸࣛࢩ࣮⬟ຊࢆ㌟ࡘࡅࡿࡓࡵࡢ

࡛࠸ࡃࡓࡵࡢࢡࢸࣅࢸࡢෆᐜࡸ㡰␒ࢆࠊ

ᐟἩ◊ಟࡶᐇࡍࡿࠋධ㛛ࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣࢡ

SA ࡀ⮬ࡽ⤌ࡳ❧࡚ࡓ࠺࠼࡛ᐇࡍࡿࠋ

ࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢᆺᤵᴗࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸

 ධ㛛ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ SA ࡋ࡚ࢮ࣑㓄ᒓࡉࢀ

ࡿࡓࡵࠊSA ࡶࡇࢀ㛵ࡍࡿࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ⩦
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Ꮫ⩦ពḧ࣭ືᶵϨ
ᚓࡉࡏ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࢪࢢࢯ࣮

ࠕᩥࠖࡋ࡚᰿࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ἲࡸ BS࣭KJ ἲ࡞ࢆ⏝࠸࡚ሗ㞟࣭ศᯒ࣭

 ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿせᅉࡋ࡚⪃

ㄢ㢟Ⓨぢ࣭ᵓ࣭⾲⌧࠸࠺ࣉࣟࢭࢫ㸦ࣜࢸ

࠼ࡽࢀࡿࡢࡣࠊඛ㍮ SA ࡀ࣮ࣟࣝࣔࢹࣝࡋ

ࣛࢩ࣮ࢧࢡࣝ㸧ࢆయ㦂ࡉࡏࡿࡇࡼࡾࠊ

࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡀ SA ࡢ࠸ࢃࡤᡂ㛗࢚

ࡇࡢຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ

ࣥࢪࣥ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

 ࡇࢀࡽࡢ◊ಟ୪⾜ࡋ࡚ࠊSA ࡣ⮬ⓗ

㸳㸬ࡲࡵ

㞟ࡲࡾࠊࢡࢸࣅࢸෆᐜࡢ⤌ࡳ❧࡚ࡸࢺ

 ࡇࡢࡼ࠺ࠊᮏᏛࡢ SA ไᗘࡀᩥࡋ࡚

࣮ࣞࢽࣥࢢ࡞ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⤒㦂⪅ࡢ SA

᰿࠸࡚࠸ࡿせᅉࡣࠊ㸯ᖺ⏕ࡣ SA ࢆ࣮ࣟࣝ

ࡀᚋ㍮ࢆᣦᑟࡍࡿᙧ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊᇶᮏⓗ

ࣔࢹࣝどࡋࠊࡉࡽୗ⣭⏕ SA ࡣୖ⣭⏕ SA

ᩍဨࡣධࡋ࡞࠸ࠋ

ࢆ࣮ࣟࣝࣔࢹࣝどࡍࡿࡇࡼࡾࠊࣔࢳ࣮࣋

㸲㸬6$ ᅛ᭷ࡢᩍ⫱ຊ

ࢩࣙࣥࢆಖࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㸦㸯㸧㸯ᖺ⏕ᑐࡍࡿᩍ⫱ຊ
 SA ᅛ᭷ࡢᩍ⫱ຊࡋ࡚ࠊ㸯ᖺ⏕ࡀ SA ࢆ
ࠕ㌟㏆࡞ඛ㍮ࠖࡋ࡚ះ࠸ࠊ࣮ࣟࣝࣔࢹࣝ
ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿⅬࢆᣲࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
SA ࡣ FM ࡛ࢳ࣮࣒సࡾࢆ⾜࠸ࠊࢮ࣑࠾࠸
࡚ࡶᩍဨ༠ാࡋ࡚ᤵᴗࢆ㐍⾜ࡍࡿࡇࡀከ
࠸ࠋᩍဨࡣࡇ࠶ࡿࡈ SA ሗࢆ
⾜࠸ࠊ᪥㡭ࡼࡾࢮ࣑㐠Ⴀࡘ࠸࡚┦ㄯࢆࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ጼࢆ┠ࡢᙜࡓࡾࡋࡓ㸯ᖺ
⏕ࡣࠕSA ࡢࡼ࠺࡞ࡾࡓ࠸ࠖ࠸࠺ࢀࢆᣢ
ࡕࠊ㧗࠸ࣔࢳ࣮࣋ࢩ࡛ࣙࣥᏛ⏕άࢆ㏦ࡿࡼ
࠺࡞ࡿࠋᐇ㝿ࡇࡢࡼ࠺࡞ኌࡣከࡃࡢ㸯ᖺ
⏕ࡽ⪺ࢀࠊẖᖺከࡃࡢඃ⚽࡞Ꮫ⏕ࡀ SA
ᚿ㢪ࡋࠊ࢚ࣥࢺ࣮ࣜࢩ࣮ࢺࠕSA ࡢۑۑඛ
㍮ࡳࡓ࠸࡞ࡾࡓ࠸ࠖグ㏙ࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
ࡋ࡚ᚿ㢪ࡋࡓᏛ⏕ࡀ SA ࡞ࡾࠊࡑࡢ⩣ᖺ
ࡢ᪂ධ⏕ࡀ SA ࢀࢆᣢࡘ࠸࠺ዲᚠ⎔ࡀ
⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ⾲ SA ᅛ᭷ࡢᩍ⫱ຠᯝ

 ࡣ࠸࠼ࠊᩍဨࡣ SA ࡢ⫱ᡂࡘ࠸࡚ࡃ
㛵ࡋ࡚࠸࡞࠸ヂ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᩍဨࡢᙺࡣࠊ
SA ࡀ▱㆑ࢆ㌟ࡘࡅࡿࡓࡵࡢᇶ♏◊ಟࡢ
⏬ࡸࠊάືࡋࡸࡍ࠸⎔ቃ࡙ࡃࡾ࡞ࠊ࠸ࢃࡤ
ࠕ᪉࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᩍဨࡣᖖ SA
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆྲྀࡾࠊಙ㢗㛵ಀࢆ⠏
ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ᖺࡣᑵ⫋άືࡀ㸱᭶๓ಽࡋ࡞ࡗࡓࡓ

㸦㸰㸧ᚋ㍮ 6$ ᑐࡍࡿᩍ⫱ຊ
 2009 ᖺࡢ SA ไᗘ㛤ጞẚ㍑ࡋ࡚ࠊᩍဨ
ࡀ SA ᩍ⫱㛵ࡍࡿᗘྜ࠸ࡣ᱁ẁᑠࡉࡃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋSA ᥇⏝ᚋᐇࡍࡿ㸰ࡘࡢ◊
ಟ࡛Ꮫࢇࡔ▱㆑ࢆࡶࠊᇶᮏⓗࡣᙼࡽࡢ
ࡳ࡛ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋFM ᚋࡶࠊ
▱㆑ࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࠊ⮬ⓗ PA ࡞㛵ࡍ
ࡿᏛእ◊ಟཧຍࡍࡿ⪅ࡶ࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑ

ࡵࠊFM ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢᮇ㛫᪂㸲ᖺ⏕ࡀᑵ
⫋άື㏣ࢃࢀࠊ⦎⩦ཧຍ࡛ࡁ࡞࠸ែࡀ
⏕ࡌࡓࠋ⮬↛᪂㸱ᖺ⏕ࡀ⦎⩦ࢆᑟࡍࡿὶ
ࢀ࡞ࡗࡓࡀࠊ࣮ࣜࢲ࣮᱁ࡢ᪂㸲ᖺ⏕᪂㸰
ᖺ⏕ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀⷧࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ༳㇟ࡀ࠶ࡿࠋ
⫱ᡂࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡞ࠊᚋᨵၿࡋ࡚ࡺࡃ
వᆅࡣ࠶ࢁ࠺ࠋ

ࡇ࡛⋓ᚓࡋࡓ▱㆑ࡣࡢ SA ࡶఏ࠼ࡽࢀࠊ
▱㆑ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇࡀ⮬↛࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋSA
㞟ᅋෆ࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡸ▱㆑ࡢඹ᭷ࡀࠊSA ࡢ
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ࢡࣜࢵ࣮࢝ࢆ⏝ࡋࡓᏛಟࡢ㉁㔞㛵ࡍࡿㄪᰝ
̿ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺࡢ⏝ㅮ⩏እᏛಟ㛫̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ ᳃ ῟⚽㸪⸨ཎ┾୍㸪⋤ ᐆ⚰㸪㎷ᯘ ᚭ㸦㜰ṑ⛉Ꮫ㸧
                                   
㸯㸬ࡣࡌࡵ

ྡ㸪㹼K ྡ㸪K௨ୖ  ྡ㸪↓ᅇ⟅  ྡ

 Ꮫ⏕ࡢㅮ⩏እᏛಟ㛫ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡀ㧗

࡛࠶ࡗࡓ㸦௦⾲್ࢆ☜ᐃࡍࡿࡓࡵ࠼ࡤ

ࡲࡗ࡚࠸ࡿ[1]㸬㌿Ꮫ⩦࡞ࡢࢡࢸࣈࣛ

OQ < OQ   ࡀṇつศᕸ 1   ᚑ

࣮ࢽࣥࢢࡣ㸪ᚲ↛ⓗㅮ⩏እࡢᏛಟ㛫ࢆቑ

࠺௬ᐃࡍࢀࡤྛ㝵⣭ <<<

ࡸࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ึᖺḟᩍ⫱ࡢ୰㌟ࡣ㸪ㅮ

< ࡢேᩘࡢᮇᚅ್ࡣ 

⩏ࡢཷࡅ᪉ࡀྵࡲࢀࡿࡀ㸪Ꮫ⏕ࡣヨ㦂࡛㧗ᚓ

ᴫࡡ᭱ᑬ࡞ࡿ㸬ṇつศᕸࡢ୰ᚰᑐᛂࡍ

Ⅼࡢྲྀࢀࡿ᪉ἲࢆ㌟╔ࡅࡼ࠺ࡍࡿ࡛࠶ࢁ

ࡿ < ࡢ௦⾲್ࡣ K㸪ྛ㝵⣭ࡢ OQ < OQ 

࠺㸬ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ౽࡞ࢡࣜࢵ࣮࢝ࡀᮏ

ࢆᑐᛂࡍࡿ༊㛫ࡢ㔜ᚰ

Ꮫࡶᑟධࡉࢀࡓࡢࢆᶵ㸪Ꮫ⏕ࡢᡂ⦼

 ࡛⨨ࡁ࠼࡚ᚓࡽࢀࡿ < ࡢ௦⾲್ࡣ K

Ꮫಟ㛫ࡢ㛵ಀࢆㄪᰝࡍࡿࡶ㸪Ꮫ⏕ࡢ

KKKK࡞ࡿ㸬㸧

Ꮫಟ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡶྠㄪᰝࡋ㸪Ꮫಟࡢ㉁

ᖹᖖᏛಟ㛫ࡢ㝵⣭ูぢࡓ㸪ᡂ⦼ࡢ

㔞ࡀࡢ⛬ᗘᡂ⦼ᫎࡉࢀࡿࢆㄪࡿ

೫ᶆ‽೫ᕪࡢ  ࡈࡢᗘᩘศᕸࡣୗࡢ㏻ࡾ㸬
㹼1h

1h㹼5h

5h㹼

1.5(Ȫ)㹼

1

6

2

1㹼1.5

2

7

3

ᮏᖺ  ᭶㸪➨  Ꮫᖺ㐍⣭ࡍࡿࡇࡢ࡛

0.5㹼1

2

7

3

ࡁࡓᏛ⏕  ྡᑐࡋ࡚㸪ᖹᖖࡢᏛಟ㛫㸪

0㹼0.5

5

14

7

ヨ㦂┤๓ࡢᏛಟ㛫㸪Ꮫᖺᮎヨ㦂ᑐ⟇⏝

㸫0.5㹼0

7

12

2

ࡋࡓࡶࡢ㸪࡞ࡢ㉁ၥ㡯┠ࡘ࠸࡚㸪㑅ᢥ⫥

㸫1㹼㸫0.5

4

8

5

ࡢ୰ࡽࢡࣜࢵ࣮࢝ࢆࡗ࡚ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪

㸫1.5㹼㸫1

7

10

0

㹼㸫1.5

3

1

1

ࡇࡋࡓ㸬
㸰㸬ㄪᰝࡢ᪉ἲ

๓ᖺᗘヨ㦂ࡢಶேูᖹᆒⅬᑐᛂࢆࡅ㸪༏


ྡࡋ࡚ࡽࢹ࣮ࢱࡢゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬

㸦ୖࡢ௦⾲್࡛ࡢ┦㛵ಀᩘࡣ  ࡞ࡿ㸬↓



┦㛵ࡣ᭷ពỈ‽ ࡛Რ༷㸬㸧ࡇࡢ⾲ࡽ༢⣧

㸱㸬ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒ
ᖹᆒⅬ ; ࡣ  ࡀୖ㝈࡛㸪; ࡢᶆᮏᖹᆒࡀ

ᖹᖖࡢᏛಟ㛫ࢆቑࡏࡤᡂ⦼ࡀୖࡀࡿ

㧗ࡃ㸪㐍⣭⋡ࡶᴟࡵ࡚㧗࠸ࡇࡽ㸪; ࡣ 

ࡣゝ࠸㞴࠸ࡇ㸪ࡲࡓࡁ࡞ࡤࡽࡘࡁࡢཎᅉ

ࢆ➃್ࡍࡿᑐᩘṇつศᕸ㏆ఝⓗᚑ࠺㸬

࡞ࡿࡢせᅉࡀᏑᅾࡍࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡿ㸬

ᐇ㝿OQ ; ࡢ┦ᑐᗘᩘࡣȪࡽ Ȫ

࡞࠾ヨ㦂┤๓ࡢᏛಟ㛫ࡣ㹼K ྡ㹼K

ࡈ 

 ྡ㹼K ྡ㹼K ྡK㹼



ྡ↓ᅇ⟅  ྡ࡛࠶ࡾ㸪㐺ษ࡞ㄪᰝࡣ࡞ࡽ

ṇつศᕸ㏆࠸㸬
㸦ᩍ⛉ูࡢᡂ⦼ࢆᑐᩘࡋ࡚

࡞ࡗࡓࡀ㸪ࡸࡣࡾ༢Ꮫಟ㛫ࢆቑࡏࡤᡂ

ࡽᖹᆒࢆྲྀࡿࡁࡔࡀᕪࡣ࡞࠸㸬㸧

⦼ࡀୖࡀࡿࡣゝ࠸㞴࠸⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓ㸬
㛫࡛

᪉㸪ᖹᖖࡢ  㐌㛫ࡢᏛಟ㛫 < ࡢศᕸ
ࡣ KRXUᮍ‶  ྡ㸪㹼K ྡ㸪㹼K

ࡗࡓሙྜࡢᏛಟࡢ㔞ࡣูࡢせᅉ

ࡋ࡚㸪Ꮫಟࡢ᪉⟇ࡢ㉁ⓗ┦㐪ࡀᡂ⦼ࡁ
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ࡃᙳ㡪ࡋࡓࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀࡘ࠸࡚

ࡗ࡚ᒙࡋࡓሙྜࡶᴫࡡྠᵝぢࡽࢀࡿࡇ

ヨ㦂ᑐ⟇⏝ࡋࡓࡶࡢࢆḟࡽ  ࡘࡲ࡛㑅

ࡽ㸪Ꮫಟࡢ᪉⟇ࡣᏛಟ㛫ࡣ↓㛵ಀ࡛

ࡤࡏࡓࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝࢆཧ↷ࡋࡓ㸬

㔜࡞せᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬

Dㅮ⩏ࡢ㓄ᕸࣉࣜࣥࢺ
E⛉┠ᣦᐃࡢᩍ⛉᭩㸦ࠕᩍࠖ㸧

㸲㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
᪥ࡢᏛ⏕ࡣᤵᴗࡼࡃฟᖍࡋ㸪Ꮫࡸᩍ

Fᩍ⛉᭩௨እࡢཧ⪃᭩
G⮬ศ࡛సᡂࡋࡓㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ㸦ࠕ⮬ࠖ㸧

ဨࡢഃࡶࡇࢀࢆ⟶⌮ࡍࡿࡇࡀከ࠸㸬ຍ࠼࡚

Hྠ⣭⏕ࡀసᡂࡋࡓㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ㸦ࠕྠࠖ㸧

ࡢᏛࡶከᵝ࡞Ꮫ⏕ࡀධᏛࡍࡿࡼ࠺࡞

Iඛ㍮ࡽࡶࡽࡗࡓ㈨ᩱ㸦ࠕඛࠖ㸧

ࡾ㸪Ꮫ⏕ࡢ⮬Ⓨⓗ࡞Ꮫಟࢆᚅࡗ࡚࠸ࡽࢀ࡞࠸

Jࡑࡢ

ഃ㠃ࡀ࠶ࡿ㸬་⒪⣔ࡢᏛ࡛࠶ࡿᮏᏛࡢሙྜ

F  J ࡣ㑅ᢥࡋࡓ⪅ࡀࡑࢀࡒࢀ  ྡ࡛࠶ࡾ㸪

ࡣ㸪≉㸪ᤵᴗ➼࡛ࡢᣊ᮰㛫ࡀ㛗࠸ࡇ

ᅇ⟅ࡢ࠶ࡗࡓ  ྡ୰  ྡࡀ D ࢆ㑅ᢥࡋࡓ

ࡽ㸪ㅮ⩏እࡢᏛಟ㛵ࡋ࡚㸪㔞ࡼࡾ㉁ࡀ㔜せ

ࡇࡽ㸪ࡇࢀࡽࢆ㝖እࡋࡓࡇࢁ㸪↓ᅇ⟅

࡛࠶ࡿࡇࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࡾ㸪ࣀ࣮ࢺࡢྲྀࡾ᪉

ࡣ  ྡ㸪」ᩘᅇ⟅ࡣ  ྡ࡞ࡗࡓ㸬ᡂ⦼ ; ࡢ

ࡸ᪥ࠎࡢ㈨ᩱࡢᩚ⌮࠸ࡗࡓᤵᴗ㛫୰ࡢస

㝵⣭ࡈࡢᘏᗘᩘࡣḟࡢ㏻ࡾ㸦ィ 㸧㸬

ᴗࡢ㉁ࡀᡂ⦼┤⤖ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ᥎ᐹࡉࢀ
ࡿ㸬

ᩍ(b)

⮬(d)

ྠ(e)

ඛ(f)

1.5(Ȫ)㹼

1

5

1

1

ࡍࡿᏛಟᣦᑟ࠾࠸࡚ண⩦⩦㸪⏕άែᗘ㸪

1㹼1.5

1

8

1

1

Ꮫಟពḧ࡞ࢆ୍ᚊᙉㄪࡋࡀࡕ࡛࠶ࡗࡓ㸬

0.5㹼1

0

11

0

1

᭱㏆ࡣ㸪Ꮫ⏕ಶேࡢ⨨ࢀ࡚࠸ࡿ⎔ቃࡸ≉ᛶ

0㹼0.5

6

15

1

2

ࢆ⪃៖ࡋࡓಶูᣦᑟࢆ⾜࠺ሙྜࡶከ࠸㸬ࡋ

㸫0.5㹼0

0

9

2

3

ࡋ㸪ಶேࡢ≉㉁ࡍ࡚ࢆᢲࡋ㎸ࡵ࡚ࡋࡲࡗ

㸫1㹼㸫0.5

3

8

2

3

࡚ࡣ㸪ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚࠺ࡲࡃᶵ⬟ࡋ࡚࠸

㸫1.5㹼㸫1

3

3

3

3

࡞࠸㒊ศࡢᢳฟࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿ㸬

㹼㸫1.5

1

0

1

1

⮬ศ࡛ࣀ࣮ࢺࢆసᡂࡋ㸪ࡑࢀࢆ⏝࠸ࡿࡇࡀ

୍⯡㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡣ㸪ᡂ⦼ࡢᏛ⏕ᑐ

┿㔜せ࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤ㸪⣙  ࡢᏛ⏕␃ࡲ
ᩍ⛉᭩ࡸྠ⣭⏕ࡢࣀ࣮ࢺࢆ⏝࠸ࡓᏛ⏕ࡣ㸪
ୖୗ࡞࠸ࡋୖ୰ୗࡢ㞟ᅋศ㞳ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺

ࡽࡎ㸪ࢇࡍ࡚ࡢᏛ⏕ㄆ㆑ࡉࡏࡿࡋ
ࡃࡳࢆసࡿࡇࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬


࡛࠶ࡾ㸪ྠࡌഴྥࡀඛ㍮ࡽࡢ㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡓ
Ꮫ⏕ࡶ₯ᅾࡍࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡿ㸬⤒㦂ⓗゝ

[1]ࠕᅜᏛ⏕ㄪᰝࠖ㸦ᮾிᏛ Ꮫ⤒Ⴀ࣭

ࡗ࡚㸪ྠ⣭⏕ࡢࣀ࣮ࢺࡸඛ㍮ࡢ㈨ᩱࡣ㸪ୖᡭ

◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧

ά⏝ࡍࡿሙྜࡣᏛಟࡢຓࡅ࡞ࡿࡀ㸪ࡴ
ࡋࢁࡑࢀ౫Ꮡࡋ࡚ࢫ࣏ࣝࡉࢀࡿഴྥࡀᙉ
࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᩍ⛉᭩ࢆヨ㦂๓᪥ึ
ㄞࡍࢀࡤሗࡢከࡉΰࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸬ࡇ
࠺ࡋࡓ୧㠃ᛶࢆᣢࡘࢶ࣮ࣝࡣᑐ↷ⓗ㸪⮬
ศ࡛ࣀ࣮ࢺࢆసᡂࡋ࡚ࡑࢀࢆ⏝࠸ࡓᏛ⏕ࡢศ
ᕸࡣṇつศᕸࡽୖ᪉ࡺࡀࡳࢆᣢࡕ㸪⥲ࡌ
࡚ຠᯝⓗ࡞Ꮫಟࡀ࡛ࡁࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇ࠺
ࡋࡓᏛ⩦ࡢ㉁ࡢᡂ⦼ࡢᙳ㡪ࡣᏛಟ㛫ࡼ

− 75 −

Ꮫ⩦ᡂᯝ࣭ຠᯝ

ᐃ

ึᖺḟᩍ⫱ࡢຠᯝ㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ
̿ึᖺḟᩍ⫱ࡀᅾᏛពᛮ࣭యⓗᏛಟែᗘ࠼ࡿᙳ㡪ࡘ࠸࡚̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚึぢᗣ⾜㸦࠸ࢃࡁ᫂ᫍᏛ㸧
                                   
㸯㸬ࡣࡌࡵ

4㸬௬ㄝ

 ᮏሗ࿌࡛ࡣ㸪ึᖺḟᩍ⫱ࡀࠕᅾᏛពᛮࠖࡸ

 ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᨵၿࡸึᖺḟᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࢆ

ࠕయⓗᏛಟែᗘࠖ࠼ࡿᙳ㡪ࡘ࠸࡚ሗ

᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪ึᖺḟᩍ⫱ࡢຠᯝࢆ

࿌ࢆ⾜࠺㸬ࡲࡓ㸪ᡂᯝㄢ㢟ゐࢀ㸪ࣉࣟࢢ

ࡓ㸬ලయⓗࡣ㸪ึᖺḟᩍ⫱ࢆ㏻ࡋ࡚⫱ᡂࡉ

࣒ࣛᨵၿࡸึᖺḟᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿࡓ

ࢀࡿࠕࢫࢱࢹ࣭ࢫ࢟ࣝࠖ㸪
ࠕᑐே㐺ᛂឤࠖ㸪
ࠕ

ࡵࡢᐇ㊶࡞ࡿࡇࡀᮏሗ࿌ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿ㸬

Ꮫࡢឡ╔ࠖࡀ㸪ᮏᏛࡀ┠ⓗࡍࡿࠕᅾᏛព



ᛮࠖࡸࠕయⓗᏛಟែᗘࠖࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪

㸰㸬ၥ㢟ព㆑

ࢆ࠼࡚࠸ࡿࡢࡘ࠸࡚㸪ᐃ㔞ศᯒࢆ⾜ࡗ

 ᒣ⏣࣭ᮡ㇂㸦2008㸧ࡼࢀࡤ㸪ึᖺḟᩍ⫱

ࡓ㸬ᮏ◊✲ࡢ௬ㄝࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬

ᐃࡋ

ࡣ㸪ձࢫࢱࢹ࣭ࢫ࢟ࣝ⣔㸪ղࢫࢳ࣮ࣗࢹࣥ
ࢺ࣭ࢫ࢟ࣝ⣔㸪ճ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪մᑓ

H1㸸
ࠕࢫࢱࢹ࣭ࢫ࢟ࣝࠖࡣ㸪
ࠕయⓗᏛಟែ

㛛ᩍ⫱ࡢᑟධ㸪յᏛࡧ⯡ࡢᑟධࢆ┠ⓗ

ᗘࠖ᭷ព࡞ṇࡢᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ

ࡍࡿࡶࡢ㸪նሗࣜࢸࣛࢩ࣮㸪շ⮬ᰯᩍ⫱㸪

H2㸸
ࠕᑐே㐺ᛂឤࠖࡣ㸪
ࠕᅾᏛពᛮࠖ᭷ព࡞

ո࢟ࣕࣜࢹࢨࣥ㸪ࡢ 8 㡿ᇦศ㢮ࡉࢀ㸪

ṇࡢᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ

Ꮫࡢ≉ᛶࡸㄢ㢟ᛂࡌ࡚㸪⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ᐇ

H3㸸
ࠕᏛࡢឡ╔ࠖࡣ㸪
ࠕᅾᏛពᛮࠖࠕ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᮏᏛ࠾࠸࡚ࡣ㸪㏆ᖺ㸪୰㏵

యⓗᏛಟែᗘࠖ᭷ព࡞ṇࡢᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ

㏥Ꮫ⋡ࡀ 4㹼5ࡢ㧗Ỉ‽࡛᥎⛣ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ึ
ᖺḟᩍ⫱ࢆᑟධࡋ㸪Ꮫ⏕άࡢ࡞⛣⾜

 ௨ୖࡢ௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪

Ꮫಟពḧࡢྥୖࢆᅗࡿࡇ࡛㸪᪩ᮇ㏥Ꮫ⪅

ࠕࢫࢱࢹ࣭ࢫ࢟ࣝࠖ㸪ࠕᑐே㐺ᛂឤࠖ㸪ࠕᏛ

ࢆῶࡽࡍࡇࡀႚ⥭ࡢㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬

ࡢឡ╔ࠖࡀ㸪
ࠕᅾᏛពᛮࠖࡸࠕయⓗᏛಟែ
ᗘࠖᙳ㡪ࢆ࠼ࡿᅉᯝࣔࢹࣝࢆ௬ᐃࡋ㸪ඹ

㸱㸬ึᖺḟᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ

ศᩓᵓ㐀ศᯒࡼࡗ᳨࡚ウࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪㛫

 ୖグࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ㸪ᮏᏛ࡛ࡣ 2015

ࡢ⤒㐣ࡼࡿኚࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ㸪ྠࣔࢹࣝ

ᖺࡢᩍ㣴Ꮫ㒊㛤ㅮྜࢃࡏ㸪ึᖺḟᩍ⫱⛉┠

ࢆ๓ᮇ࣭ᚋᮇศసᡂࡋ㸪ẚ㍑᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ㸬

ࠕࣇࣞࢵࢩ࣮ࣕࢬࢭ࣑ࢼ࣮1࣭2ࠖࢆᑟධࡋࡓ㸬
ᑡேᩘไ㸦1 ࢡࣛࢫ 22 ྡ㹼23 ྡᑐࡋ㸪ᩍ

㸳㸬᪉ἲ

ဨ 3 ྡୖ⣭⏕ 1 ྡ㸧࡛ࡢࢡࣛࢫ㐠Ⴀࡀ≉ᚩ

ศᯒᑐ㇟ 2015 ᖺᗘᩍ㣴Ꮫ㒊ධᏛ⪅ 89 ྡ

࡛࠶ࡾ㸪ᮏᏛࡢᩍ⫱⌮ᛕࠕᡭሷࡅࡿᩍ⫱ࠖ

ㄪᰝᮇ㛫 2015 ᖺ 4 ᭶㹼2016 ᖺ 1 ᭶

ࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᖺ㛫 60 ࢥ࣐㸦๓ᚋᮇ

ㄪᰝ᪉ἲ ⣬፹యࡼࡿ 8 ᅇࡢࢧ࣮࣋ㄪᰝ

30 ࢥ࣐ࡎࡘ㸧ࢆᐇࡋ࡚࠾ࡾ㸪ୖグ 8 㡿ᇦࡢ

⏝ᑻᗘ ࠕయⓗᏛಟែᗘࠖࡣ⏿㔝࣭⁁ୖ

ෆ㸪նሗࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆ㝖࠸ࡓ࡚ࡢෆᐜࢆ

㸦2013㸧 ࠕᑐே㐺ᛂࠖࡣฟཱྀ࣭ྜྷ⏣㸦2005㸧

ྵࢇࡔ⥲ྜࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࡇࡀ㸪ᮏᏛึ

ࡑࡢࡢᑻᗘࡣᮏ௳ྜࢃࡏ࡚సᡂࡋࡓ

ᖺḟᩍ⫱ࡢࡁ࡞≉ᚩ࡛࠶ࡿ㸬

ͤᐇ㝿ࡢศᯒ࡛ࡣ㸪1 ᅇ┠ 4 ᅇ┠㸦๓ᮇ㸧㸪5 ᅇ┠
 8 ᅇ┠㸦ᚋᮇ㸧ࡢᕪศ್ࢆ⏝ࡋ SEM ࢆ⾜ࡗࡓ

− 76 −

Ꮫ⩦ᡂᯝ࣭ຠᯝ

ᐃ

6㸬⤖ᯝ

࡞ࡗࡓ㸬Ꮫ࠾ࡅࡿᑐே㐺ᛂᅾᏛពᛮࡀ

 ඹศᩓᵓ㐀ศᯒࡢ⤖ᯝ㸪࡞ኚᩘࡢ㛵㐃

ูಶࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡣ㸪⯆῝࠸⤖ᯝ࡛࠶

ࣔࢹࣝ㐺ྜࡣ㸪௨ୗࡢᅗ 1㸪2 ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬

ࡿ㸬3 ࡘ┠ࡢ࣏ࣥࢺࡣ㸪
ࠕᏛࡢឡ╔ࠖࡣ
ࠕయⓗᏛಟែᗘࠖᙳ㡪ࢆ࠼࡞࠸࠸࠺
Ⅼ࡛࠶ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪Ꮫࡀዲࡁ࡛࠶ࡿ࠸࠺
ឤᏛಟពḧࡣูಶࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪Ꮫ
ឡ╔ࡀ࠶ࡿࡽ࠸ࡗ࡚Ꮫಟពḧࡀ㧗ࡲࡿࢃ
ࡅ࡛ࡣ࡞࠸ゝ࠼ࡿ㸬ྠᵝ㸪
ࠕᅾᏛពᛮࠖࡣ㸪
๓ᮇࡣࠕయⓗᏛಟែᗘࠖ᭷ព࡞ᙳ㡪ࢆ
࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪ᚋᮇࡣຠᯝࡀᾘኻࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᚋ

ᅗ 1㸸࡞ኚᩘ⩌ࡢ㛵ಀ㸦๓ᮇ㸧

ᮇධࡿ㸪ᅾᏛࡍࡿྰ࠸࠺ពᛮ㸪
యⓗᏛಟࡍࡿ࠺ࡣ㸪ูಶࡢၥ㢟
ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ᥎

ࡉࢀࡿ㸬᭱ᚋ

ὀ┠ࡍࡁⅬࡣ㸪๓ᮇᚋᮇࡢኚ࡛࠶ࡿ㸬
๓ᮇࡣᚋᮇẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡞ࣃࢫࡀከ࠸ࡀ㸪
ᚋᮇ࡛᭷ព࡞ࡶࡢࡣࠕࢫࢱࢹ࣭ࢫ࢟ࣝࠖ
ࡽࠕయⓗᏛಟែᗘࠖࡢࣃࢫࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓ㸬
ᅗ 2㸸࡞ኚᩘ⩌ࡢ㛵ಀ㸦ᚋᮇ㸧

ᮏ⤖ᯝࡢࡳุ࡛᩿ࡍࡿࡇࡣฟ᮶࡞࠸ࡀ㸪๓



ᮇᚋᮇ࡛ࡣࠕᅾᏛពᛮࠖࡸࠕయⓗᏛಟែ

ศᯒࡢ⤖ᯝ㸪ࣔࢹࣝࡢ㐺ྜᗘࡣ࠸ࡎࢀࡶ㧗࠸

ᗘࠖᙳ㡪ࢆཬࡰࡍኚᩘ⮬యࡀኚࡋ࡚࠾ࡾ㸪

ᩘ್ࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ㸬ࡲࡓ㸪ୖグ⤖ᯝࡼ

ᮇࡼࡗ࡚Ꮫ⏕ࡢືᶵࡅ᪉ἲࢆኚ࠼࡚࠸

ࡾ H1 ࡣᨭᣢࡉࢀࡿ⤖ᯝ࡞ࡗࡓ㸬ࡋࡋ㸪

ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡿ㸬ゝࡍࢀࡤ㸪

H2 ࡣᨭᣢࡉࢀࡎ㸪H3 ࡘ࠸࡚ࡣ㸪୍㒊㸦๓

Ꮫ⏕άࡢ୰࡛Ꮫ⏕⮬㌟ࡶ⤯࠼ࡎኚ࣭ᡂ㛗

ᮇࡢᅾᏛពᛮࡢࡳ㸧ᨭᣢࡉࢀࡿ⤖ᯝ࡞ࡗࡓ㸬

ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᙼ࣭ᙼዪࡽࡢኚྜࢃࡏ࡚㸪
ᥦ౪ࡍࡿᏛಟෆᐜࡸືᶵࡅࡢᡭἲࢆኚ࠼࡚

7㸬⪃ᐹ

࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬

 ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡽ㸪 5 ࡘࡢⅬࡀ⪃ᐹࡉ
ࢀࡿ㸬1 ࡘࡣ㸪ึᖺḟᩍ⫱ࡢ┠ⓗࡢ 1 ࡘ࡛࠶

8㸬㝈⏺ㄢ㢟

ࡿࠕయⓗᏛಟែᗘࠖࡢ⫱ᡂࡘ࠸࡚㸪
ࠕࢫࢱ

 ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺ㄢ㢟ࡘ࠸࡚㸪௨ୗࡢ 2 Ⅼ

ࢹ࣭ࢫ࢟ࣝࠖࡀ୍㈏ࡋ࡚᭷ព࡞ṇࡢᙳ㡪ࢆ

ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬1 ࡘࡣ㸪ࢧࣥࣉࣝࢧࢬࡢᑠ

ཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿ㸬ලయⓗ࡞Ꮫಟ

ࡉࡉ࡛࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣᩍ㣴Ꮫ㒊᪂ධ⏕ 89 ྡ

ࢫ࢟ࣝ㸦ሗ᳨⣴ἲ㸪࣏࣮ࣞࢺసᡂ㸪ࣉࣞࢮ

ࡢࡳࢆᑐ㇟ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᚋࡣࢧࣥࣉࣝ

ࣥἲ㸪᪥ᮏㄒࣜࢸࣛࢩ࣮㸪ࣟࢪ࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥ

ࢧࢬࢆࡁࡃࡋ㸪⤖ᯝࡢಙ㢗ᛶጇᙜᛶࢆ

ࢢ࡞㸧ࡢྥୖࡀ㸪యⓗᏛಟࡢពḧࢆྥ

㧗ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬2 ࡘ┠ࡣ㸪ᚋࡢ◊✲ࢸ

ୖࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇࡀ᥎

ࡉࢀࡿ㸬2 ࡘ┠ࡢ࣏

࣮࣐ࡋ࡚㸪๓ᮇ࣭ᚋᮇࡢኚࢆ᭦᳨ウࡋ

ࣥࢺࡣ㸪ࠕᑐே㐺ᛂឤࠖࡣ㸪ࠕᅾᏛពᛮࠖ

࡚࠸ࡃࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬๓ᮇ࣭ᚋᮇࡢኚ

᭷ព࡞ᙳ㡪ࢆ࠼࡞࠸࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿ㸬ᮏ◊

ࡀఱࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿࡢ㸪ኟᏘఇᴗ

✲࡛ࡣ㸪Ꮫෆ࠾ࡅࡿே㛵ಀࡢᙧᡂࡸ㐺

୰ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢆࡢࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡃࡁ㸪

ᛂឤࡣ㸪ᅾᏛពᛮ᭷ព࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ௬

࡞ࡢၥࡣ㸪ึᖺḟᩍ⫱ࡢ㉁ࢆ᭦ྥୖࡉ

ㄝࢆ❧࡚ࡓࡀ㸪ᮏ௬ㄝࡣᨭᣢࡉࢀ࡞࠸⤖ᯝ

ࡏࡿࡓࡵࡢ㔜せ࡞ࢸ࣮࣐࡞ࡾᚓࡿࡔࢁ࠺㸬
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Ꮫᤵᴗ࠾ࡅࡿⓎ⾲ࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡᑐࡍࡿ
Ꮫ⏕ࡢཷࡅṆࡵ᪉㛵ࡍࡿ◊✲
̿༠ྠసᴗㄆ㆑ᑻᗘ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡᑐࡍࡿホ౯ࡢ㛵㐃̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚຍ⸨ࡳࡎࡁ㸦ἲᨻᏛᏛ㝔㸧
࣭⸨⏣ဴஓ㸦ἲᨻᏛ㸧
                                   
せồࡉࢀࡓ୕ࡘࡢせ⣲㸪⌜ࡢ࢜ࣜࢪࢼࣝせ

㸯㸬ၥ㢟┠ⓗ
࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ㸦UXEULF㸧ࡣ㸪⡿ᅜ࡛㛤Ⓨࡉ

⣲㸧ࠖ㸪
ࠕࣞࢪ࣓ࣗ㸦HJ ᚲせ࡞ሗࡀグ㍕ࡉࢀ

ࢀࡓᏛಟホ౯ࡢᇶ‽ࡢసᡂ᪉ἲ࡛࠶ࡾ㸪ホ౯

࡚࠸ࡿ㸧ࠖ㸪
ࠕ㉁ᛂ⟅㸦HJ ㉁ၥᑐࡋ࡚

Ỉ‽࡛࠶ࡿࠕᑻᗘࠖ㸪ᑻᗘࢆ‶ࡓࡋࡓሙྜ

⟅࠼ࡽࢀࡿ㸧ࠖࡢ  ࡘࡢほⅬࡽ⾜ື

ࡢࠕ≉ᚩࡢグ㏙࡛ࠖᵓᡂࡉࢀࡿ㸦୰ኸᩍ⫱ᑂ

グ㏙ᩥ㸦HJ ᩍᐊࡢ୍␒㐲ࡃ㞳ࢀࡓ⪺ࡁᡭ

㆟㸪㸧ࠋ࣏࣮ࣞࢺࡸࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪

ࡶ༑ศ⪺ࡇ࠼ࡿࡁࡉࡢኌ࡛㸪᪩ཱྀ࡞ࡿ

ࢢ࣮ࣝࣉάືࡢ⮬ᕫホ౯࣭┦ホ౯࠸ࡗࡓ

ࡇ࡞ࡃヰࡏࡿ㸧ࡼࡗ࡚  ẁ㝵࡛ホ౯ࡍࡿ

ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ➼ࡢᐃᛶⓗ࡞ホ౯ྥࡃࡉ

ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ࢀ㸪ホ౯⪅࣭⿕ホ౯⪅ࡢㄆ㆑ࡢඹ᭷ࡀྍ⬟

 ㉁ၥ⣬ D ༠ྠసᴗㄆ㆑ᑻᗘ 㛗℈࣭ᏳỌ࣭

࠸ࡗࡓ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿ㸦Ἀ㸪㸧ࠋ

㛵⏣࣭⏥ཎ㸦㸧ࡀసᡂࡋࡓ  㡯┠ࡽ࡞

ᮏ◊✲ࡣ㸪ึᖺḟᩍ⫱⛉┠୰ࡢ⌜άື࡛ࡢ

ࡿ㉁ၥ⣬ࢆ⏝ࡋ㸪⛅Ꮫᮇ㸦ᚋᮇ㸧ࡢึᅇᤵ

Ⓨ⾲ᑐࡍࡿホ౯᪉ἲࡋ࡚ࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ

ᴗ࠾ࡼࡧ᭱⤊ᅇᤵᴗ࡛

ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ⏕㸪᭷ຠᛶࡢㄆ▱ࡸࢥࢫࢺឤ

ἲ࡛ホ౯ࡉࢀࡓࠋ

ᐃࡋࡓࠋ㡯┠ࡣ  ௳

࡞ࡢホ౯ࢆồࡵ㸪࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࣮ࣝࣈࣜ

E ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡᑐࡍࡿホ౯ ࣮ࣝࣈࣜࢵ

ࢵࢡࡼࡿホ౯ࢆࡢࡼ࠺ཷࡅṆࡵ࡚࠸ࡿ

ࢡࢆ㓄ࡋࡓ㝿㸪ྛ⌜࡛⮬ᕫホ౯ࡍࡿࡼ࠺

ࡢࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᅇࡣ㸪

ᩍ♧ࡋࡓࠋ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡᑐࡍࡿ᭷ຠᛶ㸦HJ

Ꮫ⏕ࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡᑐࡍࡿホ౯㸪ᐇ㝿

ホ౯ᇶ‽⾲ࡣᙺ❧ࡘ㸪ホ౯ᇶ‽⾲ࡣⓎ⾲ࡢ

Ⓨ⾲๓࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆ☜ㄆࡋࡓ㢖ᗘ㸪࠾ࡼ

ᨵၿ᭷ຠ㸧㸪ࢥࢫࢺឤ㸦HJ ホ౯ᇶ‽⾲ࢆぢ

ࡧᤵᴗ࠾ࡅࡿ༠ྠᏛ⩦ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࡢ

ࡿࡢࡣ㠃ಽ㸧㸪ጇᙜᛶ㸦HJ Ⓨ⾲ࡢᡂᯝࢆ㐺ษ

㛵㐃ࡘ࠸࡚᫂ࡽࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ

ホ౯࡛ࡁࡿ㸪⣡ᚓ࡛ࡁࡿ㸪ホ౯ᇶ‽⾲ࡣ᫂

㸰㸬᪉ἲ

☜࡛࠶ࡿ㸧࠸࠺  㡯┠ࡽ࡞ࡾ㸪ဨࡢⓎ

ศᯒᑐ㇟ ἲᨻᏛᚰ⌮Ꮫ⛉  ᖺ⏕ᑐ㇟ࡢ

⾲┤ᚋ  ẁ㝵࡛ホᐃࢆồࡵࡓࠋ

ึᖺḟᩍ⫱⛉┠ࠕᇶ♏ࢮ࣑ ,,࡛ࠖᐇࡉࢀࡓࠋ

F ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ☜ㄆᅇᩘ Ⓨ⾲๓ࡢ‽ഛࡢ

⛅Ꮫᮇ㸦ᚋᮇ㸧⌜άືࢆ⾜࠸㸪ᅇࡢⓎ⾲

㝿㸪࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆࡢ⛬ᗘ☜ㄆࡋࡓ

㸦ᵓⓎ⾲࣭ᮏⓎ⾲㸧ࡀホ౯ࡢᑐ㇟࡞ࡗࡓࠋ

㛵ࡍࡿ㸪☜ㄆࡢࢱ࣑ࣥࢢ 㸦ࣞࢪ࣓ࣗ‽ഛ

Ⓨ⾲ㄢ㢟ࡣࠕᏛࡢ࣮࢜ࣉࣥ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛㸪

ࣞࢪ࣓ࣗసᡂ୰Ⓨ⾲⦎⩦୰㸧î☜ㄆయேᩘ

㧗ᰯ⏕ࡇࡢᏛࡢᚰ⌮Ꮫ⛉ࡢ㨩ຊࢆఏ࠼ࡿࠖ

㸦୍ே⌜㸧ࡢ  㡯┠ࡽ࡞ࡾ㸪ྠࡌࡃ  ẁ

࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡓࡍ࡚

㝵㸦 ᅇ㸫 ᅇ௨ୖ㸧࡛ホᐃࢆồࡵࡓࠋ

ࡢ㉁ၥ⣬ᅇ⟅ࡋࡓ  ྡࢆศᯒᑐ㇟ࡋࡓࠋ

㸱㸬⤖ᯝ⪃ᐹ

࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᮏⓎ⾲ࡢᅇ

 ᑻᗘࡢᵓᡂ ༠ྠసᴗㄆ㆑ᑻᗘࡢ  㡯┠

๓࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆ㓄ࡋ㸪ࡑࢀᑐࡍࡿホ

ᑐࡋ࡚㸪⛅Ꮫᮇึᅇ࣭᭱⤊ᅇࡈᅉᏊศ

౯ࢆồࡵࡓࠋ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡣ㸪ࠕⓎ⾲ࡢ᪉

ᯒ㸦᭱ᑬἲ㸪ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿㸧ࢆ⾜࠸㸪㛗

㸦HJ 㛫㓄ศ㸪ヰࡋ᪉㸧ࠖ㸪
ࠕⓎ⾲ෆᐜ㸦HJ

℈㸦㸧ྠᵝ㸪༠ྠຠ⏝㸪ಶேᚿྥ㸪
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ᜨᠱᛕࡢ  ᅉᏊࢆᢳฟࡋࡓࠋึᅇ᭱⤊ᅇ࡛

⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉࡛㸪ᜨᠱᛕᚓⅬࡢ┦

ඹ㏻ࡢᅉᏊྵࡲࢀࡓ㸪༠ྠຠ⏝  㡯┠㸪ಶ

㛵㛵ಀࡽࡣ㸪ึᅇࡢⅬ࡛ᠱᛕᚓⅬࡢప࠸

ேᚿྥ  㡯┠㸪ᜨᠱᛕ  㡯┠ࡢึᅇ࣭᭱⤊

Ꮫ⏕㸪࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡣᙺ❧ࡘホ౯ࡋ࡚

ᅇࡢᖹᆒホᐃ್ࢆᑻᗘᚓⅬࡋࡓࠋࡇࢀࡽ

࠸ࡿࡀ㸪᭱⤊ᅇ࡛ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞㛵㐃ࡀぢࡽ

ࡢᑻᗘᚓⅬ㸪࣮ࣝࣈࣜࢵࢡᑐࡍࡿホ౯㸪

ࢀ࡞࠸ࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ

☜ㄆᅇᩘ㛫ࡢ┦㛵ಀᩘࢆồࡵࡓ㸦⾲ 㸧ࠋ

࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ☜ㄆᅇᩘ༠ྠసᴗㄆ㆑㛫ࡢ

࣮ࣝࣈࣜࢵࢡᑐࡍࡿホ౯༠ྠసᴗㄆ㆑

┦㛵 ⛅ᏛᮇึᅇࡢᜨᠱᛕᚓⅬ㸪
ࠕࣞࢪࣗ

ᑻᗘ㛫ࡢ┦㛵 ༠ྠຠ⏝ᚓⅬ࠾࠸࡚ࡣ㸪
ࠕホ

࣓ࡢⓎ⾲‽ഛ୰㸦୍ே㸧ࠖࡢ㛫㸪᭷ព࡞㈇

౯ᇶ‽⾲ࡣⓎ⾲ࡢᨵၿ᭷ຠࠖࡢ㡯┠ࡢ㛫

ࡢ┦㛵㸦r 㸧ࡀぢࡽࢀ㸪᭱⤊ᅇࡢಶேᚿྥ

㸪⛅Ꮫᮇึᅇ㸦r 㸧
࣭᭱⤊ᅇ r  ࡶ㸪

ᚓⅬࠕࣞࢪ࣓ࣗసᡂ୰㸦୍ே㸧ࠖࡢ㛫᭷

᭷ព࡞ṇࡢ┦㛵ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪⛅Ꮫᮇึ

ព࡞ṇࡢ┦㛵ࡀᚓࡽࢀࡓ㸦r 㸧ࠋ୍ே࡛ࣞࢪ

ᅇࡢࠕホ౯ᇶ‽⾲ࡣ᫂☜ࠖࡢ㡯┠ࡢ㛫ࡣ

࣓ࣗసᡂ୰࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆ☜ㄆࡋࡓᅇᩘࡀ

᭷ព࡞㈇ࡢ┦㛵ࡀぢࡽࢀࡓ r  ࠋ

ከ࠸Ꮫ⏕ࡣ㸪୍ேࡢసᴗࢆዲࡴഴྥࡀ࠶ࡿࡇ
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

୍᪉࡛㸪ಶேᚿྥᚓⅬ࠾࠸࡚ࡣ㸪⛅Ꮫᮇ
ึᅇ࣭᭱⤊ᅇࡶ࡚ࡢ㡯┠㛫࡛᭷ព࡞┦

ࡲࡓ㸪᭷ព࡞┦㛵ࡀᚓࡽࢀࡓ㡯┠ࡣ㸪࠸ࡎ

㛵ࡣᚓࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪⛅Ꮫᮇึᅇࡢ

ࢀࡶಶே࡛ࡢసᴗ࡛࠶ࡗࡓࡽ㸪ಶேసᴗ

ᜨᠱᛕᚓⅬ࠾࠸࡚㸪
ࠕホ౯ᇶ‽⾲ࡣᙺ❧ࡘࠖ

ࡣ⮬㌟ࡢホ౯ᇶ‽Ᏻࢆぬ࠼ࡿ࣮ࣝ

ࡢ㛫᭷ព࡞㈇ࡢ┦㛵ࡀ㸦r 㸧㸪
ࠕホ౯ᇶ

ࣈࣜࢵࢡࢆཧ↷ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀ

‽ࢆぢࡿࡢࡣ㠃ಽࠖࡢ㛫᭷ព࡞ṇࡢ┦㛵

ࡿࠋ୍᪉࡛㸪⌜άືࡢࡁࡣ㸪⌜ဨྠኈࡢࡸ

ࡀぢࡽࢀࡓ㸦r 㸧ࠋ

ࡾྲྀࡾホ౯ࡢほⅬࡀከ㠃ⓗྵࡲࢀࡿࡓࡵ㸪

༠ྠຠ⏝ᚓⅬࡢ┦㛵㛵ಀࡽ㸪ึᅇ࠶ࡿ

࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆཧ↷ࡍࡿᚲせᛶࢆឤࡌ࡞࠸ࡢ

࠸ࡣ᭱⤊ᅇࡢⅬ࡛༠ྠసᴗࡢ᭷ຠᛶࢆឤࡌ

࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

࡚࠸ࡓᏛ⏕ࡣ㸪࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡀⓎ⾲ࡢᨵၿ

࡞ᘬ⏝ᩥ⊩

᭷ຠ࡛࠶ࡿホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ

㛗℈ ᩥ࣭ᏳỌ ᝅ࣭㛵⏣ ୍ᙪ࣭⏥ཎ ᐃᡣ

ࡓࡔ㸪᫂☜ࡉࡣ㈇ࡢ┦㛵ࡀᚓࡽࢀࡓࡇ

  ༠ྠసᴗㄆ㆑ᑻᗘࡢ㛤Ⓨ ᩍ⫱
ᚰ⌮Ꮫ◊✲㸪57

ࡽ㸪࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢෆᐜࡣ㸪⌜άືࢆホ౯ࡍ
ࡿࡣ᫂░࡛࠶ࡿุ᩿ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸

⾲  ⛅Ꮫᮇึᅇ࣭᭱⤊ᅇ࠾ࡅࡿ༠ྠసᴗㄆ㆑ᑻᗘ㸪
࣮ࣝࣈࣜࢵࢡᑐࡍࡿホ౯࠾ࡼࡧ☜ㄆᅇᩘ㛫ࡢ┦㛵ಀᩘ㸪ᖹᆒ㸪SD
⛅Ꮫᮇึᅇ

㉁ၥࡢᑐ㇟

㡯┠

༠ྠ
ຠ⏝

ಶே
ᚿྥ

ᜨ
ᠱᛕ

༠ྠ
ຠ⏝

ಶே
ᚿྥ

ᖹᆒ
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ホ౯ᇶ‽⾲ࡣᙺ❧ࡘ
ホ౯ᇶ‽⾲ࢆぢࡿࡢࡣ㠃ಽ
࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ Ⓨ⾲ࡢᨵၿ᭷ຠ
ᑐࡍࡿホ౯ Ⓨ⾲ࡢᡂᯝࢆ㐺ษホ౯࡛ࡁࡿ
ホ౯ᇶ‽⾲⣡ᚓ࡛ࡁࡿ
ホ౯ᇶ‽⾲ࡣ᫂☜
ࣞࢪ࣓ࣗసᡂ‽ഛẁ㝵 ୍ே
ࣞࢪ࣓ࣗసᡂ‽ഛẁ㝵 ⌜
࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ ࣞࢪ࣓ࣗసᡂ୰ ୍ே㸧
☜ㄆᅇᩘ
ࣞࢪ࣓ࣗసᡂ୰ ⌜

⛅Ꮫᮇ᭱⤊ᅇ



ᜨ
ᠱᛕ


 

ᖹᆒ
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ึᖺḟ࠾ࡅࡿᡂ⦼ホ౯ᑐࡍࡿᏳࡢ⤒ⓗኚ
̿ホ౯ᙧᘧࡢ㐪࠸╔┠ࡋ࡚̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ ୰ᕝ ⳹ᯘ㸦ἲᨻᏛᏛ㝔ேᩥ⛉Ꮫ◊✲⛉㸧
࣭⸨⏣ ဴஓ㸦ἲᨻᏛᩥᏛ㒊㸧

                                   
㸯㸬ၥ㢟┠ⓗ

 ㉁ၥ⣬ 㑅ᢥᘧࡢ㉁ၥ㡯┠㸦 ௳ἲ㸪ྛሙ

 ึᖺḟ࠸࠺ẁ㝵࠾ࡅࡿᏛ⏕ࡣ㸪ࡑࢀࡲ

㠃  㡯┠ࡎࡘ㸧㸪⮬⏤グ㏙㸦ྛሙ㠃  㡯

࡛㧗➼Ꮫᰯ࠾࠸࡚Ꮫࢇ࡛ࡁࡓෆᐜ㸪ヨ㦂ࡢ

┠㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋᅇ⟅ࡢ㝿ࡣ㸪WLPH  ࡢࡳ㸪

ᙧᘧ㸪ᡂ⦼ホ౯࠸ࡗࡓᵝࠎ࡞ほⅬ࠾࠸࡚㸪

ࠕ㧗ᰯ௦ࡢᐃᮇ㸦୰㛫࣭ᮇᮎ㸧ヨ㦂ࠖ㸪ࠕ

ࡁ࡞㌿ࢆྥ࠼࡚࠸ࡿ࠸࠼ࡿࠋ'DQLHOV

Ꮫ࡛ᚋཷࡅࡿᐃᮇヨ㦂ࠖ㸪ࠕᏛࡢᤵᴗ࡛

6WXSQLVN\ 3HNUXQ +D\QHV 3HUU\

 1HZDOO

ᚋᥦฟࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺࣏࣮ࣞࢺࠖ㸪ࠕᏛࡢᤵᴗ

㸦㸧ࡣ㸪㧗➼Ꮫᰯࡣ␗࡞ࡿ᪂ࡋ࠸⎔ቃ

࡛ᚋ࠾ࡇ࡞࠺࡛࠶ࢁ࠺Ⓨ⾲ࠖ࠸ࡗࡓ  ࡘ

࠾࠸࡚㸪ឤࡀ┠ᶆ࡞ࡢኚᩘᑐࡋ࡚ᙳ

ࡢሙ㠃ࡑࢀࡒࢀࡘ࠸࡚ᅇ⟅ࢆồࡵ㸪WLPH 

㡪ࢆཬࡰࡋࡸࡍࡃ㸪ࡘᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍࡃ࡞

௨㝆ࡣ㧗ᰯ௦ࡢᐃᮇヨ㦂ࢆ㝖࠸ࡓ  ሙ㠃

ࡿ࠸࠺Ⅼゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋࡾࢃࡅ㸪࠶ࡿ

࠾࠸࡚ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋᏳࢆ

⛬ᗘᙧᘧࡢഴྥࡀᅛᐃࡉࢀࡓ㧗➼Ꮫᰯࡢᐃ

&DVVDG\

ᮇヨ㦂ẚ㍑ࡋ࡚㸪Ꮫ࡛ࡣᐃᮇヨ㦂ࡢᙧᘧ

㸦HJ ࢸࢫࢺ࡛⟅࠼ࡽࢀ࡞࠸ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ㸪

ࡢከᵝࡸ㸪࣏࣮ࣞࢺ࣭Ⓨ⾲࠸ࡗࡓከᒱ

㢌ࡢ୰ࡀ┿ࡗⓑ࡞ࡗࡓ㸧ࠋᑐ㇟ᤵᴗࡣ≉ᐃࡢ

ரࡿᡂ⦼ホ౯ࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᡂ⦼ホ౯㝿

ᤵᴗ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㧗ᰯ  ᖺ㛫㸪࠶ࡿ࠸ࡣᏛ 

ࡍࡿᏳࡣ㸪ືᶵ࡙ࡅࡸᏛ⩦⾜ື㸪ᡂ⦼࠸

ᖺ㛫ࢆయⓗᤊ࠼ࡓ࠺࠼࡛ࡢᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ

ࡗࡓᵝࠎ࡞せᅉ㛵㐃ࢆ♧ࡍ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

⮬⏤グ㏙࡛ࡣ㸪
ࠕୖグࡢ㉁ၥ㡯┠௨እ࡛㸪࠶࡞

 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᐃᮇヨ㦂࣭࣏࣮ࣞࢺ࣭Ⓨ⾲

ࡓࡀᏳឤࡌ࡚࠸ࡓࡇࡘ࠸࡚㸪௨ୗࡢ

࠸ࡗࡓ  ✀㢮ࡢホ౯ᙧᘧ╔┠ࡋ㸪Ꮫ  ᖺ

ᯟෆ  ࡘ᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࠸࠺ᩍ♧ࡢࡶ

⏕ࡢᏳࡀࡢࡼ࠺⏕㉳ࡋ㸪ኚࡋ࡚࠸ࡃ

࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ

ᐃࡍࡿᑻᗘࡣ㸪

 -RKQVRQ  ࢆ ཧ ⪃  స ᡂ ࡋ ࡓ

ࡢࢆ᫂ࡽࡍࡿࠋᏛ  ᖺ⏕ࡢᏳࡢ⤒
ⓗኚࡢᐇែࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇ࡛㸪ࡁ

㸱㸬⤖ᯝ⪃ᐹ

࡞⎔ቃࡢኚ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡢධࡸ㸪

 ྛኚᩘࡢグ㏙⤫ィ㔞┦㛵ࢆ Table 1 

㐺ษ࡞ᣦᑟ㈉⊩ࡋ࠺ࡿ▱ぢࢆᚓࡿࡇࡀྍ

㸦㧗ᰯᐃᮇヨ㦂ࡢ M = 3.21, SD = 1.31㸧㸪⮬

⬟࡞ࡿ⪃࠼ࡿࠋ

⏤グ㏙⤖ᯝࢆ Table 2 ♧ࡍࠋ┦㛵ಀᩘࡣ



ࡰ࡚ࡢኚᩘ㛫࡛୰⛬ᗘ௨ୖࡢ᭷ព࡞ṇࡢ┦

㸰㸬᪉ἲ

㛵ࡀࡳࡽࢀ㸪Ꮫ 1 ᖺ⏕ࡢホ౯ᑐࡍࡿᏳ

 ཧຍ⪅ Ꮫ  ᖺ⏕  ྡ㸦⏨ᛶ  ྡ㸪ዪ

ࡀ㸪ᮇࡸホ౯ᙧᘧࢆၥࢃࡎಶேෆ࡛࠶ࡿ⛬

ᛶ  ྡ㸧ࢆㄪᰝᑐ㇟ࡋ㸪 ᅇࡢ

ᗘ୍㈏ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡋࡋ㸪WLPH

ᐃ࡚

ᅇ⟅ࡋࡓᏛ⏕  ྡࢆศᯒᑐ㇟ࡋࡓࠋ


 ࠾ࡅࡿヨ㦂Ⓨ⾲㸦r = p㸧ࡢࡼ

ᐃᮇ  ᖺᗘࢆᑐ㇟㸪 ᖺ  ᭶

࠺㸪ᙅ࠸ṇࡢ┦㛵␃ࡲࡿ⤖ᯝࡶࡳࡽࢀࡓࠋ

㸦௨ୗ WLPH 㸧㸪 ᖺ  ᭶㸦௨ୗ WLPH㸧㸪

 ᮇ 㸦WLPH㸧ホ౯ᙧᘧ 㸦ᐃᮇヨ㦂࣭

 ᖺ  ᭶㸦௨ୗ WLPH㸧㸪 ᖺ  ᭶㸦௨

࣏࣮ࣞࢺ࣭Ⓨ⾲㸧ࡢཧຍ⪅ෆ  せᅉศᩓศᯒ

ୗ WLPH㸧ࡢィ  ᅇ

ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡇࢁ㸪స⏝ࡀ᭷ព࡛࠶ࡗ

ᐃࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ

− 80 −

Ꮫ⩦ᡂᯝ࣭ຠᯝ

ᐃ

ࡓ㸦F  p㸧ࠋ༢⣧ຠᯝ᳨ᐃࢆ

ࡢㄪᰝᑐ㇟࡞ࡗࡓึᖺḟᩍ⫱ࡢᤵᴗ࠾࠸

࠾ࡇ࡞ࡗࡓ⤖ᯝ㸪Ⓨ⾲࠾ࡅࡿᮇࡢ༢⣧

࡚㸪time3 ࡽ time 4 ࡢᮇⓎ⾲ࢫ࢟ࣝࢆ

ຠᯝࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ㸦WLPH !㸧ࠋࡲࡓ㸪WLPH

㌟ࡘࡅࡓࡇࢆᫎࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸪WLPH㸪WLPH ࠾ࡅࡿホ౯ᙧᘧࡢ༢⣧

 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᵝࠎ࡞ホ౯ᙧᘧᑐࡍࡿᏳ

ຠᯝࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ㸦ヨ㦂 ࣏࣮ࣞࢺⓎ⾲㸧ࠋ

ࡢ⤒ⓗኚࡢᐇែࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋᚋࡣ㸪

୍᪉㸪time 4 ࠾ࡅࡿホ౯ᙧᘧࡢ༢⣧ຠᯝ

ᮏ◊✲ࡢ⮬⏤グ㏙ࢆཧ⪃㸪Ᏻࡢ㉁ⓗ࡞ศ

ࡣ᭷ព࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ 

ᯒࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡶ㸪㐩ᡂ┠ᶆࡸືᶵ࡙ࡅ

 ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣ㸪Ꮫ 1 ᖺ⏕ࡗ࡚㸪
ࠕⓎ

࠸ࡗࡓᏛ⩦㛵㐃ࡍࡿኚᩘࡢ㛵㐃ࡸ㸪ኚ

⾲ࠖ࠸࠺ホ౯ᙧᘧࡀヨ㦂࣭࣏࣮ࣞࢺࡼࡾࡶ

ᩘ㛫ࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋ㸪Ꮫ 1 ᖺ⏕ࡢ

ᮍ▱ࡢせ⣲ࡀᙉࡃᏳࡀ㧗࠸୍᪉࡛㸪ᮏ◊✲

Ᏻࢆࡼࡾヲ⣽᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠸࠼ࡿࠋ

7DEOH
ྛᮇ㸦WLPH䠅࠾ࡅࡿྛホ౯ᙧᘧ㛫ࡢᏳᚓⅬࡢグ㏙⤫ィ㔞┦㛵 ྍ⬟ᚓⅬ⠊ᅖN 
M

SD
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p p  p<䚷WLPH ᖺ᭶㸪WLPH  ᖺ᭶㸪WLPH ᖺ᭶㸪WLPH  ᖺ᭶

7DEOH

ྛᮇ㸦WLPH㸧࠾ࡅࡿ㸪ྛホ౯ᙧᘧᑐࡍࡿᏳ㛵ࡍࡿ⮬⏤グ㏙
ᐃᮇ
WLPH

WLPH

WLPH

WLPH

ヨ㦂䛾✀㢮

⮬⏤グ㏙

㧗ᰯᐃᮇヨ㦂

࿘ࡾࡢࡳࢇ࡞ࡀࡢࡃࡽ࠸࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢࢆ⪃࠼ࡿᏳ࡞ࡗࡓ

Ꮫᐃᮇヨ㦂

ࡣࡌࡵ࡚ࡢࢸࢫࢺࡀࢇ࡞ᙧᘧ࡛ฟࡿࡢᏳ

Ꮫ࣏࣮ࣞࢺ

࣏࣮ࣞࢺࡢ᭩ࡁ᪉㸪ᩥ❶ࡢ㐺ษ࡞᭩ࡁ᪉ࡀࡲࡔࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛Ᏻ

ᏛⓎ⾲

ࡲ࡛ከࡃࡢேࡢ๓࡛Ⓨ⾲ࡋࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࡢ࡛ᚰ㓄

Ꮫᐃᮇヨ㦂

ຮᙉࡋࡓࡇࡀࡁࡕࢇᫎࡉࢀࡿࡀᚰ㓄

Ꮫ࣏࣮ࣞࢺ

᭩࠸࡚࠸ࡿෆᐜࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡎࢀ࡚࠸࡞࠸

ᏛⓎ⾲

ࢸ࣮࣐ࡑࡗࡓⓎ⾲ࡀࡕࡷࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠺

Ꮫᐃᮇヨ㦂

༢ࡀࢀࡿⅬᩘ㐩ࡋ࡚࠸ࡿ

Ꮫ࣏࣮ࣞࢺ

ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࣏࣮ࣞࢺࡢෆᐜ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ

ᏛⓎ⾲

⮬ศࡢఏ࠼ࡓ࠸ࡇࡀࡋࡗࡾఏࢃࡗ࡚࠸ࡿᏳ࡞ࡿ

Ꮫᐃᮇヨ㦂

ࢸࢫࢺࡢⅬࡀྜ᱁Ⅼ㐩ࡋ࡚࠸ࡿ࠺

Ꮫ࣏࣮ࣞࢺ

࣏࣮ࣞࢺࡢ᭩ࡁ᪉ࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸࡞࠸

ᏛⓎ⾲

⪺ࡁᡭఏࢃࡿࡼ࠺㸪ෆᐜࢆᵓᡂ࡛ࡁ࡚࠸ࡿᏳ࡞ࡿ

ὀ«WLPH ᖺ᭶䠈WLPH ᖺ᭶䠈WLPH ᖺ᭶䠈WLPH ᖺ᭶

− 81 −

ᤵᴗࢹࢨࣥ

ࢡࣜࢸ࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢࡢ⫱ᡂ࠾ࡅࡿࢺࣆࢵࢡࡢ㔜せᛶ

                           ࠙Ⓨ⾲⪅ࠚᑠᯘ ♸ஓ㸦㛵すᏛᏛ㝔㸧
                                   
ࡘ࡞ࡆࡓୖ࡛ࠊ⊂⮬ࡢ᪂ࡓ࡞▱㆑ࢆ⏕ࡳฟ

㸯㸬ၥ㢟タᐃ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛ࠾ࡅࡿᤵᴗᨵၿᚲせ࡞

ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࡣࠊᏛ⏕ࡀ≉ᐃࡢ

せ⣲ࡋ࡚ࠊᵽཱྀ┤ᏹࡣࠊࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢ⫱ᡂ

㡿ᇦࡔࡅ࡛࡞ࡃ」ᩘࡢ㡿ᇦࡽࢺࣆࢵࢡࢆ⏕

ࢆᣦࡋࡓࠋ≉ࠊሗศᯒࡼࡗ࡚ၥ㢟Ⅼ

ᡂ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ᛮ࠺ࠋ

ࢆぢฟࡋ࡚ࠊၥ㢟ゎỴᚲせ࡞せ⣲ࢆᢳฟࡋ

ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊᏛ࡛ࡢ୍⯡ᩍ⫱⛉

ࡓࡾࠊ⪅㆟ㄽࡍࡿ㝿┦ࡢᙇࡢ▩┪

┠ࡢᤵᴗᐇ㊶ࢆ᳨ウࡍࡿࡇࡼࡗ࡚Ꮫ⏕ࡀ

ࢆᣦࡋ࡞ࡀࡽྜ⌮ⓗ࡞ࢆ⏕ᡂࡍࡿࡁ

యⓗ࠸ࢺࣆࢵࢡࢆ⏕ᡂࡋࠊࡑࡇࡽ

ࠊࢡࣜࢸ࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢ㸦critical

௬ㄝࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࡘ࠸࡚᫂☜ࡋࡓ࠸ࠋ

thinking㸧ࡀᚲせ࡛࠶ࡿㄝ᫂ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟Ꮫศ⛉Ꮫᩍ

㸰㸬ᡂᯝᚋࡢㄢ㢟
ᮏⓎ⾲࡛ࡣࠊ࢚ࢽࢫࡢࢺࣆࢵࢡᴫᛕ╔┠

⫱㒊ࡶࠊࠕᏛ࠾࠸࡚ࠗ⟅࠼ࡢ࡞࠸ၥ
㢟࠘ࢆⓎぢࡋ࡚ࡇࡢཎᅉࢆ⪃࠼ࠊ᭱ၿゎࢆᑟ

ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡀࢡࣜࢸ࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢ࠾࠸

ࡃࡓࡵᚲせ࡞ᑓ㛛ⓗ▱㆑ཬࡧỗ⏝ⓗ⬟ຊࢆ

࡚ࡢࡼ࠺ࢺࣆࢵࢡࢆ⏕ᡂࡋ࠺ࡿࢆศᯒ

㘫࠼ࡿࠖ⟅⏦ࡍࡿࠋࡇࡢ⟅⏦࡛㔜せ࡞ࡢ

ࡋ㸪᫂ࡽࡋ࡚ࡁࡓࠋ≉㸪Ꮫ⏕ࡀࢡࣜࢸ

ࡣࠊᏛ⏕⮬㌟ࡀᏛᩍ⫱࠾࠸࡚ࠕ⟅࠼ࡢ࡞

࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢ࠾࠸࡚ࢺࣆࢵࢡࢆ⮬ຊ࡛

࠸ၥ㢟ࠖࢆⓎぢࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ

⏕ᡂࡍࡿ࠸࠺ၥ㢟ព㆑ࡢࡶ࡛ࠊᩍဨᑟ

ࡣࠊᏛ⏕ࡀࠊ♫ࡢᵝࠎ࡞㇟ࡢ࡞࡛ఱࡀ

ࡼࡿၥ࠸ࡢᥦ♧ࡀ࡞ࡃ࡚ࡶࠊᏛ⏕ࡀయⓗ

ၥ㢟ࢆㄆ㆑࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀ

᪥ᖖࡢ⏕ά⤒㦂Ꮫᰯࡢᩍ⛉▱㆑ࢆ⤖ࡧ

ࡗ࡚ࠊᚋᏛᩍ⫱࡛ࢡࣜࢸ࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥ

ࡘࡅ࡚᪂ࡓ࡞ࢺࣆࢵࢡࢆ⏕ࡳฟࡍྍ⬟ᛶࡘ

ࢢࡢ⫱ᡂࡀࡉࡽ㔜せ࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ

࠸࡚ㄽࡌࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪Ꮫ⏕ࡣࠊᡤᒓࡍࡿᏛ

Ⓨ⾲⪅ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛୰➼ᩍ⫱ẁ㝵

㒊Ꮫ⛉ࡢᑓ㛛㡿ᇦࡲࡓࡣ≉ᐃࡢ㡿ᇦ౫ᣐࡋ

ࡢࢡࣜࢸ࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢ࠾ࡅࡿࠕࢺࣆࢵ

࡞࠸ࢡࣜࢸ࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢ⬟ຊࢆ⩦ᚓ࡛ࡁ

ࢡ㸦topic㸧ࠖࡢ⏕ᡂࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋࡇࡇ࡛

ࡓࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ࡉࡽࠊࡲࡔ㆟ㄽࡢవᆅࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࡢၥ

ࡣࠊࢺࣆࢵࢡࡢ⏕ᡂࡢྍ⬟ᛶࢆ᫂ࡽ࡛ࡁ
ࡓࡶࡢࡢࠊࢡࣜࢸ࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢࡢࢸ࣮࣐

࠸ࡢゎỴྥࡅࡓᏛ⩦άືࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ♧ࡋ

ࡸࡑࢀ㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡀᩍᖌᑟ࡞ࡗ࡚࠸

ࡓࠋᩍဨࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡇࢀࡘ࠸࡚ࢇ

ࡓࠋࡇࢀࡣࠊᏛ⩦ෆᐜࡀᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᇶ࡙

㛵ࡋ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࠊᩍဨࡣࠊᏛ⏕ࡀ

ࡃࡇࡼࡿࠋࡋࡋࠊ㧗➼ᩍ⫱࡛ࡣࠊᏛ⏕

ึࡵ࡚ᤵᴗෆᐜࡸウㄽࠊ࣏࣮ࣞࢺㄢ㢟࡛ၥ࠸

⮬㌟ࡀᏛࡧࡓ࠸ෆᐜࢆỴᐃ࡛ࡁࡿࠋ≉ࠊࣉ

ࢆᢪࡃሙྜࠊᑟࡋ࡚ᣦᑟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ

ࣟࢪ࢙ࢡࢺᆺᤵᴗ࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡀయⓗᤵᴗ

ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᅇᑐ㇟ࡋࡓᩍဨࡣࠊࡑ࠺ࡋ

࡛ᢅ࠸ࡓ࠸ࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ

࡞ࡗࡓ௦ࢃࡾࠊLAࡀᏛ⏕ࡢᏛࡧࡢࣆ

ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡣࠊ༢ᩍဨࡽᩍᤵࡉࢀ

ࡢᙺࢆᢸ࠼ࡿࡼ࠺ᤵᴗࢆࢹࢨࣥࡋࠊᏛ

ࡿෆᐜࢆࡑࡢࡲࡲ⩦ᚓࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡇࡢ

⏕ࡀ⮬ศࡢຊ࡛ၥ࠸ࢆᢪࡅࡿࡼ࠺⮫ᶵᛂኚ

ෆᐜࢆࢡࣜࢸ࢝ࣝᤊ࠼ࠊ⮬㌟ࡢ⯆㛵ᚰ

ࣄࣥࢺࢆᥦ♧ࡋ⥆ࡅࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
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ࠊᑐ㇟ࡋࡓᤵᴗࡣࠊᩍဨࡀࢫ࢟ࣝࡋ࡚

ᮦࢆ⊂⮬࡛㛤Ⓨࡋࠊᤵᴗ࡛ά⏝ࡍࡿࠋ࠼

ࢡࣜࢸ࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢࢆᣦᑟࡋ࡞࠸ࠊ᪂ࡓ

ࡤࠊᩘᏛࡢᤵᴗ࡛ᅉᩘศゎࡢෆᐜࢆᢅࡗࡓᤵ

࡞ࢡࣜࢸ࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢ⫱ᡂࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ♧

ᴗࡣࠊ࣐ࢧࢳ࣮ࣗࢭࢵࢶᕤ⛉Ꮫࡸࣁ࣮ࣂ࣮

ࡏࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࢁ࠺ࠋ

ࢻᏛ࡞ࡢேẼᤵᴗ୪⾜ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡢ⬟

୍᪉࡛ࠊᅇᑐ㇟ࡋࡓᤵᴗ࠾ࡅࡿࢺࣆ
ࢵࢡࡢ⏕ᡂྥࡅࡓᩍᮦࡢ㑅ᐃࡀࠊᏛ⏕⮬㌟

ຊࡲࡓࡣࢽ࣮ࢬᛂࡌࡓᤵᴗࡋ࡚ࡁ࡞ព
⩏ࢆࡶࡘࡢ࡛ࡣ࡞ࢁ࠺ࠋ
ࡉࡽࠊᅇᑐ㇟ࡋࡓᤵᴗ࠾࠸࡚Ꮫ⏕

ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ▱㆑ࡸᛮ࠸ࡘࡁ࠸࠺㝈ᐃⓗ࡞
⠊ᅖ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࢀᑐࡋ࡚ࠊᅇᑐ㇟

ࡢ⬟ຊᛂࡌࡓMOOCsࡢࣅࢹ࢜ᩍᮦࡢసᡂ

ࡋࡓᩍဨࡀྛࢢ࣮ࣝࣉࢆᅇࡾࠊ⮬㌟ࡢ⤒㦂ㄯ

࡛㔜せ࡞ࡿࡢࡣࠊᩍဨࡔࡅ࡛࡞ࡃᏛ⏕ࡶࠊ

ࡸࡇࢀࡲ࡛ࡢ▱㆑ࢆ⤂ࡲࡓࡣゎㄝࡋࡓࡇ

ᤵᴗ࡙ࡃࡾᦠࢃࡿࡇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᮏ◊✲

ࡣࡁ࡞ព⩏ࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢࡼ

༶ࡋ࡚࠸࠺ࠊᤵᴗ࡛㔜せ࡞ᙺࢆᢸࡗࡓ

࠺࡞▱㆑ࡸゎㄝࢆᤵᴗ㛫ෆࢢ࣮ࣝࣉ

LAࡀᤵᴗ࡛ㄒࡾᑾࡃࡏ࡞ࡗࡓ▱㆑ࡢෆᐜ

ᥦ౪ࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᏛ⏕ࡀ

ࢆゎㄝࡋࠊࡇࡢෆᐜࢆᩍဨࡀᵓ㐀ࡋ࡚ㄝ᫂

ᵝࠎ࡞▱㆑ࢆḧࡋ࠸㝶ཧ↷ࡋࠊධᡭ࡛

ࡍࡿࡼ࠺࡞ᤵᴗ࡙ࡃࡾࡀࡑࢀ࠶ࡓࡿࠋࡋࡓ

ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࡣࠊᤵᴗ࠾ࡅࡿウㄽࡸ

ࡀࡗ࡚ࠊᩍဨࡢᏛၥⓗ▱㆑ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊLA

ၥ࠸ࡢタᐃࡢࡓࡵࡢሗ㞟࡛㔜せ࡞ࢁ

ࡀᏛ⏕ࡢぢ᪉࡛ᩚ⌮ࡋࡓ▱㆑ࡶ♧ࡏࡿᛮ

࠺ࠋ

࠺ࠋ

ᅇࡣ⣬㠃ࡢ㒔ྜୖྲྀࡾୖࡆࡿࡇࡣ࡛ࡁ

ᚋࡢ◊✲࡛ࡣࠊᮏ✏࡛⪃ᐹࡢᑐ㇟ࡋࡓ

࡞ࡗࡓࡀࠊሗࢯ࣮ࢫࢆά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢࢶ

Ꮫ⏕ᩘࡣ 2 ྡ࡛ᩘࡋ࡚༑ศ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺

࣮ࣝࡋ࡚ὀ┠ࡋࡓ࠸ࡢࡀࠊMOOCs࡛࠶

ၥ㢟ࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊࡉࡽከࡃࡢཷㅮ⏕ࢆ

ࡿࠋMOOCsࡣࠊMassive Open Online

࠼ࡿᤵᴗࢆᑐ㇟ࡋ࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

Coursesࡢ␎⛠࡛ࠊ᪥ᮏㄒ࡛つᶍබ㛤࢜ࣥ
ࣛࣥㅮᗙࢆヂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ୍⯡ⓗ
Ꮫࡢᤵᴗࡀ࡛࢜ࣥࣛࣥබ㛤ࡉࢀࠊࢿࢵ
ࢺୖ࡛ୡ⏺୰ࡢேࡀ↓ᩱ࡛ཷㅮ࡛ࡁࡿㅮᗙ
ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢㅮᗙ࡛ࡣࠊୡ⏺ࡢྛ
Ꮫࡀࡶࡘ᭱ඛ➃ࡢ◊✲ෆᐜࡽேᩥ⛉Ꮫࠊ♫
⛉Ꮫࠊ⮬↛⛉Ꮫࡢᇶ♏⌮ㄽ㛵ࡍࡿᤵᴗࡲ
࡛ከᵝ࡞ᤵᴗࡀ㓄ಙࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊࡇࡢᤵᴗࡢ࡞ࡣ㠀ᖖ㧗ᗘ࡞
ෆᐜࢆྵࡴࡶࡢࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊᏛ⏕ࡢ࡞ࡣ
ࡑࢀࡽࡢᤵᴗࢆά⏝࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚ࠊୡ⏺୰ࡢᏛࡽ㓄ಙࡉࢀࡿᤵᴗ
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಶࠎࡢᏛࡢᏛ⏕࠶ࡗࡓᤵ
ᴗࢆྵࡴࣅࢹ࢜ᩍᮦࢆ㛤Ⓨࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡼ
࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡇࡢྲྀ⤌ࡣࠊEࢸࣞ㸦2013ᖺ12᭶28᪥ᨺ
㏦㸧ࡼࡿࠊ࣓ࣜ࢝ࡢࢧࣥࣀࢮᕞ❧Ꮫ
࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࢧࣥࣀࢮᕞ❧ᏛࡣࠊᏛ⏕
ࡢ⬟ຊᛂࡌࡓMOOCs㢮ఝࡋࡓࣅࢹ࢜ᩍ
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ࠕ࣐ࢻ࢟ࡢᏛ⏕ࢫࢵࢳࢆධࢀࡿࡣ㸽ࠖ

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ㯮⏣⚽㞝㸦ᮾிᐩኈᏛ㸧
                                   
㸯ࠊึࡵ㸸⚾ࡣࠊ♫ேࡽᏛே㌿⫋

ᕫ⤂ࡶࡲࡲ࡞ࡽ࡞࠸≧ἣ࡛ࡍࠋࡑࡇ࡛ࠊ

ࡋ࡚ࠊᖺ࡛㸯㸰ᖺ┠࡞ࡿࠋึᖺḟᩍ⫱ࠊ

ࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆά⏝ࡋ࡚ࠊヰ࡛ࡁࡿ

ᑓ㛛ࢮ࣑ࠊᑓ㛛⛉┠㸦⤒Ⴀᡓ␎ㄽ㸧ࢆᢸᙜࡋ

⎔ቃ㸦✵㛫㸧ࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ᭱ึࡢෆᐜࡋ࡚

࡚࠸ࡿࠋึᖺḟᩍ⫱ࡣࠊ▷ᮇᏛ㸶ᖺࠊ㸲ᖺ

ࡣࠊே୍⤌࡛ࠕᕫ⤂ࠖࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿࠋ

⏕Ꮫ㸲ᖺࡢྜィ㸯㸰ᖺ࡛࠶ࡿࠋᑓ㛛ࢮ࣑ࡶ

ࡲࡎࡣࠊ⪅⮬ศࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࠊࡣࡌࡵ

ྠᵝࡢᖺ᭶ᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ᴗே

ཱྀ࡚ࢆࡁ࠸ࡓேࡽ⮬ศࢆ⤂ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ

ࡽᏛே㌿⫋ࡋࡓᩍဨࡢ┠ࡽぢࡓࠕ࣐

ࡳ࡞⮬ศࡢࡇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⪅ࢆ⤂ࡍࡿࡓ

ࢻ࢟ࡢᏛ⏕ࢫࢵࢳࢆධࢀࡿࡣ㸽ࠖࢆ㢟

ࡵࡩࡊࡅࡎ┿ᑐᛂࡍࡿࠋࡘࡲࡾࢡ

ᮦࡋ࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ⚾ࡢᑓ㛛ࢮ࣑ࡽࡢ༞ᴗ

ࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊᤵᴗࢆࡲࡌ

⏕ࡣྜィ㸰㸲㸮ྡࠊ㐍㊰Ỵᐃ⪅ࡣ㸰㸰㸰ྡࠊ

ࡵ  ྲྀ ࡾ ⤌ ࡳ 㞟 ୰ ࡍ ࡿ ࡇ  ࢆ  ᚓ ࡍ ࡿ ࠋ  

㐍㊰ᐃ⋡㸷㸰㸬㸳㸣࡛࠶ࡿࠋ

୍ᗘ㞟୰ࡍࢀࡤࠊࡑࡢ࠶࡛ࠊࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ

㸰ࠊ

⫱ࢆࡋ࡚ࡶᩥྃࡣฟ࡚ࡁࡲࡏࢇࠋ᭱ึࡽࠊ

⤖ㄽ㸸᭱ึࠊ⤖ㄽࢆ᭩ࡃࠋ⤖ㄽࡣ

ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࢆᐇࡍࡿࠊᏛ⏕ࡽࡢព

ḟࡢ㸱Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸯㸧࣐ࢻ࢟ࡢᏛ⏕ࡣࠊ≉ࠊึᖺḟᩍ

ぢ࡛ࡣࠊ㧗ᰯᩍ⫱ࡢᘏ㛗࡛࠶ࡿࡼ࠺ឤࡌࡽ

⫱ࡀ㔜せࠋ
㸦ࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ᭷ຠά⏝

ࢀពḧࡀୖࡀࡽ࡞࠸ࡢࡇࠋ㧗ᰯ࡛ࡶࠊ

ࢳ࣮࣒ࣅࣝࢹࣥࢢࡀᚲ㡲㸧ࡑࡢࡓࡵࡣࠊ

ࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿᏛᰯࡶ࠶

ᩍဨࡢࡁୖࡀࡿ⇕ᩍᤵຊࡀᚲせ࡞ࡿࠋ

ࡾࠊᏛࡢᤵᴗࡢ㐍Ṍࡢ࡞ࡉኻᮃࢆឤࡌ࡚

㸦㸰㸧
ࠕᑓ㛛ࢮ࣑ࠖࡢᏛ⏕ࡣᴗゼၥ࣭ゼၥ

࠸ࡿࡇࡶከ࠸ࠋẖᅇ㐪ࡗࡓࢡࢸࣈ࣮ࣛ

ྲྀᮦ࡛ࠊ⌧ᐇ♫ゐࢀྜࢃࡏࡿࡇ่࡛⃭

ࢽࣥࢢࢆᑟධࡋࠊࡑࡢ┠ⓗࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࡇ

ࢆཷࡅࡉࡏࡓ⤖ᯝ࡛ⴭࡋࡃᡂ㛗ࡍࡿࠋ
㸦*07 

࡛ࠊ⪅ࡢ๓࡛ヰࡇࢆぬ࠼ࠊࢡࣛࢫ࣓ࣥࣂ

ࡣࠊᆅඖᴗࡢ␎ࠋ*07࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝᴗࡢ

࣮ࡢ⼥ࡀᅗࡽࢀࡿࠋࡔࢇࡔࢇࢳ࣮࣒ࣅ

ࡕࡽࡢᴗ◊✲ゼၥྲྀᮦ࡛ࡶᵓࢃ࡞࠸ࡀ㸧

ࣝࢹࣥࢢࡀฟ᮶ୖࡀࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡍࠋ࠼

㸦㸱㸧ㅮ⩏⛉┠ࡶࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ

ࡤࠊ$ ࡉࢇࡀ࠾ఇࡳ࡛ࡶࠊᏛ⏕ࡢ௰㛫ࡽ $ ࡉ

ࣉࣞࢮࣥࢆᑟධࠋ᪂ࡋ࠸௰㛫ࡢ༠ྠᤵᴗ࡛ࠊ

ࢇࡀయㄪⰋ࡛࠶ࡿࡢሗࡀᩍဨࡢ⚾ධ

᪂ࡋ࠸どⅬࢆாཷࡉࡏࠊ᪂ࡋ࠸⪃࠼᪉ࡢ᪉ἲ

ࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋ
㸦ཧ⪃㸸⚾ࡢ㸯㸮ᖺ┠ࡢᇶ♏₇

ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇẼࡏࡿࠋ

⩦࡛ࡢฟᖍ⋡ࡣࠊ࣭⛅Ꮫᮇ㏻⟬࡛㸷㸱㹼㸷

㸱ࠊㄽⅬ㸯㸸
ࠕ࡞ࡐึᖺḟᩍ⫱ࠊࢡࢸࣈ

㸲㸣㸧ḟࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆᐇࡍࡿ

࣮ࣛࢽࣥࢢࢳ࣮࣒ࣅࣝࢹࣥࢢࡀᚲせ࡞ࡢ

ୖ࡛ࡣࠊᩍဨࡢᩍᤵຊࡀၥࢃࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ

㸽ࠖࡶࡕࢁࢇࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࢆྰᐃࡍࡿࡘ

ᤵᴗෆᐜࡀᖹ㠃ⓗ࡞ᩍ࠼᪉࡛ࡣࠊࢡࢸࣈ

ࡶࡾࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡼࡾࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࡢຠ

࣮ࣛࢽࣥࢢࡀ᭷ຠά⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀឤࡌࡽ

ᯝࢆୖࡆࡿࡓࡵࡶࠊࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ

ࢀࡿࠋᏛᩍဨせồࡉࢀࡿࡘࡢࠊᩍ

ࡢ᭷ຠά⏝ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

⫱㸦⇕㸧◊✲㸦ᡂᯝ㸧ࡢ୰࡛ࡢᩍᤵຊ࡛

ᏛධᏛࡣࠊࡃぢ▱ࡽࡠ௰㛫㐼㐝ࡍ

ࡍࠋᏛࡢ⤌⧊ࡢ୰࡛ࠊᇶ♏₇⩦ࢆᩍ࠼ࡿᩍ

ࡿࠋㄡヰࡋࡅ࡚ࡼ࠸ࡶࡢศࡽࡎࠊ⮬

ဨྠኈ࡛ࡢࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢྲྀࡾ⤌

− 84 −

ᤵᴗࢹࢨࣥ
ࡳࡢពぢࡸᤵᴗ᪉ἲࡢ◊✲ࡀᚲせ

㸦㸲㸧ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆㄪᩚࡋࠊᏛ⏕ࡔࡅ࡛ྲྀ
ᮦ⾜ࡃࠋ㸦ᩍဨࡣྠ⾜ࡏࡎࠋ㸧

࡞ࡿࠋ᭱ᚋࠊᩍဨ⮬㌟ࡢᩍ⫱ࡢ⤯࠼㛫
࡞࠸⇕ࢧ࣮ࣅࢫ⢭⚄ࢆᛀࢀ࡚ࡣ࠸ࡅࡲࡏ

㸦㸳㸧ྲྀᮦᚋࠊྲྀᮦෆᐜࡢ☜ㄆྲྀᮦࡢ

ࢇࠋ༢ᤵᴗࢆᤊ࠼ࡎࠊసᴗࡢࡼ࠺

┬ࢆࡋࠊྲྀᮦᑐࡍࡿ࠾♩≧ࢆసᡂ

ὶࡍࡸࡾ᪉࡛࠶ࡿࠊឤཷᛶࡢᙉ࠸Ꮫ⏕

ࡍࡿࠋ

ࡽࡣࠊඛ⏕ࡢ⇕ࡢ࡞ࡉࢆឤࡌྲྀࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠸

 ࡇࢀࡔࡅࡢࢫࢸࢵࣉ࡛ࠊ㸰᭶㹼㸱᭶

ࡲࡍࠋ

ࡾࡲࡍࠋ㸲᭶ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡋ࡚ࠊ㸴᭶ࡢ⤊

㸲ࠊㄽⅬ㸰㸸
ࠕᑓ㛛ࢮ࣑ࡢᏛ⏕ࠖࡢᑐᛂ࡛ࡍ

ࢃࡾࡽ㸵᭶ࡢึࡵࡅ࡚ゼၥྲྀᮦࡍࡿࡇ

ࡀࠊ*07㸦ᆅඖᴗ㸧࡛ࡶࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝᴗ࡛

ࡀྍ⬟࡞ࡿࠋࡇࡢゼၥ⤖ᯝࡣࠊ㸯㸰᭶ࡢ

ࡶࠊᴗ◊✲ࢆ༑ศࡋ࡚ࠊࡑࡢᑐ㇟ᴗ

㛤ദࡉࢀࡿࠕࢮ࣑Ⓨ⾲࡛ࠖ◊✲Ⓨ⾲ࡍࡿࠋ

ࡢྲྀᮦゼၥࢆࡋࡗࡾࡉࡏࡿࡇࡀ⫢せࠋᏛ

㸳ࠊㄽⅬ㸱㸸
ࠕㅮ⩏⛉┠ࠖࡶࢡࢸࣈ࣮ࣛ

⏕ࡣࠊ⌧ᐇ♫ࡢ♫ேゐࢀྜ࠺ࡇ࡛ࠊ

ࢽࣥࢢࣉࣞࢮࣥࢆᑟධࡋࠊᤵᴗࢆࡋࡓ᪂

ᙳ㡪ࢆཷࡅࡑࡢ⤒㦂ࡀࡁ࡞่⃭࡞ࡾࠊⴭ

ࡋ࠸௰㛫ࡢ༠ྠᤵᴗ࡛ࠊᏛ⏕⮬㌟ࡀ᪂ࡋ࠸

ࡋࡃᡂ㛗ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ゝ࠺ᴗ◊✲ࡣࠊᑵά

どⅬࢆாཷࡍࡿࠋ

ᑐ⟇ࡢࡓࡵ࡛ࡣ࡞ࡃࡼࡾ῝࠸ᴗ◊✲࡛ࡍࠋ

⚾ࡢᢸᙜࡍࡿᑓ㛛⛉┠ࡢࠕ⤒Ⴀᡓ␎ㄽࠖࡢ

ࡇࡢయ㦂ࢆ✚ࢇࡔࠊ㯮⏣ࢮ࣑ࡢ㸲ᖺ⏕ࡣࠊᑵ

ㅮ⩏ࢆཷࡅࡿཷㅮ⏕ࡓࡕࢆ㸴ே㹼㸵ேࡢࢢࣝ

ά๓ྥࡁྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ୍⯡ⓗ࡞Ꮫ

࣮ࣉศࡅࢆࡍࡿࠋ
ࠕ%23 ࣅࢪࢿࢫࠖࡘ࠸࡚㸱

⏕ࡀࠊᑵά⾜࠺ᴗ◊✲ࡸᴗ⏺◊✲ࡣࠊ

ࢥ࣐◊✲ࡉࡏࠊࢢ࣮ࣝࣉෆࡢࡲࡵࢆ᭱⤊ࢥ

࡞ࡾ⾲㠃ⓗ࡞◊✲ࡀከࡃ࡞ࡿഴྥ࠶ࡿࠋ

࣐࡛ࣉࣞࢮࣥࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ᪂ࡋ࠸Ꮫࡓࡕ

ࡑࡢ⌮⏤ࡋ࡚ࡣࠊ㛫ࡢไ⣙ࡀ࠶ࡾࠊ࢚ࣥ

ඹ㏻ࡢࢸ࣮࣐ࢆ◊✲ࡋࠊὶࡍࡿࠋࡲࡉ

ࢺ࣮ࣜࢩ࣮ࢺࡸᒚṔ᭩సᡂࠊከࡃࡢ㛫ࢆ

ࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ᭷ຠά⏝࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ

ࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡽ࡛࠶ࡿࠋᑵάࡢᴗ◊

ࡼ࠺࡞ᙧᘧࡇࡑࡀࠊᚋࡢㅮ⩏ᙧᘧࡢᤵᴗࡢ

✲࠸ࡗ࡚ࡶᴗࡢ +3 ࢆぢࡿ⛬ᗘ࡞ࡗ࡚

୰ᑟධࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ

ࡋࡲ࠸ࠊࡑࡢᴗࡀᢪ࠼࡚࠸ࡿෆᅾⓗ࡞ၥ㢟

ࡢᙧᘧࡢᤵᴗࡣᏛ⏕ࡓࡕࡽࡢホุࡶⰋࡃࠊ

Ⅼࢆᢕᥱࡋ࡞࠸ࡲࡲ࡛ᑵ⫋άື࡛ࡢᴗゼၥ

᪂ࡋ࠸ேࡀ࡛ࡁࡓࡢヰࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ

㸴ࠊࡲࡵ

㸦ලయⓗᡭἲ㸧

 Ꮫே࡞ࡗ࡚㸯㸰ᖺ┠࡛࠶ࡿࠋᇶ♏₇⩦

㸦㸯㸧ᑐ㇟ᴗࡢᴗ⌮ᛕタ❧ࡢ⫼ᬒࢆ

ࡣ⌧ᙺࢆ㸯㸮ᖺࠊᒚಟ⤌ࢆ㸰ᖺᢸᙜࡋࡓࠋ

ㄪࡿࠋᴗ⌮ᛕࡣࠊࡑࡢ♫ࡢ♫㢼

ྠᑓ㛛ࢮ࣑ࡣ⌧ᅾࡲ࡛ᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ

ࡸ㞺ᅖẼࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡓࡵ

ࡢ୰ࡽࠊࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆά⏝ࡋࡓ

༑ศ◊✲ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

₇⩦ᤵᴗ㸦ࢮ࣑㸧ㅮ⩏⛉┠ࡢ࣏ࣥࢺࢆ

㸦㸰㸧ୖሙᴗ࡛࠶ࢀࡤࠊゼၥᴗࣛࣂ

ࡲࡵࡋሗ࿌ࡋࡓࠋ

ࣝᴗࡢᴗࣜࢫࢡࢆㄪࡿࠋࡑࡢෆ

᮶ᖺ㸱᭶࡛ࠊᐃᖺࢆ㏄࠼ࡿࡀࠊ࠾ୡヰ࡞

ᐜࡣࠊබ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿỴ⟬᭩ࡢ୰グ

ࡗࡓྛᏛࡢ௰㛫ࠊࢮ࣑⏕㸦⌧ᙺ࣭2%㸧ࠊࡑࡋ

㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛⣲᪩

࡚⚾ࢆᨭ࠼࡚ࡃࢀࡓᏛࡢ௰㛫ᐙ᪘࠸

ࡃㄪࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋ㸦⤊㸧

㸦㸱㸧ྲྀᮦ㉁ၥࡋࡓ࠸ࡇࢆ㸯㸮ၥ⛬



ᗘసᡂࡍࡿࠋྲྀᮦ๓ࠊࡑࡢ㉁ၥ⚊



ࡣྲྀᮦ┦ᡭ࠾㏦ࡾࡋࠊゼၥᴗࡢ



㓄៖ࢆ༑ศࡍࡿࠋ
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ேᩘ࣭ᩍᐊᤵᴗࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚
̿ᤵᴗࠕࢧ࣮ࣂࣥࢺ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࠖࡢᴫᛕࠕ༠ྠᏛ⩦ࠖࡢຠᯝࢆྲྀࡾධࢀ࡚̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ ᮡᶫᮅᏊ㸦ዪᏊᏛ㸧
                                   
㸯㸬ࡣࡌࡵ

࠸࠺ࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᚋ᪉

 ேᩘ࡛ᩍᐊࢆ⏝ࡋࡓᤵᴗࡢࢆᣲࡆ

ࡢᏛ⏕ࢆᕳࡁ㎸ࡴࡇࢆ␃ពࡋ࡚ࡢᤵᴗ㐠Ⴀ

ࡿࠋேᩘࡔࡽࡇࡑ㸪ࡢᤵᴗࡢᒎ㛤ࡸ㐠Ⴀ

ࡀ㸪ᩍᐊయࡢάẼ࡞ࡿணࡉࢀࡿࠋ

ࡶᩍဨࡗ࡚ᣮᡓ࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓ㓬㓮࡞

ၥ㢟ࢆศࡅ࡚⪃࠼ࡿ㸪ࡲࡎࠕᩍᐊࠖࡢ

ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡔࡀ㸪㏻ᖖࢧࢬ㸦 ே⛬

ሙྜࡣ㸪ࢧࢬᑐࡍࡿඞ᭹࡛࠶ࡿࠋᯈ᭩ࡸ

ᗘ㸧ࡣ␗࡞ࡿᕤኵࡸ‽ഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡉ

ࣃ࣏࣡ࡢᩥᏐࢆࡁࡃ㸪ኌࢆࡋ㸪Ṍࡁᅇ

ࡽᅔࡗࡓࡇ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞௵ົࡣ✺↛ࡸ

ࡿ㸪࡞ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᩍᐊࡢᚋࢁࡽᩍဨ

ࡗ࡚ࡃࡿࡇࡀከ࠸ࠋᏛ⏕ࢆ㣬ࡁࡉࡏ࡞࠸ࣜ

ࡀヰࡍࡢࡶⰋ࠸ຠᯝࡀ࠶ࡾࡑ࠺ࡔࠋࣉࣜࣥࢺ

ࢬ࣒ࡸ㸪༠ྠᏛ⩦ࡢຠᯝࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽ㸪 ே

ࡢ㓄ᕸࡶ㛫ࡀࡿࡢ࡛㸪ධᐊࡢ㝿Ꮫ⏕

ᑐ㇟ࡢᴫㄽ⛉┠ࢆᢸᙜࡋࡓᐇ㊶ࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋ

⮬㌟ࡀྲྀࡗ࡚࠸ࡃ࡞ᑠࡉ࡞‽ഛࡀ࠶ࡿⰋ

㸰㸬◊✲⫼ᬒ

࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ࠕேᩘࠖᑐࡋ࡚ࡣ㸪ሗࡢඹ᭷ࡀ⫢せ

࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ᭦᪂ࡸᏛ⏕ࡢ⯆ࡢࢩࣇࢺ㸪
ᩍဨ࣭ᩍᐊࡢ㊊࡞࡛㸪ேᩘࡢᤵᴗࢆ

ࡔࢁ࠺ࠋࢩࣛࣂࢫ㏻ࡾ㐍ࡴ㸪㐜้ᑐࡍࡿ

ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡿᶵࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔ

࣮ࣝࣝࡸㄢ㢟ሗ࡞ࡢ࿘▱࡛࠶ࡿࠋྡ๓ࢆ

ࢁ࠺ࠋ➹⪅ࡢົᰯ࡛ࡣࠕᴫㄽࠖࡸࠕධ㛛ࠖ

ࢇ࡛ࡢ㉁ၥࡶ╀Ẽࢆᢚ࠼㸪ὀពຊࢆ᪂ࡓ

⛉┠ᩍᐊࢆ⏝ࡋࡓᤵᴗࡀከ࠸ࠋ ᖺ

ࡍࡿຠᯝࡀ࠶ࡿ㐪࠸࡞࠸ࠋࢢ࣮ࣝࣉ࡛▷࠸

ᗘ๓ᮇ㛤ㅮࡢ୍⯡ᩍ㣴⛉┠࡛ࡣ㸪⛉┠ࢆၥࢃ

ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡢ㛫ࢆྲྀࡿ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛

ࡎ⣙ ࡀ  ே௨ୖࡢࠕᩍᐊࠖࢆ⏝ࡋ

ࡢឤࢆ᭩࠸ࡓࡶࡢࢆᥦฟࡍࡿ㸪࡞࿘ᅖࡢ

࡚㛤ㅮࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡓࠋ

Ꮫ⏕ࡢ่⃭ࢆቑࡸࡍᕤኵࢆࡋ㸪༠ྠᏛ⩦ࡢ

⏘ᴗ⬟⋡Ꮫࡢᯇᮧ㸦2007㸧ࡣ 140 ேࡢᤵ

ຠᯝࡶάࡏࡿ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ༠ྠᏛ⩦ࡘ࠸

ᴗ࡛㸪Ꮫ⏕ࡀᗙࡿᗙᖍ⨨ᡂ⦼㸪ᩍဨࡢ

࡚ࡣ㸪᪩✄⏣ᏛࡢᏲᮎ㸦㸧ࡣࣃࣈࣜࢵ

ホ౯ࡢ㛵㐃ࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋㅮ₇ᆺᤵᴗࡢ

ࢡࢫࣆ࣮ࢳࡢࢡࣛࢫ㸦⣙  ྡ㸧࡛Ꮫ⏕ྠኈࡀ

ሙྜ࡛㸪ᮇᮎヨ㦂ࡢᖹᆒⅬࡀ๓᪉ᚋ᪉࡛ࡣ

ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡼࡿᏛࡧࡀከ࠸ࡇࢆⓎ⾲

20 Ⅼ௨ୖࡶᕪࡀ࠶ࡾ๓᪉⤌ࡀࡿࡇ㸪ᚋ᪉

ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᗙࡗࡓᏛ⏕ᩍဨᑐࡍࡿホ౯ࡀཝࡋ࠸

㸱㸬࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉㄽ

ࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋᮾிᕤⱁᏛࡢᑠἑ

 ࢧ࣮ࣂࣥࢺ࣭࣮ࣜࢲ࣮㸦௨ୗ SL ␎㸧ࢩ

㸦2008㸧ࡣᒚಟ⪅ 218 ேࡢㅮ⩏ᆺᤵᴗ࡛㸪ᚋ

ࢵࣉㄽࡣࣅࢪࢿࢫ⏺࡛ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡢ⌮ほࡸ

㒊⨨╔ᖍࡍࡿᏛ⏕ࡢᑠࢸࢫࢺࡢྜィⅬࡀ

ጼໃࢆㄝ࠸ࡓࡶࡢ࡛㸪SL ࡼࡾ⋡࠸ࡿ࣓ࣥࣂ

୰ኸ╔ᖍࡍࡿᏛ⏕ࡢᑠࢸࢫࢺࡢྜィⅬ

࣮ෆⓎⓗ࡞ືᶵࡼࡾ⮬Ⓨⓗ࡞⾜ືࡀぢࡽ

ࡼࡾࡶప࠸ഴྥࡀ࠶ࡿ㸪◊✲⤖ᯝࢆ᫂ࡽ

ࢀࡿ㸪࠸࠺⌮ㄽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᴫᛕࢆఏ࠼ࡿ

ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୧ᤵᴗࡶ⮬⏤ᖍࢆ㑅ࡿㅮ

άືࢆࡋ࡚࠸ࡿ SL ࢩࢵࣉ༠࡛ࡣ㸪ᨭ㓄ⓗ

⩏ࢫࢱࣝࡔࡀ㸪ᚋ᪉ࡢᖍᗙࡿᏛ⏕ࡀࣔࢳ

࣮ࣜࢲ࣮ SL ᚑ࠺࣓ࣥࣂ࣮ࡢ⾜ືࡀ࠺

࣮࣋ࢩࣙࣥࡀపࡃ㸪ὀពࡀᩓₔ࡞ࡾࡀࡕࡔ

㐪࠺ࢆ⾲㸯ࡢࡼ࠺⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮ࣜࢲ࣮
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ࢆࠕᩍဨࠖ㸪࣓ࣥࣂ࣮ࢆࠕᏛ⏕ࠖ࠼ࡿ㸪

 ฟᖍࡣ࣮࢝ࢻ࣮ࣜࢲ࣮ࢢ࣮ࣝࣉ࡛グ㏙ᘧ

ᕥࢥ࣒ࣛࡢࠕᨭ㓄ⓗ࣮ࣜࢲ࣮ᚑ࠺࣓ࣥࣂ࣮

ࡢࡶࡢࢆ⏝ពࡋ㸪ᗙᖍࡣᏛ⡠⡙㡰ᗙᖍ⾲ࢆ

⾜ືࠖࡣ㸪ᨭ㓄ⓗᩍဨᚑ࠺Ꮫ⏕ࡢ⾜ື㸪

సᡂࡋᅛᐃࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ

ࡘࡲࡾ㸪ᩍဨࡀゝ࠺ࡇᚑࡗ࡚ࡢᤵᴗ࣭Ꮫ

ࡢ๓ࣜࣁ࣮ࢧࣝࢆ⾜࠸㸪ᩍဨࡀẼ࡙ࡁࢆ

⩦ែᗘ࡞ࡿࠋᚑ㡰ᮘྥࡗ࡚Ꮫ⩦ࡋ࡚

࠼ࡿ㛫ࢆࡶࡗࡓࠋ

࠸ࡿࡼ࠺ࡔࡀ㸪ᤵᴗእ࡛Ꮫ⩦ຠᯝࢆᮇᚅࡍࡿ

㸳㸬ㄪᰝ⤖ᯝ

ࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡑࢀᑐࡋ࡚㸪
ࠕSL ᚑ࠺࣓ࣥ

 Ꮫ⏕ࡀグධࡋࡓᤵᴗホ౯ࡸᏛᮇᮎ⾜ࡗࡓ

ࣂ࣮⾜ືࠖࡣᏛ⏕ࡢ⮬ᚊᏛ⩦ࢆಁࡍᤵᴗ࡛

FD ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㸪Ꮫ⏕㛫ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆሗ

࠶ࡾ㸪ᩍဨ࡞ࡿࠋ༠ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡣ㸪

࿌ࡍࡿࠋᩍᐊࡸேᩘ⏤᮶ࡍࡿⱞࡣ

SL ࡢ 10 ࡢ≉ᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ഴ⫈㸪ඹ

ࢇ࡞ࡗࡓࠋ

ឤ㸪Ẽ࡙ࡁ㸪ᇳᙺ࡞ࡢ≉ᛶࢆഛ࠼ࡿࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉㄽࢆ⏕ࡋ㸪㞟

ᘬ⏝ᩥ⊩

ᅋ࡛࠶ࡿᏛ⏕ࢆືࡍࡼ࠺࡞ᤵᴗ㐠Ⴀࡀ࡛ࡁ

ᑠἑ୍ோ࣭ᓥṊ࣭᳃ᮏ௦㸦2008㸧ࠕᏛ

࡞࠸ࡶࡢࡔࢁ࠺ࠋ



㸲㸬ᤵᴗ

  ᆺᤵᴗ࠘ࠊࠗཧຍᆺᤵᴗ࠘ࠊࠗᩍ⫱᪉ἲ࣭ᢏ

 1 ᖺ⏕ᑐ㇟ࡢ 2014 ᖺᚋᮇ 2015 ᖺᚋᮇ

  ⾡ࡢ⩦ᚓࢆ┠ᣦࡍᢏ⾡⩦ᚓᆺᤵᴗ࠘ࡢᐇ

⾜ࡗࡓࠕࣅࢪࢿࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᴫㄽࠖ

  ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚̿ࠖࠗᮾிᕤⱁᏛᕤᏛ㒊⣖

࡛࠶ࡿࠋ90 ศ㹶15 ᅇ㸪199 ேᐜࡢ㝵ẁᩍ

  せ࠘㸪31(2),

ᐊࢆ⏝ࡋࡓࡀ㸪ᒚಟࡣ⣙ 120 ே࡛࠶ࡗࡓࠋ

すྐࠕᚋࢁᗙࡿᏛ⏕ ᩍဨཝࡋࡃ⮬

࠾ࡅࡿᤵᴗࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿ̿ࠗㅮ₇

76-89㸬

ࣅࢪࢿࢫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢእほࢆ▱ࡾ㸪

ศࡣ⏑ࡃࠖ
ࠗᮅ᪥᪂⪺࠘
㸦ᮅห㸧2007 ᖺ

␗ᩥࡸᵝࠎ࡞ࣅࢪࢿࢫࡢศ㔝ࢆᏛࡪࡇࡀ

5 ᭶ 5 ᪥, 29 㠃㸬

┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋᩍ⛉᭩⏝ࡀỴࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡓ

NPO ἲே᪥ᮏࢧ࣮ࣂࣥࢺ࣭࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ༠

ࡵ㸪ࡑࢀࢆ⣙༙ศࡢ㛫࡛⾜࠸㸪ṧࡾࡣࢸ࣮

  ࠕࢧ࣮ࣂࣥࢺ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡣࠖ

ู࣐ࡢᏛ⏕ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡑࡢ㊊ศ

http://www.servantleader.jp/about_ser

ࢆᩍဨࡀࣃ࣏࣡ࢆ⏝࠸࡚⾜ࡗࡓࠋ࣐࣮ࢡࢩ࣮

vant.html㸦2016 ᖺ 6 ᭶ 15 ᪥㸧㸬

ࢺ᪉ᘧࡢヨ㦂ࢆ 2 ᅇ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࣉࣞࢮࣥࢸ࣮

Ᏺᮎᜨ 㸦2010㸧
ࠕࣃࣈࣜࢵࢡࢫࣆ࣮ࢳ₇⩦ࢡ

ࢩࣙࣥࢆ 2 ᅇㄢࡋࡓࠋ

ࣛࢫ࠾ࡅࡿᏛࡧࡢᕪ̿ࢡࣛࢫ࣓࣮ࢺ
ࡽᏛࡪຊࢆ⫱࡚ࡿ̿ࠖ
ࠗึᖺḟᩍ⫱Ꮫㄅ࠘
3(1),

⾲㸯㸸SL ᚑ࠺࣓ࣥࣂ࣮⾜ື
  ᨭ㓄ⓗ࣮ࣜࢲ࣮ᚑ࠺࣓ࣥࣂ࣮⾜ື

59-66㸬

                         
  ࢧ࣮ࣂࣥࢺ࣭࣮ࣜࢲ࣮ᚑ࠺࣓ࣥࣂ࣮⾜ື

ᜍࢀࡸ⩏ົឤ࡛⾜ືࡍࡿ

ࡸࡾࡓ࠸Ẽᣢࡕ࡛⾜ືࡍࡿ

ゝࢃࢀ࡚ࡽ⾜ືࡍࡿ

ゝࢃࢀࡿ๓⾜ືࡍࡿ

ゝࢃࢀࡓ࠾ࡾࡋࡼ࠺ࡍࡿ

ᕤኵ࡛ࡁࡿࡇࢁࡣᕤኵࡋࡼ࠺ࡍࡿ

࣮ࣜࢲ࣮ࡢᶵ᎘ࢆఛ࠺

ࡸࡿࡁࡇ㞟୰ࡍࡿ

ᙺࡸᣦ♧ෆᐜࡔࡅ㞟୰ࡍࡿ

࣮ࣜࢲ࣮ࡢ♧ࡍࣅࢪࣙࣥࢆព㆑ࡍࡿ

࣮ࣜࢲ࣮ᚑࡗ࡚࠸ࡿឤぬࢆᣢࡘ

࣮ࣜࢲ୍࣮⥴άືࡋ࡚࠸ࡿឤぬࢆᣢࡘ

࣮ࣜࢲ࣮ࢆ࠶ࡲࡾಙ㢗ࡋ࡞࠸

࣮ࣜࢲ࣮ࢆಙ㢗ࡍࡿ

⮬ᕫ୰ᚰⓗ࡞ጼໃࢆ㌟ࡘࡅࡸࡍ࠸

࿘ᅖᙺ❧࠺ࡍࡿጼໃࢆ㌟ࡘࡅࡸࡍ࠸

ฟ㸸NPO ἲேࢧ࣮ࣂࣥࢺ࣭࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ  ༠
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ึᖺḟᩍ⫱⛉┠ࡢࢥࣥࢸࣥࢶタィࡑࡢຠᯝ ᐃ
̿ி㒔⏘ᴗᏛ࠾ࡅࡿᐇ㊶ࢆࡋ࡚̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ ᯇᑿᬛᬗ࣭୰ἑṇỤ㸦ி㒔⏘ᴗᏛ㸧
                                   
㸰㸬 ᖺᗘ࠾ࡅࡿึᖺḟ⛉┠ࡢᵓᡂ

㸯㸬ࡣࡌࡵ
ึᖺḟᩍ⫱࠾࠸࡚ࡣࠊ⛉┠ࡢ฿㐩┠ᶆࢆ

2015 ᖺᗘࡢࠕ⮬ᕫⓎぢᏛ⏕άࠖࡣࠊ

タᐃࡍࡿ㝿ࠊࡢ⛉┠ࡣ␗࡞ࡿ㞴ࡋࡉࡀ࠶

2014 ᖺᗘࡢᐇ㊶ࡽᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱᇶ࡙

ࡿࠋᒣ⏣  ࡼࢀࡤࠊ⌧௦ࡢከࡃࡢ㧗➼

ࡃ⢭ᰝࡢୖࠊḟࡢࡼ࠺ᵓᡂࡋࡓࠋ

ᩍ⫱ᶵ㛵ࡀᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿึᖺḟᩍ⫱ࡢཎᆺ

(a)⛉┠ࡢ฿㐩┠ᶆ

࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ࣓ࣜ࢝࠾࠸࡚  ᖺ௦ᒎ

ࠕ࢙࢘ࠖࢆࠕ࣮࣒࣍ࠖኚ࠼ࡿຊࢆ

㛤ࡉࢀጞࡵࡓࠋࡑࡢⅬ࡛ࠊึᖺḟᩍ⫱ࡣࠊ

㌟ࡅࡿࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ࠊࠕ࢙࢘ࠖࡣࠊ

⌧௦ྠᵝࠊḟࡢࡼ࠺࡞ᙺࡀ᪤ෆໟࡉ

⮬ศࡀ࿘ᅖࡢ㛵ಀᛶ࠾࠸࡚ࠊࡢࡼ࠺࡞

ࢀ࡚࠸ࡓࠋ࠼ࡤࠊྛᏛࡢṔྐ࣭ఏ⤫⌮

≉ᚩࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࡗࡁࡾࡏࡎࠊ࿘ᅖࡢ

ᛕࠊᏛࡢ⤌⧊㐠ႠࠊᏛࡢ㐺⏝ࠊᡤㅝ

ከᵝ࡞ேࠎࡢࡼ࠺㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃࡁࠊ

࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝࡢ㣴ᡂࠊ➼࡛࠶ࡿࠋࡘࡲ

᪉㔪ࡀᐃࡲࡗ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⩦⪅ࡢ≧ែ㸦ᅗ㸯ᕥ㸧

ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ」ྜⓗ࡞┠ⓗࡢࡇࠊࡢ⛬

ࢆᣦࡍࠋ୍᪉ࠊ
ࠕ࣮࣒࣍ࠖࡣࠊ⮬ศࡀ࿘ᅖ

ᗘ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ฿㐩┠ᶆࡍࡿࠊ࠸ࡗࡓ

ࡢ㛵ಀᛶ࠾࠸࡚ࠊࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࢆᣢࡗ࡚

ពᛮỴᐃࡀึᖺḟ⛉┠ࡢタィࡣᚲせࡉࢀ

࠸ࡿࡢࡘ࠸࡚࠶ࡿ⛬ᗘ⌮ゎࡋ࡚࠾ࡾࠊ࿘

࡚࠸ࡿࠋ

ᅖࡢከᵝ࡞ேࠎࡢࡼ࠺㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃ

ி㒔⏘ᴗᏛ䛾ึᖺḟ⛉┠䛂⮬ᕫⓎぢ䛸

ࡁࠊ࡞ࢇࡽࡢ᪉㔪ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᏛ⩦⪅ࡢ

Ꮫ⏕ά䛃䛿䚸ᖹᡂ 㻞㻝 ᖺᗘ䛛䜙㛤ㅮ䛧䛶䛔䜛䚸ඹ

≧ែࢆᣦࡍࠋ㸦ᅗ㸯ྑ㸧

㏻ᩍ⫱⛉┠ෆ䛾䜻䝱䝸䜰ᙧᡂᨭ⛉┠䛾୍䛴䛷

(b)⛉┠ࡢࡲ࡞ᵓᡂ

䛒䜛䚹୍ᖺḟ⏕ྥ䛡䛾䛂䝫䞊䝍䝹⛉┠䛃䛸䛧䛶

ձ ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ័ࢀࡿ

⨨䛵䛡䜙䜜䚸ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺᗘ䛛䜙つᶍ䜢ᣑ䛧䚸

ղ ከᵝ࡞่⃭ࢆඖ⮬ศࡢࢆ⪃࠼ࡿ

㻞㻜㻝㻡 ᖺᗘ䛿䚸ึᖺḟ⏕ 㻟㻘㻝㻠㻢 ྡ୰ 㻞㻘㻜㻝㻢 ྡ䛜

ճ ࢳ࣮࣒ࡋ࡚ఱࢆ⾲⌧ࡍࡿάືࢆ⾜
࠸ࠊࡑࢀࢆࡾ㏉ࡿ

ཷㅮ䛧䛯䚹ᩍ㣴⛉┠䛷䛒䜛䛯䜑䚸ᡤᒓ䜢ᶓ᩿䛩

ㅮ⩏ࡢ๓༙ࠊ1ࠥ8 ᅇࡘ࠸࡚ࠊከᵝ࡞่⃭

䜛ᩍဨ䛜ᖜᗈ䛟ᢸᙜ䛩䜛⛉┠䛷䜒䛒䜚䚸㻞㻜㻝㻡 ᖺ

ࢆඖ⮬ศࡢࢆ⪃࠼ࡿ࣮࣡ࢡࢆࠊࢢ࣮ࣝࣉ

ᗘ䛿 㻥 ᡤᒓ䛻Ώ䜛 㻞㻢 ྡ䛾ᩍဨ䛜ᢸᙜ䛧䛯䚹㻌
ᙜヱ⛉┠䛿䚸㻞㻜㻝㻠 ᖺᗘ䜎䛷䛻⤒㦂䞉ᐇ㊶䛾ほ

࣮࣡ࢡࢆᵝࠎ࡞ࢢ࣮ࣝࣉᵓᡂ࡛ᐇࡍࡿࠋࡇ

Ⅼ䛛䜙ෆᐜ䛾⢭ᰝ䛸ᵓᡂ䜢㔜䛽䛶䛚䜚䚸㻞㻜㻝㻡

ࢀࡼࡾձղࢆ㞟୰ⓗᐇࡍࡿࠋࡑࡢᚋࠊ

ᖺᗘ䛻ᐇ䛧䛯䝁䞁䝔䞁䝒䛻䛴䛔䛶䛿䚸ẖᤵᴗ

ㅮ⩏ࡢᚋ༙ 9ࠥ14 ᅇ࡚ࠊճࢆ㞟୰ⓗᐇ

䛻䛚䛡䜛ཷㅮ⏕䛾䜚㏉䜚䛾グ㏙䜢୰ᚰ䛸䛧䛶䚸

ࡍࡿࠋ
ࡇࡢࡁࠊ๓༙ࡢձղ࠾࠸࡚ࠊᚋ༙ࡢά

䝕䞊䝍䛻ᇶ䛵䛝䝁䞁䝔䞁䝒䛾⣔ิ䜢⾜䛳䛯

ືࡢⅭࠊዴఱࠕࡢࡼ࠺࡞⤌ࡳྜࢃࡏࡢ

䠄୰ἑ䜙㻘㻌㻞㻜㻝㻡䠅䚹㻌
ᮏሗ࿌䛷䛿䚸䛣䛾 㻞㻜㻝㻡 ᖺᗘ䛻ᐇ䛧䛯ึᖺ
ḟᩍ⫱䛾䝁䞁䝔䞁䝒䛾ᴫせ䛸䚸䛭䛾Ꮫ⩦ᡂᯝㄪ

ࢢ࣮ࣝࣉ࠾࠸࡚ࡶࠊ࡞ࢇࡽࡢ᪉㔪ࢆᣢࡕࠊ
࿘ᅖ⮬ศࡢពぢࢆ⾲᫂ࡍࡿࡀ࡛ࡁࡿ≧

ᰝ䛾⤖ᯝ䛻䛴䛔䛶㏙䜉䜛䚹
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ࢡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏሗ࿌࡛ཧ↷ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡣࠊୖ㏙ࡢᏛ⩦ᡂ
ᯝᐇឤㄪᰝ࠾࠸࡚ࠊ㛤ㅮᡤᒓ᳨࡛ウࡋࡓᏛ
㒊࣭ࢭࣥࢱ࣮⊂⮬タၥ࠾ࡅࡿタၥෆᐜࡢ⤖
ᯝ࡛࠶ࡿࠋ⛉┠ࡢ㛵㐃ࡶ࠶ࡾࠊᮏ⛉┠ࡢ
ᩍ⫱┠ᶆ≉ࡋࡓၥ࠸ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ
௨ୗࡢࡼ࠺࡞ၥ࠸ࡀ࠶ࡿࠋ
()ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢྥୖࠊ()⮬
ᅗ㸯㸸࢙࢘ࡽ࣮࣒࣍ࡢᴫᛕᅗ

ᕫ⌮ゎࡢ῝ࠊ(࢘)⮬ᕫ⫯ᐃឤࡢྥୖࠊ(࢚)࢟

ែࠖ⮳ࡗ࡚ᒃࡿࡀ㔜せࡘ࠸࡚ព㆑ࡉ

ࣕࣜᙧᡂពḧࡢྥୖࠊ➼ࢆၥ࠺ࡓࡇࢁࠊ

ࡏࠊྲྀ⤌ࢆ⾜࠺ࠋ

()࡛ 78%ࠊ()࡛ 69%ࠊ(࢘)࡛ 57%ࠊ(࢚)࡛

ࡉࡽࠊᚋ༙ࡢճ࠾࠸࡚ࡣࠊ⌧ᅾ㉳ࡇࡗ

59%ࡀ⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ(N=1,468)ࠋ

࡚࠸ࡿࢢ࣮ࣝࣉෆࡢㄢ㢟ᑐࡋࠊձղ࡛ヨࡋ

ヲ⣽ࡣᙜ᪥ሗ࿌ࡍࡿࠋ

ࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᤵᴗእ࡛ヨࡋࡓ᪉㔪ࡀ㐺⏝࡛ࡁ

㸲㸬ࡲࡵᚋࡢᒎᮃ

࡞࠸ࠊ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡋࡓࡽࠊఱᨾ࡞ࡢ

Ꮫ⩦ᡂᯝᐇឤㄪᰝ࠾࠸࡚ࠊᮏ⛉┠ࡢ฿㐩

ࡘ࠸࡚ࠊ᳨ウࡍࡿࡼ࠺ព㆑ࡉࡏࠊྲྀ⤌ࢆ⾜

┠ᶆࡢ㐩ᡂᗘࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ⤖ᯝࡣᴫࡡ

࠺ࠋࡘࡲࡾࠊᅗ㸯ྑᅗࡢୖഃ♧ࡋࡓࠊ⮬ᕫ

ᩍᮦ㛤Ⓨᦠࢃࡗࡓᩍဨࡽࡢពᅗ㏻ࡾࡢ⤖ᯝ

⌮ゎࡢ῝ࢆከᵝ࡞⪅ࡢ࣮࣡ࢡ㸦ኚࢃࡾ

࡞ࡾࠊࡲ࡞ࢥࣥࢸࣥࢶࡢ⣔ิࡘ࠸࡚

ࡸࡍ࠸⎔ቃ㸧ࡢ୰࡛⾜࠸ࠊ࠶ࢀࡇࢀ⎔ቃ

ࡣࠊࡇࡢࡲࡲࡢᙧ࡛㐍ࡵࡿࡇࡀྜពࡉࢀࡓࠋ

ᑐࡍࡿ⮬ศྜࡗࡓ᪉㔪❧࡚ࢆ᳨ウࡍࡿࡢࡀ

୍᪉࡛ࠊ ᖺᗘࡣࠊᮏ⛉┠ࡘ࠸࡚⌮⣔

๓༙ࡢάື࡞ࡿࠋ୍᪉ࠊᅛᐃࡢࢳ࣮࣒࡛⾲

Ꮫ㒊ࡽࡢࠕ᭱⤊ᡂᯝⓎ⾲ࢆࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ

⌧άືࢆ⾜࠸ࠊ
ࠕ࠶ࡿ⎔ቃࠖࢆᅛᐃࡋࡓ≧ែ࡛ࠊ

࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࡞ࢇࡽࡢࢹ࣮ࢱ㞟࣭ศᯒࢆྵ

๓༙ᚓࡓ῝ࡋࡓ⮬ᕫ⌮ゎ⤖ࡧࡘ࠸ࡓ᪉

ࢇࡔ࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙࣥᙧᘧࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠋࠖ

㔪ࢆ㑅ࡧྲྀࡿࡇࢆ≺࠺ࡢࡀࠊᚋ༙ࡢάື

࠸࠺ᙉ࠸せᮃᛂ࠼ࡿᙧ࡛ࠊ㸰㸬ࡢճ࡛㏙

࡞ࡿࠋ

ࡓࠕࢳ࣮࣒ࡋ࡚ఱࢆ⾲⌧ࡍࡿάືࠖࢆ

⛉┠ࡢࡼࡾヲ⣽࡞ᵓᡂࡘ࠸࡚ࡣࠊⓎ⾲ᙜ

ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡽࠊ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ኚ᭦

᪥㓄ᕸ㈨ᩱ࡚⿵㊊ࡍࡿࠋ

ࡋ࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᅇࡢㄪᰝࡣᮇᮎ

㸱㸬Ꮫ⩦ᡂᯝᐇឤㄪᰝ

୍ᗘࡢㄪᰝࡢᐇ࡛࠶ࡗࡓⅭࠊཷㅮ⏕ࡢែ

ி㒔⏘ᴗᏛ࡛ࡣࠊᩍ⫱ᨭ◊✲㛤Ⓨࢭࣥ

ᗘᙧᡂࡢ๓ᚋࡢኚᐜࡘ࠸࡚☜ㄆࡀ࡛ࡁ

ࢱ࣮ࡀ୰ᚰ࡞ࡾࠊྛ㛤ㅮᡤᒓࡢయᛶࢆά

࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢࡓࡵࠊ ᖺᗘ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ

ࡋࡓᙧ࡛ࠕᏛ⩦ᡂᯝᐇឤㄪᰝࠖࡀᐇࡉࢀ

ࣉ࣭࣏ࣞࢫࢺࢸࢫࢺࢆᐇࡋࡓ⤖ᯝࡘ࠸࡚

࡚࠸ࡿࠋලయⓗࡣࠊᏛ⤫୍タၥࠊᏛ㒊࣭

ྫྷࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

ࢭࣥࢱ࣮⊂⮬タၥࠊᩍဨ⊂⮬タၥࡢ㸱ࡘࢆ㸯

ᒣ⏣♩Ꮚ㻔㻞㻜㻜㻝㻕䜰䝯䝸䜹䛾㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵䛻䛚䛡䜛ᑟධᩍ

ᯛࡢ㉁ၥ⣬ᥖ㍕ࡍࡿᙧ࡛ࠊᏛ㒊࣭ࢭࣥࢱ࣮

⫱䛾ព㻙Ꮫ⏕䛾ኚᐜ䛸䛾㛵㐃䛛䜙㻙㻘㻌 Ꮫㄽ㞟㻔ᗈᓥ

ࡀ㑅ᐃࡋࡓ㔜Ⅼ⛉┠ࡢཷㅮ⏕ྛᮇᮎ㸦➨

Ꮫ㻕㻘㻌㻟㻝㻘㻌㼜㼜㻚㻝㻞㻥㻙㻝㻠㻠㻌

14 ᅇࠥ➨ 15 ᅇ㸧ᩍᐊ࡚ᩍ⫱ᨭ◊✲㛤

୰ἑṇỤ䞉㇂㯞ண䞉୰すᙪ䞉୰すెୡᏊ䞉ᯇᑿᬛ

Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡀ⏝ពࡋࡓ㉁ၥ⣬ࢆᢸᙜᩍဨࡀ㓄

ᬗ䞉ᯇ㧗ᨻ䞉ᮾ⏣୕䞉㨣ሯဴ㑻㻔㻞㻜㻝㻡㻕 ྠ୍⛉┠ྡ䞉」

ᕸࡋࠊཷㅮ⏕࡞࠸ࡋᤵᴗ⿵ຓဨ➼ࡀཝᑒࡢୖࠊ

ᩘ䜽䝷䝇㛤ㅮ⛉┠䛾ึᖺḟᩍ⫱䛾ᨵၿάື㻙䝕䞊䝍䛻

ᩍ⫱ᨭ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡀ୍ᣓࡋ࡚ᅇ⟅ࢆ

ᇶ䛵䛟䛂⮬ᕫⓎぢ䛸Ꮫ⏕ά䛃䛾ᨵၿ䜢䛸䛧䛶㻙㻘㧗➼

ࢹ࣮ࢱࡋࠊᏛ㒊࣭ࢭࣥࢱ࣮ࣇ࣮ࢻࣂࢵ

ᩍ⫱䝣䜷䞊䝷䝮㻘㼢㼛㼘㻚㻡㻘㼜㼜㻚㻞㻟㻙㻟㻞
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୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇ࣭Ꮫ⏕ࡢᐃ╔Ϩ࣭≉ูᏛಟᨭ㸦Ⓨ㐩㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭ㸧

Ꮫ⏕┦ㄯᐊࡼࡿึᖺḟࢡࣛࢫᢸᙜᩍဨࡢከᒙⓗᨭ
̿)'ࠊṇㄢᤵᴗࠊࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡋ࡚̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ బ⸨ᯞ㔛㸦୰㒊Ꮫ㸧
                                  
 ᒙ㸸ᚰ⌮ᩍ⫱ⓗࢢ࣮ࣝࣉࠖ
ࠕ➨  ᒙ㸸ಶே㠃

㸯㸬ࡣࡌࡵ
ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⏕ࢆ㏄࠼ධࢀࠊ࠺࠸ࡗࡓே

᥋ࠖࡢከᒙⓗᨭࡋ࡚ᤊ࠼ࡓࡀࠊึᖺḟࢡ

᱁ᙧᡂࡸ⬟ຊ⫱ᡂࢆࡍࡿሙࢆᥦ౪ࡋࠊ࠸࡞

ࣛࢫᢸᙜᩍဨࡢࡓࡵࡢᨭࡘ࠸࡚ࡶከᒙⓗ

ࡿᏛ⏕ࢆ♫㏦ࡾฟࡍࡢࠊᏛᩍ⫱ࡢᅾ

ᵓ㐀ࢆ࡞ࡍࡶࡢ⪃࠼ࡓ㸦ᅗ㸯㸧ࠋ➨  ᒙࡣᏛ

ࡾ᪉ࡀၥࢃࢀࡿ௦ࢆ㏄࠼࡚࠸ࡿࠋከᵝ࡞Ꮫ

⏕┦ㄯᐊ࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࡢ㑏ඖࡋ࡚ࡢᩍဨ

⏕ࡢ㐍Ꮫࢆ๓ࠊᏛ⏕┦ㄯᐊ࡛ࡣึᖺḟ⏕ࡢ

ᑐ㇟ࡢ◊ಟࠊ➨  ᒙࡣṇㄢᤵᴗ࡛࠶ࡿึᖺ

ᚰ⌮ⓗ≉ᚩᛂࡌࡓᨭయไࡢᶍ⣴ࢆ⥆ࡅ࡚

ḟᩍ⫱⛉┠㸦ࢫࢱ࣮ࢺࢵࣉࢭ࣑ࢼ࣮㸧ࢆ㏻

ࡁࡓ㸦ᑠሷ࣭ྜྷఫ࣭బ⸨࣭㢪⯆ᑎ࣭᱒ᒣ㸪㸹

ࡋ࡚ࡢᏛ⏕⌮ゎࡢඹ᭷ࠊࡑࡋ࡚➨  ᒙࡣẼ

᱒ᒣ࣭ᑠሷ࣭㢪⯆ᑎ࣭బ⸨㸪㸹బ⸨㸪D㸧ࠋ

࡞ࡿᏛ⏕ࢆᕠࡗ࡚ࡢࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶

ᑐᛂࡢ㞴ࡋ࠸Ꮫ⏕ࡀቑ࠼ࡿ࡞ࠊᤵᴗෆእ࡛

ࡿࠋ

᪥ᖖⓗᏛ⏕ᑐᛂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿึᖺḟࢡࣛࢫ
ᢸᙜᩍဨࡢ㐃ᦠᵓ⠏ࡢᚲせᛶࡶቑࡋࡘࡘ࠶
ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࠊᏛ⏕┦ㄯᐊࡼࡿึᖺ
ḟࢡࣛࢫᢸᙜᩍဨࢆᑐ㇟ࡋࡓᨭࡢᐇ㝿
㐃ᦠࡢ࠶ࡾࡓࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ

㸰㸬Ꮫ⏕┦ㄯᐊࡼࡿከᒙⓗᨭ
Ꮫ⏕┦ㄯάືࡢ᰿ᖿࡣ᮶ㄯᏛ⏕࢝࢘ࣥࢭ
࣮ࣛࡢ୍ᑐ୍ࡢಶே㠃ㄯࢆᇶ┙ࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࡀࠊᏛ⏕ࡢぶࡸᩍ⫋ဨࡽࡢᏛ⏕ᑐᛂ
㛵ࡍࡿ┦ㄯࡘ࠸࡚ࡢࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ

ᅗ 㸬ึᖺḟࢡࣛࢫᢸᙜᩍဨࡢࡓࡵࡢ

ࡶᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋぶࡸᐙ᪘ࡽࡢ┦ㄯࡣ  ᖺ

Ꮫ⏕┦ㄯᐊࡼࡿከᒙⓗᨭ

๓ࡢ  ಸࢆ♧ࡋࠊᩍ⫋ဨࡽࡢ┦ㄯࡣᖺ㛫
⏝⪅ᘏ  ௳ࡢ 㸣ࡢࡰࡗ࡚࠸ࡿ

㸱㸬➨㸯ᒙࠕᏛ⏕⌮ゎࡢࡓࡵࡢ )'ࠖ

㸦 ᖺᗘ㸧ࠋᏛ࠸࠺ᩍ⫱ᶵ㛵ᑐࡍࡿ

 Ꮫ⏕┦ㄯᐊࡣࠊึᖺḟᏛ⏕ࡀ࠺࠸ࡗࡓ

♫ࡽࡢせᮃࡢ㉁ⓗኚࢆ⫼ᬒࠊෆⓗ࡞

Ⅼ࡛㌑ࡁࠊᩍ⫋ဨࡼࡿࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ࡛ᡂ

ㄢ㢟ࢆ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡢ⪅㛫࡛ᢅ࠺㠃ㄯࡔ

㛗ࡋ࡚࠸ࡃࡢࢆྠࡌᏛࢥ࣑ࣗࢽࢸᒓ

ࡅ࡛࡞ࡃ⌧ᐇⓗ࡞ᨭࡸලయⓗ࡞ᑐᛂࢆᚲせ

ࡍࡿᩍဨఏ࠼ࡿ㈐ົࡀ࠶ࡿࠋึᖺḟᩍ⫱⛉

ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡢቑຍࡶࠊᏛࢥ࣑ࣗࢽ

࡛ࡣタ௨᮶ࠊึᖺḟᩍ⫱⛉┠㸦ࢫࢱ࣮ࢺ

ࢸᥦ౪ࡍࡿᏛ⏕┦ㄯᐊάືࡶ௦ඹ

ࢵࣉࢭ࣑ࢼ࣮㸧ࡢᐇ࠾ࡼࡧᨵၿ㛵ࡍࡿ

ኚࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

㡯ࡢ⤫ᣓホ౯࡞ࢆ⾜࠺ࡶࠊᏛᩍ

బ⸨㸦E㸧ࡣࠊᏛ⏕┦ㄯᐊࡼࡿ᪂ධ⏕

⫋ဨྥࡅࡢࠕึᖺḟᩍ⫱ࢭ࣑ࢼ࣮ࠖࢆ㛤ദࡋ

ᨭࢆࠕ➨㸯ᒙ㸸ึᖺḟᩍ⫱⛉┠ࡢᤵᴗࠖ
ࠕ➨

࡚ࡁࡓࠋࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣࠊ≉ึᖺḟᩍ⫱⛉┠
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୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇ࣭Ꮫ⏕ࡢᐃ╔Ϩ࣭≉ูᏛಟᨭ㸦Ⓨ㐩㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭ㸧
ࢆᢸᙜࡍࡿᩍဨࡢᚲせᛂࡌࡓㅮ₇ෆᐜࢆ‽

ࡢྲྀ⤌ែᗘࡢほᐹᥦฟࡉࢀࡓࢥ࣓ࣥࢺࢩ

ഛࡋ࡚ཧຍࢆᙉࡃ່ࡵ࡚࠸ࡿࠋࢡࢸࣈࣛ

࣮ࢺࡢඹ᭷ࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊ᪩࠸ẁ㝵࡛ࠕẼ

࣮ࢽࣥࢢࢆࡣࡌࡵࡍࡿ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱᪉ἲࡢ⤂

࡞ࡿᏛ⏕ࠖࡢᑐᛂࢆྍ⬟ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗ

ࡸᏛ⏕⌮ゎࢆࢸ࣮࣐ࡍࡿ )' ࡀ⏬ࡉࢀࠊ

ࡋ࡚࠸ࡿࠋ


ᚋ⪅ࡢ୍㒊ࢆᏛ⏕┦ㄯᐊࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪂
ධ⏕ࡀ⫱ࡗ࡚ࡁࡓ♫ⓗ⫼ᬒᚰ⌮ⓗ≉ᚩࢆ

㸳㸬➨  ᒙࠕࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ

ఏ࠼ࠊࡁࡢᏛ⏕ࡢᑐᛂࡢᐇ㝿ࡸࠊቑຍ

 ᮏᖺ  ᭶ࡽࡢ㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࡢ⾜ࡶ

ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿⓎ㐩㞀ᐖࡸࡑࡢഴྥࡢ࠶ࡿᏛ⏕

࠶ࡾࠊ㏆ᖺࡣ㐍Ꮫෆᐃ⪅ࡑࡢぶࡀධᏛ๓

㐩ࡢ⌮ゎࡑࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆ࡚ࡁࡓࠋ

┦ㄯᐊࢆ⮬Ⓨⓗ᮶ㄯࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀぢཷࡅࡽ

Ꮫෆࢆࡶᤵᴗሙ㠃ࡧฟࡋ㠃᥋ሙ

ࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ㐍ᏛඛࡢᏛ⛉

㠃➼ࡽᵓᡂࡉࢀࡿど⫈ぬᩍᮦ '9'ࠗࢫ࣌

㐃⤡ࢆධࢀᢸᙜᩍဨࡸぶ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽྜ⌮

࣮ࣝ࢞ೃ⩌ࡢᏛ⏕ࢆ⌮ゎࡋᨭࡍࡿࡓࡵ࠘

ⓗ㓄៖ࡢ᳨ウࢆຍ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ

ࢆసᡂࡋᏛ⏕⌮ゎ⏝࠸࡚ࡁࡓ㸦ᅗ㸰㸧ࠋ

ᩍဨࡼࡿᏛ⏕ᑐᛂࡘ࠸࡚ࡢၥ࠸ྜࢃࡏࠊ
⮬Ⓨ᮶ㄯᏛ⏕ࢆࡵࡄࡿࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ
࠸ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊᩍဨࡢ⤒㦂್ࢆୖࡆᏛ⏕
ᑐᛂຊࡢྥୖ῝ࡃ㛵ࢃࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸴㸬ࡲࡵ
Ꮫ⏕⌮ゎࡑࡢᑐᛂࢆᇶ㍈ࡋࡓከᒙⓗᨭ
ࡣ➨  ᒙࠊ➨  ᒙࠊ➨  ᒙ㐍ࡴࡘࢀ࡚

ᅗ 㸬Ꮫ⏕⌮ゎࡢࡓࡵࡢ '9'

ࡼࡾ㧗࠸ಶูᛶࡼࡾᙉ࠸㐃ᦠࢆせࡍࡿࡶࡢ



࡞ࡿࠋึᖺḟᏛ⏕ࡢ≉ᚩࢆ⌮ゎࡋࠊᏛ⏕ࡢ

㸲㸬➨  ᒙࠕึᖺḟ⛉┠ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢᏛ⏕⌮ゎ

ᚲせᛂࡌࡓᨭࡢᥦ౪ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡢඹ᭷ࠖ

࠙ᘬ⏝ᩥ⊩ࠚ

 ṇㄢᤵᴗࢫࢱ࣮ࢺࢵࣉࢭ࣑ࢼ࣮ࡣᏛ⛉ᚲ

᱒ᒣ㞞Ꮚ࣭ᑠሷ┿ྖ࣭㢪⯆ᑎ♩Ꮚ࣭బ⸨ᯞ㔛

ಟ⛉┠ࡋ࡚Ꮫᮇ㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ

 ୰㒊Ꮫ᪂ධ⏕ࡢព㆑ኚ㸫 ᖺ

࠺ࡕࡢ  ࢥ࣐ศࠕ♫⏕άࡢᇶ♏̿Ꮫ⏕ࡢ

㛫ࡢᏛ⏕┦ㄯᐊࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡼࡾ㸫㸬୰

ᑐே㛵ಀ㸦 ศ㸧ࠖࢆ౫㢗ࡀ࠶ࡗࡓᏛ⛉࢝

㒊Ꮫᩍ⫱◊✲㸪㸪㸫

࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡀฟྥࡁㅮ⩏ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ๓

ᑠሷ┿ྖ࣭ྜྷఫ㝯ᘯ࣭బ⸨ᯞ㔛࣭㢪⯆ᑎ♩Ꮚ࣭

ᢸᙜᩍဨࡽ⪺࠸ࡓᙜヱᏛ⛉ࡢᵝᏊ㸦⏨ዪ

᱒ᒣ㞞Ꮚ  ᪂ධ⏕ࡣᏛᩍဨࡢ

ẚࠊ㐣ᖺᗘ⏕ࡢᩘࠊ␃Ꮫ⏕ࡢ᭷↓ࠊẼ࡞ࡿ

ࡼ࠺࡞㛵ࢃࡾࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡢ㸫Ꮫ⏕┦ㄯ

Ꮫ⏕ࡢᏛ⛉࡛ࡢᵝᏊ㸧ࢆࡶࠊᐟἩ◊ಟ๓ࠊ

ᐊࣥࢣ࣮ࢺࡢศᯒࡽ㸫㸬୰㒊Ꮫᩍ⫱

୰㛫ヨ㦂ᮇ㛫ࠊᮇᮎヨ㦂㛫㏆࡞㛤ㅮᮇࡢ

◊✲㸪㸪㸫㸬

ࠕࡼࡃ࠶ࡿࢫࢺࣞࢫࠖࡢᑐᛂࢆ⪃៖ࡋ࡚ෆ

బ⸨ᯞ㔛 D Ꮫ⏕┦ㄯᐊࡼࡿ᪂ධ⏕

ᐜㄪᩚࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࠋ

ᨭ㸫ṇㄢᤵᴗṇㄢእάືࡼࡿᐇ㊶

ᑐே㛵ಀࡀⱞᡭ࡞Ꮫ⏕ࡓࡕࡗ࡚ࠊᏛ

㸫㸬୰㒊ᏛᏛᩍ⫱◊✲㸪㸪㸫㸬

࡛ࡢ㞟ᅋ⏕άࡸᤵᴗ࡛ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࠊᩍ

బ⸨ᯞ㔛 E ᪂ධ⏕ࢆᑐ㇟ࡋࡓከᒙ

ဨࡢࡸࡾྲྀࡾࡣくᛶࡀ㧗ࡃࠕᛧ࠸ࠖឤ

ⓗᨭయไࡢᵓ⠏㸫୰㒊Ꮫ࠾ࡅࡿᏛ⏕

ࡌ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡀ࠶ࡿࡼ࠺ࡔࠋཎ๎ࡋ࡚ึ

┦ㄯᐊࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸫㸬ึᖺḟᩍ⫱Ꮫ➨ 

ᖺḟᢸᙜᩍဨࡢྠᖍࢆồࡵࠊᏛ⏕ࡓࡕࡢᤵᴗ

ᅇⓎ⾲せ᪨㞟㸪̺㸬
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୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇ࣭Ꮫ⏕ࡢᐃ╔Ϩ࣭≉ูᏛಟᨭ㸦Ⓨ㐩㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭ㸧

⤌⧊ⓗ࡞᪩ᮇࡢ୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇ⟇
ʊ⣼✚Ḟᖍࢥ࣐ᩘࡢ㐌ḟ࣏࣮ࣞࢺ࡛ಶู≧ἣయഴྥࢆඹ᭷ࡍࡿʊ

ᶫᮏᬛஓ㸦ி㒔ග⳹ዪᏊᏛ㹃㹋࣭㹇㹐㒊㸧

                                   
ᢕᥱࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿሗࠖࡢ୧᪉ࢆసᡂ࣭

㸯㸬ၥ㢟┠ⓗ
⌧ᅾࡢ᪥ᮏ࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡀ༞ᴗࡍࡿ๓Ꮫ

ඹ᭷ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ࢆཤࡿࠕ୰㏵㏥Ꮫࠖࡘ࠸࡚ࠊㄞ᪂⪺♫ࠕ

ࡋࡋࠊ⤌⧊ⓗ࡞᪩ᮇࡢ㏥Ꮫ㜵Ṇ⟇ࡣࠊ࠸

Ꮫࡢᐇຊࠖࡢ୰࡛ึᖺḟࡢ㏥Ꮫ⋡ࡀㄪᰝࡉࢀ

ࡃࡘࡢ㸦࠼ࡤᕝ㷂㸪㸧ࡀሗ࿌

ࡿ࡞ࠊࡑࡢከᐻࡀ♫ⓗ࡞㛵ᚰࡢ୍ࡘ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊྲྀࡾ⤌ࡳࢆ᳨ウ࣭ᐇࡍ

࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୰㏵㏥Ꮫࡢ⌧≧ࡘ࠸࡚ࠊᩥ㒊

ࡿ㝿ࡢุ᩿ᮦᩱ࡞ࡿሗࢆලయⓗࡢࡼ

⛉Ꮫ┬ࡢㄪᰝࠕᏛ⏕ࡢ୰㏵㏥ᏛࡸఇᏛ➼ࡢ≧

࠺సᡂࡋࠊ⤌⧊ෆ࡛ඹ᭷ࡍࡿ㛵ࡋ࡚ࠊ

ἣࡘ࠸࡚ࠖࡣᖹᡂ  ᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊᏛ⏕

▱ぢࡢ✚ࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲

 ேࡢ࠺ࡕ୰㏵㏥Ꮫ⪅ࡀ ࠶ࡓ

࡛ࡣࠊⴭ⪅ࡀᡤᒓࡍࡿᏛ㸦ி㒔ග⳹ዪᏊ

ࡿ  ே࡛࠶ࡗࡓࡇࢆሗ࿌ࡍࡿࡶࠊ

Ꮫ  Ꮫ⛉࣭ྠ▷ᮇᏛ㒊  Ꮫ⛉ࠊ ᖺ  ᭶

࡞せᅉࡢ୍ࡘࡀᏛᴗ࡛࠶ࡗࡓࡇࡽࠊ

 ᪥Ⅼࡢ  ᖺ⏕ࡢᏛ⏕ᩘ  ྡ㸧࠾࠸࡚ࠊ

㧗ᰯᏛࡢᩍ⫱ࡢࢠࣕࢵࣉᏛ⏕ࡀ㐺ᛂ࡛

 ᖺᗘࡽձ࣭ղࡢሗࢆసᡂ࣭ඹ᭷ࡍࡿ

ࡁ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࢆᣦࡋࠊᑐ⟇ࡋ࡚ࠕ᪂

⤌ࡳࡢᵓ⠏ࢆヨࡳࡓࠋ


ධ⏕ࢆᑐ㇟ࡍࡿ⥲ྜⓗᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ึ

㸰㸬᪉ἲ⤖ᯝ

ᖺḟᩍ⫱㸧ࠖࡢ᥎㐍ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ

ሗࡢసᡂ㸸Ꮫ⏕ࡈᚲಟ㸭㑅ᢥ⛉┠ู

᪂ධ⏕ࡢ᪩ᮇࡢ≧ἣࡣࠊᤵᴗࡢḞᖍ≧ἣ࡞
ࡢሗࡽ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸦❑ෆ㸪㸧ࠋ

⣼✚Ḟᖍࢥ࣐ᩘࢆ㞟ィࡋ㸦ᚲಟࡢ⣼✚Ḟᖍ

ᤵᴗࡢḞᖍ≧ἣࡣ୍Ⅼࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡞

ࢥ࣐ᩘ࡛㝆㡰ࢯ࣮ࢺࠊ๓㐌ࡽࡢቑຍᩘࢆ⾲

ࡢࢹ࣮ࢱ␗࡞ࡾࠊᏛ⏕ࡢὶືⓗ࡞≧ἣࢆ

♧㸧ࠊᏛ⏕ᨭࡢཧ⪃ሗࡋ࡚ࠕᇶ♏Ꮫຊヨ

㏲ḟᫎࡍࡿ࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊḞᖍࡀ

㦂ࢹ࣮ࢱࠖ㸦  Ꮫ⛉࡛  ᭶ึ᪪ᐇ㸧

⥆ࡃᏛ⏕ࡢᢳฟ࡞ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ⏝࠸ࡿࡇ

ࠕᏛ⏕ㄪᰝࢹ࣮ࢱࠖ㸦Ꮫ  Ꮫ⛉࡛  ᭶ୗ᪪

ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊಶࠎࡢᏛ⏕ࡘ࠸࡚ࡢ

㹼 ᭶୰᪪ᐇ㸧ࢆຍࡋ࡚ ([FHO ࡛㈨ᩱ

ሗࡣᏛ⏕ᨭᢸᙜ⪅ࡀಶูᑐᛂࢆࡍࡿ㝿᭷

ࢆసᡂࡋࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋࢹ࣮ࢱฎ⌮㸦⤖ྜ࣭㞟ィ㸧

┈࡛࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣᏛࡸᏛ㒊࣭

ࡣ ,%063666WDWLVWLFV㸦9HUVLRQ㸧ࢆ⏝࠸

Ꮫ⛉࡞ࡢయⓗ࡞ഴྥࢆᢕᥱࡍࡿࡇࡣ㞴

ࡓࠋ

ࡋ࠸ࡓࡵࠊ⤌⧊ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ᳨ウ࣭ᐇࡍ

⣼✚Ḟᖍࢥ࣐ᩘࡢ㞟ィࡣᩍົࢩࢫࢸ࣒ࡢ

ࡿࡇࡣࠊࡘ࡞ࡀࡾࡃ࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ᪩ᮇ

Ꮫ⛉  ᖺ⏕ࡢࠕฟḞࢹ࣮ࢱࠖࢆ⏝ࡋࡓ㸦ᩍ

ࡢ୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇ⟇ࢆᢸᙜ⪅ࡔࡅ௵ࡏࡿࡢ࡛

ᐊࡢ࣮࢝ࢻ࣮ࣜࢲ࣮࡛༶ࢹ࣮ࢱࡀⓎ⏕ࡍ

ࡣ࡞ࡃࠊᏛࡸᏛ㒊࣭Ꮫ⛉࡞ࡢ༢࡛య

ࡿ㸧ࠋ
ࠕฟḞࢹ࣮ࢱࠖྵࡲࢀࡿ㡯┠ࡢ࠺ࡕࠕᏛ

ീࢆᢕᥱࡋࡘࡘ⥅⥆ᛶࢆᣢࡓࡏ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡓ

⡠␒ྕࠖࠊࠕᤵᴗࢥ࣮ࢻࠖࠊࠕᤵᴗ᪥ࠖࠊࠕ⌮⏤ࢥ

ࡵࡣࠊᏛ⏕ࡢὶືⓗ࡞≧ἣࢆᫎࡋࡓࢹ࣮

࣮ࢻࠖ
㸦Ḟᖍ࣭᪩㏥࣭㐜้࡞㸧ࢆ⏝ࡋࠊ
ࠕ⌮

ࢱᇶ࡙࠸࡚ࠊձࠕᨭࢆせࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶

⏤ࢥ࣮ࢻࠖࡣࠕḞᖍࠖࢆ㞟ィᑐ㇟ࡋࡓࠋ

ࡿᏛ⏕ࡢಶูࡢሗࠖղࠕయⓗ࡞ഴྥࢆ
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Ꮫ⏕ㄪᰝࢹ࣮ࢱࡘ࠸࡚ࡣࠊḞᖍ≧ἣ㛵

୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇ࣭Ꮫ⏕ࡢᐃ╔Ϩ࣭≉ูᏛಟᨭ㸦Ⓨ㐩㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭ㸧
ಀࡋࡑ࠺࡞  㡯┠㸦ᚿᮃ㡰ࠊᏛࡧࡢព㆑ࠊ

᭷ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋ⏝࠸ࡓࢹ࣮ࢱࡣ

Ꮫ⏕⏕άୖࡢᏳ࡞㸧ࢆ㑅ࡧࠊࢿ࢞ࢸࣈ

≉Ṧ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊฎ⌮ࡶࢹ࣮ࢱ⤖ྜ༢

࡞ᅇ⟅ෆᐜࢆࢭࣝࡢⰍࡢ⃰ῐ࡛ᙉㄪ⾲♧ࡋࡓࠋ

⣧㞟ィࡢࡳ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᮏ◊✲ࡢሗࡢసᡂ

㞟ィࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣᒚಟⓏ㘓ྲྀᾘᮇ㛫ࡢ⥾ษ

᪉ἲࡣከࡃࡢᏛ࡛ᛂ⏝ࡀྍ⬟ゝ࠼ࡿࠋࡲ

᪥㸦 ᭶  ᪥㸧ࡢᚋࡽ㛤ጞࡋࠊཎ๎ࡋ࡚

ࡓࠊ㐌ḟࡢ㢖ᗘ࡛Ꮫ⛉ࡀᚲࡎྛᏛ⏕Ꮫ⛉

ẖ㐌᭶᭙᪥⾜ࡗࡓࠋᏛ⏕ㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱࡣ

యࡢḞᖍ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࠊ᭶ḟࡢ㢖ᗘ࡛Ꮫ

⏝ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓ  ᭶ึ᪪ࡽ㞟ィຍ࠼ࡓࠋ

ࡋ࡚Ꮫ⛉ࡢḞᖍ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿయไࡣࠊ୰

ሗࡢඹ᭷㸸㞟ィ㈨ᩱࢆᏛෆࡢࡳ㜀ぴྍ⬟

㏵㏥Ꮫ㜵Ṇ⟇ࢆಶࠎࡢᏛ⏕ᨭᢸᙜ⪅ࡔࡅ

࡞Ꮫෆ࣏࣮ࢱࣝࢧࢺẖ㐌ᥖ㍕ࡋࡓࠋ㜀ぴ

௵ࡏࡎࠊᏛ⛉࣭Ꮫయ࡛ᐃᮇⓗ⌧≧

ᶒ㝈ࡣᏛ㛗࣭Ꮫ㛗࣭ᩍົㄢᏛ⏕ㄢࡢ⟶⌮

ᑐ⟇ࠊຠᯝࡢ᭷↓ࢆ᳨ドࡍࡿᶵࢆタࡅࡿࡶ

⫋㸦Ꮫ⛉ศࢆ㜀ぴྍ⬟㸧ࠊᏛ⛉㛗࣭Ꮫ⛉ᣦᐃ

ࡢ࡛࠶ࡾࠊከࡃࡢᏛ࡛ᛂ⏝ྍ⬟࡞ሗඹ᭷

ࡢᩍဨ㸦ᙜヱᏛ⛉ศࡢࡳ㜀ぴྍ⬟㸧㝈ᐃࡋࠊ

ࡢ⤌ࡳࡋ࡚ᥦࡋࡓ࠸ࠋ

㈨ᩱ᭦᪂ࡢ㝿࣓࣮࡛ࣝ㐃⤡ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⩏



࡛ࡢඹ᭷ࡋ࡚ࠊᏛෆࡢពᛮỴᐃ⩏࣭Ꮫ⏕

ㅰ㎡

⏕άጤဨ࣭ົᒁ⟶⌮⫋⩏࠾࠸࡚ࠊ㐌

ᮏ◊✲ࡣᖹᡂ  ᖺᗘᏛᩍ⫱ᨵ㠉ᨭไ

ḟࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㛤ጞࡋࡓࡇࢆሗ࿌ࡋࡓࠋࡑ

ᗘ㸦ி㒔ග⳹ዪᏊᏛᏛ㛗㔞⤒㈝㸧
ࠕᏛෆࡢ

ࡋ࡚ࠊ ᭶ࡢྠጤဨ࡛ྛᏛ⛉ࠊᩍົㄢࠊᏛ⏕

᪤Ꮡࢹ࣮ࢱᏛ⛉ࡢせᮃࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓධᏛ

ㄢᑐࡋ࡚⏝≧ἣ㸦ሗඹ᭷ࡢ⠊ᅖࠊ᳨ウ࣭

ึᮇẁ㝵⤒ⓗኚࡢศᯒ㸦,5㸧ࠖ㸦◊✲௦

ᐇࡋࡓᑐ⟇࡞㸧ࡢྲྀࡾࡲࡵࢆ౫㢗ࡋࡓࠋ

⾲⪅㸸ᶫᮏᬛஓ㸧ࡢຓᡂࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋ

ࡑࡋ࡚ࠊពᛮỴᐃ⩏࠾࠸࡚ࠊ㞟ィ㈨ᩱࡢ



⏝≧ἣࡘ࠸࡚Ꮫෆࡢయീࢆሗ࿌ࡋࠊࡲ

ཧ⪃ᩥ⊩

ࡓࠊ ᭶ࡽ⣼✚Ḟᖍࢥ࣐ᩘࡢᏛ⛉ࡈࡢഴ

ᕝ㷂Ꮥ࣭᫂୰ᔱᘯ࣭ᕝᔱኴ㑻࣭ᕝཱྀᏊ

ྥࢆẖ᭶ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸧ࠕᏛ࠾ࡅࡿᐤࡾῧ࠸ᆺᏛ⏕ᨭ



యไࡢᵓ⠏㸸୰㏵㏥Ꮫ㜵ṆࡢほⅬࡽ

㸱㸬⪃ᐹ

ࡢᐇ㊶ⓗࣉ࣮ࣟࢳࠖࠗᑦ⤍Ꮫ◊✲⣖

ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ᪩ᮇࡢ୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇ⟇ࢆ⤌⧊

せ$ ேᩥ࣭♫⛉Ꮫ⦅࠘㸪㸪㸬

ⓗ᳨ウ࣭ᐇࡍࡿࡓࡵࠊᏛ⏕ࡢḞᖍሗࢆ

❑ෆ⠇Ꮚ㸦㸧ࠕᏛ㏥Ꮫࡑࡢ㜵Ṇ⧅

సᡂ࣭ඹ᭷ࡍࡿ⤌ࡳࡢᵓ⠏ࢆヨࡳࡓࠋྲྀࡾ

ࡀࡿࡇࢀࡽࡢ᪂ධ⏕ࡢᏛ⏕┦ㄯⓗ

⤌ࡳࡢ⤖ᯝࠊձࠕᨭࢆせࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ

ࣉ࣮ࣟࢳࡢ࠶ࡾ᪉ࠖࠗᒣⱥᏛ⣖

Ꮫ⏕ࡢಶูࡢሗࠖղࠕయⓗ࡞ഴྥࢆᢕ

せ࠘㸪㸪㸬

ᥱࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿሗࠖࡢ୧᪉ࢆసᡂ࣭ඹ

ᅗ  ⣼✚Ḟᖍࢥ࣐ᩘࡢ㞟ィ࣓࣮ࢪ㸦ᯫ✵ࡢ್ࢆ⏝㸧
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୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇ࣭Ꮫ⏕ࡢᐃ╔Ϩ࣭≉ูᏛಟᨭ㸦Ⓨ㐩㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭ㸧

⮬ᕫ⟶⌮⬟ຊࡼࡿ᪂ධᏛ⏕ࡢಟᏛ㐺ᛂࣉࣟࣇ࣮ࣝࡢண 

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ ⶶᮏ ಙẚྂ㸦ᾏ㐨ሗᏛ ་⒪ሗᏛ㒊㸧
                                   
㸰㸬᪉ἲ

㸯㸬┠ⓗ

㸦㸯㸧ㄪᰝ㡯┠ࡢ㑅ᐃ

୰ᩍᑂᏛ㒊ࡢሗ࿌(2012)࡛ࡣࠊࠕ
యⓗ࡞Ꮫࡧࡢ☜❧ࠖࡀせ࡞ࢸ࣮࣐ᥖࡆࡽ

㡯┠㑅ᐃࡢ᪉ἲࡣࠊ➹⪅(2015)ࡼࡿண

ࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕ࡢయⓗ࡞Ꮫࡧࢆྍ⬟ࡍࡿ

ഛㄪᰝྠᵝ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡇ࡛ࡢ 34 㡯┠ࡢ

ࡓࡵࡣᏛ᪂ධ⏕ࡀࠊ୍ᐃ⛬ᗘࡢ⮬ᕫ⟶⌮

࠺ࡕෆ㒊┦㛵ࡢప࠸ࡶࡢ➼ࢆ๐㝖ࡋࠊ30 㡯┠

⬟ຊࢆ㌟ࡘࡅ࡚࠸ࡿࡇࡀḞࡏ࡞࠸ࠋྠ

ᩚ⌮ࡋࡓࠋࡲࡓࠊணഛㄪᰝࡢ 7 ୗᑻᗘ

ࠊᏛࡋ࡚ࡣࠊ᪩ᮇᏛ⏕ࡢ⮬ᕫ⟶⌮

ࡽ㛵㐃ࡢపࡗࡓࠕ♫ᛶࠖࢆ㝖ࡁࠊ
ࠕa.╧╀

⬟ຊࢆᢕᥱࡋࠊⓗ☜࡞ಟᏛᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇࡀ

㉳ᗋࠖ
ࠕb.㛫⟶⌮ࠖ
ࠕc.ே㛵ಀࠖ
ࠕd.⏕ά

ồࡵࡽࢀࡿࠋ

つᚊࠖ
ࠕe.Ⓩᰯ࣭ฟᖍࠖ
ࠕf.Ꮫ㐺ᛂࠖࡢ 6 ୗ

㧗ᶫࡽ(2000㸧ࡣᏛ⏕ࡢ⮬ᕫ⟶⌮ࢆࢫ࢟

ᑻᗘࠊྛ 5 㡯┠ࡋࡓࠋ

ࣝࡋ࡚ࡽ࠼ࠊ⮬ᕫ⟶⌮ࢫ࢟ࣝᑻᗘࢆ㛤Ⓨ

㸦㸰㸧ᑐ㇟⪅ࠊᐇᮇ➼

ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࡋ࡚ᗣಖᣢ࠾ࡅ

2015 ᖺᗘධᏛࡢ 1 ᖺ⏕ࢆᑐ㇟ 4 ᭶ୗ᪪

ࡿ⮬ᕫ⟶⌮ࢫ࢟ࣝ࠸࠺ほⅬࡽᏛ⏕㐺

ࡽ 5 ᭶ୖ᪪ࡅ࡚ࡢᤵᴗ㛫ෆᐇࡋࠊ

⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ὸࡽ(2004)ࡣࠊ⮬

1 ᖺ⏕ 385 ྡ୰ 262 ྡࡽᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ

ᕫ⟶⌮ࢫ࢟ࣝࡢ✚ࡀᐇ㝿ࡢ⾜ື࡛ࡢ⮬ᕫ⟶

㸦㸱㸧⤖ᯝࡢฎ⌮

⌮ࡢࡼ࠺ᫎࡉࢀࡿࢆ᳨ウࡋࠊࠕ⏕

ᡂศศᯒࠊ㠀㝵ᒙࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒࢆ⾜ࡗ

ά㠃ࠖࠕᗣ㠃ࠖࠕ㔠㖹㠃ࠖࠕ⢭⚄㠃࣭ࢥ࣑ࣗ

ࡓࠋ⤫ィࢯࣇࢺࡣࠊSPSS 19.0 ࢆ⏝࠸ࡓࠋ

ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㠃ࠖࡢ 4 ࡘࡢୗᑻᗘࢆᣢ

㸱㸬⤖ᯝ

ࡘࠊ⮬ᕫ⟶⌮⾜ືᑻᗘࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ

㸦㸯㸧ᡂศศᯒ

ྠࠊࠕ⮬ᕫ⟶⌮⾜ືࡢ㛵ᚰࡢ㧗ࡉࠖ

ᡂศศᯒࢆ⾜ࡗࡓࡇࢁࠊ➨ 2 ᡂศࡲ

ࡼࡿᙳ㡪ࡶゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⮬ᕫ

࡛ࡢ⣼✚ᐤ⋡ࡣ 64.4%࡛࠶ࡗࡓࠋ⾲ 1 ♧

⟶⌮ࡣࢫ࢟ࣝࡋ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⾜ືࡋ࡚ࡔ

ࡍᡂศ⾜ิࡽࠊ➨ 1 ᡂศࡣ⯡ⓗ࡞ࠕ⮬

ࡅ࡛࡞ࡃࠊㄆ▱ⓗഃ㠃ࡽࡶ⪃៖ࡉࢀࡿᚲせ

ᕫ⤫ไࠖࡢ⬟ຊࠊࡲࡓࠊ➨ 2 ᡂศࡣࠕc.

ࡀ࠶ࡿ࠸࠼ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓㄆ▱ⓗ࡞ഃ㠃ࡶྵ

ே㛵ಀࠖࡢᐤࡀࡁ࠸ࡇࡽࠕ࿘ᅖࡢ

ࡵࡓ⮬ᕫ⟶⌮ࡢࡓࡵࡢ⬟ຊ(competence)

㛵ಀࠖࡢ⬟ຊ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ

ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ➹⪅(ⶶᮏ,2015)ࡣணഛ
ⓗㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ2015 ᖺࡽࡣࡑࢀࢆᐇ㝿ࡢ
᪂ධᏛ⏕㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅇࡣࠊձ⮬ᕫ⟶
⌮⬟ຊࡢ㠃ࡽ᪂ධᏛ⏕ࡢಟᏛ㐺ᛂࡢࣉࣟࣇ

⾲䠍䠊⮬ᕫ⟶⌮⬟ຊୗᑻᗘ䛾ᡂศ⾜ิ
1
2
a.╧╀_㉳ᗋ_ᑵᐷ
.701
-.420
b.㛫⟶⌮

.745

-.151

࣮ࣝࢆࡢࡼ࠺ᢕᥱ࡛ࡁࡿࡢࠊղධᏛ

c.ே㛵ಀ

.384

.771

ᚋ 1㸫2 ࣨ᭶ࡢⅬ࡛ࡢㄪᰝࡀࠊࡑࡢᚋ 1 ᖺ

d.⏕άつᚊ

.708

-.399

㛫ࡢᏛ⏕ࡢಟᏛ⾜ືࢆࡢ⛬ᗘண

e.Ⓩᰯ_ฟᖍ

.759

.151

f.Ꮫ㐺ᛂ

.683

.407

ࡋ࠺ࡿࡢ

ࠊࡢ 2 Ⅼࡘ࠸᳨࡚ウࢆຍ࠼ࡿࡇࢆ┠
ⓗࡍࡿࠋ

− 94 −

୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇ࣭Ꮫ⏕ࡢᐃ╔Ϩ࣭≉ูᏛಟᨭ㸦Ⓨ㐩㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭ㸧
㸦㸰㸧㠀㝵ᒙࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ

Ϯϱ

➨ 1ࠊ➨ 2 ᡂศᚓⅬࢆࡶࠊ㠀㝵ᒙࢡ
ࣛࢫࢱ࣮ศᯒࢆ⾜࠸ࠊ4 ࡘࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ศ
㢮ࡋࡓࠋࡇࢀࢆࡶࠊx ㍈ࢆࠕ⮬ᕫ⤫ไࠖࠊ
y ㍈ࢆࠕ࿘ᅖࡢ㛵ಀࠖࡾᩓᕸᅗ⾲ࡍ

Ᏻᐃ⟶⌮⩌
㛵ಀ౫Ꮡ⩌

ϮϬ

䝬䜲䝨䞊䝇⩌
Ꮩ❧⩌

ϭϱ

ϭϬ

ᅗ 1 ࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊྛࢡࣛࢫࢱ

╧
╀
呍
㉳
ᗋ
呍
ᑵ
ᐷ

࣮ࡢ⮬ᕫ⟶⌮ୗᑻᗘᚓⅬᖹᆒࢆẚ㍑ࡍࡿࠊ
ᅗ 2 ࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇࡽࠊ
➨ 1 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣࠊᏳᐃ⟶⌮⩌䠄༑ศ䛺ಟᏛព


㛫
⟶
⌮

ᅗϮ


ே
㛵
ಀ

⏕
ά
つ
ᚊ

Ⓩ
ᰯ
呍
ฟ
ᖍ


Ꮫ
㐺
ᛂ

ྛ⩌㛫䛾⮬ᕫ⟶⌮ᚓⅬ䛾ෆヂẚ㍑

ḧ䜢ᣢ䛱䚸୍ᐃ䛾㛵ಀ䛜ಖ䛯䜜䛶䛚䜚䚸⏕ά

Ꮫ⏕ࡢయⓗ࡞Ꮫࡧࢆᨭ࠼ࡿࡣࠊධᏛ┤

⟶⌮䛻䜒Ᏻ䛿䛺䛔䠅䚸➨ 㻞 䜽䝷䝇䝍䞊䛿㛵ಀ౫Ꮡ

ᚋࡽࡢ⮬ᕫ⟶⌮ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋධᏛᚋ᪩ᮇ

⩌䠄ಟᏛពḧ䚸⏕ά⟶⌮䛿༑ศ䛷䛒䜛䛜䚸㊊

ࡢẁ㝵࡛ࡢ⮬ᕫ⟶⌮ࡣ㸪ලయⓗ࡞⮬ᕫ⟶⌮ࢫ

ศ䛿㛵ಀ䛻䜘䜚ᨭ䛘䜙䜜䛶䛔䜛䠅䚸➨ 㻟 䜽䝷䝇䝍

࢟ࣝ㸦㧗ᶫࡽ,2000㸧ࡸᐇ㝿ࡢ⮬ᕫ⟶⌮⾜ື

䞊䛿䝬䜲䝨䞊䝇⩌䠄ᚲせ䛺ಟᏛពḧ䚸⏕ά⟶⌮䛿

㸦ὸࡽ,2004)ᫎࡉࢀࡿ๓ࡢ‽ഛⓗ≧

⥔ᣢ䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸࿘ᅖ䛸䛾ὶ䛿ᑡ䛺䛔䠅䚸➨ 㻠

ែ࠶ࡿࡓࡵࠊࡴࡋࢁㄆ▱㠃ࡢ⬟ຊࡋ࡚ᢕ

䜽䝷䝇䝍䞊䛿Ꮩ❧⩌䠄ಟᏛពḧ䚸⏕ά⟶⌮䛜༑

ᥱࡍࡿࡇࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿࠋᅇࠊ⮬ᕫ⟶⌮⬟

ศ䛷䛒䜚䚸࿘ᅖ䛸䛾ὶ䜒ᑡ䛺䛔䠅ゎ㔘ࡉࢀࡓࠋ

ຊࡽ 4 ࡘࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀᚓࡽࢀࠊ᪂ධᏛ⏕

㸦㸱㸧ᡤᒓ⩌ࡢண

ࡢಟᏛ㐺ᛂࣉࣟࣇ࣮ࣝࢆᥥࡃࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

1 ᖺḟ⤊Ⅼ࡛ࢡࣛࢫᢸ௵ࠊᨵࡵ࡚ୖ

ࡲࡓࠊධᏛ┤ᚋࡢㄪᰝ⤖ᯝࠊ1 ᖺ㛫ࡢᣦᑟ

グ 4 ༊ศࡼࡾಶࠎࡢᏛ⏕ࡢホ౯ࢆồࡵࡓ

⤒㐣ࡢᚋࡢᢸ௵ࡼࡿࣉࣟࣇุ࣮ࣝᐃࡀ୍

ࡇࢁࠊ୍⮴⋡ࡣ 52.6%࡛࠶ࡗࡓࠋᚲࡎࡋࡶ㧗

ᐃࡢ୍⮴ࢆぢࡏࠊண

࠸ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡀ㸪1 ᖺḟࡢ㛤ጞ᪩ࠎᐇ

⬟⪃࠼ࡽࢀࡓࠋᚑ᮶ࠊ᪂ධᏛࡽᩘࣨ᭶ࡣ

ࡉࢀࡓࡇࡢㄪᰝࡼࡾࠊࢳࣕࣥࢫࣞ࣋ࣝࢆ

࠸ࢃࡺࡿᵝᏊぢࡋ࡚ࠊಟᏛᣦᑟࡀᡭ᥍࠼ࡽ

ࡁࡃ㉸࠼ࡿྜ࡛ 1 ᖺᚋࡢᡤᒓ⩌ࡢணࡀ⾜

ࢀࡿࡇࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀᑐࡋࠊ⮬

ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࠸࠼ࡿࠋ

ᕫ⟶⌮⬟ຊࡢᢕᥱࡣࠊ᪩ᮇࡽಟᏛᣦᑟࡢ㛤

㸲㸬⪃ᐹ

ጞࢆࡼࡾᐜ᫆ࡍࡿࡶࡢ࠸࠼ࡼ࠺ࠋ

ⓗᣦᶆࡋ࡚⏝ࡀྍ

ᚋࡣࠊⓏᰯ࡞ࡢ⌧ᐇࡢಟᏛ㐺
ᛂࣜࢫࢡ㛵ࡋࠊࡇࡢ⮬ᕫ⟶⌮⬟ຊࡀ
ࡢ⛬ᗘண

ⓗ࡞ᣦᶆ࡞ࡾ࠺ࡿ

ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
ⶶᮏಙẚྂ(2015) ࠕ᪂ධᏛ⏕ࡢಟᏛ
ᣦᑟ㈨ᩱࡢ᳨ウࠖ
ࠗึᖺḟᩍ⫱Ꮫ➨
8 ᅇⓎ⾲せ᪨㞟࠘120-121
ⶶᮏಙẚྂ(2016) ࠕ᪂ධᏛ⏕ࡢಟᏛ
㐺ᛂࣜࢫࢡ⮬ᕫ⟶⌮⬟ຊࡢ㛵
㐃ࠖࠗ᪥ᮏᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ➨ 58 ᅇ⥲
Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟࠘㸦Ⓨ⾲ணᐃ㸧
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୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇ࣭Ꮫ⏕ࡢᐃ╔Ϩ࣭≉ูᏛಟᨭ㸦Ⓨ㐩㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭ㸧

Ⓨ㐩㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭ࠾ࡅࡿ୍⪃ᐹ
̿࢟ࣕࣜ┦ㄯᏛ⏕┦ㄯࢆ㏻ࡋ࡚̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ ୖᒸ⩏㸦ᚨᓥᏛᏛ㝔⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲㒊㸧
                                   
⬻ᶵ⬟ࡢⓎ㐩ࣥࣂࣛࣥࢫࡉࢆ᭷ࡍࡿⓎ

㸯㸬ࡣࡌࡵ
ᖹᡂ 26㸦2014㸧ᖺ 2 ᭶ 17 ᪥㞀ᐖ⪅ᶒ

㐩㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ࡀ♧ࡍ≧ែീࡣಶࠎࡼࡗ࡚␗

᮲⣙ࡀᡃࡀᅜ࠾࠸࡚Ⓨຠࡋࠊᖹᡂ 28
㸦2016㸧

࡞ࡿࡀࠊᏛ⩦㠃ࡸ⏕ά㠃࠾࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺

ᖺ 4 ᭶ࡣࠕ㞀ᐖࢆ⌮⏤ࡍࡿᕪูࡢゎᾘࡢ

࡞ᅔ㞴ࡉࢆ♧ࡍ㸦⾲ 1㸧ࠋྠᵝᑵ⫋άື㠃ࠊ

ಁ㐍㛵ࡍࡿἲᚊࠖࡀ⾜ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡼ

ࡉࡽࡣධᏛ๓ࡢẁ㝵࠾࠸࡚ࡶᅔ㞴࡞≧ែ

ࡾࠊ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡢྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢᥦ౪

ࢆ♧ࡍࡇࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊධᏛ๓ࡽ༞ᴗᚋࡢ

㛵ࡋ࡚ࠊᅜබ❧Ꮫ➼࡛ࡣἲⓗ⩏ົࠊ⚾❧

㐍㊰㑅ᢥ⮳ࡿࡲ࡛ࠊᏛෆእࡢ㛵ಀ㒊ᒁ࣭ᶵ

Ꮫ➼࡛ࡣດຊ⩏ົࢆ㏣࠺ࡇ࡞ࡗࡓࠋࡲ

㛵ࡢ᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠᇶ࡙ࡃᨭࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

ࡓᖹᡂ 28㸦2016㸧ᖺ 5 ᭶ 25 ᪥ࡣࠊᩍ⫱
⾲ 1 Ⓨ㐩㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ࡀᢪ࠼ࡿᝎࡳ

ᑵປࡢᨭᐇࡸ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᇶ࡙ࡃ
ษࢀ┠࡞࠸ᑐᛂࢆ┠ᣦࡋࡓࠕᨵṇⓎ㐩㞀ᐖ⪅

Ꮫ ᴗ 㠃
ᒚಟⓏ㘓ࡀ࡛ࡁ

ᨭἲࠖࡀᡂ❧ࡋࡓࠋ

࡞࠸

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⏕ᨭᶵᵓࡀᖹᡂ 

⾜ ື 㠃 ࣭ ⏕ά 㠃 
 ࡔ ࡕ ࡀ ࡛ࡁ ࡞ ࠸

ᖺ㸦2005㸧ᗘࡼࡾᐇࡋ࡚࠸ࡿࠕ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶

ㅮ⩏ฟᖍ࡛

ࡿᏛ⏕ࡢಟᏛᨭ㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝࠖࡼࡿ

ࡁ ࡞ ࠸

ࠊࢃࡀᅜࡢᏛ࣭▷ᮇᏛ࣭㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

ᤵᴗࡘ࠸࡚࠸

࿘ᅖࡢど⥺ࡀẼ

ࡅ ࡞ ࠸

࡞ࡿ

ࢸࢫࢺࡀ࡛ࡁ࡞

ឤࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟ

࠸

ࣝ ࡀ 㞴 ࡋ ࠸

࣏࣮ࣞࢺࡀࡲ

⮬ศࡣࢲ࣓࡞ே㛫

ࡵ ࡽ ࢀ ࡞ ࠸

࡛ ࠶ ࡿ  ッ࠼ ࡿ 

ㄢ㢟ࡢᥦฟᮇ㝈

ࡾࡓ≀ࢆ࡞ࡃࡋ

ࡀ Ᏺ ࢀ ࡞ ࠸

࡚ ࡋ ࡲ ࠺

㸦௨ୗ㸪Ꮫ➼㸧ᅾ⡠ࡍࡿ㞀ᐖᏛ⏕ᩘࡣᖺࠎ
ቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ࡞࡛ࡶⓎ㐩㞀ᐖ࠾࠸࡚ⴭ
ࡋ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊⓎ㐩㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ࡢᵝࠎ࡞
ᩍ⫱ⓗᨭࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿᏛ➼ࡶᏑᅾࡍࡿ
ࡀࠊᅜⓗぢࡿࠊࡲࡔ༑ศ࡞ᨭయไࡀ
ᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣゝ࠸㞴࠸≧ἣ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺Ⓨ㐩㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣ
ࡀኚࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ୰ࠊ➹⪅ࡣ⮫ᗋᚰ⌮ኈࡢ

༢ྲྀᚓࡀணᐃ

❧ሙ࡛ࠊᗂඣᮇࡽᡂேᮇ⮳ࡿⓎ㐩㞀ࡀ࠸

 ࠾ ࡾ 㐍 ࡲ࡞ ࠸ 

ࡢ࠶ࡿேࡢᨭ  ᖺ௨ୖ๓ࡽᦠࢃࡗ࡚

∦ ࡙ ࡅ ࡀ ࡛ࡁ ࡞ ࠸

࿘ᅖࡢ⪅ࢺࣛࣈ
ࣝࢆ㉳ࡇࡍࡇࡀ
ከ࠸
ୖᒸ㸦2014㸧ࡼࡾᘬ⏝

࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊᏛ➼࠾ࡅࡿࠕ࢟ࣕࣜ



┦ㄯࠖ
ࠕᏛ⏕┦ㄯࠖࡢᐇ㊶ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊⓎ㐩㞀ࡀ

㸱㸬Ⓨ㐩㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭࡢ࣏ࣥࢺ

࠸Ꮫ⏕ᑐࡍࡿᨭࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ᨵࡵ࡚
ᩚ⌮ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ

Ⓨ㐩㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ࡀ♧ࡍ≉ᚩⓗ࡞≧ែീࡣୖ
㏙ࡋࡓ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣᛴᙧᡂࡉࢀ



ࡓࢃࡅ࡛ࡣㄽ࡞࠸ࠋⓎ㐩㞀ᐖࡢ୰᰾≧
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ピアサポート・教職協働

ライティング科目再履修クラスにおけるピア・サポートの有効性
―SA の活用とグループ学習を通して―
【発表者】 木原宏子（創価大学）
・山﨑めぐみ（創価大学）

期では、単位未認定者は 8.6%で、そのうち欠

１．はじめに
本発表の目的は、創価大学の初年次必修科
目である「学術文章作法Ⅰ」(ライティング科

席を理由とするものは 49.2%であった(表 1)。
表 1 2015 年度前期／後期の単位未認定者の割合

目)の再履修クラス(2 年生以上)におけるピ

単位未認定者

欠席を理由とするもの

ア･サポートの実践とその有効性を報告する

2015 年前期

36

12

ことである。

2015 年後期

65

32

創価大学では、2014 年より「学術文章作法

また、今学期のはじめに、発表者担当クラ

Ⅰ」を開講した(「同Ⅱ」、
「同Ⅲ」は 2016 年

スにおいて再履修となった要因についてのア

度より選択科目で開講)。本科目は国際教養学

ンケートを実施した結果は表 2 の通りである。

部を除く、7 学部で初年次必修科目であり、

表 2 再履修となった要因(自己回答・複数回答可)

前期には法・経営・理工・看護学部、後期に

アンケート項目

回答数

は経済・文・教育学部の学生が履修する。担

書くことが嫌いだから

15

当者の多くは創価大学総合学習支援センター

授業がおもしろくなかったから

14

(以下、SPACe)の担当教員を兼任しており、

グループワークが苦手だったから

10

SPACe のサービス(レポートチュータリン

習っていることが難しすぎたから

10

グ・レポート診断・学習相談等)を活用しなが

欠席が多かったから

47

先生が苦手だったから

10

その他

19

ら授業を実施している。
しかし、2014 年度、2015 年度と毎年 100
名程度（1 年次修者合計約 1500 名）が単位を

※回答者は初回授業に出席した 2 回目以上の履修者 71 名。

取得できず、再履修の対象者となっている。

このアンケートの結果、欠席超過を要因と

また、再履修クラス履修者のうち 30～40%が

した単位未認定が 66.2%を占めていることか

再び単位を取得できず、複数回再履修クラス

ら、まず出席を促す働きかけが求められるこ

を受講している現状がある。そこで、2016 年

とが明らかになった。

度前期は、SA の積極的活用とグループ学習
を多く取り入れた授業を実施し、ピア･サポー

３．全国の大学での取り組み

トによって単位の取得率や授業の途中離脱率
がどのように変化するかを検証する。

全国の大学では、出席率の低い学生に対し
て、ピア・サポートによる支援はあまり行わ
れていない。日本学生支援機構(2014)による

２．再履修となる要因
本科目において再履修となる理由の多くは、
出席率の低さである。前年度前期の単位未認
定者の割合は 5.3%で、そのうち欠席を理由と
するものは 33.3%であった。また、前年度後

と、
「出席状況が悪い学生や不登校の学生に対
する取組」として最も多かったのは、
「学生と
面談」(83.5%)で、次いで「担任もしくはゼミ・
研究室の教員と教務・学生部等／学部・学科

－ 98 －
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との間で、連絡体制を構築」(75.6%)、「保護

トというよりも、特に学期途中で欠席が目立

者に連絡」(72.5%)であった。一方、
「ピア･サ

ち始めた学生へのサポートである。

ポートの活用」を行っている大学は 13.0%で

また、再履修クラスでは仲間作りを意識し

ある (日本学生支援機構 2014)。この調査か

たアイスブレイクとグループ学習を積極的に

ら、出席率の低い学生に対してピア・サポー

取り入れ、クラス内で互いにアドバイスし合

トを活用している大学は少ないことが明らか

える雰囲気を作ることに重点を置いた。初回

となった。

から 5 回までは毎回 30 分程度のアイスブレ

また、各大学で取り組まれているピア・サ

イク(ラインナップ、ウエスタンチャレンジ

ポートにおいて、正課教育に係わる活用も多

等)を導入し、授業内で互いに聞き合える関係

くはなされていない。小貫(2014)によると、

を醸成した。授業内容では、ペアやグループ

ピア・サポートを実施しているプログラム数

で要点を捉えさせたり、主張の比較をさせた

は、全国で 876 プログラムであり、そのうち、

りするような課題を解かせ、その後個人のレ

「初年次教育科目の支援」や「実験支援」と

ポート作成に入らせるような仕掛けをするこ

いった正課教育に係わる活用は「その他」(74

とで、孤立する学生のないようにした。

件；8.4%)のうちの一部である。この報告では、
「初年次教育科目の支援」についての件数や

５．ピア･サポートによる成果

割合が明らかにされていないが、その他とし

再履修クラスでピア・サポートを活用する

て挙げられた項目のうちの一部であることか

ことによる成果の具体は、当日資料に譲るが、

ら、相当少ない数であることが予想される。

6 月 10 日現在での履修取消者の人数は、106
人中 10 人(9.4%)である。昨年度の再履修クラ
スの履修取消は 160 人中 4 人(2.5%)で、その

４．再履修クラスにおける取り組み
本クラスでは、ピア･サポートの一つとして、

ため、欠席を理由とした単位未認定者が多か

SPACe で勤務する学部生スタッフを SA とし

った。履修取消は、GPA などの観点から見れ

て活用している。スタッフは半期に 1 回のコ

ば、肯定的な行動を取ったと判断でき、SA の

ーチングやアドバイジング等の研修を受け、

呼びかけに一定の効果が見られたといえる。

学期中は日々学習相談を行っている。加えて、
定期的にスタッフミーティングを通し、スキ
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初年次教育の質向上に向けたティーチングアシスタントの協働
―東京大学「初年次ゼミナール文科」の実践例―
【発表者】 岡田 晃枝（東京大学）

授業担当教員の専門性を活かしたバラエティ

１．はじめに
初年次教育科目の教育効果を高めるため、

豊かな 64 の授業（2016 年度実績）が開講さ

さまざまな大学でさまざまな方法が採られて

れている。クラス指定で履修する授業が決め

いる。その多くは教員に対するファカルティ・

られていた基礎演習と異なり、初年次ゼミナ

ディベロップメント（FD）に分類されること

ール文科では、クラスごとに指定された 2 曜

と思われる。そして多くの場合に共通する問

限に開講される 10～12 の授業の中から学生

題は、やる気のある少数の教員しか反応しな

が自分の関心に合わせて履修する授業を選択

いということであろう。

できるようになった。

東京大学教養学部の「初年次ゼミナール文

基礎演習では学生個々の学術的関心と授業

科」では、より効果的な授業方法を学ぶこと

担当教員の専門分野の間にミスマッチが起こ

に積極的な教員と、すでに自身の授業スタイ

りやすいという短所があった。そのため教員

ルを確固として持っている教員の間に不必要

の専門性にあまり特化することなく学生の関

な温度差や摩擦を生むことなく、全体として

心にある程度まかせて、広く人文社会科学的

より学生の学びに資する授業にしてゆく手段

なテーマで学術研究をまとめさせ、発表させ

の一つとして、各授業についている大学院生

るといった授業がほとんどであった。それに

ティーチングアシスタント（TA）の横のつな

対し初年次ゼミナール文科では学生が授業を

がりを築くことに取組んでいる。

選択できるため、各教員の専門分野にある程
度踏み込んでも学生のモチベーションが続く
という利点がある。自分の専門に引きつけて

２．「初年次ゼミナール文科」とその特徴
東京大学では 1993 年度から文科 1 年生を

学問の基礎を教えることができるため、教員

対象とする必修授業として、入学直後の第 1

の側のモチベーションにもつながっている。

学期目に「基礎演習」という授業を展開して
きた。文系諸学問に共通して必要なアカデミ

３．学生が「不公平」を感じないために

ックスキルとアカデミックマナーを学生に習

しかしながら、専門性に踏み込めば踏み込

得させるための授業で、この授業のサブ・テ

むほど、
「学問をする」姿勢を整えつつある 1

キストとして編集された『知の技法』
（小林康

年生を対象とする初年次ゼミナールの適切な

夫/船曳建夫編、東京大学出版会、2004 年）

授業難易度や課題の質・量についての理解が

は、その続編も含めて評判となった。

教員によってまちまちとなる危険が増す。基

2015 年、この基礎演習の成果を活かし、問

礎演習の授業経験が長く、そこである程度成

題点を克服し、よりきめ細かな指導を行うべ

功していたという実感のある教員は、初年次

く「初年次ゼミナール文科」という授業が開

ゼミナールという科目に替わったことに対す

始された。東京大学に入学した文科一類、二

る反応が遅れる可能性が十分にある。

類、三類の学生 1,300 名余りを対象として、

東京大学のシステムでは、1,2 年次（前期
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課程）の成績が、その後の後期課程の所属学

ようなツールを導入した。学習管理システム

部選択に大きく関わる。初年次ゼミナール文

の利用方法や、授業サポートに必要な学内リ

科の成績も、進学選択の際の持ち点数に算入

ソースの紹介を掲載し、情報の偏在を低減し

される。このような基礎科目で、授業の難易

た。

度や負荷に大きな差が出てしまった場合、
「学

初年次ゼミナール文科では授業 TA だけで

問の世界に入るという喜び」を「同じ科目な

なく、どの初年次ゼミナール文科の履修者で

のに、点数を取るのに他の授業の学生よりも

も質問や相談に使えるラーニングコモンズと

多くの努力をはらわなければならないという

いう場を設けており、そこにも常駐 TA がい

不公平感」が凌駕してしまうことが考えられ

る。このラーニングコモンズ TA の指導日誌を

る。

ウェブ上で授業 TA が閲覧・コメントできるよ

不公平感を低減し、学生たちに学問の面白

うにした。

さをより感じてもらえるようにするには、

2015 年度の学期終了後に TA を集めて振り

個々の教員の努力だけでなく組織的な取組も

返りの会を行い、そこで出た意見を 2016 年度

必要である。この場合、授業担当教員を集め

の授業実施要領に反映させるなどして、TA の

て授業についての勉強会や情報交換をすると

コミットメントが機能することを実感しても

いったタイプの FD がまず想定されると思わ

らうよう努めた。

れる。初年次ゼミナール文科では、教員に向

一通りのツールと場を教員側が TA に提供

けた授業ヒントの冊子を作成するなどの FD

した結果、TA が主導して、授業での工夫を互

活動を行いつつ、それと並行して、TA を対象

いに報告し合ったり、大学側が用意するもの

とする取組も開始した。

とは別の TA マニュアルを作成するなどの試
みが始まることとなった。主導的役割を果た
している TA を見習って、情報交換ツールの新

３．能動的な TA の協働
初年次ゼミナール文科の授業は、きめ細か

たな活用方法の提案や、ラーニングコモンズ

い指導のため、ほぼすべての授業に大学院生

の備品図書の購入要求、授業に関連する図書

の TA がついている。授業担当教員が自分の指

館ツアーへの提案などを自発的に行う TA が

導院生や関連分野の院生の中から TA を指名

出てきたことも非常に大きな収穫である。

するため、授業の内容や方針を理解しやすい
反面、その教員の授業スタイルに慣れ過ぎて

４．おわりに

おり授業改善を思いつく余地がない場合が多

初年次ゼミナール文科が始まって 2 年目の

い。しかし、TA を務める院生の多くは教育研

現在、個々の授業ではなく初年次ゼミナール

究職を希望しており、将来、同じような授業

文科全体への TA のコミットメントが明らか

を担当する可能性が大いにあるため、
「上手な

に増している。TA の立場からのマニュアル

授業」に関心がある。また、教育研究職への

作成によって業務の効率化に成功した TA か

応募の際に、研究業績とあわせて教育業績を

ら、学生対応に時間をその分多く使えるとい

問われることが増えてきている。初年次ゼミ

う成果が報告されたり、また、他の授業での

ナール文科の TA 業務を通して教育に必要な

工夫を授業担当教員に伝えて協力して導入し

スキルを身に着けられ、教育業績に組み込め

たという報告もあった。今後、この能動的 TA

るような働きができるようになるならば、そ

の協働が、学生の学びに与える影響を示すこ

れを歓迎する院生は多い。

とを目指してゆく。

そこで、まずは TA どうし情報交換ができる
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明星大学全学初年次教育科目「自立と体験１」実践報告
―新規に担当する教員を対象としたアンケート結果と教職学協同での授業運営―
【発表者】 御厨まり子（明星大学）
【共同研究者】菊地滋夫（明星大学）
、鈴木浩子（明星大学）
教員は、同一の教案に基づき、アクティブ・

１．はじめに
明星大学は、東京都日野市に 7 学部 11 学

ラーニング（以下 AL という）の手法を用い

科、大学院 5 研究科、通信教育部を擁する総

て授業を展開する。そのため、授業担当前に

合大学である。在籍者数は通学課程・通信教

2 回程度の研修を実施し授業担当に備えてい

育課程をあわせて約 16,000 名となっている。

る。2016 年度は 53 名のうち 23 名が初めて

明星大学において 2010 年度より、約 2,000

この科目を担当する教員で、4 月に着任した

名を対象とした全学初年次教育科目として 1

ばかりの教員も 4 名含まれていた。

年前期科目「自立と体験１」がスタートし、
今年で 7 年目となる。その授業を始めたきっ

３．授業運営

かけは、本学が抱えていた離籍者問題の改善

授業運営においては、①各クラス 1 名ない

であった。明星教育センターの教職協同を推

し 2 名のスチューデンアシスタント（以下 SA

進しつつ、事務室が授業運営を担当している。

という）
・ティーチングアシスタント（以下 TA

担当教員に対しては、授業前に 2 回程度の研

という）を配置する。②教材は事務室で一括

修会を実施している。その内容は、授業を担

して準備する。③学生向けのポートフォリオ

当する上で必要な事項を中心に授業運営側で

および教員向けの教案の作成、④毎週金曜日

ある明星教育センター全体で計画を立ててい

の担当教員対象のランチミーティング、⑤授

る。今回は、事前研修会の効果について、授

業の翌週である毎週火曜日に学内教職員向け

業を初めて担当する教員を対象にアンケート

にニューズレターを発行、⑥2 回連続欠席者

調査を試みた。そのアンケート結果から、授

への電話連絡、⑦担当教員へのアドバイザー

業運営を行う上で必要な支援体制を明らかに

制の導入をしている。

していくことが本報告の目的である。
４．新規担当教員アンケート結果
初めて担当する教員 23 名に授業期間中（第

２．担当教員
「自立と体験１」は、学部学科横断のクラ

5～7 回目）に WEB アンケート調査を行い

ス編成で 1 クラス約 30 人の計 68 クラスで授

65.2％の 15 名の教員から回答があった。

業が行われる。毎年 68 クラスの約 63％とな

４－１．事前研修、役立ち度

る 45 名の担当教員が各学部から選出され授

事前研修会の実施については回答者全員が

業を担当する。7 年間で延べ 471 クラス、延

参加してよかったと肯定的な回答であった。

べ 372 名の教員が「自立と体験１」の授業を

事前研修において、
「具体的な授業イメージ

担当している。各学部は明星教育センターが

ができた、授業の趣旨や目的、授業の進め方

原案を作り、これに基づいて学長が依頼する

が理解できた、担当教員間で話し合うことで、

選出人数をうけて担当教員を選出する。選出

不安が共有でき疑問点も解消された」等肯定

方法は各学部に委ねている。選出された担当

的な回答が寄せられた。
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初めて担当する教員にとって、授業開始前

でいる成果である。

に事前研修会を実施することは、授業に対し
ての理解が促進されるとともに、授業を担当
するにあたっての不安や疑問を解消する機会

４－４．SA/TA の存在
各クラスに SA/TA を 1 名ないし 2 名配置
している。2016 年度は 101 名の 2 年～4 年

にもなっていることが伺える。
実際、授業を進めている中で、事前研修会

生在学生及び院生が SA/TA となり担当して

を振り返り、役立ち度を確認する設問では、

いる。初めて担当する教員にとって SA の存

①とても役立っている、②役立っているとの

在は、93％の教員から有効であるとの回答を

回答を 86.7％（13 名）の担当教員がしてい

「自立と体験１」の授業
得た。SA/TA 全員が、

る。教案等の具体的な説明が授業では参考に

を実際受講しており、授業を受けたことのあ

なっているなど好意的な意見が多かった。

る SA の存在は、授業を進める上で心強い。

４－２．アクティブ・ラーニングの経験

また 1 年生に近い存在として、1 年生への対

本授業が、AL の手法を用いているため、担

応の丁寧さや、クラスのムードメーカーとし

当教員に AL の授業経験があるかを尋ねたと

て担当教員とうまく授業をサポートしている

ころ、約半数（53.3％）が担当したことがあ

点で SA の存在は大きい。

ると回答した。AL の授業科目について確認
したところ、具体的には「体験型ワークショ
ップ授業や実験・実習が伴う学科科目の授業」
との回答であった。

５．効果と課題
初めて担当する教員にとり、事前研修会は、
授業を進める上でヒントとなり有益であると

一方で、AL の授業の経験がないと回答し

いうことがアンケートの回答から見てとれた。

た教員は、AL の手法の不安要因について、

また半数以上の教員が「自立と体験１」を担

「AL を特別に習った経験がないため、習得

当する以前から AL の手法の授業を担当して

するのが大変そう」、
「授業の経験がないため、

いたことも確認が出来た。他方で、AL 手法の

授業の展開、予測の見通しがつかないため気

授業を初めて担当した教員も、今後 AL の手

がかり」、「当該所属学科の学生以外の授業を

法を他の授業でも活用したいと回答している

受け持ったことがないことから反応がわから

ことから、「自立と体験１」の授業を通じて、

ない」という回答であった。

FD 的側面としての効果もあることが確認さ

４－３．授業運営に関して

れた。授業運営については教職協働で行って

授業を実施する上での様々な準備を教職協

きたが、その中でも、担当教員が有効と回答

働で行い、教員サポート体制を構築している。

した SA の存在である。SA の活躍も本授業で

授業期間中で、一番役立っている資材や準備

は大きな役割を担っている。一方で担当する

物を問う設問（複数回答可）では、①教案

教員のほとんどが初回授業で SA と初対面で

（93.3％）、②ニューズレター（73.3％）、③

あり、担当教員と SA の関係、１年生との関

備品用品をいれた青袋での一括運用（73.3％）、

係、複数名配置する SA 間の関係など、授業

④各種備品（53.3％）、⑤担当教員へのアドバ

内で良い化学反応がおこるよう注意深く授業

イザー制（33.3％）であった。本授業は、2,000

期間中に授業運営にあたる必要がある。

人対象ということもあり、授業を行う上でも、

今後も教職協働を一歩進め“教職学協働”

準備する物が沢山必要となる。センター所属

として本授業の授業運営を考えていけるよう

教員も授業を担当していることから、授業運

により働きかけていきたい。

営に必要な資材の準備は教職協働で取り組ん
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教養科目におけるビブリオバトルの活用
―ゼミナール形式での実施と選択科目における紹介本の分野縛り―
【発表者】 廣瀬清英（岩手医科大学教養教育センター人間科学科法学分野）

などをしっかり聴くことができる」や「正し

１．はじめに
医療系総合大学である本学において人間科

い日本語によるわかりやすく、説得力のある

学科は、2013 年度から初年次の前半に専門職

表現をすることができる」に有効であると考

連携教育の一環として、大学での学びに必要

え、本来なら本好きが積極的に行うべき書評

な態度・技術の基本であるリサーチ・スキル

合戦を読書自体に興味のない学生に強制的に

やアウトプウト・スキルを身につけさせるこ

やらせる意味があるのかという懸念もあった

とと、コミュニケーション能力を向上させる

が、今まで大学受験のために本を読む機会が

ために、専門的な学修に向けての基礎力を養

少なかった学生に強制的にでも本を読む機会

うアカデミック・リテラシー（以下、アカリ

を与えることで読書への興味を持つきっかけ

テ）を開講し、2014 年度からの２年間は、大

となることを期待した。

学を始めとした教育機関や書店などで広まっ

しかし、前述の通り科目統合によってビブ

ている「書評を媒介としたコミュニケーショ

リオバトル（８回 12 時間）が除外されたが、

ンの場づくりの手法」であるビブリオバトル

過去２年間のビブリオバトルの成果から継続

を、図書館活用術の講義担当している図書館

することに賛同した教員によって、同時開講

職員との協働で実施した。

の選択科目において科目間を横断し、１学年

しかし、本年度からアカリテが問題基盤型

の６割の学生を対象にビブリオバトルを実施

学習を実施する「多職種連携入門」と統合さ

する。また、医学部限定だが、初年次ゼミナ

れたことで、ビブリオバトルを実施すること

ールにおいて「ビブリオバトル入門」を実施

が困難となったため、別の方法で活用するこ

している。

ととなった。
３．ゼミナール形式での実施
本学医学部の初年次ゼミナールは、アカリ

２．ビブリオバトルの導入と継続の経緯
ビブリオバトル導入の経緯は、初年次教育

テと同様に、大学での学びのスキル等を初年

に特色あるものを取り入れたいという点に加

次に教え込み、それ以降の学習を円滑に行う

え、医療系総合大学である本学図書館の学生

ための「移行教育」としての役割を担ってい

利用状況を見て、読書量の少なさを改善した

る。本年度のゼミナールは５月末から 11 月ま

いということもあった。コミュニケーション

で全８回（12 時間）の予定で開講中である。

の場づくりのツールでもあるビブリオバトル

ゼミナールでは前年までのアカリテの多く

には、①書籍情報共有、②良書探索、③スピ

を踏襲し、紹介する本をしっかり読み込み、

ーチ能力向上、④コミュニティ開発、といっ

伝えたいことを整理してもらうため、ガイダ

た４つの機能がある。これらのうち、①と②

ンスにおいて「コンテンツシート」、「シナリ

が読書量の増加に、③と④がアカリテの科目

オシート」の利用法を説明し、紹介本につい

到達目標であった「講義や講演、他者の発表

ても、ジャンルに縛りをかけず、学生が自由
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に選択できることとした。しかし、
「コンテン

証はこれからであるが、この変更によって科

ツシート」の作成は、学生の発表する回数が

目の到達目標から図書館の利用や読書に関す

多いことを考慮して、ゼミナールでは提出さ

る項目が消え、学生の読書量の低下が危惧さ

せないこととした。

れている。また、アカリテがアクティブ・ラ
ーニングの導入を意図していたにもかかわら
ず、本年度は演習が 18 回から８回と減少して

４．選択科目における紹介本の分野縛り
ビブリオバトルを実施する選択科目は９月

おり、内容の見直しが必要である。

８日から始まる後期科目での実施であるため、
今後の予定についての紹介が中心となる。

科目統合前後の内容比較（※は演習）

この時間は全１年生（315 名）が同時開講

2015 年度

2016 年度

されている７科目のうち１科目を履修する。

多職種連携入門

多職種連携のための

自身の担当する「医療と法律」
（履修者 40 名）

＋アカリテ(24 回)

アカリテ(22 回)

のほか、「パーソナリティ心理学」（79 名）、

※PBL(6 回)

※PBL(6 回)

「医療と物語」
（34 名）「
、人間関係論」
（33 名）

各種講義(4 回)

―

の計４科目（計 186 名）において、科目間を

※図書館(2 回)

※図書館(2 回)

横断してビブリオバトルを実施する。

※ビブリオバトル

―

その際に特色を出すため、科目に関連のジ

(8 回)

ャンルに特化した縛りをかけた形で実施する。

※ディベート(2 回)

―

ライティング(1 回)

ライティング(5 回)

ロジカルリテラシー

考える技術(5 回)

(1 回)

論理的思考(2 回)

―

確認テスト(1 回)

―

フォローアップ(1 回)

参考文献
1)谷口忠大『ビブリオバトル』文春新書(2013)
2)ビブリオバトル普及委員会『ビブリオバト
ル入門』一般社団法人情報科学技術協会
(2013)
５．ビブリオバトルの代替内容と成果

3)廣瀬清英・藤澤美穂・鈴木晴香・芳賀真理

ビブリオバトルなどを実施していたアカリ

子・渡辺敦子・千葉基弘・舘野雅之・平林香

テ（14 回 21 時間１単位）と問題基盤型学習

織「ビブリオバトル：アカデミック・リテラ

などを実施していた「多職種連携入門」
（10 回

シーにおける図書館職員との協働」49、41-56

15 時間１単位）が統合し、本年度から「多職

(2014)

種連携のためのアカデミック・リテラシー」

4)廣瀬清英・藤澤美穂・關山悦子・芳賀真理

（22 回 33 時間２単位）として実施している

子・渡辺敦子・千葉基弘・鈴木晴香・相澤文

が、コーディネーターの判断によってビブリ

恵・平林香織「ビブリオバトル：アカデミッ

オバトルやディベートといった内容をクリテ

ク・リテラシーにおける図書館職員との協働

ィカル・シンキングやロジカル・ライティン

―2015 年版―」『岩手医科大学教養教育研究

グへと変更した。それらの成果についての検

年報』50、81-99 (2015)
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ライティング・カンファレンスによる「書くこと」の個別化指導
―米国大学におけるプロセス・アプローチに着目して―
【発表者】 西口 啓太（神戸大学 院生）

く、プロセスを使った「書くこと」の学習を

１．はじめに
初年次学生を対象にしたアカデミック・ラ

繰り返し、学習者が自然にプロセスを使って

イティングといった学生の「書く力」を高め

文章が書けるように刷り込むことにある。し

るための取り組みが大学で盛んにおこなわれ

たがってプロセスは、一般的に直線型ではな

ている。しかし、そこでは形式や書式を教え

く、サイクル型であることが望ましい。

るといった指導に偏ったものが多い。こうし

このようなプロセス重視の姿勢は、一人ひ

た日本の大学における「書くこと」の指導で

とりの学生の学習を確かなものにしようとす

は、効果的に情報を伝達・表現する力を高め

る「学習の個別化」を基礎としているといわ

ることに課題があるといえる。

れる。

諸外国における「書くこと」の指導につ
いては、これまで米国の初等・中等学校教

３．カンファレンスによるライティング指導

育の実態が個別に紹介、分析されてきた。

プロセス・アプローチが米国で広くおこな

しかし、大学を研究対象とし、その文章表

われるようになることで、これらの要素を持

現指導の実態と課題を包括的に検討しよう

つ指導法がいくつか開発された。そのなかで

とするものは、管見の限り少ない。

も教師たちに歓迎された指導法がライティン

本発表では、米国におけるプロセス・アプ

グ・カンファレンスである。これは、考えや

ローチの理論と実践に着目して、ライティン

草稿について話したり、読んだりしながら他

グ・カンファレンスによる「書くこと」の個

者との協働によって、書こうとしているもの

別化指導について検討する。

の意味を確かめながら書き進めることである。
カンファレンスでは、教師はグループ指導
において問題となる学生や文章の個人差を活

２．米国におけるプロセス・アプローチ
日本が直面している学生の多様化や基礎学

用する（Murray, 1985）。そのなかで、学生は

力の低下といった同様の問題に、19 世紀末か

文章の読み方や改善の方法を学ぶ。これらは

ら取り組み始めた米国は、1970 年代以降、ラ

教師の赤ペンによる添削指導が、思考の育成

イティングの理論的な基盤を築いてきた。

にネガティブな効果をもたらすという反省に

その後、米国の「書くこと」の教育では、

基づいている。

結果重視型からプロセス重視型へと指導観が

カンファレンスでは、それぞれ焦点化され

変化した。こうした変化は「プロセス・アプ

た問題点について話し合われる。はじめは、

ローチ」による「書くこと」の指導と「ホー

文章の内容やトピックのような全体的な部分

ル・ランゲージ」による言語指導という 2 つ

に焦点があてられ、徐々に文法などの細部に

の指導理論にまとめられていく（堀江，1992）。

焦点があてられるようになる。スキルや技術

プロセス・アプローチの特徴は、一連のラ

的なものよりも、文章の内容についてカンフ

イティング・プロセスを経ることだけではな

ァレンスでは重視される。
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Graves（1983）によると、個別のドリルで

プロセスを共有する作業でもある。ここでは、

文章表現スキルを練習することは、その有用

対話を通して、学生が文章をどのように評価

性を失う可能性があると指摘する。初期の草

し、どのように改善していくのかを協働作業

稿では、機械的なスキルの指導がおこなわれ

の中で学ぶことが目指されているとわかる。

ることはほとんどないが、スキルの不足によ
って書き手の意図を伝達することが阻害され

５．おわりに
以上のように、プロセス・アプローチのひ

る場合、スキルの指導が選択される。
中等教育段階に入ると、
「書くこと」にもよ

とつの手法であるライティング・カンファレ

り高度な内容が要求され、修辞的技法をどの

ンスによる「書くこと」の個別化指導につい

ように活用できるかが、文章表現の熟達者と

て述べた。米国では、文章表現を学ぶとき、

初心者の差となる（木村，2008）。初等教育か

全体から細部、内容から表現といった枠組み

ら中等教育、高等教育へと段階を経るなかで、

で学ぶことが効果的であるとされる。こうし

効果的な文章表現力としてのスキルも必要に

たプロセスを繰り返し経ることで、書き手は

なる。

文章の評価方法や改善方法を学んでいく。
すべての問題がライティング・カンファレ

４．効果的なライティング・カンファレンス

ンスで解決されるわけではなく、問題点が指

ライティング・カンファレンスにおいて、

摘されることが重要であり、カンファレンス

重要なことは、書き手が草稿の読み方や評価

以外の場面や次に文章を書くときに解決され

の方法、文章の改善の仕方を学ぶことにある。

ることが重要である（Graves, 1983）。

Walker & Elias（1987）は、大学における

今後の課題は、①個別化指導によって獲得

ライティング・カンファレンスを分析して、

されたスキルや手法が、その後の文章表現活

次の 3 点を明らかにした。①学生が話す量は、

動に与える影響、②グループ活動におけるカ

カンファレンスの成功の決定的な要因にはな

ンファレンスの効果等について検討すること

らないこと、②カンファレンスの中で教師や

である。

学生が何について話すのか、という検討課題
が重要な決定要因になること、③成功するカ

参考文献

ンファレンスの焦点は、教師ではなく、学生

Graves, D. H. (1983) Writing: Teachers &
Children at Work, Portsmouth, NH: Heinemann

や学生自身の活動にあること、である。
検討課題に関して、
「明確な規準がある」
「教

堀江祐爾（1992）
「書くことの教育」森田信義

師からの評価がある」
「学生に評価させる」と

（編）『アメリカの国語教育』溪水社，91-

いう 3 つの活動がおこなわれたカンファレン

136

スは、評価が高かった。一方で、不明点等を
「説明させる」が多いカンファレンスは、低

木村正幹（2008）
『作文カンファレンスによる
表現指導』溪水社
Murray, D. M. (1985) A Writer Teaches Writing,

い評価が低かった。
また、同調査では、教師と学生の両者に好

Boston, MA: Houghton Mifflin Company

まれるカンファレンスは、専門家との協働的

Walker, C. P., & Elias, D. (1987) Writing

な活動や対話を通じて、学生が評価のプロセ

Conference Talk: Factors Associated with

スに参加することであった。カンファレンス

High- and Low-Rated Writing Conferences.

は、学生を中心とした指導観に基づいた活動

Research in the Teaching of English, 21(3),

であり、同時に専門家としての教師と評価の

266-285.
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初年次における計算力育成の取組み
― 学習用ノートを用いた思考・計算過程の可視化 ―
【発表者】 皆川雅章（札幌学院大学）

である。

１．はじめに
初年次前期に、大学での学び、さらには将

報告者のこれまでの取組み結果に基づけ

来的に社会において必要とされる基礎的・日

ば、第１の問題へのアプローチは基礎的な復

常的な計算力を身につけさせるための講義

習をしつつ、知識の欠落部分を抽出し補って

「キャリア数学を」2014年度から担当してい

いくことである。第２の問題へのアプローチ

る。学習習慣、基礎学力に差のある入学直後

は、ノートを用いた繰り返しの計算練習であ

の学生を対象とした講義であり、進度の個人

る。偶然に解ける場合を回避するために、十

差が大きい、あるいは初歩的な計算方法を身

分な問題数を準備するとともに、それぞれの

につけていないために学習が進展しないとい

問題を解く過程をノートに書かせる。

う問題が生じている。そのような問題の解決

多くの問題に取り組み、正答数を上げるこ

を図るために学習用ノートを用いた思考・計

とによって自信をもたせることにつなげてい

算過程の可視化の試みを行ったので報告する。

く。また、問題自体の転記誤り、計算過程で
の見落としといった問題も発生するので、じ
っくりと落ち着いて取り組む姿勢を身につけ

２．問題点と解決に向けたアプローチ
2014 年度、2015 年度の講義を通じ、履修

させる必要がある。正答数を上げるには、

者が抱えている問題点として、以下のような

「疑問点はその場で解決する」、「解けない

ものがあることがわかった。

ままで終わらない」ということへの対応も必
要である。解けないことによって次第に学習

①誤りの箇所が自分ではわからないために、同じ

意欲を失うことにもつながっていくことが予
想されるためである。

誤りを繰り返す。
②計算方法等において、思い込みから抜け出すこ

３．2016 年度の取り組み

とができない。
③定型的な計算はできるが文章題になると、題意

まず、履修者の意識を変えるために、次の
点を繰り返し強調して伝えた。

を読み取ることができない。
④計算問題に対する苦手意識から脱却できない

①基本的な考え方がわかれば問題を解くことがで

これらの問題の解決には、単に計算方法を
教えるだけではなく、計算に対する取り組み

きるようになる。
②基本的な計算は、100％正解することが必要で

姿勢に改善を加える必要性を感じた。

ある。応用問題を解く際には、そのことが必須

また、計算力不足の問題には２つの側面が
あると考えた。１つは「計算方法自体を知ら

となる。単純なミスが致命的になる。
③計算は早さよりも正確さを重視する。急いで計

ない」あるいは「知識自体が曖昧である」、

算をして誤りを繰り返し、やりなおすことの方

もう１つは「計算の習熟度が低い」という点

が時間の無駄になる。
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④つまずいたときにその場で解決すべき。わから

２．実施結果
まず、現時点で誤りに関して参考事例 (1)と

ないときは躊躇せずに教員に質問する。
⑤計算の誤りは、その原因を考える。それによっ

の比較結果を示す。小学校高学年を対象とし
て提示されている 5 項目のすべてが当該講義

て次から正しい答えを出せるようにする。

で抽出したものにほぼ当てはまっており、計
計算はすべてノート上で行うようにして、
問題を解かせながらノート上に正誤を記した

算を苦手とする学生には基本的な訓練の問題
があることが確認できた。

（丸付け）。筆者は、これまでに他の科目で
もノート作成指導を行っており、１冊のノー

①問題を読み間違えた。

トに講義内容をまとめることに一定の効果が

②途中で出た数値を答えにしてしまった。

あると考えている。今回もノート作成も含め

③計算を間違えていた。

た指導を行った。その理由は次の通りであ

④数式を覚えていなかった。

る。

⑤字が汚く読めなかった。

①計算の過程を可視化し、履修者自ら誤り箇
この講義を履修している学生のノートの例

所に気づくことを容易にする。
②計算結果の正解・不正解以外にも解き方・

を図２に示す。前述のノート作成指示が反映

考え方に関するアドバイスをその場で受講

されている。この履修者の場合、徐々に単純

者に与える。

な計算ミスの個数が減少した。

③教員が誤り箇所を発見・指摘しやすくする。
このような考え方に基づき、次のようなノ
ート作成指示を行った。講義中に図１のよう
に、ノートの使い方を例示した。

①余白をとってゆったりとノートを使う
②分数は２行を使う
③同一行に式を続けない
④式の間は１行あける
⑤誤った箇所を（消さずに）残しておく
⑥日付、問題番号を必ず書く。

図２

学生のノート例

参考文献
(1)間違いは消さずに理由も書く【算数ノート

図１

ノートの使い方の例示

まとめ方】http://www.jukuerabi.info/621

－ 109 －

学士課程教育Ⅱ

初年次基礎教育科目における学びの定着度向上に向けた取り組み
― HIT 教育 2016 におけるフォローアッププログラムについて ―
【発表者】 河田智成・八房智顕（広島工業大学）

１．はじめに
広島工業大学での初年次基礎教育科目(英
語･数学･物理)における学びの定着度向上を
目指す取り組み「フォローアッププログラム」
(以下、FP と略称)の概要を報告する。
広島工業大学では、2016 年度、建学の精神
「教育は愛なり」を基底に置いて新たな教育
プログラム「HIT 教育 2016」をスタートさせ
た。これは、本学の教育方針「常に神と共に
歩み社会に奉仕する」を人間育成の根本とし
ながら、さまざまな学びの仕組みと支援を導
入･統合して、専門力と人間力とを包括した学
図 1. フォローアッププログラム概要図

士力を保証しようというものである。FP は、
その一環として構想された。

る学生の属性に左右されていると考えられる。
このことは、LAC の利用を期待したい GPA

２．フォローアッププログラムの背景と概要
FP は、初年次必修の基礎教育科目（「技術

層の学生による利用が必ずしも厚くないこと
を表しており、何らかの改善が必要であった。

英語」
「解析基礎」
「線形代数」
「基礎物理学」）

そこで、FP では LAC に加えて、初年次必

について、初年次生が授業内容を着実に理解･

修基礎教育科目の正課授業に並行して、正課

定着できるように支援するプログラムである。

授業における授業内容の理解･定着が十分で

多様な学習履歴を持つ入学生が、カリキュ

ない学生すべての事後学習の場として、FP ク

ラム･ツリーが示す順次性を保ちながら、理工

ラスを組織的に設けた。FP クラスでは、科目

系における知識･技能を確実に身に付けて卒

担当教員の指示のもと、2 年次以上の学生か

業するには、カリキュラムの基盤となる初年

らなるピアサポーターが後輩たちの学びを支

次必修の基礎教育科目での学びが重要になる。

援する。

本学では、教育学習支援センター(以下、

FP では、こうした FP クラスと LAC に、

LAC と略称)を設置して、こうした基礎教育

入学前教育と期末の特別集中講座を加えて、

科目の学びを支援してきた。LAC の近年の利

初年次必修の基礎教育科目の正課授業内容の

用状況を分析すると、GPA の高低によらず、

理解･定着を助けるための場として用意した。

どの GPA 層からも一定割合の学生が利用し

そして、この FP における学生の動きを出欠

ている実態が分かった。LAC が学生の自発的

情報などによって把握し、必要に応じて生活

利用に任されているため、LAC の利用は、

指導一般にまで踏み込んで学生に対する支援

GPA よりもどの GPA 層にも一定程度含まれ

を行うのが、各学科に配されている学生支援
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アドバイザーである。学生支援アドバイザー
は、チューターと連携しながら、学年･チュー
ター単位を超えて横断的に学科学生の諸問題
に対応する教員である。
３．FP クラスにおける学習支援の取り組み
正課授業では、当該回の授業内容の定着度
をはかる「授業確認テスト」を次回の授業内
で行う。そこで定着が十分でないと判定され
た学生を集めて FP クラスが編成される。た
だし、前期第 1 週の FP クラスは、プレイス
メントテストの結果を利用して編成される。
FP クラスでは、当該回のクラスでの理解度
をはかる「FP テスト」をその回の終わりに行
う。こうしたテストはオンラインで実施され
る。これによって正課授業における学びをス
モールステップで評価することが可能となり、
早期に支援が必要な学生を見出して、FP ク
ラスや LAC できめ細かく支援していく。
FP クラスの対象学生はこうしたテストの
結果によって入れ替わるが、各科目の FP ク
ラスへの出席学生は学生全体の約 1 割、各科
目とも 100 名程度で推移している。
各科目の FP クラスは、それぞれ週 1 回第
5 コマ目に実施される。具体的には、月･水･

図 2. FP クラスでの学習の様子

FP クラスを統括する。
正課授業で理解が十分でないにもかかわら
ず、LAC を利用していない学生も、FP クラ
スに参加して、15 回の授業を分からないまま
過ごすのではなく、
「分かる」経験を積み重ね
ることで、学習意欲を維持することが可能に
なると期待している。
FP クラスにおける参加学生とピアサポー
ターとのやりとりからは、学生間の縦のつな
がりを生む効果も感じられる。また、ピアサ
ポーター自身の担当科目理解力･コミュニケ
ーション力を高める場としても機能しており、
さまざまな波及効果を感じ取ることができる。
４．おわりに

木･金の 16:45-18:15 に、それぞれ「基礎物理

正課授業における授業改善を基本に、組織

学」
「解析基礎」
「線形代数」
「技術英語」の FP

的な事後学習の場として FP クラスを設け、

クラスが実施されている。

そこからさらにきめ細かい指導を必要とする

FP クラスの運営は各科目の特性によって

学生に対しては LAC 利用を促すことで、初

異なるものの、教材はすべてオンラインを通

年次必修の基礎教育科目における学びの定着

じて学生に提供される。2・3 年次を中心とす

度向上に取り組んでいることを報告した。

るピアサポーターが、
「技術英語」FP クラス

多くの大学が喫緊の課題とする基礎教育科

に 5 名、その他 3 科目の FP クラスにはそれ

目に対する学習支援の取り組みのなかでも、

ぞれ 20 名入る。数学と物理の FP クラスで

ここに報告した FP のユニークな点は、基礎

は、参加学生がグループをつくり、グループ

教育科目担当教員、学生支援アドバイザー、

ごとにピアサポーター1 名がついて、オンラ

チューターが一体となって、ピアサポーター

イン教材に取り組む後輩の質問に応えている。

を現場の主力としながら、全学的かつ組織的

科目担当教員は、2-3 名でクラスを巡回し、

に取り組んでいる点にあるだろう。

苦戦しているピアサポーターにアドバイスす
るなど、クラス運営が円滑に行われるように

今後は、まずは単位取得率の変化を目安に、
その成果をはかり、続報としたい。
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ࣛࢵࢩࣗࢵࣉࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ⌧ᅾࠋ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒࣏ࣛࣜࢩ࣮ࢆࡼࡾຠᯝⓗᐇ⌧ࡍࡿࠕࢩࢫ
ࢸ࣒ࠖࡢぢ┤ࡋࡶࡍࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋึᖺḟᩍ

ࠕᑓ㛛ࠖ㛵㐃ࡋࡓධヨ࡛ฟࡿࠕᇶᮏ

⫱ࡢ㔜せᛶࢆ♧ࡍࢹ࣮ࢱࡀ┈ࠎᥞ࠺ࠋ

ၥ㢟ࠖࡀゎࡅࡿࡇࡍࡿࠋ㢟ࡶ᫂

ࠕࣉࣛࣥࠖࡣ᭷ຠ࡞㑅ᢥ⫥࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

♧ࡋࠊᏛ⩦┠ᶆࢆ᫂☜ࡍࡿࠋ

ᐇ⌧ྥࡅ࡚ࠊᐇຠᛶࡸᐇ⾜ᛶ࡞ࠊᵝࠎ࡞

㸦3㸴㸧࣮ࣟࢸࣥࢩ࡛ࣙࣥࡢᤵᴗᖹ⾜ࡋ࡚

ゅᗘࡽᑓ㛛ᐙࡢᢈุࢆ௮ࡂࡓ࠸ࠋ

ࠕⱥㄒࠖࠕᩘᏛ㸦ᚤศ✚ศ㸧ࠖࠕᐇ



㦂ࠖࡢᤵᴗࢆ㛤ㅮࡍࡿࠋ㸦ࢫࢱ࣮ࢺ



ࢵࣉ㸧

㸨ඹྠ◊✲⪅㸸ᮏ⏣ᏹ㝯㸦ᮾி⌮⛉ᏛᕤᏛ

㸦3㸵㸧ⱥㄒࡣ࢙࢘ࣈࢸࢫࢺࡼࡗ࡚ࠊࠕᇶᮏ
༢ㄒࠖࠕᇶᮏᩥἲࠖࡢಟᚓࢆᐙᗞᏛ⩦

㒊ᩍ㣴㸧
㸨㸨ᮏ◊✲ࡣࠕᮾி⌮⛉Ꮫ≉ᐃ◊✲ຓᡂ㔠
ᩍ⫱◊✲ຓᡂ㔠ࠖࡢᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ

－ 113 －

Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ϩ

ึᖺḟᩍ⫱࠾ࡅࡿࢩࢸࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱ࡢྍ⬟ᛶ㝈⏺
̿ᩍ⫱ⓗබඹᅪࠕࡉࡃࡪࢇRUJࠖࡢヨࡳ̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚᚓᬛᏊ㸦㛤ᬛᅜ㝿Ꮫ㸧
                                   
⪅࠘ࡢ㛵ಀࢆ⠏ࡁୖࡆࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓሙ

㸯㸬⫼ᬒ
ࠊࡇࡢཎ✏ࢆࠊⱥᅜࡢᅜẸᢞ⚊ࡀ (8 㞳⬺

ࡋ࡚ᐃࡉࢀࡿࡢࡀࠊ᪂ࡓ࡞ᨻⓗබඹᛶࡢ

Ỵࡋࡓ⩣ࠎ᪥㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧᭩࠸

✵㛫࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࡛ࡢᢸ࠸ᡭ࡞ࡿࠗᕷẸ࠘

࡚࠸ࡿࠋഹᕪ࡛Ỵࡋࡓ⤖ᯝࡣࠊ୍ே୍ேࡢᢞ

ࢆ࠺ࡸࡗ࡚⏕ࡳฟࡍࡢࡀࠊ
ࠗࢩࢸࢬࣥࢩ

⚊⾜ືࡀୡ⏺ࡢືࡁ┤⤖ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆᨵ

ࢵࣉࡢᩍ⫱࡛࠘࠶ࡿࠖࡍࡿࠋ

ࡵ࡚ᾋࡁ᙮ࡾࡋࡓࠋᢞ⚊ᶒࢆ⾜ࡍࡿ୍ே

ᮃ᭶㸦㸧ࡣࠊᏊࡶࡸⱝ⪅ࡢࢩࢸࢬ

ࡢࠕேࠖࡢ㈐௵ࡣࠊỴࡋ࡚ᑠࡉࡃ࡞࠸ࠋࢢ

ࣥࢩࢵࣉࢆㄽࡌࠊ
ࠕ␃ពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ

࣮ࣟࣂࣝࡀ㐍ࡴ᪥ࠊ⫋ᴗⓗᑓ㛛㡿ᇦ

ࡣࠊⱝ⪅ࢆ༢⣧ᕷẸ♫ࡢࣇ࣓ࣝࣥࣂ࣮

ࡲࡽࡎࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ၥ㢟୍ᐃࡢぢ㆑ࢆᣢ

ࡋ࡚㏄࠼ධࢀࡿࠊⱝ⪅ேྠࡌࡼ࠺࡞

ࡘࡃᏛࡧ⥆ࡅࡿࡇࠊබඹⓗ✵㛫⮬ぬⓗ

㈨㉁㸻⮬❧ࡀせồࡉࢀࡿࡇ࡞ࡾࠊ⮬❧࡛

㛵ࢃࡾ⥆ࡅࡿࡇࡀࠊࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡞ࡗ

ࡁ࡞࠸ሙྜࡣ⮬ᕫ㈐௵ࡉࢀࠊ⤖ᯝⓗⱝ

࡚࠸ࡿࠋ

⪅ࡀ♫ⓗ㝖ࡉࢀࡿᠱᛕࡀ࠶ࡿࠖࡢ⌮

ࡑࡢࡼ࠺࡞ࠕேࠖࢆࠊ௬ࠕᕷẸࠖ

⏤ࡽࠕࢣࠖ࠸࠺ᐇ㊶ὀ┠ࡍࡿࠋࡑࡋ

ࡧࠊ✏ࢆ㐍ࡵࡿࡇࡍࡿࠋ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ᮶ࡿ

࡚ࠊࢩࢸࢬࣥࢩࢵࣉᴫᛕࢆࠕࢣࡀᚲせ࡞

 ᭶  ᪥ཧ㆟㝔㑅ᣲࡀணᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᪂

⪅ࡀᨺ⨨ࡉࢀ࡞࠸⤌ࡳࢆ᥈ồࡍࡿ᪂ࡋ࠸♫

ࡓ㑅ᣲᶒࢆᚓࡿ  ṓࠊ ṓࡢᏛ୍ᖺ⏕

ᛶࠖᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡶከ࠸ࠋ
ࠕᕷẸࡋ࡚ࡢ♫ⓗ㈐௵ࠖࡣࠊᩥ㒊

ࡇࢀࡽࡢ㆟ㄽࢆࡩࡲ࠼ࠊᮏⓎ⾲࡛ࡣࠊ
ࠕࢩࢸ

⛉Ꮫ┬ࡢᥦၐࡍࡿࠕᏛኈຊࠖࡶᥖࡆࡽࢀ࡚

ࢬࣥࢩࢵࣉࠖࡢㄒࢆ⏝࠸ࠊ
ࠕࢣࠖ␃ពࡋ

࠸ࡿࠋึᖺḟᩍ⫱࠾࠸࡚ࠊ
ࠕᕷẸᩍ⫱ࠖࢆ࠾

ࡘࡘࠊ
ࠕ␗㉁࡞ࠗ⪅࠘ࡢ㛵ಀࢆ⠏ࡁୖࡆࡿ

ࡇ࡞࠺ព⩏ࡣࠊࡁ࠸࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ

ሙࠖࡋ࡚ࠊึᖺḟᩍ⫱࡛ࡢࠕࢩࢸࢬࣥࢩ

ࡋࡋࠊ⌧ᅾࡢึᖺḟᩍ⫱ࡣࠊ࣏࣮ࣞࢺస
ᡂࡸ㈨ᩱ㞟᪉ἲ࡞ࡢࢫࢱࢹࢫ࢟ࣝᩍ⫱
ࡸࠊ㧗ᰯࡲ࡛ࡢᏛ⩦ࢆ⿵ᙉࡍࡿ࣓ࣜࢹࣝ
ᩍ⫱ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿࠋึᖺḟᩍ⫱࠾ࡅࡿࠕᕷ

ࢵࣉᩍ⫱ࠖࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓ࠸ࠋ

㸲㸬ࡉࡃࡪࢇRUJ ࡢᴫせ
㐳ୖࡢࡏࡿࡢࡣࠊึᖺḟ㓄ᙜࡢ᪥ᮏㄒᩥ
❶⾲⌧⛉┠ࡢ࡞࡛➹⪅ࡀ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿᩍ⫱

Ẹᩍ⫱ࠖࡣᡭⷧ࡞ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ

άືࠕࡉࡃࡪࢇRUJ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ᪥ᮏேᏛ⏕ࠊ



᪥ᮏ࡛Ꮫࡪ␃Ꮫ⏕ࠊᾏእ࡛᪥ᮏㄒࢆᏛࡪᏛ

㸱㸬ࢩࢸࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱
ࡇࡇࡲ࡛ࠕᕷẸࠖࡢㄒࢆ⏝࠸࡚ࡁࡓࡀࠊ
ࠕᕷ

⏕ࡀཧຍࡋࠊ᪥ᮏㄒᩥ❶⾲⌧ࢆ፹ࡋ࡚

Ẹࠖࢆᐃ⩏ࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ᪥ᮏ࡛ࡣࠕᕷẸࠖ

ὶࡍࡿάື࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡣᢸᙜᩍᖌ⋡࠸ࡽ

ࡢᴫᛕࡣࠊ࠸ࡲࡔᡂ❧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶ࠸ࢃࢀ

ࢀࢡࣛࢫ༢࡛ཧຍࡍࡿࠋ㸰ࠥ㸱ࣨ᭶⥆ࡃ㸯

ࡿࠋᑠ⋢㸦㸧ࡣࠊ
ࠕࢩࢸࢬࣥࢩࢵࣉࠖࡢ

ᅇࡢάື୰ࠊᥖࡆࡽࢀࡓࢺࣆࢵࢡ㸦㸸ࡇ

ㄒࢆ⏝࠸ࠊ
ࠕࢃࡾྜ࠼ࡿࡇࢆ๓ᥦࡋࡓඹ

ࡤ࡙࠸ᝎࡴࡁ㸧ࡶ࡙ࡁసᩥࢆ᭩

ྠయෆ㒊ࡢ㛵ಀࢆ㉺࠼࡚ࠊ࠸␗㉁࡞ࠗ

ࡁࠊࡢཧຍ⪅ࡢసᩥࢥ࣓ࣥࢺࢆ᭩ࡁࠊࡶ

－ 114 －

Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ϩ
ࡽࡗࡓࢥ࣓ࣥࢺࢥ࣓ࣥࢺ㸦➹⪅ࢥ࣓ࣥࢺ㸧

ࡓࡾࠊᕪ␗ࢆ᫂☜ࡋࡓࡾࠊ᪂どⅬࢆᥦฟࡋ

ࢆ㏉ࡋࠊὶయ㦂ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ౯ࢥ࣓ࣥࢺ

ࡓࡾࠊࡑࢀࡽࢆໟᦤࡋࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽࠊ㆟ㄽࢆ

㸦ᥖ♧∧ཧຍࢥ࣓ࣥࢺ㸧ࢆ᭩ࡃࠋ ᖺ⣬

Ⓨᒎࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡗࡓ㸦ᚓ㸧ࠋ

፹య⏝࡛㛤ጞࡋࠊ ᖺࡽࡣࠊࣥ

ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕࡉࡃࡪࢇRUJࠖࢆࠕᩍ⫱ⓗබඹ

ࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢ≉タᥖ♧∧ࢆࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᅪࠖྡ࡙ࡅࡓࡇࡶ࠶ࡿࠋ

ཧຍ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊḟࡢάື㸳ཎ๎ࢆ♧ࡋ

ࡋࡋࠊ
ࠕබඹᅪࠖ࠸ࡗ࡚ࡶࠊᨻⓗၥ㢟

⌮ゎࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋձࡣᩍᖌࠊղࡽյࡣᏛ

ࢆᢅࡗࡓࡇࡣ୍ᗘࡶ࡞࠸ࠋ᪥ᮏேᏛ⏕ࡣᨻ

⏕ྥࡅࡓ㡯࡛࠶ࡿࠋձᢞ✏ࡉࢀࡓᩥ❶ࡢ

ⓗヰ㢟ࢆዲࡲ࡞࠸ࠋ␃Ꮫ⏕ࡢẕᅜࡢ୰ࡣ

ෆᐜࡸ⾲⌧ୖࡢᕦᣋࢆ┤᥋ⓗᡂ⦼ホ౯ࡢᑐ

⮬⏤࡞ᨻⓗⓎゝࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ᅜࡶ࠶

㇟ࡋ࡞࠸ࠊղ᭩ࡃࡁࡣࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࡸẼ

ࡿࠋึᖺḟᚲಟࡢࠕ᪥ᮏㄒ⾲⌧ࠖࡢᩘᅇࡢᤵ

ᣢࡕࢆ⋡┤⾲⌧ࡍࡿࠊճㄞࡴࡁࡣࠊ᭩ࡁ

ᴗ࡛ࠊᨻⓗၥ㢟ࢆᢅ࠺ࡢࡣ㞴ࡋ࠸ุ᩿ࡋ

ᡭࡀ⾲⌧ࡋࡓ࠸ࡇ⪥ࢆഴࡅࡿጼໃ࡛ㄞࡴࠊ

࡚࠸ࡿࠋ

մಶேሗࡣ᭩࡞࠸ࠊյཧຍࡋࡓࡃ࡞࠸ሙ
ྜࡣᩍᖌ⏦ࡋฟࠊᩍᖌࡢࡳࡀㄞࡴࠊ
࡛࠶ࡿࠋ
ྛࢡࣛࢫࡣࡑࢀࡒࢀࡢ⛉┠ࢩࣛࣂࢫᚑ࠸ࠊ

㏆ᖺࡢᐃ␒ࢺࣆࢵࢡࡣࠕࡇࡤ࡙࠸ᝎ
ࡴ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ࠕྠ࠸ᖺࡢ㒊άࡢඛ㍮ᩗㄒࢆ
࠺ࡁࠖ࠸ࡗࡓ᪥ᮏேᏛ⏕ࡢᝎࡳࡸࠊ

ࠕࡉࡃࡪࢇRUJࠖࡑࢀ௨እࡢάືࢆే⾜ࡋ

ࠕࣝࣛࣥࢻ⛣Ẹࡢ⡿ᅜேᏛ⏕ࡢゝㄒ

࡚㐍ࡵࡿࠋ㸰ࠥ㸱ࣨ᭶ࡢάືᮇ㛫୰ࠊ
ࠕࡉࡃࡪ

ࢹࣥࢸࢸࡢᝎࡳࠖ࡞ᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡀࠊ

ࢇRUJ࡚ࠖࡽࢀࡿᤵᴗࡣ㏻ᖖࠊ㸰ࠥ㸲ᅇ

Ꮫ⏕ࡓࡕࡢ⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ඹ᭷ࡉࢀࡿࠋ

⛬ᗘ࡛ࠊ⮬ᏯᏛ⩦ࡀే⏝ࡉࢀࡿࡇࡶከ࠸ࠋ

ᢸᙜᩍᖌࡀ᭱ࡶ⭉ᚰࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣࠊࢥ࣓ࣥ
ࢺࢆࡶࡽ࠼࡞࠸Ꮫ⏕ࡀ୍ேࡶ࠸࡞࠸ࡼ࠺㐠Ⴀ
ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋṇ☜࡞ᩘࡣᢕᥱࡋ࡚࠸࡞࠸

㸲㸬ࡉࡃࡪࢇRUJ ࡢ┠ⓗຠᯝ
ࠕࡉࡃࡪࢇRUJࠖࡢ┠ⓗࡣࠊ␗࡞ࡿ౯್ほ

ࡀࠊ ᖺ㛫ࡢάືࢆ㏻ࡌࠊᩘ༓ேつᶍࡢᏛ⏕

ࢆᣢࡘேࠎ㏻ࡌྜ࠺⤒㦂ࢆᣢࡘࡇ࡛࠶ࡿࠋ

ࡀཧຍࡋࡓࡇࡣ☜࡛࠶ࡾࠊࡑࡢㄡࡶࡀࠊ

᪥ᮏㄒ⾲⌧ࡣࡑࡢࡓࡵࡢᡭẁ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏㄒ

⾲⌧ࡢᕦᣋࢃࡽࡎ⾲⌧ෆᐜᛂ⟅ࡉࢀ

ẕㄒヰ⪅ࡶ࠸ࢀࡤ㠀ẕㄒヰ⪅ࡶ࠸ࡿࡽ᪥ᮏ

ࡿᶵࢆᚓ࡚ࡁࡓࠋࠕࡉࡃࡪࢇRUJࠖࡣࠊࠕࢣ

ㄒࣞ࣋ࣝࡣᖜࡀ࠶ࡿࡀࠊ᪥ᮏேᑐእᅜே

ࠖ␃ពࡋࡘࡘࠊ
ࠕ␗㉁࡞ࠗ⪅࠘ࡢ㛵ಀ

࠸࠺ᵓᅗࡣᣢࡕ㎸ࡲ࡞࠸ࠋ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᑐ➼࡞

ࢆ⠏ࡁୖࡆࡿሙࠖࡋ࡚ᶵ⬟ࡋࠊ
ࠕㄡࡶࡀᨺ⨨

᪥ᮏㄒ⏝⪅ࡋ࡚ὶࡍࡿࠋࢇࡢሙ

ࡉࢀ࡞࠸⤌ࡳࢆ᥈ồࡍࡿ᪂ࡋ࠸♫ᛶࠖ

ྜࠊ㸯⦅ࡢసᩥ」ᩘࡢࢥ࣓ࣥࢺࡀࡘࡃࡢ࡛ࠊ

ࡋ࡚ࡢࠕࢩࢸࢬࣥࢩࢵࣉࠖࢆᐇ㊶ࡋ࡚ࡁࡓ

」ᩘࡢពぢࢆ┦ᑐࡋࡘࡘཷᐜࡍࡿࡇࡀ࡛

࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋⓎ⾲࡛ࡣࠊࠕࡉࡃࡪࢇRUJࠖ

ࡁࠊ⤖ᯝࡋ࡚ከᩥⓗὶࡀᡂ❧ࡍࡿࠋ

ࢆᐇࡋࠊึᖺḟᩍ⫱࠾ࡅࡿࠕࢩࢸࢬ

㉁ၥ⣬ㄪᰝ⤖ᯝࡢᅉᏊศᯒࡼࡿࠊࡇࡢ

ࣥࢩࢵࣉᩍ⫱ࠖࡢྍ⬟ᛶ㝈⏺ࢆ⪃࠼ࡓ࠸ࠋ

άື࡛ࠕᚰ⌮ⓗฟ࠸ࠊ⮬ᕫࡀኚᐜࡍࡿࠖ

㸺ᘬ⏝ᩥ⊩㸼

ࠕ⮬ᕫࡢෆ㠃ࢆ⾲⌧ࡋࠊ☜ㄆࡍࡿࠖ
ࠕ┦┦

ᑠ⋢㔜ኵ㸦㸧ࢩࢸࢬࣥࢩࢵࣉࡢᩍ⫱ᛮࠊⓑ⃝♫

ᡭࢆཷࡅධࢀࠊ⌮ゎࡍࡿࠖ
ࠕ᭩ࡃࡇࡢពḧ

ᮃ᭶୍ᯞ㸦㸧ࢩࢸࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱ᩍᖌࡢ࣏ࢪࢩࣙ

ࡀྥୖࡍࡿࠖ
ࠕ᭩ࡃࡇࡢ⮬ಙࡀࡘࡃࠖࡇ

ࢼࣜࢸ̿ᐙᗞ⛉࣭⏕άᣦᑟᐇ㊶╔┠ࡋ࡚ࠊວⲡ᭩ᡣ

ࡀࢃࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᚓ㸧ࠋࡲࡓࠊసᩥ̾ࢥ

ᚓᬛᏊ㸦㸧ࠊ␃Ꮫ⏕᪥ᮏேᏛ⏕ࡢసᩥάື࠾

࣓ࣥࢺ࣮➹⪅ࢥ࣓ࣥࢺࢆ㉁ⓗࢥ࣮ࢹࣥࢢ

ࡅࡿಶேᚰ⌮㐣⛬ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࠊࠊSS

ࡋࡓ◊✲ࡽࡣࠊᏛ⏕ࡓࡕࡣࠊྠㄪ⤊ጞࡋ

ᚓᬛᏊ㸦㸧ᩍ⫱ⓗබඹᅪ̿ࡉࡃࡪࢇRUJ ࡢタႠ㐠

ࡓࡾࠊヰ㢟ࡽ㐓⬺ࡋࡓࡾࡋࡘࡘࡶࠊㄽࡋ

Ⴀ̿ࠊ᪥ᮏዪᏊయ⫱Ꮫ⣖せࠊࠊSS

－ 115 －

㧗᥋⥆

㧗᥋⥆࡛࠾ࡇ࡞࠺᪥ᮏㄒࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱
̿H ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆά⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࡢ᭷ຠᛶ̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ ⛅ᒣ ⱥ࣭௰㐨 㞞㍤㸦ឡᏛ㸧
                                   
㸯㸬ࡣࡌࡵ

㸰㸬H ࣮ࣛࢽࣥࢢࡼࡿྲྀ⤌

ឡᏛ㝃ᒓ㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪ᖹᡂ 21 ᖺᗘ

ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ e ࣮ࣛࢽ

ࡼࡾ㸪㧗ᰯ 2 ᖺ⏕ࢆᑐ㇟㸪ᅜㄒᩍ⫱ຍ࠼

ࣥࢢࢥࣥࢸࣥࢶࡣ㸪ḟࡢ(1)㹼(5)࡛࠶ࡿࠋ

࡚㸪⥲ྜⓗ࡞᪥ᮏㄒຊ㸦ࠕㄞࡴࠖ
ࠕ᭩ࡃࠖ
ࠕヰࡍࠖ

 (1)๓ࢸࢫࢺ㸦Ꮫ⩦㛤ጞࡢ᪥ᮏㄒຊࢆ

ࠕ⪺ࡃࠖࠕ⪃࠼ࡿࠖ㸧⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕ᪥ᮏㄒ

ᐃࡍࡿࡓࡵࡢࣉࣞࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺ㸧

ࣜࢸࣛࢩ࣮ࠖ
㸦 7 ᅇࠊྜィ 14 㛫㸧ࢆ㧗

(2)๓ࣥࢣ࣮ࢺ

᥋⥆࡛࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪ᖹ

(3)᪥ᮏㄒ e ࣮ࣛࢽࣥࢢᩍᮦ

ᡂ 21 ᖺᗘࡼࡾ㸪⾲ 1 ࡛♧ࡋࡓෆᐜࢆ㸪ᑐ㠃

   ₎Ꮠศ㔝㸦ձ₎Ꮠㄞࡳ㸪ղ₎Ꮠ᭩ࡁ㸪

ᤵᴗࡼࡗ࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇ

ճᅄᏐ⇍ㄒ㸧

ࡢᡂᯝ᳨ドࡋ࡚ཷ᳨ࡋ࡚࠸ࡿእ㒊᳨ᐃヨ㦂

   ㄒᙡศ㔝㸦մࡇࢃࡊ࣭ᡂྃ㸪յㄒ⩏㸧

㸦᪥ᮏㄒ᳨ᐃ 3 ⣭㸧ࡢ⤖ᯝࡶⰋዲ࡛࠶ࡿ࡞㸪

   ᩥἲศ㔝㸦ն⾲グ࣭ᩥἲ࣭ᩗㄒ㸧

ࡇࢀࡲ࡛㡰ㄪ㐠Ⴀࡋ࡚ࡁࡓࡀ㸪ࡉࡽ࡞ࡿ

   ㄞゎㄞゎ㸦շ▷ᩥㄞゎ㸧

ᐇࢆᅗࡿࡓࡵ㸪ᖹᡂ 27 ᖺᗘࡽࠊᤵᴗእᏛ⩦

   ͤձ㹼շࡣ㸪10 ẁ㝵ࡢࣞ࣋ࣝࢆタᐃࠋ

ࡋ࡚ࠊe ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆᑟධࡋࡓࠋ

ࡑࡢ࠺ࡕ㸪㧗ᰯ༞ᴗ⛬ᗘࣞ࣋ࣝࡢࣞ

e ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆά⏝ࡋࡓᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢྲྀ

࣋ࣝ 1㹼3 ࢆဨࡀཷㅮࠋᏛ⏕ࣞ

⤌ࡢᴫせࡣ㸪⛅ᒣ࣭௰㐨㸦2015㸧1)ࡸ⛅ᒣ࣭௰

࣋ࣝࡢࣞ࣋ࣝ 4㹼7㸪୍⯡♫ேࣞ࣋

㐨㸦2016㸧2)࡛ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏⓎ⾲ࡣ㸪ࡇ

ࣝࡢࣞ࣋ࣝ 8㹼10 ࡣ௵ព࡛ཷㅮࠋ

ࢀࡽࡢሗ࿌ࢆࡩࡲ࠼ࠊ⏕ᚐࡀࡢࡼ࠺࡞ព㆑

 (4)฿㐩ᗘࢸࢫࢺ㸦e ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢྲྀ⤌ࡼ
ࡿᡂᯝࢆ

࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ㸪⏕ᚐࡢព㆑ࡘ࠸࡚㸪ࣥ

ᐃࡍࡿࡓࡵࡢࢸࢫࢺ㸧

ࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸦᭷ຠᅇ⟅ᩘ 118 ேࠋ࠺ࡕ㸪

 (5)ᚋࣥࢣ࣮ࢺ

ᩥ⣔࣭⌮⣔ࡀᮍᐃࡢ 6 ேࢆ㝖ࡃ㸪ᩥ⣔ 64 ே㸪

 ୖグࢥࣥࢸࣥࢶࢆ Moodle ୖ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ

⌮⣔ 48 ே㸪ྜィ 112 ேࡢࢹ࣮ࢱ㸧ࢆࡶ㸪
㸱㸬ྲྀ⤌㛤ጞ๓ࡢព㆑

⏕ᚐࡢᒓᛶู㸦ᩥ⣔࣭⌮⣔㸧㏙ࡿࠋ

e ࣮ࣛࢽࣥࢢ㸦ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧ࡢྲྀ⤌㛤ጞ
⾲㸯 ࣉࣟࢢ࣒ࣛᴫせ 
ᅇ



๓ࡢព㆑ࡋ࡚ᑜࡡࡓࠕ(2)๓ࣥࢣ࣮ࢺࠖ
࠾ࡼࡧࠕ(5)ᚋࣥࢣ࣮ࢺࠖࡢ⤖ᯝࢆࡳࡿ㸪

ᤵ ᴗ ෆ ᐜ

1

᪥ᮏㄒຊࡢ

2

ᅜ㝿ࡢ୰ࡽぢࡓ᪥ᮏㄒ

3

ෆእࡽぢࡓ᪥ᮏㄒ

ྲྀ⤌๓ࡢព㆑ࡋ࡚㸪ࠕ᪥ᮏㄒຊ⮬ಙ

4

᪥ᮏㄒࣜࢸࣛࢩ࣮ᐇ㊶⦅ ࡑࡢ 1

ࡀ࠶ࡿࠖᅇ⟅ࡋࡓẚ⋡ࡣ㸪ᩥ⣔࣭⌮⣔

5

᪥ᮏㄒࣜࢸࣛࢩ࣮ᐇ㊶⦅ ࡑࡢ 2

ࡶ 10㸣⛬ᗘ࡛ప࠸ࠋࡃ㸪ࠕ⮬ಙ

6

᪥ᮏㄒ᳨ᐃ 3 ⣭ࡢཷ᳨

ࡀ࡞࠸ࠖࡢẚ⋡ࡣ㸪ᩥ⣔ࡀ 50㸣㸪⌮⣔ࡀ

7

᪥ᮏㄒ࣮ࣛࢽࣥࢢ⥲ୖࡆ

73㸣࡛㸪⌮⣔ࡣᩥ⣔ࡼࡾⱞᡭព㆑ࡀ࠶ࡿࠋ

ᐃ(᪥ᮏㄒ᳨ᐃ 3 ⣭㺃㐣ཤၥࡢཷ᳨)

ḟࡢձ㹼ճࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
 ձ e ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆྵࡵࡓᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ

－ 116 －

㧗᥋⥆
 ղ e ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢྲྀ⤌ࡼࡗ࡚ࠕ᪥ᮏㄒ

ᐃⓗ࡞ᅇ⟅ࡀ 65㸣㹼75㸣⛬ᗘ࠶ࡾ㸪୍ᐃ⛬ᗘ

ຊࢆ㧗ࡵࡓ࠸ࠖᅇ⟅ࡋࡓẚ⋡ࡣ㸪ᩥ⣔

ࡢຠᯝࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ྲྀ⤌㛤ጞ๓

ࡀ 94㸣࡛࠶ࡿࡢᑐࡋ࡚㸪⌮⣔ࡀ 86㸣

ྠᵝ㸪ࡑࢀࡽࡢẚ⋡ࡣᩥ⣔ࡼࡾ 10㸣⛬పࡃ㸪

࡛㸪⌮⣔ࡣᩥ⣔ࡼࡾ e ࣮ࣛࢽࣥࢢᑐࡍ

⫯ᐃⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡋ㸪၏୍㸪e ࣮ࣛࢽࣥࢢ

ࡿࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀࡸࡸప࠸ࠋ

ࢆྵࡵࡓᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢព⩏ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩥ

 ճ e ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆྵࡵࡓᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ

⣔ࡼࡾ⌮⣔ࡢẚ⋡ࡀ㧗ࡃ㸪ព⩏ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ

ྲྀ⤌ᑐࡋ࡚㸪ࠕྲྀ⤌๓ࡽ㛵ᚰࡀ࠶ࡿࠖ

ྲྀ⤌๓ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥ㛵ᚰࡀᩥ⣔ࡼࡾప

ᅇ⟅ࡋࡓẚ⋡ࡣ㸪ᩥ⣔ࡀ 77㸣㸪⌮⣔ࡀ

࠸⌮⣔ࡀ㸪ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡛㸪

48㸣࡛㸪⌮⣔ࡣᩥ⣔ࡼࡾ㛵ᚰᗘࡀప࠸ࠋ

ᩥ⣔ࡼࡾᙉࡃព⩏ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠾
ࡾ㸪ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ᭷ຠᶵ⬟ࡋࡓࡇࡀࢃ

㸲㸬ྲྀ⤌⤊ᚋࡢព㆑

ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪᪥ᮏㄒຊ⮬ಙࡀ࡞࠸⌮⣔ࡣ㸪

 e ࣮ࣛࢽࣥࢢ㸦ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧ᑐࡋ࡚

ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢྲྀ⤌ࡔࡅ࡛ࡣ༑ศ࡞᪥ᮏㄒຊ

ࡢࡼ࠺࡞ព㆑࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ㸪ࡲࡓྲྀ⤌ࡼ

㐩ࡋࡓࡣព㆑ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࡽ㸪ᩥ⣔

ࡗ࡚ព㆑ࡢࡼ࠺࡞ኚࡀࡳࡽࢀࡓ࡞

ẚ࡚᪥ᮏㄒຊࡢྥୖࡸព㆑ࡢኚᑐࡍ

ࢆᑜࡡࡓࠕ(5)ᚋࣥࢣ࣮ࢺࠖࡢ⤖ᯝࢆࡳࡿ

ࡿẚ⋡ࡀపࡃ࡞ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㸪ḟࡢձ㹼մࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ

ࡑࡢࡶ㸪ᩥ⣔࡛ࡣ㸪ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡀ

 ձ e ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢྲྀ⤌ᑐࡍࡿጼໃࡋ

61㸣㸪PC㸦ࢹࢫࢡࢺࢵࣉ࣭ࣀ࣮ࢺ㸧ࡀ 23㸣㸪

࡚㸪
ࠕ✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠖᅇ⟅ࡋࡓẚ

ࢱࣈࣞࢵࢺࡀ 4㸣࡛㸪༙ᩘ௨ୖࡀࢫ࣐࣮ࢺࣇ

⋡ࡣ㸪ᩥ⣔ࡀ 75㸣㸪⌮⣔ࡀ 65㸣࡛㸪⌮

࢛ࣥࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢᑐࡋ࡚㸪⌮⣔࡛ࡣ㸪

⣔ࡣᩥ⣔ࡼࡾᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿࠋ

ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡀ 40㸣㸪PC㸦ࢹࢫࢡࢺࢵࣉ࣭

ղ e ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢྲྀ⤌ࡼࡗ࡚ࠕ᪥ᮏㄒ

ࣀ࣮ࢺ㸧ࡀ 34㸣㸪ࢱࣈࣞࢵࢺࡀ 16㸣࡛㸪ࢫ

ຊࡀྥୖࡋࡓࠖᅇ⟅ࡋࡓẚ⋡ࡣ㸪ᩥ⣔

࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ௨እࡢᶵჾࢆ⏝ࡍࡿഴྥࡀ࠶

ࡀ 85㸣㸪⌮⣔ࡀ 75㸣࡛㸪⌮⣔ࡣᩥ⣔ࡼ

ࡿ࡞㸪⏝ᶵჾࡢ㐪࠸ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ

ࡾ e ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᡂᯝࡢᐇឤࡀప࠸ࠋ
 ճ e ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆྵࡵࡓᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ

㸳㸬࠾ࢃࡾ

ྲྀ⤌ࡼࡗ࡚㸪ࠕ᪥ᮏㄒᑐࡍࡿព㆑ࡀ

 ௨ୖ㸪㧗᥋⥆࡛᪥ᮏㄒࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࢆ

ኚࡋࡓࠖᅇ⟅ࡋࡓẚ⋡ࡣ㸪ᩥ⣔ࡀ

࠾ࡇ࡞࠺ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚㸪e ࣮ࣛࢽࣥ

86㸣㸪⌮⣔ࡀ 75㸣࡛㸪⌮⣔ࡣᩥ⣔ࡼࡾព

ࢢࡢά⏝ࡀ㸪ᩥ⣔࣭⌮⣔ࡶ᭷ຠᶵ⬟ࡋ

㆑ࡢኚࡀ㉳ࡁࡓ⏕ᚐࡀᑡ࡞࠸ࠋ

࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋᅇࡢ⤖ᯝࢆࡩࡲ

 մ e ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆྵࡵࡓᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ

࠼㸪ᚋࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᨵၿࢆᅗࡾࡓ࠸ࠋ

ྲྀ⤌ࡘ࠸࡚㸪
ࠕព⩏ࡀ࠶ࡿࠖᅇ⟅ࡋࡓ
ẚ⋡ࡣ㸪ᩥ⣔ࡀ 81㸣㸪⌮⣔ࡀ 90㸣࡛㸪

ཧ⪃ᩥ⊩

⌮⣔ࡣᩥ⣔ࡼࡾព⩏ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ

1) ⛅ᒣⱥ࣭௰㐨㞞㍤㸦2015㸧ࠕ㧗㐃ᦠ࠾

e ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆྵࡵࡓᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢྲྀ⤌
ᑐࡋ࡚㸪ྲྀ⤌㛤ጞ๓࡛ࡣ㸪ᩥ⣔ẚ࡚⌮

ࡅࡿ H ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᑟධࡘ࠸࡚ࠖࠗึᖺḟ
ᩍ⫱Ꮫ➨ 8 ᅇⓎ⾲ண✏㞟࠘

⣔ࡣ㸪᪥ᮏㄒᑐࡍࡿⱞᡭព㆑ࡀᙉࡃ㸪ࡲࡓ

2)⛅ᒣⱥ࣭௰㐨㞞㍤࣭ඵᮌᫀ⏕࣭㇂ཱྀᾈ୍࣭

ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛᑐࡍࡿࣔࢳ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥ㛵ᚰ

ᯇᮏᾈྖ࣭୕ዲᚭ࣭᫂ග᐀ᏹྖ㸦2016㸧
ࠕe ࣛ

ࡀప࠸࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋྲྀ⤌⤊ᚋ࠾

࣮ࢽࣥࢢࢆά⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱

࠸࡚㸪⌮⣔ࡣ㸪ྲྀ⤌ࡢጼໃ㸪᪥ᮏㄒຊࡢྥୖ㸪

ࡢᐇ㊶㸫㧗᥋⥆ྥࡅ࡚㸫࣓ࠖࠗࣜࢹ

ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡼࡿព㆑ࡢኚࡘ࠸࡚㸪⫯

ࣝᩍ⫱◊✲࠘11-1

－ 117 －

㧗᥋⥆

㧗᥋⥆ࢩࢫࢸ࣒ධヨᨵ㠉Ꮫಟホ౯
̿㝣Ꮫ᪥ᮏᩥ⌮Ꮫ࡛ࡢධヨᨵ㠉ࢆ̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚྜྷᮧຌ㸦᪥ᮏᩥ⌮Ꮫ㸧
࣭ᒣᮏၨ୍㸦㝣Ꮫ㸧
࣭⏣୰ᗣ㸦㝣Ꮫ㸧
                                   
ࠗࣉࣟࢭࢫ࠘ࡢᐇࠖࠕከ㠃ⓗホ౯ࡍࡿ

㸯㸬ࡣࡌࡵ
㝣Ꮫ᪥ᮏᩥ⌮Ꮫࡢ୧Ꮫࡣࠊ
ࠕᏛຊ

ࡇࠖࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠕ᭱⤊ሗ࿌࡛ࠖࡣࠊࠕᏛධヨࠖ

ࡢ  せ⣲ࠖࢆከ㠃ⓗ࣭⥲ྜⓗホ౯ࡍࡿධᏛ
⪅㑅ᢤᨵ㠉ࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ  ᖺᗘධヨࡽࠊ᪂

ࡀࠕᏛຊࡢ  せ⣲ࠖࡢ⫱ᡂྥࡅ࡚ࠊ㧗ᰯ࣭

ࡋ࠸ $2 ධヨࢆᑟධࡍࡿࠋࡇࢀࡣࠊᖹᡂ  ᖺ

Ꮫ୧᪉ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢ
͆᥋⥆ࢶ

 ᭶  ᪥බ⾲ࡉࢀࡓ㧗᥋⥆ࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉

࣮͇ࣝ⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠼ࡿࠋ

㆟ࡢࠕ᭱⤊ሗ࿌ࠖࢆࡩࡲ࠼࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸰㸧⏘ᴗ⏺ *3 Ꮫಟホ౯ࢢ࣮ࣝࣉࡢᡂᯝ
Ꮫಟホ౯ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣࠊ⏘ᴗ⏺ࡣᏛ⏕ᑐ

୧Ꮫࡢᨵ㠉ᢸᙜ⪅ࡣࠊࡑࢀ௨๓ࠊᖹᡂ
 ᖺᗘࡽᐇࡉࢀࡓᩥ⛉┬ࠕ⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮

ࡋ࡚ࠊࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝࢆồࡵ࡚࠾ࡾࠊ

ࢬᑐᛂࡋࡓᩍ⫱ᨵၿ࣭ᐇయไᩚഛᴗ㸦௨

ࡑࢀࡽࡣࣜࢸࣛࢩ࣮㸦ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧

ୗࠊ⏘ᴗ⏺ *3㸧ࠖࡢᕞ࣭Ἀ⦖ࣈࣟࢵࢡ࠾ࡅ

ຊ┦ᙜ㸧ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㸦యᛶ࣭ከᵝ

ࡿᏛಟホ౯ࢢ࣮ࣝࣉᡤᒓࡋࠊ ᖺ㛫ࢃࡓ

ᛶ࣭༠ാᛶ┦ᙜ㸧ࡽᵓᡂࡉࢀࡿᤊ࠼ࠊ

ࡗ࡚♫ⓗࢽ࣮ࢬࡢ㧗࠸ࢫ࢟ࣝࡢ⫱ᡂホ౯

୧⪅ࡢࢫ࢟ࣝࢆホ౯ࡍࡿᯟ⤌ࡳࢆసࡾୖࡆࡓࠋ

᪉ἲࡢᵓ⠏ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ୧Ꮫࡢ᪂ࡋ࠸ධ

ࣜࢸࣛࢩ࣮ࡣࠊ༠ാᏛ⩦➼ࡼࡾ▱㆑ࢆά

ヨไᗘࡣࡑࡢᡂᯝࢆࡩࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ

⏝ࡍࡿࣉࣟࢭࢫࢆ㋃ࢇ࡛సࡾୖࡆࡓᡂᯝ≀

ᮏሗ࿌࡛ࡣࠊ୧Ꮫࡀᑟධࡍࡿ᪂ධヨࡢᴫ

ᑐࡋ࡚ࠊ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆ⏝࠸࡚┤᥋ホ౯ࡍࡿ

せࢆࠊ⏘ᴗ⏺ *3 ࡢᡂᯝࠊࡍ࡞ࢃࡕࢪ࢙ࢿࣜࢵ

ࡇࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿࠋࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡣࠊㄢ㢟

ࢡࢫ࢟ࣝ㸦ỗ⏝ⓗᢏ⬟㸧㛵ࡍࡿᏛಟホ౯ࡢ

ゎỴᏛ⩦࠾࠸࡚ࠊᏛ⩦⪅⮬㌟ࡀ฿㐩┠ᶆࢆ

࠶ࡾ᪉㛵㐃࡙ࡅ࡞ࡀࡽㄝ᫂ࡋࡓ࠸ࠋ

⌮ゎࡋ࡞ࡀࡽྲྀࡾ⤌ࡳࠊྲྀ⤌⤊ᚋάືࢆ
ࡾ㏉ࡾࠊ⮬ᕫホ౯ࢆ⾜࠺ࡇࡀ୰ᚰ࡞ࡿࠋ
୧ࢫ࢟ࣝࡢホ౯᪉ἲࡣࠊ㔜࡞ࡾ࠶࠺㒊ศࡣ

㸰㸬⫼ᬒ

࠶ࡿࡶࡢࠊᮏ㉁ⓗࡣ␗࡞ࡿࠋ≉ࠊホ౯ࡣ

㸦㸯㸧᭱⤊ሗ࿌ࡘ࠸࡚
㧗᥋⥆ࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉㆟ࡢࠕ᭱⤊ሗ࿌ࠖ

⊂❧ࡋ࡚⾜࠺ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ୧ࢫ࢟ࣝࡣ

࡛ࡣࠊ
ࠕࡇࢀࡽࡢ௦ྥࡅࡓᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ㐍

࣮ࣝࣈࣜࢵࢡホ౯ࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢳ࢙ࢵࢡࢩ

ࡵࡿᙜࡓࡾࠊ㌟ࡅࡿࡁຊࡋ࡚≉

࣮ࢺࡸእ㒊ࢸࢫࢺ➼ࡢ」ᩘࡢホ౯ࢶ࣮ࣝࢆ⤌

㔜どࡍࡁࠖࡣࠊ
ࠕᏛຊࡢ  せ⣲࡛ࠖ࠶ࡿ㏙

ࡳྜࢃࡏࡓ᪉ࡀࠊホ౯ࡢࢥࢫࢺࡀୗࡀࡾࠊᐇ

ࠊ
ࠕ㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱ᨵ㠉ࠊᏛᩍ⫱ᨵ㠉ࠊཬࡧ

⾜ྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡲࡿࡇࡶ᫂ࡽ࡞ࡗࡓ  ࠋ

ᏛධᏛ⪅㑅ᢤᨵ㠉ࢆࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚ࠖᤊ࠼ࠊ

௨ୖࡢᡂᯝࢆᯇୗࡢᏛಟホ౯ࡢᵓᅗ

Ꮫഃࡀྲྀࡾ⤌ࡴࡁලయⓗ᪉⟇ࡢ୍ࡘࡀ

࡚ࡣࡵࡿࠊᅗ  ࡞ࡿࠋ

ࠕᏛධᏛ⪅㑅ᢤᨵ㠉࡛ࠖ࠶ࡿᙇࡋ࡚࠸



ࡿࠋ≉ࠊࠕ୍㒊ࡢ $2 ධヨࡸ᥎⸀ධヨ࠾࠸

㸱㸬᪂ධヨࡢᴫせ

࡚ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠗᏛຊၥ࠘ᥟࡉࢀࡿࡼ

㸦㸯㸧㝣Ꮫࡢ᪂ධヨ

࠺࡞≧ἣ࡛ࠖ࠶ࡿᢈุࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕᏛࡧࡢ



࠶

㝣Ꮫࡣᖹᡂ  ᖺᗘධヨࡼࡾࠊ⌧⾜ࡢᩥ
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ࡑࡇ࡛ࠊᖹᡂ  ᖺᗘධヨࡼࡾࠊᆅᇦάື
ࣥ࢜
ࢺࣝ
ࡢࢱ
࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡼࡿ
࣮ࣝ
ࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ
ࢩ࣮ࢺ
ࢺ
ࣃࢼ
ᐃ
ほⅬู⮬ᕫホ౯
ほ
ほⅬ
Ⅼู⮬
ࣛࢸ
ࣥࢣ࣮ࢺ
࣮ࢺ
ࢺ
Ꮫ
ࢲ勋
ⓗ
ࣈ
ࣃ
▱㆑࣭ᢏ⬟
ᡂᯝ≀ࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵ࣒࣭
ࣛ

እ㒊ࢸࢫࢺ
እ
እ㒊ࢸ
ࢸࢫࢺ
ࢺ
ࢲ
ࢡホ౯
ࢡホ౯
ࢭ

ᶆ‽ࢸࢫࢺ
ᶆ
ᶆ‽ࢸࢫ
ࢺ
ほᐹホ౯࣭㠃ㄯ
ほᐹ
ࢫ
࣒
࣓
┤᥋ホ౯ ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ
ᚰ
⌮

యᛶ࣭ከᵝᛶ
㛫᥋ホ౯
࣭༠ാᛶ









ᅗ  Ꮫಟホ౯ࡢᵓᅗᏛຊࡢ  せ⣲

ぶᛶࡀ㧗࠸ᕤᏛ㒊ᘓ⠏Ꮫ⛉⤒Ⴀ⤒῭Ꮫ㒊
࠾࠸࡚ࠊࠕᆅᇦ⏕ே⫱ᡂᆺ $2 ධヨࠖࢆᐇ
ࡍࡿࡇࡋࡓࠋᮏ $2 ධヨࡣ  ᪥㛫ศ
ࡅ࡚ࡢᐇࢆணᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊึ᪥ࡣᆅᇦ࡛ࡢ
ࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࠊ ᪥┠
ࡣึ᪥ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᑠㄽᩥసᡂ㠃᥋ࢆᐇࡍ
ࡿࠋᮏධヨࡣࠊึ᪥ࡢάືࢆ㏻ࡌ࡚యᛶ࣭



༠ാᛶࢆࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࠊᑠㄽᩥࢆ㏻ࡌ࡚

⣔Ꮫ㒊࡛࠶ࡿᮍ᮶㐀Ꮫ㒊ࢆᨵ⤌ࡋ࡚⤒῭⤒

ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࢆ

ࡿࡇ࡞ࡿࠋ

ႠᏛ㒊ࡍࡿࠊᅜ㝿ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
Ꮫ㒊ࢆ᪂タࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ$2 ධヨࢆᨵኚࡋࠊ

㸲㸬ㄢ㢟

⤒῭⤒ႠᏛ㒊ࡣࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ධヨࠊᅜ㝿ࢥ

୧Ꮫࡀᑟධࡍࡿධヨࡣࠊධヨࢆ㧗᥋⥆

࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ㒊ࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝࢫ࢟ࣝධ

ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⤖⠇Ⅼࡋ࡚ᤊ࠼ࠊᏛຊࡢ  せ⣲

ヨࢆᑟධࡍࡿࠋ୧Ꮫ㒊ࡶ  ᪥ࡅ࡚ධヨ

࠸࠺ࠕࡇࢀࡽࡢ௦ࢆ⏕ࡁࡿୖ࡛ᚲせ

ࢆᐇࡋࠊከ㠃ⓗཷ㦂⏕ࡢຊࢆホ౯ࡍࡿࠋ

࡞ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࠖࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵᨵၿࢆᅗ

ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ධヨ࠾࠸࡚ࡣࠊཷ㦂⏕ࡣ

ࡗࡓ࠸࠺ඹ㏻Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⏘ᴗ⏺ *3 

ࢢ࣮ࣝࣉ࡞ࡾࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢻ࣋ࣥࢳࣕ

࠸࠺Ꮫ㛫㐃ᦠᴗࢆ㏻ࡌ࡚✚ࡉࢀࡓᏛಟ

࣮ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆཷㅮࡍࡿࠋࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ

ホ౯㛵ࡍࡿ▱ぢࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊධヨࡢಙ

ࡣࠊཧຍ⪅ࡢ༠ാᛶయᛶࡀၥࢃࢀࡿෆᐜ

㢗ᛶ࣭ጇᙜᛶࡘ࠸࡚ࡶᢸಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࡛࠶ࡾࠊཷ㦂⏕ࡣࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㏻ࡋ࡚⮬㌟ࡢ

ᚋࡢㄢ㢟ࡋ࡚ࠊᮏධヨࡢࡼ࠺㛫ࢆ

༠ാᛶయᛶࢆࡩࡾ࠼ࡿࡇ࡞ࡿࠋࡉ

ࡅ࡚ཷ㦂⏕ࡢ⬟ຊࢆከ㠃ⓗ࣭⥲ྜⓗホ౯

ࡽάື⤊ᚋࡣࠊ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢳ࢙ࢵ

ࡍࡿධヨࡢẚ⋡ࡀ㧗ࡲࡿࡘࢀࠊቑࡍࡿே

ࢡࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸࡚⮬ᕫホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ

ⓗࢥࢫࢺࢆ࠺ᢸಖࡍࡿ࠸࠺ၥ㢟ࡣ㑊ࡅ

ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢫ࢟ࣝධヨࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ

ࡽࢀ࡞࠸ࠋࢻ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥ࢜ࣇࢧ࣮ࡢ᳨

ࡼࡗ࡚㈨ᩱࢆㄞゎࡋࠊࢹࢆࡲࡵ

ウࡶྵࡵࡓタィࡀᚲせ࡞ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ

ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓ࠺࠼࡛ࠊ࣏࣮ࣞ

 ᭱ᚋࠊᏛഃࡢ᭱㔜せㄢ㢟ࡣࠊධヨᨵ

ࢺసᡂ㠃ㄯࢆ⾜࠺ࠋᏛ⏕ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩ

㠉ࡲࡽࡎࠊᏛຊࡢ  せ⣲ࢆ  ᖺ㛫ࢃ

ࣙࣥࡸ࣏࣮ࣞࢺࡣ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆ⏝࠸࡚ࠊᛮ

ࡓࡗ࡚⫱ᡂࡍࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᩚഛࠊᏛ⏕ࡢ

⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࡢほⅬࡽホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ

ᡂ㛗ࢆྍどࡍࡿᏛಟホ౯ไᗘࢆ☜❧ࡍࡿࡇ

㠃᥋➼࡛ពḧࢆၥ࠺ࠋ

࡛࠶ࡿࡇࡣࠊゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ

㸦㸰㸧᪥ᮏᩥ⌮Ꮫࡢ᪂ධヨ

 ࡞࠾ࠊᮏ◊✲ࡣ -636 ⛉◊㈝ -3ࠊ

᪥ᮏᩥ⌮Ꮫ࡛ࡣࠊ
ࠕே㛫ຊࡢ⫱ᡂࠖࢆᩍ⫱
⌮ᛕࡢ୍ࡘࡋ࡚ᥖࡆࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾᩥ⛉
┬ࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛᴗ㸦&2&㸧ࠖྲྀࡾ
⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ&2& ᴗࡢ┠ⓗࡢ୍ࡘࡣࠊᏛ⏕
ࡀࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢᆅᇦάືࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ
ᆅᇦㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿຊࢆ㌟ࡅࡿࡇࠊࡍ
࡞ࢃࡕࠊࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝࢆ㌟ࡅࡓࠕᆅ
ᇦ⏕ேࠖࡋ࡚ᡂ㛗ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ

-3ࡢຓᡂࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
 ྜྷᮧຌ࣭ᒣᮏၨ୍࣭▼ᕝᙪ࣭ᡂ℩ᑦᚿ࣭
⸨㔝༤⾜࣭Ლཎ㸸ከᵝ࡞ホ౯ࡢ⤌ࡳྜࢃ
ࡏࡼࡿࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡ ࢫ࢟ࣝࡢホ౯Ꮫ⏕
ࡢᡂ㛗ࡢྍど㸪Ꮫᩍ⫱Ꮫ➨ ᅇ㸪
S㸪㸬
  ᯇୗె௦㸸ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ࡼࡿᏛ⩦
ࡢ㉁ࡢホ౯㸪ி㒔Ꮫ㧗➼ᩍ⫱◊✲㸪➨  ྕ㸪
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Ꮫ⏕ࡼࡿ࣮࢜ࣉࣥ࢟ࣕࣥࣃࢫ⏬ࡢຠᯝ㛵ࡍࡿ◊✲
̿♫ேᇶ♏ຊࡢ⮬ᕫホ౯╔┠ࡋ࡚̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ 㯮⏣㈗㸦ᰴᘧ♫ࣇ࢙࣮ࣟࢩࢫࢸ࣒㸧
                                   
ࡢ⏬ཧ⏬ࡍࡿᏛ⏕ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ᐇࡉࢀ

㸯㸬ࡣࡌࡵ
Ꮫධ௦ࢆ㏄࠼ࠊ ṓேཱྀࡢῶᑡࡀຍ

࡚ࡁࡓࠊ⌮Ꮫ㒊᪂ධ⏕ࢭ࣑ࢼ࣮$ ྜᐟ◊ಟࡢ

㏿ࡍࡿ  ᖺၥ㢟➼ࡢㄢ㢟㝿ࡋࠊ
ከࡃࡢ

Ꮫ⏕ࢧ࣏࣮ࢱ࣮⤒㦂⪅ࡸྜᐟ◊ಟࡢࢧ࣏࣮ࢱ

Ꮫ࡛ࡣᚿ㢪⪅ࡢቑຍࢆ┠ᣦࡋ࡚ᵝࠎ࡞ྲྀࡾ⤌

࣮άືࡢຠᯝࢆඖᵓᡂࡋࡓ࢟ࣕࣜ⛉┠

ࡳࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㧗㐃ᦠࢆಁ㐍ࡍ

ࠕ⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥϨ࣭ϩࠖࡢཷㅮ⪅

ࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸධヨไᗘࡢᨵ㠉࡞ࡢࡶ

࡛࠶ࡗࡓࠋ⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥϨ࣭ϩ࡛

ከࡃᏑᅾࡋࠊ࣮࢜ࣉࣥ࢟ࣕࣥࣃࢫ➼ࡢᣑࡸ

ࡣࠊ⛉Ꮫ⪅ồࡵࡽࢀࡿጼໃࡸࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡ

Ꮫཷ㦂㝈ࡽ࡞࠸ᗈሗάື➼ࡀᒎ㛤ࡉࢀ

ࡸ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ

࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱࠾࠸࡚ࡣࠊ

࡞ࡢࢯ࣮ࢩࣕࣝࢫ࢟ࣝࢆࡣࡌࡵࡍࡿࢪ࢙

༞ᴗᚋࡢά㌍ࢆ┠ᣦࡋࠊᏛኈຊࡸ♫ேᇶ♏

ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝࡢ㣴ᡂࢆ┠ⓗᤵᴗタィࡀⅭ

ຊ࠸ࡗࡓᵝࠎ࡞⬟ຊࡢ㣴ᡂࢆㅻ࠺ࣉࣟࢢࣛ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜヱᤵᴗ࡛ࡣࠊᤵᴗಟࡢㄢ

࣒ࡀ࢟ࣕࣜ⛉┠ࡋ࡚ᒎ㛤ࡉࢀጞࡵ࡚࠸ࡿࠋ

㢟ࡋ࡚ࠊᮏ◊✲ࡢ࣮࢜ࣉࣥ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ࡢ

ឡᏛ⌮Ꮫ㒊࡛ࡣࠊཷ㦂⪅ᩘࡢቑຍࢆ┠

ᐇ㊶ࠊࡶࡋࡃࡣࠊឡᏛ⌮Ꮫ㒊ࡀᐇࡍࡿ

ᣦࡍࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣮࢜ࣉࣥ࢟ࣕࣥࣃࢫࢆᣑ

ᆅᇦ㐃ᦠᴗࡢぶᏊ⛉Ꮫᐇ㦂ࡢ࠸ࡎࢀཧ

ࡉࢀࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊᅾᏛ⏕ࡼࡿ⏬

ຍࡋࠊᐇ㊶࣏࣮ࣞࢺࢆసᡂࡍࡿࡇࡀ༢ಟ

ࢆ  ᖺᗘࡽᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ

ᚓ᮲௳࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

⏬ࡣࠊᅾᏛ⏕ࡢ࢟ࣕࣜ⛉┠ࡢ᥋⥆ࢆព

 ࣮࢜ࣉࣥ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ࡢᏛ⏕⏬ࡣࠊ2 ࡘ

㆑ࡋ࡚タィࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᙜヱࣉࣟࢢ࣒ࣛཧ

ࡢࢭࢵࢩ࡛ࣙࣥᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᏛ⏕ࡀ⮬

ຍࡋࠊᐇ㊶࣏࣮ࣞࢺࢆᥦฟࡍࡿࡇࡀࠊᙜヱ

㌟ࡢᏛ⏕άࢆࡋ࡚⤂ࡋࠊᏛ⏕ά

࢟ࣕࣜ⛉┠ࡢ༢ㄆᐃࡢ᮲௳࡞ࡿ࡞ࡢ

ࡢࣉࣛࣥࢆ⪃࠼ࡿࠕᩍ࠼࡚ࢭࣥࣃ㸟ࠖࢭࢵ

ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࢩࣙࣥ㧗ᰯ⏕ࡸಖㆤ⪅ཧຍᏛ⏕ࡀ୍⥴

ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊឡᏛ⌮Ꮫ㒊࡛ᐇ

㣗ࢆࡾ࡞ࡀࡽࠊཧຍ⪅ࡽࡢ㉁ၥ⟅࠼

ࡉࢀࡓࠊᏛ⏕ࡀཧ⏬ࡋࡓ࣮࢜ࣉࣥ࢟ࣕࣥࣃ

ࡿࠕࣛࣥࢳࢭࢵࢩࣙࣥࠖࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ

ࢫ࡛ࡢ⏬ࢆࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࠊཧຍ⪅ࡢ

 㐠Ⴀཧ⏬ࡋࡓᏛ⏕ࡣ 27 ྡ࡛࠶ࡾࠊཧຍ

ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡢศᯒࡽࠊᏛ⏕ࢆ࣮࢜ࣉࣥ

⪅ᩘࡣ 154 ྡ㸦ࣛࣥࢳࢭࢵࢩࣙࣥཧຍ⪅ࡣ 72

࢟ࣕࣥࣃࢫ➼ࡢ⏬ཧ⏬ࡍࡿࡇࡢຠᯝ

ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓ㸦ࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅⪅࣮࣋ࢫࡢ⟬

ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊཧຍ⪅ࡢ♫ேᇶ♏ຊࡢ㧗ࡲ

ฟ್㸧ࠋ
ࠕᩍ࠼࡚ࢭࣥࣃ㸟ࠖࡣ 5 ᩍᐊࠊ
ࠕࣛࣥ

ࡾ╔┠ࡋࠊ᳨ウࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ

ࢳࢭࢵࢩࣙࣥࠖࡣ 2 ᩍᐊ࡛ࡑࢀࡒࢀ࡚ࢇ࠸



ࡉࢀࡓࠋ≉ࠊ
ࠕᩍ࠼࡚ࢭࣥࣃ㸟࡛ࠖࡣࠊཧ

㸰㸬ᴫせ

ຍ⪅ࡢ᮶ሙ㛫ྜࢃࡏ࡚ࠊ3 ࣃࢱ࣮ࣥࡢࢱ

ឡᏛ⌮Ꮫ㒊࡛ࡣࠊ ᖺᗘࡽᚑ᮶ࡢ

࣒ࢸ࣮ࣈ࡛ࣝ㐠Ⴀࢆ⾜࠸ࠊᙜ᪥ཧຍࡢཧຍ

࣮࢜ࣉࣥ࢟ࣕࣥࣃࢫ⏬ࡢᣑ⟇ࡋ࡚ࠊᅾ

⪅ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃྲྀࡾ㎸ࡴᕤኵࡀ࡞ࡉࢀ࡚

Ꮫ⏕ࡼࡿ⏬ࢆᐇࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࡇ

࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᙜヱ⏬ࡢ㐠Ⴀࡣࠊ㐠Ⴀ㈐௵

－ 120 －

㧗᥋⥆
ᩍဨࡀ㐺ᐅࣇ࢛࣮ࣟࡣ⾜࠺ࡶࡢࡢࠊཧຍᏛ⏕

࡛ᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿ♫ேᇶ♏ຊヱᙜࡍࡿタ

ࡀྖࡽཧຍ⪅ࣇ࢛࣮ࣟ࠸ࡓࡿࡲ࡛㐠Ⴀ

ၥࢆసᡂࡋࡓࠋタၥࡣ㒊࡛ 11 ၥ࡛࠶ࡾࠊ

ࢆᢸࡗࡓࠋ

ࠕ࡞ࡾ㌟ࡘ࠸ࡓࠖࠕ࠶ࡿ⛬ᗘ㌟ࡘ࠸࡚ࠖ
ࠕ࠶ࡲࡾ㌟ࡘ࠸࡚࠸࡞࠸ࠖ
ࠕࡃ㌟ࡘ࠸࡚
࠸࡞࠸ࠖࡢ 4 ௳ἲ࡛ᵓᡂࡋࡓࠋ㸦11 ၥ୰ 7 ၥ

㸱㸬᪉ἲ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⤊ᚋཧຍ⪅ᑐࡍࡿࣥࢣ
࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ➼㛵ࡍࡿศᯒ

ࡣ࣋ࢿࢵࢭ㸦2013㸧ྠᵝࡢᩥ㠃ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ᅜㄪᰝࡢẚ㍑ࡀྍ⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸧

ࢆ⾜࠺ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊཧຍ⪅㸦㧗ᰯ⏕㸧ࡢࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢཧຍࡼࡿ♫ேᇶ♏ຊࡢኚࡢ

㸲㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
♫ேᇶ♏ຊ㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮⤖ᯝࢆࡲ

⮬ᕫホ౯╔┠ࡍࡿࠋ
ලయⓗ࡞タၥࡣࠊ࣋ࢿࢵࢭࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙ

ࡵࡿࠊᅗ  ࡢࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ

ࣥ㸦2013㸧ࡢタၥࢆᇶࠊ⤒῭⏘ᴗ┬㸦2006㸧

ᅗ㸯㸸♫ேᇶ♏ຊᑐࡍࡿ⮬ᕫホ౯
ࡰࡍ࡚ࡢ㡯┠࡛ࠊ㌟ࡘ࠸ࡓᅇ⟅ࡍ

㸴㸬ᘬ⏝ᩥ⊩

ࡿཧຍ⪅ࡀ 8 ࢆ㉺࠼࡚࠾ࡾࠊ㠀ᖖ▷㛫

࣋ࢿࢵࢭࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥ㸦2013㸧
ࠕ➨ 2 ᅇ

ࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊཧຍ⪅ࡢ♫ே

Ꮫ⏕ࡢᏛ⩦࣭⏕άᐇែㄪᰝሗ࿌᭩ࠖ ࣋ࢿ

ᇶ♏ຊࢆ㧗ࡵࡿᶵࡋ࡚ᶵ⬟ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ

ࢵࢭࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥ
⤒῭⏘ᴗ┬㸦2006㸧⤒῭⏘ᴗ┬㸦2006㸧
ࠕ♫

♧၀ࡉࢀࡓࠋ

ேᇶ♏ຊ㛵ࡍࡿ◊✲㸫ࠕ୰㛫ྲྀࡾࡲ
ࡵࠖ㸫ࠖ ⤒῭⏘ᴗ┬ 2006 ᖺ 1 ᭶ 20 ᪥

㸳㸬ࡲࡵ
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊឡᏛ⌮Ꮫ㒊ࡢ࣮࢜ࣉࣥ࢟
ࣕࣥࣃࢫ࡛ࡢᐇ㊶ࢆྲྀࡾୖࡆࠊཧຍ⪅ࣥࢣ

㸵㸬ㅰ㎡

࣮ࢺࡢ⤖ᯝࡽࠊᏛ⏕ࡀ⏬ࡋ࡚⏬࠾࠸

ᮏ◊✲࠶ࡓࡾྛ✀㈨ᩱ࠾ࡼࡧㄪᰝ⤖ᯝ➼

࡚ࡶཧຍ⪅ࡢ♫ேᇶ♏ຊᑐࡋ࡚ࣉ࣮ࣟ

ࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓឡᏛ⌮Ꮫ㒊ᚰ

ࢳࡀ࡛ࡁࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋᚋࡢㄢ㢟ࡣࠊ

ࡽឤㅰ⏦ୖࡆࡲࡍࠋ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ┠ⓗࡸ㛫➼ࡢ㛵ಀᛶ࡞ࡘ࠸
࡚ศᯒ᳨࣭ウࡍࡿࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ

－ 121 －

࢟ࣕࣜᩍ⫱࣭ࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝ

ᑵ⫋ᨭࡢࡓࡵࡢࢤ࣮࣑ࣇࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᐇ㊶ሗ࿌
̿࢟ࣕࣜࢭࣥࢱ࣮⫋ဨࡢᴗົࢆఝయ㦂ࡍࡿ࣮࢝ࢻࢤ࣮࣒ࡢ㛤Ⓨ̿

                         ࠙Ⓨ⾲⪅ࠚᑎᓥဴᖹ ᖖ☬Ꮫ ே㛫⛉Ꮫ㒊 
                                   
㸰㸬ࢤ࣮࣒ࡢ㛤Ⓨ

㸯㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ┠ⓗ
࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤࡣࠊᏛ⏕ࡀ༞ᴗ
ᚋࡢ㐍㊰ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠕࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ

㸰㸫㸯㸬ሗ㞟
ᅇࡢ࣮࢝ࢻࢤ࣮࣒ࠕෆᐃࡗ࡚ࡇ࠸ࠖࢆ

ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿ[1]ࠋ

㛤Ⓨࡍࡿࡓࡵࠊ᪤Ꮡࡢࢤ࣮࣒ࢆㄪᰝࡋࡓࠋ

ࡇࡢㄪᰝࡼࢀࡤࠊᏛ 3 ᖺ⏕࡛ά⏝⋡ࡢ㧗

ࠗὸࡃ₯ࢀ㸟㸫࣮࣎ࢻࢤ࣮࣒&㊃ࡢࣈࣟࢢ࠘

࠸ࡶࡢࡽࠕᏛ࡛ࡢࠊ༢ࡢฟ࡞࠸࢟ࣕࣜ

[3]࡛⤂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢤ࣮࣒ࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆศ

ᙧᡂᨭࠖࡣ 48.2%ࠊ
ࠕᏛ࡛ࡢࠊ༢ࡢฟ

ᯒࡋࡓࠋྠࢧࢺ࡛⤂ࡉࢀࡓࢤ࣮࣒ࡽࠕࢠ

ࡿ࢟ࣕࣜᙧᡂ⛉┠ࠖࡣ 36.6%ࠊ
ࠕᏛ࡛ࡢࠊ

ࣕࣛࢡࢩ࣮ࢺࣛࢵ࣮࢝ࠖࠕࢱࢣࣀࢥࠖࡢࢩ

㐍㊰࣭ᑵ⫋┦ㄯࠖࡣ 32.4%࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ୰

ࢫࢸ࣒ࢆཧ⪃ࡋ࡚ࢤ࣮࣒ࠕෆᐃࡗ࡚ࡇ࠸ࠖ

࡛ࡶࠕᏛ࡛ࡢࠊ㐍㊰࣭ᑵ⫋┦ㄯࠖࡣ 4 ᖺ⏕

ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ

࡞ࡿ၏୍ά⏝⋡ࡀୖ᪼ࡋ 37.4%࡞ࡿࠋ

 ࡲࡓᖖ☬Ꮫࡢ࢟ࣕࣜࢭࣥࢱ࣮⫋ဨᴗ

ࡢ㡯┠ẚ㍑ࡋ࡚ࡶ㧗࠸ά⏝⋡࡞ࡿࠕ

ົෆᐜࠊᑵ⫋άືᨭࡋ࡚Ꮫ⏕ᑐࡋ࡚ఱ

Ꮫ࡛ࡢࠊ㐍㊰࣭ᑵ⫋┦ㄯࠖࡔࡀࠊ༙ᩘ௨ୖࡢ

ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࠊᖖ☬ᏛࡢᏛ⏕ࡢᕼᮃᴗ

3࣭4 ᖺ⏕ࡣ⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࢃࡿࠋ

⏺ࡢഴྥࡘ࠸࡚ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇ

࡞ࡐᏛ⏕ࡣ㐍㊰࣭ᑵ⫋┦ㄯࢆ⏝ࡋ࡞࠸

ࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᅇࡢࢤ࣮࣒ࡢ

ࠋ⏣⃝ࡣࠕ࢟ࣕࣜព㆑ࡢ㐪࠸ࡼࡗ࡚ࠊ

ヲ⣽ࢆỴᐃࡋࡓࠋ

࢟ࣕࣜࢭࣥࢱ࣮ᑐࡍࡿ࣓࣮ࢪࡀ␗࡞ࡿࠖ

㸰㸫㸰㸬ࢤ࣮࣒ࢩࢫࢸ࣒

㏙࡚࠸ࡿ[2]ࠋࡇࡢㄪᰝ࡛ࠊ࢟ࣕࣜព㆑

 ࢤ࣮࣒ࠕෆᐃࡗ࡚ࡇ࠸࡛ࠖࡣࢤ࣮࣒๓༙

ࡢప࠸Ꮫ⏕ࡢ᪉ࡀ࢟ࣕࣜࢭࣥࢱ࣮ᑐࡋ࡚ࠊ

ࡢࠕᑵ⫋άື‽ഛࠖᚋ༙ࡢࠕᑵ⫋άືᨭࠖ

ࢿ࢞ࢸࣈ࡞࣓࣮ࢪᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ⏣⃝

ࡢࡘࡢࣇ࢙࣮ࢬࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢤ࣮

ࡣᐇドⓗ᫂ࡽࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠕ࢟ࣕࣜ

࣒๓༙ࡢࣇ࢙࣮ࢬࠕᑵ⫋άື‽ഛ࡛ࠖࡣࠊࣉ

ࢭࣥࢱ࣮ࡢᶵ⬟ࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊᏛ⏕ࡽ

࣮ࣞࣖࡣࢤ࣮࣒୰⏝࡛ࡁࡿࠕຠᯝ࣮࢝

⫯ᐃⓗ࡞ホ౯ࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡃᚲせ

ࢻࠖࢆධᡭࡍࡿ(ᅗ㸯)ࠋ

ࡀ࠶ࡿࠖྠ㈨ᩱ࡛⏣⃝ࡣ㏙࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ࢟ࣕࣜࢭࣥࢱ࣮ࡢᶵ
⬟ࢆᏛ⏕ࡀ⌮ゎࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓ࣮࢝ࢻ
ࢤ࣮࣒ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ࢟ࣕࣜࢭࣥࢱ࣮⫋ဨ
࡞ࡾࠊᑵ⫋άືࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇ࡛ࠊ୍ே
࡛ࡶከࡃࡢᏛ⏕ࢆෆᐃᑟࡃࢤ࣮࣒ࠕෆᐃ
ࡗ࡚ࡇ࠸ࠖࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋᮏሗ࿌࡛ࡣࠊ
ࠕෆᐃ
ᅗ㸯㸬ࣇ࢙࣮ࢬࠕᑵ⫋άື‽ഛࠖ

ࡗ࡚ࡇ࠸ࠖࡢᴫせ࠾ࡼࡧᐇ㊶⤖ᯝࡘ࠸࡚ሗ
࿌ࡍࡿࠋ

ຠᯝ࣮࢝ࢻࡣࠊᏛ⏕ࡢᏛຊࢆྥୖࡉࡏࡿࠕSPI
ᑐ⟇ࠖࡸࢥ࣑ࣗຊࢆྥୖࡉࡏࡿࠕ㠃᥋ᑐ⟇ࠖ

－ 122 －

࢟ࣕࣜᩍ⫱࣭ࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝ
࠸ࡗࡓᏛ⏕ࡢ⬟ຊ್ࢆྥୖࡉࡏࡿ࣮࢝ࢻࡀ

࠸࠺ᑵ⫋άືࡢᢡឤࢆࢃࡗࡓ(2 ᖺ⏕)ࠖࡸ

࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᏛ⏕ࡀᑵ⫋࡛ࡁࡿᴗࢆቑࡸࡏ

ࠕ୍ᗘࠊⴠࡕࡓᴗࠊᣮᡓ࡛ࡁࡿ࣮ࣝࣝ

ࡿࠕᏛෆྜྠᴗㄝ᫂ࠖࡸࣉ࣮ࣞࣖࡀ

㐪ឤࡀ࠶ࡿ (4 ᖺ⏕)ࠖࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ࢟

ෆᐃࡉࡏࡓᏛ⏕ࢆᮍෆᐃ≧ែࡍࡿࠕෆᐃ㎡

ࣕࣜࢭࣥࢱ࣮⫋ဨࡢ❧ሙࢆఝయ㦂ࡋࡓឤ

㏥ࠖ࠸ࡗࡓ࣋ࣥࢺ㉳ࡇࡍ࣮࢝ࢻࡶ࠶ࡿࠋ

ࡋ࡚ࠕࢤ࣮࣒⤊㛫㝿ࠊෆᐃ㎡㏥ࢆࡉ

ࢤ࣮࣒ᚋ༙ࡢࣇ࢙࣮ࢬࠕᑵ⫋άືᨭ࡛ࠖ

ࢀ࡚ᅔࡗࡓ (4 ᖺ⏕)ࠖࡸࠕ⬟ຊ್ࡢప࠸Ꮫ⏕

ࡣࠊࣉ࣮ࣞࣖࡣຠᯝ࣮࢝ࢻࢆ⏝ࡋ࡚ࠊᏛ

ࢆᑵ⫋ࡉࡏࡿኚࡉෆᐃࢆ⋓ᚓࡉࡏࡓࡢ

⏕ࡢᑵ⫋άືࢆᨭࡋ࡚ෆᐃᑟࡃࠋ

ᐇឤࡣⰋࡗࡓ(2 ᖺ⏕)ࠖࡀ࠶ࡗࡓࠋࢤ࣮࣒
⮬యࡢឤࡋ࡚ࡣࠕ࣮ࣝࣝࡀศࡾࡃ࠸
ࡀࢤ࣮࣒⮬యࡣᴦࡋࡵࡓࠖࡀከࡗࡓࠋ
 ࢤ࣮࣒๓ᚋ࡛࢟ࣕࣜࢭࣥࢱ࣮ࡢホ౯ࡀ
ኚࡋࡓࠊࡘ࠸࡚ࡶࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋᑵ⫋άືࢆయ㦂ࡋࡓ 4 ᖺ⏕ࡢከࡃࡣࠕࢤ
࣮࣒๓ᚋ࡛ホ౯ࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡀࠊ⫋ဨࡢ
ኚࡉࡣయ㦂࡛ࡁࡓᛮ࠺ࠖࡸࠕ⫋ဨࡢኚࡉ

ᅗ㸰㸬ࣇ࢙࣮ࢬࠕᑵ⫋άືᨭࠖ

ࡀࢃࡾࠊᛂࡋࡓࡃ࡞ࡗࡓࠖ࠸ࡗࡓឤ

 Ꮫ⏕ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࠕᏛຊࠖࠕࢥ࣑ࣗຊࠖ

ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓᑵ⫋άືࢆయ㦂ࡋ࡚࠸࡞࠸ 2

࠸࠺ࡘࡢ⬟ຊ್ࡀ࠶ࡿࠋᏛຊࡀ㧗࠸Ꮫ⏕

ᖺ⏕ࡣࠕࢤ࣮࣒࡛࢟ࣕࣜࢭࣥࢱ࣮ࡢࡀ

ࡣࢥ࣑ࣗຊࡀపࡃࠊࢥ࣑ࣗຊࡀ㧗࠸Ꮫ⏕ࡣᏛ

ࢃࡗࡓࡢ࡛ࠊᐇ㝿ࢇ࡞ࡇࢁ࡞ࡢ⯆

ຊࡀప࠸࠸࠺タᐃࡋࡓࠋࡲࡓᏛຊ࣭ࢥ࣑

ࢆᣢࡗࡓࠖ࠸ࡗࡓឤࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ࣗຊࡢ୧᪉ࡶ㧗࠸Ꮫ⏕ࡶ࠸ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺

࠙グࠚ

࡞Ꮫ⏕ࡀෆᐃࢆ⋓ᚓࡋ࡚ࡶ࣏ࣥࢺࡣప࠸ࠋ

ᮏሗ࿌࡛⤂ࡋࡓࢤ࣮࣒ࠕෆᐃࡗ࡚ࡇ࠸ࠖ

㏫Ꮫຊ࣭ࢥ࣑ࣗຊࡢ୧᪉ࡶప࠸Ꮫ⏕ࡀෆ

ࡣࠊᖖ☬Ꮫࡢ 2015 ᖺᗘ༞ᴗ◊✲࡛㛤Ⓨࡉ

ᐃࢆ⋓ᚓ࡛ࡁࡿᚓⅬࡣ㧗ࡃ࡞ࡿࠋᏛ⏕ྜ

ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᮏࢤ࣮࣒ࡢⴭసᶒࡣ㭯ぢభ

ࡗࡓࢧ࣏࣮ࢺࢆ㑅ᢥࡋࠊࡼࡾከࡃࡢᏛ⏕ࢆෆ

ᕼࡀ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ᐃᑟࡃࠋࡲࡓᏛ⏕ࡈࠕᚿᮃᴗ⏺ࠖࡀᏑ

࠙ᘬ⏝ᩥ⊩ࠚ

ᅾࡋࠊᚿᮃἢࡗࡓᴗ⏺ࡢෆᐃࢆ⋓ᚓࡍࡿ

[1]ᮃ᭶⏤⣖, ࠕ➨ 5 ❶ Ꮫ༞ᴗᚋࡢ㐍㊰ࠖ,

࣏ࣥࢺࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࠋࡇࡢᚿᮃᴗ⏺ࡣᖖ☬

ࠗ➨ 2 ᅇ Ꮫ⏕ࡢᏛ⩦࣭⏕άᐇែㄪᰝሗ࿌

ᏛࡢᏛ⏕ࡢᑵ⫋άືࡢഴྥࢆཧ⪃ࡋࡓࠋ

᭩[2012 ᖺ]࠘, ࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ࢙࢘

㸱㸬ࣉ࣮ࣞࣖࡢឤ

ࣈࢧࢺ(2013 ᖺ 6 ᭶), pp.118-127

 2015 ᖺ 12 ᭶ 2016 ᖺ 1 ᭶ྛ 1 ᅇࢤ࣮

[2]⏣⃝ᐇ, ࠕ࢟ࣕࣜព㆑ࡢ㧗ప࢟ࣕࣜ

࣒ࢆᐇࡋࡓࠋ1 ᅇࡢࣉࣞ㛫ࡣ 40 ศ๓ᚋ

ࢭࣥࢱ࣮ᑐࡍࡿ࣓࣮ࢪࠖ, ࠗ࢟ࣕࣜࢹ

࡛࠶ࡿࠋᑵ⫋άື୰࢟ࣕࣜࢭࣥࢱ࣮ࢆ

ࢨࣥ◊✲࠘➨ 10 ྕ, ᪥ᮏ࢟ࣕࣜࢹࢨࣥ

⏝ࡋࡓ⤒㦂ࡢ࠶ࡿ 4 ᖺ⏕⤒㦂ࡢ࡞࠸ 4 ᖺ

Ꮫ(2014 ᖺ 9 ᭶), pp.157-164

⏕ࠊࡉࡽᑵ⫋άືࢆࡋࡓࡇࡢ࡞࠸ 2 ᖺ⏕

[3]ࡸ࠾ࡁࢇ, ࠗὸࡃ₯ࢀ㸟㸫࣮࣎ࢻࢤ࣮࣒㸤

ࡀࢤ࣮࣒ཧຍࡋࡓࠋ

㊃ࡢࣈࣟࢢ㸫࠘,

 ࢤ࣮࣒⤊ᚋཧຍ⪅ᑐࡋ࡚ࣥࢱࣅࣗ

http://asakumogure.blog23.fc2.com/, ྲྀ ᚓ

࣮ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡎࡣࢤ࣮࣒ࡘ࠸࡚ࡢឤࢆ

᪥㸸2016 ᖺ 6 ᭶ 3 ᪥

ࡲࡵࡿࠋᑵ⫋άືࢤ࣮࣒ࢆẚ㍑ࡋࡓឤ
ࡋ࡚ࠊ
ࠕSPI ࡛ཷࡗ࡚ࡶࠊ㠃᥋࡛ⴠࡕࡿ

－ 123 －

࢟ࣕࣜᩍ⫱࣭ࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝ

࢟ࣕࣜᩍ⫱࠾ࡅࡿࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࡢᶵ⬟
̿⏘ᴗ⏺㹅㹎ᕞ࣭Ἀ⦖ࣈࣟࢵࢡᏛಟホ౯ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢྲྀ⤌ࡽ̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ ▼ᕝᙪ㸦ᒣᏛ㝔Ꮫ㸧
ࠊ⸨㔝༤⾜㸦ᕞᅜ㝿Ꮫ㸧
ࠊྜྷᮧຌ㸦᪥ᮏᩥ⌮Ꮫ㸧
ᒣᮏၨ୍㸦㝣Ꮫ㸧
ࠊᲚཎ㸦⚟ᒸዪᏊ▷ᮇᏛ㸧

యࡢࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠺ࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥྜᐟࢆ⾜

㸯㸬ࡣࡌࡵ
Ꮫ⩦య㦂ࢆࡾ㏉ࡿࡇࡀࠊᏛ⩦ࢆ῝ࡵࠊ

࠸ࠊ⩣᪥ᏛಟᡂᯝⓎ⾲ࢆᐇࡋࡓࠋ

Ꮫࢇࡔࡇࡢᐃ╔ࢆᅗࡿ࠺࠼࡛㔜せ࡛࠶ࡿࡇ



ࡣᗈࡃඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡣࠊࡢࡼ࠺࡞

㸱㸬ࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᴫせ

ࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࡀ᭷ຠ࡞ࡢࡔࢁ࠺ࠋ⤒㦂Ꮫ

 ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡈࡢࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥ

⩦ࡢࣉࣟࢭࢫࡢ୰ࠊࡾ㏉ࡾࢆࡢࡼ࠺

 ࢥࣥࣆ⫱ᡂ◊ಟࠊࣜࢸ⫱ᡂ◊ಟࠊࣥࢱ࣮

⤌ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠶ࡿ⛬ᗘඹ㏻

ࣥࢩࢵࣉࡢ࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶࠊ◊ಟ⤊ࡢ

⌮ゎࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡾ㏉ࡾ⮬యࢆࡢࡼ࠺

ࡾ㏉ࡾࡣᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿ࡢࡾ㏉ࡾ

⾜࠺ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡲࡔᐃ▼ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ

᪉ἲࡋ࡚ࡣࠊ$ ⏬⏝⣬ࢆ 79 ␒⤌࡛ከ⏝ࡉ

ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ᛮࢃࢀࡿࠋ

ࢀࡿ͆ࣇࣜࢵࣉ͇ぢ❧࡚ࠊࡑࡢࣇࣜࢵࣉ

ᮏ✏࡛ࡣࠊᖹᡂ 㹼 ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬

࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ᭩ࡁࠊ⪅ぢࡏ࡞ࡀࡽࠊ⮬ศ

ࠕ⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋࡓᩍ⫱ᨵၿ࣭ᐇ

ࡢࡾ㏉ࡾࢆㄒࡿࠊ࠸࠺ࠕࣇࣜࢵࣉࢺ࣮ࢡࠖ

యไᩚഛᴗࠖ
㸦⏘ᴗ⏺ *3㸧࠾࠸࡚ࠊᕞ࣭

ࢆከ⏝ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊከᩘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀྠ

Ἀ⦖࣭ᒣཱྀࣈࣟࢵࢡࠕᏛಟホ౯ࢢ࣮ࣝࣉࠖࡀ

ࡾ㏉ࡾࢆ▷㛫࡛ᐇࡍࡿࡓࡵࡢ᭷ຠ࡞

ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝ㸦௨ୗ *6㸧⫱

᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ

ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ࠾࠸࡚ࠊᐇࡋࡓࣜࣇ

 ࡲࡓࠊࡾ㏉ࡾࡢ⤖ᯝࢆ⮬ᕫホ౯ࡋ࡚Ꮫ

ࣞࢡࢩࣙࣥࡢ᪉ἲࢆ⤂ࡍࡿࠋࡉࡽࠊࡑࡇ

ಟホ౯ไᗘ⤌ࡳ㎸ࡴࡓࡵࠊḟࡢࡼ࠺࡞᪉

ࡽぢ࠼࡚ࡁࡓ࣏ࣥࢺࢆᩚ⌮ࡍࡿࡶࠊ

ἲࢆࡗࡓࠋ

ࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᏛ⏕࠼ࡓຠ

ձ ๓฿㐩┠ᶆࢆ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡᙧᘧ࡛Ꮫ
⏕ᥦ♧ࡍࡿ

ᯝࢆᐃ㔞ศᯒᇶ࡙ࡁ᫂ࡽࡍࡿࠋ

ղ ◊ಟ⤊ࣇࣜࢵࣉࢺ࣮ࢡࢆ⾜࠸ࠊ◊
ಟࡽᚓࡓࠕẼ࡙ࡁࠖࡸࠕ◊ಟᚋࡢᡂ㛗

㸰㸬㹅㹑⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᴫせ

ࡢ┠ᶆࠖ➼ࢆゝㄒ࣭ඹ᭷ࡉࡏࡿ

ᮏࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ➼ࢆ㏻ࡌ
࡚ࠊ*6 ࢆ⫱ᡂࡋࠊホ౯ࡍࡿᡭἲࡢ㛤Ⓨࢆ┠ᶆ

ճ ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࣇࣜࢵࣉࢺ࣮ࢡ୰ㄒࡗ
ࡓゝⴥࢆグ㏙ࡍࡿ

ࡋ࡚  ᖺ㛫άືࡋࡓࠋ*6 ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡋ࡚ࡣࠊ ࡘࡢ◊ಟࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࠊ㸶Ꮫࡢ

մ ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡸࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸࡚
⮬ᕫࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆ⮬ᕫホ౯ࡍࡿ

Ꮫ⏕ࡢΰᡂࢳ࣮࣒ࢆసࡾࠊᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ᐇ
ࡋࡓࠋලయⓗࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢥࣥࣆࢸ

 ⮬ᕫࡢ⤒㦂ࢆゝㄒࡍࡿࡩࡾ࠼ࡾࡣࠊ୍

ࣥࢩ࣮⫱ᡂ◊ಟࠊ ᭶ࣜࢸࣛࢩ࣮⫱ᡂ◊ಟ

ேࡦࡾࡀ⤒㦂ࢆㄒࡿࡇ࡛㛫ࢆ࡞ࡾ㈝

ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࢆࡩࡲ࠼ࠊᏛ⏕ࢳ࣮࣒ࢆ 

ࡸࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡾࠊ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺಶேసᴗ

᭶ㄢ㢟ゎỴᆺࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ㏦ࡾฟࡋࡓࠋ

ࡋ࡚グ㏙ࡍࡿࡔࡅ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊཧຍ⪅

ࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊ ᭶ࠊ ᖺ㛫ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ

ࡢඹ᭷ࡀⷧࡃ࡞ࡗࡓࡾࡍࡿࡇࡶከ࠸ࠋ

－ 124 －

࢟ࣕࣜᩍ⫱࣭ࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝ
᪉ࠊࣇࣜࢵࣉࢺ࣮ࢡᙧᘧࡢࡩࡾ࠼ࡾࢆά⏝

యᑐࡍࡿࡩࡾ࠼ࡾࢆࡁࡕࢇ

ࡍࢀࡤࠊࢡࣛࢫࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡞࡛ࡶࠊ

ษࡾศࡅ࡞ࡅࢀࡤࠊ₍↛ࡋࡓࡩࡾ࠼

㛫ࢆ⠇⣙ࡋ࡚ຠ⋡ⓗࡩࡾ࠼ࡾࡀ࡛ࡁࡿ

ࡾ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ

ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࣮࣮࢟࣡ࢻࡀ᫂☜どぬࡉࢀࠊ
ࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ࡢඹ᭷ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡋ

㸲㸬ࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࡢࣥࣃࢡࢺ

ࡶᏛ⏕ࡣᴦࡋࢇ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ

 ྛ◊ಟࡢ๓ᚋ࡛ࠕᑐㄢ㢟ᇶ♏ຊ㸦 㡯┠㸧ࠖ

ࡽࠊࣇࣜࢵࣉࢺ࣮ࢡࡣయ㦂ᆺᏛ⩦࠾ࡅࡿ

ࠕᑐேᇶ♏ຊ㸦 㡯┠㸧ࠖࠕᑐ⮬ᕫᇶ♏ຊ㸦

▷ᮇⓗ࡞ࡾ㏉ࡾ᪉ἲࡋ࡚౽࡛࠶ࡿࠋ

㡯┠㸧ࠖࡢ  ࡘࡢᵓᡂᴫᛕᑐࡍࡿ⮬ᕫホ౯
ࢆ

ᐃࡋࡓࠋ ࡘࡢ◊ಟࡍ࡚ཧຍࡋࡓᏛ

⏕ࡢࠊྛ◊ಟࡢ๓ࢫࢥࡢᖹᆒࢆ୪ࡓ㸦ᅗ

 ࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥྜᐟ
᪉ࠊᖺ㛫ࢆ㏻ࡌࡓ㛗ᮇⓗ࡞ࡩࡾ࠼ࡾࢆ

㸧ࠋ ࡘࡢຊࡀ࠸ࡎࢀࡶᏛಟᡂᯝⓎ⾲┤๓

⾜࠺ࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥྜᐟࡣࠊ

࠾࠸࡚ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡳ࠼ࡿࠋᵓᡂᴫ

⾲  ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ㋃ࢇࡔࠋ

ᛕࡈ◊ಟ㸦 Ỉ‽㸧ࢆ⊂❧ኚᩘࡍࡿ  せ

⾲  ࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥྜᐟ࠾ࡅࡿࢫࢸࢵࣉ

ᅉศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࡇࢁࠊࡍ࡚ࡢຊᑐ

ࢫ ࢸࢵࣉ㸯ࠕ⤒㦂ࡢࡾ㏉ࡾࠖ
 ࡘࡢ◊ಟࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆࡶࠊࡢ
ࡼ࠺࡞⤒㦂ࡀࡢࡼ࠺࡞ᡂ㛗ࡘ࡞ࡀࡗࡓ
ࢆゝㄒࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠕ༳㇟ⓗ࡞ሙ㠃ࠖ
ࠕฟ
᮶ࡢ୰࡛ேࡀ࠼ࡓᙳ㡪ࠖࠕฟ᮶ࡢ୰
࡛ឤࡌࡓẼᣢࡕࠖࢆ⪃࠼ࡿࠋ
ࢫ ࢸࢵࣉ㸰ࠕᮏ㉁ࡢẼ࡙ࡁࠖ
➨  ࠕ⤒㦂ࡢࡾ㏉ࡾࠖࡽࠊ⮬ᕫࡢᡂ㛗
ࡢᣦ㔪࡞ࡿࡼ࠺࡞ᩍカ㸦࣐ࢭ࣮࢜ࣜ㸧ࢆ
ᑟࡁฟࡍࠋḟࠊ࣐ࢭ࣮࢜ࣜࡢࣆࣞࣅࣗ
࣮ࢆ⾜࠸ࠊ⪅ࡢ┠ࡽぢ࡚⌮ゎྍ⬟ࠊඹ᭷
ྍ⬟࡞⾲⌧Ⓨᒎࡉࡏࡿ㸦⊂ࡾࡼࡀࡾࡽ⬺
༷ࡍࡿࡓࡵ㸧ࠋ
ࢫ ࢸࢵࣉ㸱ࠕᚋࡢ㐨➽࣭⮬ศ࡞ࡾࡢ㐨ࡢษ
ࡾ 㛤ࡁ᪉ࠖ
࣐ࢭ࣮࢜ࣜࡢᑟฟࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫࢆᘏ㛗
ࡋࠊᚋࡢᡂ㛗┠ᶆࢆᐃࡵࡿࠋᚋࡢᏛ⏕⏕
άࡢ୰࡛ఱࢆ┠ᶆࡍࡿࡢࠊఱࢆ㔜どࡍࡿ
ࡢࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋࡲࡓࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮ࡀඹ
㏻ࡋ࡚ࡔឤࡌ࡚࠸ࡿࡇࠊேఏ࠼࡚
࠸ࡁࡓ࠸ࡇࢆ⤠ࡾ㎸ࡴసᴗࢆ⾜࠸ࠊࢢ࣮ࣝ
ࣉࡋ࡚ඹ㏻ࡢ┠ᶆࡢタᐃࢆ⾜࠺ࠋ

ࡋࠊ◊ಟࡢ㐪࠸ࡀ୰⛬ᗘ௨ୖࡢຠᯝ㔞ࢆ♧ࡋ

 ࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥྜᐟࢆᐇࡋࡓࡇ࡛ࠊ

 Ⓨ⾲๓᪥ࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥྜᐟࢆ  ᪥

ᡃࠎࡣḟࡢࡼ࠺࡞࣏ࣥࢺẼ࡙࠸ࡓࠋ

ࡅ࡚⾜ࡗࡓࡇࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ⤖ᯝࡢ୍ᅉ࡛࠶

ࡓ㸦㡰 K S 㸧ࠋከ㔜ẚ㍑క
࠺ +HGJH VJ ࡶᏛಟᡂᯝⓎ⾲ࡑࡢࡢ
◊ಟࡢẚ㍑࠾࠸࡚୰⛬ᗘ௨ୖࡢ್ࢆ♧ࡋࡓ
㸦H[ࠕⰋ࠸㛵ಀࠖJ 㸧ࠋ
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ᅗ  ◊ಟู๓ࢫࢥࡢᖹᆒ

ձ ⤒㦂ࢆゝㄒࡍࡿ⬟ຊࡣᏛ⏕㛫ಶேᕪ

ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡾ㏉ࡾࡣࠊᏛ⏕⮬ࡽ

ࡀ࠶ࡿࠋゝㄒࡀⱞᡭ࡞Ꮫ⏕ࡣࠊᩍဨ

ࡢᏛࡧࢆホ౯ࡉࡏࠊᏛ⩦⤒㦂ᇶ࡙ࡃ⮬ಙ

ࡼࡿᣦ♧ⓗ࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

⮬ᕫಙ㢗ࢆ⋓ᚓࡉࡏࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ࠕ⤒㦂

ղ ⤒㦂ࢆ㌟యឤぬࣇࢵࢺࡍࡿゝⴥ࡛⾲

ࡽᏛࡧᡂ㛗ࡍࡿຊࠖ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ▷ᮇ࣭

⌧ࡍࡿࡇࡀ┠ᶆࡔࡀࠊࡇࢀࡣᐜ࡛᫆ࡣ

㛗ᮇࡢࡾ㏉ࡾࢆᤵᴗࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⤌ࡳ

࡞࠸ࠋ࠶ࡲࡾࡇࡔࢃࡾ㐣ࡂ࡞࠸ࡇࡀᚲ

㎸ࡴࡇࡣࠊ♫ⓗࢽ࣮ࢬࡢ㧗࠸ຊࢆ⫱ᡂࡍ

せ࡞ࡁࡶ࠶ࡿࠋ

ࡿୖ࡛ᨵࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ

ճ ࡾ㏉ࡾࡢࣉࣟࢭࢫࢆࡼࡾ᫂☜ࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋಶูࡢᏛ⩦⤒㦂ࡢࡩࡾ࠼ࡾ

࡞࠾ࠊᮏ◊✲ࡣ -636 ⛉◊㈝ -3 ࡢ
ຓᡂࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

－ 125 －

࢟ࣕࣜᩍ⫱࣭ࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝ

Ꮫึᖺḟࡢࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝᙳ㡪ࡍࡿ㧗ᰯࡲ࡛ࡢ⤒㦂
̿ࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ࡛ࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝࡣ⫱ࡘࡢ̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚୖṊ⏕㸦ᕤᏛ㝔Ꮫ ᅜ㝿࢟ࣕࣜᩍ⫱㒊㛛㸧
                                   
ඛ⾜◊✲㸦㎮ᕭ㸦2016㸧
㸧࡛ࡣࠊ
ࠕᐇᗘࡢ

㸯㸬ࡣࡌࡵ
㏆ᖺࠊᏛᩍ⫱࡛╔┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢪ࢙ࢿࣜ

㧗࠸Ꮫ⏕ࠊప࠸Ꮫ⏕ࡢ࠶࠸ࡔ࡛ࡁ࡞㛤

ࢵࢡࢫ࢟ࣝࡣࠕ⏕ࡁࡿຊࠖࡋ࡚ᑠ୰Ꮫᰯࠊ

ࡁࡀ࠶ࡗࡓࡢࡣࠊᑐேᇶ♏ຊ㸦ぶຊ࣭༠ാ

㧗ᰯ࡛ࡶ⫱ᡂࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ

ຊ࣭⤫⋡ຊ㸧ᑐ⮬ᕫᇶ♏ຊ㸦⮬ಙฟຊ㸧ࠖ

㎮ᕭ㸦2016㸧ࡢࠕᏛධᏛẁ㝵ࡢᇶ♏ຊᙳ

㏙ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᅇࡢ⤖ᯝࡣぶຊࠊ༠

㡪ࡍࡿ୰Ꮫ࣭㧗ᰯ௦ࡢ⤒㦂ࠖࢆ࣮࣋ࢫࠊ

ാຊࠊ⮬ಙฟຊ࠾࠸࡚ྠࡌ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ

㧗ᰯࡲ࡛ࡢࡢࡼ࠺࡞⤒㦂ࡀᏛึᖺḟࡢࢪ

ࡓࠋே࠺ࡲࡃ㛵ࢃࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊ⮬ಙࢆࡶ

࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝᙳ㡪ࢆࡍࡿࢆ᫂ࡽ

࡚ࡿࡇࡀᏛึᖺḟࡢᏛ⏕άᐇᗘ㛵

ࡍࡿࠋ

ಀࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸰㸬᪉ἲ

㸦㸰㸧㧗ᰯࡲ࡛ࡢ⤒㦂ࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝ
ࡢ㛵ಀ㸦ᅗ 2 ⾲ 1ࠊ⾲ 2㸧

Ἑྜሿᰴᘧ♫ࣜࢭࢵࢡࡀࢪ࢙ࢿࣜࢵ
ࢡࢫ࢟ࣝࡢᐈほホ౯ࢸࢫࢺࡋ࡚㛤Ⓨࡋࡓ

ࠕ㐍ࢇ࡛㉁ၥࡍࡿࠖࠕ⮬ⓗពぢࢆゝ࠺ࠖ

ࠕ PROG 㸦 Progress Report on Generic

ࠕ✚ᴟⓗ㆟ㄽཧຍࡍࡿࠖ
ࠕࢳ࣮࣒άື࠾࠸

Skills 㸧㸸 Ꮫ ⏕ ᇶ ♏ ຊ

ᐃ ࢸ ࢫ ࢺ ࠖ㸦 ௨ ୗ

࡚ࢳ࣮࣒㈉⊩ࡋࡼ࠺ࡍࡿࠖྲྀ⤌ጼໃࡀᑐ

ࠕPROG ࢸࢫࢺࠖ⛠ࡍࡿ㸧ࢆᑟධࡋࠊࢪ࢙

ேᇶ♏ຊࡸᑐ⮬ᕫᇶ♏ຊ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ

ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝࢆ

ᐃࠋPROG ࢸࢫࢺࡼࡿ

ࡀࢃࡿ㸦⾲ 1 ࡼࡾ㸧ࠋAL ᆺᤵᴗࡣከࡃࡢ㧗

ࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝࡋ࡚ࠕᑐேᇶ♏ຊࠖ
ࠕᑐ

ᰯ࡛ᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࡀࠊAL

ㄢ㢟ᇶ♏ຊࠖ
ࠕᑐ⮬ᕫᇶ♏ຊࠖࢆࡾ࠶ࡆࠊ㧗

ᆺᤵᴗ⤒㦂ࡢከࡉࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝࡣ

ᰯࡲ࡛ࡢᤵᴗࡸᤵᴗ௨እࡢ⤒㦂ࠊᏛึᖺ

㛵ಀࡀࡳࡽࢀ࡞࠸㸦ᅗ 2ࠊ⾲ 1 ࡼࡾ㸧ࠋAL ᆺ

ḟࡢࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝࡢ㛵ಀࢆ᳨ドࡍࡿࠋ

ᤵᴗࢆᑟධࡋࠊⓎゝࡍࡿᶵࡸ㆟ㄽࡍࡿᶵࠊ

㎮ᕭ㸦2016㸧ࡼࡿࠕ㧗ᰯࡲ࡛ࡢ⤒㦂ᶵࠖ

ࢳ࣮࣒άືࡢᶵࢆከࡃタࡅࡓࡽ࠸ࡗ࡚ࠊ

ࢆࡉࡽ⣽ศࡋࠊձࠕ㧗ᰯࡲ࡛ࡢࢡࢸ

ከࡃࡢ⏕ᚐࡓࡕࡀពぢࢆゝࡗࡓࡾࠊ㆟ㄽཧ

ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢᆺ㸦௨ୗ AL ᆺ㸧ᤵᴗࡢ⤒㦂ࠖ

ຍࡋࡓࡾࠊࢳ࣮࣒㈉⊩ࡍࡿ⾜ືࢆࡿࡣ

ղࠕ㧗ᰯࡲ࡛ࡢᤵᴗ௨እࡢ⤒㦂ࠖ ճࠕ㧗ᰯ

㝈ࡽ࡞࠸㸦⾲ 2 ࡼࡾ㸧ࠋᤵᴗ௨እࡢάື࠾࠸

ࡲ࡛ࡢᤵᴗࡸᤵᴗ௨እ࡛ࡢᶵࠖ մࠕ㧗ᰯ

࡚ࡶྠᵝࡢࡇࡀゝ࠼ࡿࠋࡢࡼ࠺࡞ᶵࢆ

ࡲ࡛ࡢྛ✀ᶵ࠾ࡅࡿྲྀ⤌ጼໃࠖࡢ㸲ࡘࡢ

ᥦ౪ࡋࡓࠊఱࢆࡸࡗࡓ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠺㛵

ほⅬࡽㄪᰝ⚊ࢆసᡂࡋࠊᏛ⏕ࡢࣥࢣ࣮

ࢃࡿࠊ࠺㛵ࢃࡽࡏࡿࡀࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ

ࢺࢆᐇࡍࡿࠋ

࢟ࣝࡢ⫱ᡂ࡛ࡣษ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ

㸱㸬⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ

㸲㸬࠾ࢃࡾ

㸦㸯㸧Ꮫ⏕άࡢᐇᗘࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟
ࣝࡢ㛵ಀ㸦ᅗ 1㸧

ᮏሗ࿌࡛᫂ࡽࡋࡓࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝ
⫱ᡂࡢ㧗ᰯࡲ࡛ࡢ⤒㦂ࡣࠊᏛ࠾ࡅࡿ⤒㦂

－ 126 －

࢟ࣕࣜᩍ⫱࣭ࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝ
ࡶ࠶࡚ࡣࡲࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋAL ᆺᤵᴗࡢᑟ

ཧ⪃ᩥ⊩

ධࡽᐇ㉁⯦ࢆษࡿᮇධࡗ࡚ࡁ࡚࠸

㎮ᕭဴᏊ㸦㸧ࠕᏛධᏛẁ㝵ࡢᇶ♏ຊ
ᙳ㡪ࡍࡿ୰Ꮫ࣭㧗ᰯ௦ࡢ⤒㦂ࠖ㸪ࣜࢡࣝ

ࡿ⪃࠼ࡿࠋ

࣮ࢺ :RUNV5HSRUW㸬

ᮏ✏ࡀࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝ⫱ᡂ࠾ࡅࡿ
Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ྥୖࡢ୍ຓ࡞ࢀࡤᖾ࠸࡛࠶ࡿࠋ

࠙ཧ⪃㈨ᩱࠚ
ㄪᰝᴫせ
ᐃᑐ㇟࣭ࢧࣥࣉࣝᩘ㸸Ꮫ㸯ᖺ⏕࣭968

ᐃᮇ㸸2016 ᖺ 4 ᭶㸦PROG ࢸࢫࢺ㸧
ࠊ2016 ᖺ 6 ᭶㸦ㄪᰝ⚊ࣥࢣ࣮ࢺ㸧
ㄪᰝ⤖ᯝ
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ࡲ࠶
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࠶ࡲ࠶
࠶ࡗࡓ࣭
࠶
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ࡓ࣭
ࡓࡃࡉࢇ
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5%

࡞ࡗࡓ࣭
࡞
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ࢇ

ࢇ
࡞ࡗࡓ
࡞
ࡗ
ࡗࡓ
13%
%

ᑡࡋ
ᑡࡋࡣ
ࡋࡣ
࠶ࡗࡓ
࠶ࡗ
ࡗࡓ
42%
%

ࡢ㡯┠ࡣࠊᐇᗘࡀ㧗࠸⟅
࠼ࡓᏛ⏕ప࠸⟅࠼ࡓᏛ⏕
ࡢ࠶࠸ࡔ࡛ࠊ࣏ࣥࢺ
௨ୖࡢ㛤ࡁࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢ

ᑐ⮬ᕫᇶ♏ຊ

 ᅗ 1 Ꮫ⏕άࡢᐇᗘࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝ

ᅗ 2 AL ᆺᤵᴗࡢ⤒㦂

 ⾲ 1 㧗ᰯࡲ࡛ࡢ⤒㦂Ꮫึᖺḟ࡛ࡢࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝࡢ㛵ಀ
ᑐேᇶ♏ຊ







ぶຊ ༠ാຊ ⤫⋡ຊ
㧗ᰯࡲ࡛ࡢ
ࢡࢸࣈ
࣮ࣛࢽࣥࢢᆺ
ᤵᴗࡢ⤒㦂

㧗ᰯࡲ࡛ࡢ
ᤵᴗ௨እࡢ
⤒㦂











࣭࣌ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆࡶ࡞࠺ᤵᴗ
ࢳ࣮࣒άືࢆࡶ࡞࠺ᤵᴗ
Ꮫእάືࢆࡶ࡞࠺ᤵᴗ
ㄢ㢟ࢆ࠼ࡽࢀ࡚ㄢ㢟᳨ウࢆ࠾ࡋゎỴ⟇ࢆᥦࢆࡍࡿᤵᴗ
Ꮫᰯ⾜
㒊άື
␃Ꮫ
ࣝࣂࢺ
㒊άືࠊࢡࣛࢫጤဨࠊ⏕ᚐ࡞ࡢ࣮ࣜࢲ࣮⤒㦂
ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡞ࡢᑵᴗయ㦂
࣎ࣛࣥࢸࡸᆅᇦάື࡞ࡢ♫άື
⮬ศ࡛⪃࠼ࡿᶵ
ពぢࢆゝ࠺ᶵ
⪅㆟ㄽࡍࡿᶵ
ពぢࢆࡾࡲࡵࡿᶵ

㧗ᰯࡲ࡛ࡢ ࢳ࣮࣒༠ാࡍࡿᶵ
ᤵᴗࡸᤵᴗ௨እ ࢻࣂࢫࢆࡋ࠶࠺ᶵ
࡛ࡢᶵ
ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡸே๓࡛ヰࡍᶵ
ᖺ㱋ࡢ㞳ࢀࡓேࡓࡕヰࡍᶵ
ྠᖺ௦ࡔࡀᬑẁ㐩࡛࡞࠸ேヰࡍᶵ
┠ᶆࢆࡓ࡚࡚ࠊࡓ࡚ࡓ┠ᶆ┠ᣦࡋ࡚⾜ືࡍࡿᶵ
ఱࢆࡸࡾᢤ࠸ࡓឤࡌࡿ⤒㦂
ᤵᴗ୰㐍ࢇ࡛㉁ၥࡋࡓࡾⓎ⾲ࡋࡓࡾࡋࡓ
㧗ᰯࡲ࡛ࡢ
ྛ✀ᶵ
࠾ࡅࡿ
ྲྀ⤌ጼໃ

ᤵᴗࡸᤵᴗ௨እ࡛ࡢヰࡋྜ࠺ᶵ࠾࠸࡚⮬ⓗពぢࢆ
ゝࡗࡓ
ᤵᴗࡸᤵᴗ௨እ࡛ࡢ㆟ㄽ✚ᴟⓗཧຍࡋࡓ
ᤵᴗࡸᤵᴗ௨እ࡛ࡢࢳ࣮࣒άື࡛ࠊᙺࢆ㉸࠼࡚ࢳ࣮࣒ࡢ
㈉⊩⾜ືࢆ✚ᴟⓗ⾜ࡗࡓ
ࡓ࡚ࡓ┠ᶆᑐࡋ࡚ࡸࡾࡠࡇ࠺ࡍࡿጼໃࡀ࠶ࡗࡓ
ㄢ㢟ࠊᐟ㢟ࡢྲྀ⤌ࡳࡣ୍⏕ᠱࡸࡗࡓ

+.







䠇

䠇

䠇
䠇

䠇

䠇
䠇
䠇
䠇
䠇

䠇
䠇
䠇

䠇
䠇
䠇

⮬ⓗពぢ
ALᆺᤵᴗ
࡞ࡗࡓ࣭
ࢇ࡞ࡗࡓ
ᑡࡋࡣ࠶ࡗࡓ
ࡲ࠶ࡲ࠶࠶ࡗࡓ࣭
ࡓࡃࡉࢇ࠶ࡗࡓ

ࡋ࡞ࡗࡓ࣭
ࢇ
ࡋ࡞ࡗࡓ

ᑡࡋࡣࡋࡓ

63%

30%

7%

100%

46%

39%

15%

100%

26%

41%

33%

100%

ࡲ࠶ࡲ࠶ࡋࡓ࣭
ᖖࡋࡓ

ィ

䠇

䠇
䠇
䠇
䠇
䠇

┦㛵ಀᩘ௨ୖ㸦1% Ỉ‽࡛᭷ព (୧ഃ) 㸧

⾲ 2 AL ᆺᤵᴗ⤒㦂ࡢ㢖ᗘᤵᴗࡢྲྀ⤌ጼໃࡢ㛵ಀ




䠇
䠇
䠇
䠇

ᑐㄢ㢟ᇶ♏ຊ
ᑐ⮬ᕫᇶ♏ຊ
ㄢ㢟 ィ⏬
ឤ ⮬ಙ ⾜ື
ᐇ㊶ຊ
Ⓨぢຊ ❧ຊ
ไᚚຊ ฟຊ ᣢ⥆ຊ

ALᆺᤵᴗ
࡞ࡗࡓ࣭
ࢇ࡞ࡗࡓ
ᑡࡋࡣ࠶ࡗࡓ
ࡲ࠶ࡲ࠶࠶ࡗࡓ࣭
ࡓࡃࡉࢇ࠶ࡗࡓ

ࢳ࣮࣒άືࢆ
ࡶ࡞࠺ᤵᴗ
࡞ࡗࡓ࣭
ࢇ࡞ࡗࡓ
ᑡࡋࡣ࠶ࡗࡓ
ࡲ࠶ࡲ࠶࠶ࡗࡓ࣭
ࡓࡃࡉࢇ࠶ࡗࡓ

－ 127 －

㆟ㄽࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧຍ

ࡋ࡞ࡗࡓ࣭
ࢇ
ࡋ࡞ࡗࡓ

ᑡࡋࡣࡋࡓ

66%

26%

8%

100%

48%

39%

12%

100%

30%

39%

31%

100%

ࡲ࠶ࡲ࠶ࡋࡓ࣭
ᖖࡋࡓ

ࢳ࣮࣒ࡢᙺࢆ㉸࠼࡚ࡢ㈉⊩
ࡋ࡞ࡗࡓ࣭
ࡲ࠶ࡲ࠶ࡋࡓ࣭
ࢇ
ᑡࡋࡣࡋࡓ
ᖖࡋࡓ
ࡋ࡞ࡗࡓ

ィ

ィ

47%

29%

24%

100%

32%

40%

28%

100%

21%

33%

47%

100%

༠ྠᏛ⩦࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡϪ

♫㛤࠸ࡓࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐇ㊶◊✲
̿ࠕᑐヰࠖ
࣭
ࠕࡩࡾ࠼ࡾࠖࡢᐇࡀࡶࡓࡽࡍಶࠎேࡢᏛࡧࡢᡂᯝศᯒ̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ ୰ ၿ๎㸦ⰼᅬᏛ㸧
                                   
ࣝࡣࠊ
ࠕ࠸ࡌࡵࠖࢆࢸ࣮࣐ࡋࡓᏛ⣭㏻ಙࢆస

㸯㸬ᮏⓎ⾲ࡢᴫせ
ᮏⓎ⾲ࡣࠊ➹⪅⮬㌟ࡢᩍ⫋ㅮ⩏⛉┠ࠕ⏕ᚐ

ᡂࡋࠊẕᰯ㸦ᜠᖌ㸧ᥦࡍࡿࡶࠊᐇ

ᣦᑟࡢ◊✲࡛ࠖࡢࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ ௨

㝿ࡢ୰Ꮫ⏕ㄞࢇ࡛ࡶࡽ࠸ࠊᢈุࡋ࡚ࡶࡽ࠺㸧ࠊ

ୗࠊ㸿㹊 ࡢᐇ㊶◊✲ࢆ⤂ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

D㸸ᮏᤵᴗࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ༠ྠᛶ㸦ᕷẸᛶ㸧ࢆ㣴࠸ࠊ

ࡍ࡛ࠊ➹⪅ࡣࠊ➨㸵࣭㸶ᅇᮏᏛ࡛ࠊྠᤵ

ࡘ༠ྠᏛ⩦ࡢᣦᑟἲࢆᏛࡪࡇࡢ㸲Ⅼ࡛࠶

ᴗࡢሗ࿌ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ➨㸵ᅇ࡛ࡣࠊ㹼

ࡿࠋ

ᖺᗘࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ
ࠕᑐヰࠖࠕάືࠖࢆᤵ

ᐇ㊶⤒㐣ࡢヲ⣽ࡣࠊⓎ⾲♧ࡍࡢ࡛ࠊࡇ

ᴗᵓ⤌ࡳ㎸ࢇࡔࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᆺ㸿㹊ࡢ᭷

ࡇ࡛ࡣࠊ࠾࠾ࡲ࡞ὶࢀࢆグࡋ࡚࠾ࡃࠋ

ຠᛶࢆ᫂ࡽࡋࡘࡘࡶࠊᤵᴗ⤊ᮎ࠾ࡅ

ձ ࠙ὶᮇࠚ⌜⦅ᡂ࣭ࢳ࣮࣒ࣅࣝࢹࣥࢢ

ࡿࠕࡩࡾ࠼ࡾࠖάືࡢᐇࡀ㸿㹊ࡢᡂᯝᕤ

ㅮ⩏ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢᅛᐃ⌜ࢆసࡿࡇࡀ㔜せ

ሙࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࡋࡓࠋ⥆ࡃ➨㸶ᅇ࡛ࡣࠊ

⪃࠼ࠊᢳ㑅ࡼࡾ⌜ࢆ⦅ᡂࡋࡓࠋࡲࡎࠊ
ࠕὶ

ࡑࡢㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࠕࡩࡾ࠼ࡾࠖࢆ㔜どࡋ

ᮇࠖࡋ࡚ࡢ➨ 1㹼㸰ᅇࡣࠊᏛ⏕࠺ࡋࡀㅮ

࡚ᵓᡂࡋࡓ  ᖺᗘࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ
ࠕࡩࡾ

⩏ࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞ࢸ࣮࣐ࡸෆᐜࢆࡌࡗࡃࡾ㆟ㄽ

࠼ࡾࠖࡢ᭷ຠᛶࢆᐇドࡋࡓࠋࡃࠊ⪃୰

ࡋ࡚ᥗࡳྲྀࢀࡿࡼ࠺࡞㞟ᅋࡍࡿࡓࡵࠊᴦࡋ

ࡢࠕࡩࡾ࠼ࡾࡢ࣐ࢺࣜࢡࢫࠖࢆබ㛤ࡋࠊཧ

ࡳ࡞ࡀࡽ࡛ࡁࡿࣈ࣮ࣞࣥࢫࢺ࣮࣑ࣥࢢ࡞ࢆ

⪅ࡑࡢຠ⏝ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࢆ῝ࡵࡓࠋ➨

⧞ࡾ㏉ࡋࠊࢳ࣮࣒ࣅࣝࢹࣥࢢࢆᅗࡗࡓࠋ

㸷ᅇࡢᮏⓎ⾲࡛ࡣࠊ ᖺᗘᐇ㊶࠾ࡅࡿࠊ

ղ ࠙ᵓ⠏ᮇࠚᑐヰࡼࡿ▱ࡢᵓ⠏

ಶࠎࡢᏛ⏕ࡢ⬟ຊྥୖࡢศᯒ↔Ⅼࡋࠊ㐺

ᵓ⠏ᮇࡣࠊᤵᴗࡢせࢸ࣮࣐ࡢᮏ㉁ⓗ࡞⌮

ษ࡞㸿㹊ࡢ࠶ࡾ᪉ཬࡧࡑࡢศᯒᡭἲࢆၥ࠺࡚

ゎࢆ┠ᣦࡍᮇ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊලయⓗ࡞ࠕ࠸

ࡳࡓ࠸ࠋ

ࡌࡵࠖࡢሙ㠃ࢆタᐃࡋࠊᏛ⏕ࡀᩍဨᙺ⏕ᚐ



ᙺศࢀ࡚ࠊᐇ㝿࠺ᑐฎࡍࡿࡢ࣮ࣟ

㸰㸬ࠕ⏕ᚐᣦᑟࡢ◊✲ࠖᐇ㊶ࡘ࠸࡚

ࣝࣉ࣮ࣞ➼ࢆ⾜࠸ࠊ⏕ᚐᣦᑟࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸

ᮏᐇ㊶ࡣࠊ㸰༢ࡢᩍ⫋⛉┠࡛ࠊ15 ᖺᗘࡣࠊ

࡚ࡢ⪃ᐹࢆ῝ࡵࡉࡏࡓࠋᏛ⏕ࡣࠊࡇࡢᮇࡢ

27 ྡ㸦㸴⌜⦅ᡂ㸧࡛㛤ㅮࡋࡓࠋᏛ⏕ࡢෆヂࡣࠊ

Ꮫࡧࢆ⤒࡚ࠊḟࡢࠕάືᮇࠖ࠶ࡓࡿࠊㅮ⩏

㸰ᅇ⏕ࡀ⣙㸱ศࡢ㸰ࠊṧࡿࡣୖᅇ⏕࡛ࠊ୰㧗

ࢸ࣮࣐㸦ࢦ࣮ࣝ㸧ࡢ㏣✲ྥ࠺ࠋ

ࡢ♫ࠊᅜㄒࠊ⚟♴⛉ࠊ≉ูᨭᩍㅍࢆ┠ᣦ

ճ࠙άືᮇࠚࢦ࣮ࣝࢆ┠ᣦࡋ࡚ࡢάື

ࡍᏛ⏕࡛࠶ࡿࠋ

Ꮫ⏕ࡣࠊ⌧ᐇ♫ࡢㄢ㢟⮬ࡽࡢ᥈✲ㄢ㢟

 ᤵᴗࡢࡡࡽ࠸ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ඹ㏻⌮ゎດ

ࡀ⤖ࡧࡘ࠸ࡓࠊᏛࡪ┠ⓗࡀ᫂☜࡞ࡾࠊᮏ

ࡵࡓⅬࡣࠊA㸸⏕ᚐᣦᑟࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃

Ẽ࡞ࡿࠋ15 ᖺᗘࡣࠊᩍဨࡋ࡚⮬ศࡢཷࡅ

࠼ࢆ⌜ウ㆟ࢆ㏻ࡌ࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡃࡇࠊB㸸⌜

ᣢࡕࢡࣛࢫ࡛࠸ࡌࡵ㇟ࡀ㉳ࡁࡓ࠸࠺タᐃ

࡛ᑐヰࢆ㐍ࡵࠊ
ࠕ࠸ࡌࡵၥ㢟ࠖ㛵ࡍࡿ⮬ศࡓ

࡛ࠊࡑࡢၥ㢟ᑐฎࡍࡿࠕᏛ⣭㏻ಙࠖࢆࢢࣝ

ࡕ࡞ࡾࡢ᪂ࡓ࡞ࠕ▱ࠖࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࠊC㸸⌜

࣮ࣉ࡛సᡂࡍࡿࡇࢆࢦ࣮ࣝࡋࡓࠋ⮬ศࡓ

࡛ࡲࡵࡓࡇࢆⓎಙ࣭⾜ືࡍࡿࡇ㸦ࢦ࣮

ࡕ࡛సࡗࡓᏛ⣭㏻ಙࡀࠊᐇ㝿ࡢ୰Ꮫ⏕ㄞࢇ

－ 128 －

༠ྠᏛ⩦࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡϪ
㸱㸬ᮏᐇ㊶ࡢᡂᯝࡑࡢศᯒⓎ⾲ࡢࡵ࠶࡚

࡛ࡶࡽ࠼ࡿ࠸࠺ᛮ࠸ࡀᏛ⩦ືᶵࢆ㧗ࡵࠊㄞ
ࡳᛂ࠼ࡢ࠶ࡿᏛ⣭㏻ಙࡀ㸴ᮏᡂࡋࡓࠋ

㻞㻜㻝㻟ᖺᗘ

㻞㻜㻝㻠ᖺᗘ

㻞㻜㻝㻡ᖺᗘ

㻞㻜㻝㻢ᖺᗘ

ⰼᅬAL◊✲ 䞉 ึᖺḟᩍ⫱Ꮫ

մ࠙ࡲࡵᮇࠚάືᡂᯝࡢὶ
➨7ᅇ

సᡂࡋࡓᏛ⣭㏻ಙࢆࠊࡲࡎࠊᏛ⏕ࡑࢀࡒࢀ
ࡀࠊ⮬㌟ࡢẕᰯ㸦ᜠᖌ)ࢆゼၥࡋࠊᜠᖌࡽࡢ
ຓゝࢆ࠸ࡓࡔࡃࡇࢆㄢ㢟ࡋࡓࠋࡉࡽࠊ
༠ຊ୰Ꮫᰯࡢ⏕ᚐࠊࡑࡢ㏻ಙࢆㄞࢇ࡛ࡶࡽ


Ꮫ
ᐇ
㊶

Ꮫ⩦ᡂᯝ
㔞ⓗศᯒ

࠸ࠊᢈホࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ

➨9ᅇ

➨8ᅇ
䝬䝖䝸䜽䝇సᡂ
䚾1ᖺḟ䚿

䝬䝖䝸䜽䝇సᡂ
䚾2ᖺḟ䚿

䜅䜚䛛䛘䜚
㔞ⓗศᯒ
䚾1ᖺḟ䚿

䜅䜚䛛䛘䜚
㔞ⓗศᯒ
䚾2ᖺḟ䚿
Ꮫ⩦ᡂᯝ
㉁ⓗศᯒ

䝥䝻䝆䜵䜽䝖ᆺ

䡭䡴䡿䡤䢈䢚䢓䡬䢂䢙䡴䢚䠄AL䠅

ࡇࡢࡼ࠺⮬ࡽ࡛⣳࠸ࡔࠕ▱ࠖࢆάࡋࠊ

άື 䛔䛨䜑䛾Ꮫ⩦ᣦᑟ

䛔䛨䜑䛾Ꮫ⩦ᣦᑟ

Ꮫ⣭㏻ಙ

䝬䝖䝸䜽䝇సᡂ
䚾3ᖺḟ䚿 ᡂ

䜅䜚䛛䛘䜚
㉁ⓗศᯒ
䚾1ᖺḟ䚿

ᡂ
ᯝ
䛾
䜎
䛸
䜑
䞉
ሗ
࿌

Ꮫ⣭㏻ಙ

⌧ᐇ♫ฟྥࡁࠊ♫ࡽࡢᛂ⟅ࢆᚓࡿࡇ

Ꮫ⏕ࡢᏛಟጼໃࡣࠊึࡵࡣࠊ័ࢀ࡞࠸࣓ࣥ

࡛Ꮫࡧࡀࡼࡾ῝ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡃࠋࡋࡋࠊ⌜

ࣂ࣮ࡢ⌜Ꮫ⩦ᅔᝨࡂࡳ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ୰┙

ࡈࡢάືࢆ㔜どࡍࡿ㸿㹊࡛ࡣࠊࡑࢀࡺ࠼ࠊ

௨㝆ࡣㅮ⩏ᆺࡣẚ≀࡞ࡽ࡞࠸ࡃࡽ࠸ࡢ

⌜ࡢάືࡀぢ࠼ࡃࡃࡶ࡞ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊࢡ

⇕ᚰ࡞ཧຍᗘ࡞ࡗࡓࠋᐇ㝿ࡢάືࡽᏛࢇ

ࣛࢫయ࡛ࡢὶࡶ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋ

ࡔᡂᯝࡸࠊㅮ⩏ࢆ㏻ࡌ࡚ࡢ⏕ᚐᣦᑟ㛵ࡍࡿ

ࡑࡇ࡛ࠊᏛ⣭㏻ಙᡂ๓ᚋ㸰ᅇࠊ࣮࣡ࣝࢻ

⌮ゎࡢ῝ࡲࡾࡣࠊ┦ᙜࡢᡭࡈࡓ࠼ࢆឤࡌࡓࠋ

࢝ࣇ࢙ࢆ⾜࠸ࠊ┦᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࡛ࡣࠊ࡞ࡐࠊᏛ⏕ࡣࠊࡇࡇࡲ࡛Ꮫࡧ࠶࠼ࡓ

յ࠙ᮇ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ࠚࠕࡩࡾ࠼ࡾࠖࡢᐇ

ࡢࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢせᅉࢆࠊ➹⪅ࡣࠊ13 ᖺᗘࡼ

ẖᤵᴗ⤊ࠊ
ࠕࡩࡾ࠼ࡾࠖࡢ㛫ࢆ☜

ࡾࠊୖ⾲ࡢࡼ࠺࡞◊✲ィ⏬ࡢࡶࠊᐇドศᯒ

ಖࡋࠊ⌜࡛ࠊᮏࡢ┠ᶆࡸࠊ⌜άື࡛ఱࢆᏛ

ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᡂᯝࢆᮏᏛ࡛ࡶၥ࠺࡚ࡁࡓࠋ

ࡧࠊࡇࡲ࡛⮬ศࡸ⌜ဨࡀ๓ྥࡁ㛵ࢃࢀ࡚

➨㸵ᅇ࡛ࡣࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᆺ㸿㹊ࡢᤵᴗᵓ

࠸ࡓࡢࢆࡩࡾ࠼ࡽࡏࠊḟᅇࡘ࡞ࡆࡿࡼ

ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡇࢆཷㅮ⏕యࡢࣥࢣ࣮

࠺ࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊࠕࡩࡾ࠼ࡾࠖࡢෆᐜࢆࠊ

ࢺࡼࡿᏛ⩦ᡂᯝࡢ㔞ⓗศᯒ࡛᫂ࡽࡋࡓࠋ

ୗᅗࡢࡼ࠺ࠊ
ࠕ༠ྠᏛ⩦ࡢᣦᑟෆᐜࠖࠕ⏕

⥆ࡃ➨  ᅇ࡛ࡣࠊ
ࠕࡩࡾ࠼ࡾࠖࡑࡢࡶࡢࡢᡂ

ᚐᣦᑟࡢᣦᑟෆᐜูࠖࠊࡉࡽࠊࡑࢀࡒ

ᯝࢆ

ࢀࡢࠕࡩࡾ࠼ࡾࠖࡢෆᐜࢆࠕ᭩ࡃࠖ
࣭
ࠕヰࡍࠖ

ࡾࡢ࣐ࢺࣜࢡࢫࡢసᡂࠖࡀࠊ⣔⤫ⓗ࣭య⣔ⓗ

➼⣽ศࡋࠊᏛ⩦ẁ㝵㸦ᤵᴗࡢ㐍⾜ẁ㝵㸧

Ꮫ⩦ෆᐜ༠ྠᛶࢆ῝ࡵࡿࡇᐤࡋ࡚

ࡈࠊࡑࡢ୰㌟ࡀᚎࠎ῝ࡲࡿࡼ࠺࡞࣐ࢺ

࠸ࡿࡇࢆᐇドࡋࡓࠋ

ࡿ㔞ⓗศᯒࡢ◊✲⛣⾜ࡋࠊ
ࠕࡩࡾ࠼

ࣜࢡࢫࢆసᡂࡋࠊ
ࠕࡩࡾ࠼ࡾࠖࢆ⣔⤫ⓗ⾜

Ⓨ⾲ࡣࠊࡑࡢ㔞ⓗศᯒࡢ㸰ᖺḟࡢሗ࿌

ࡗࡓࠋྛᅇࡢࠕࡩࡾ࠼ࡾࠖࡢලయⓗ࡞୰㌟

ࡶࠊᏛ⏕ಶࠎࡢఙ㛗ࡢ㉁ⓗ࡞ศᯒࢆ⾜ࡗ

ࡣࠊⓎ⾲ᙜ᪥♧ࡋࡓ࠸ࠋ

ࡓ⤖ᯝࢆබ㛤ࡍࡿࠋⓎ⾲ࡣࠊㅮ⩏๓ㅮ

༠ྠᏛ⩦
᭩䛟

ㅮ⩏⛉┠䠄⏕ᚐᣦᑟ䠅
Ꮫ⩦ẁ㝵䠄Ꮫ

ヰ䛩䞉⫈䛟 Ⅽ䛩 ᤵᴗ ⩦䝇䝍䜲䝹䠅 ᭩䛟
ヰ䛩䞉⫈䛟 Ⅽ䛩
䚷㻮
䐟
䚷㻮
ฟ䛔ᮇ
䚷㻯
䐠
䐡 ⤒㦂
䐢 ീ䞉䝸䝣䝺䜽䝅䝵 䞁
䐣 ศᯒ
䐤 ⪃ᐹ
䐥 Ỵᐃ
䐦 άື
䐧 ᥦ
䐨 ᥦ
⤒㦂䠄Ꮫᰯゼၥ䠅
䐩 ീ䞉䝸䝣䝺䜽䝅䝵 䞁
䚷䚷䚷㻭
䐪 ศᯒ䞉⪃ᐹ 䚷䚷䚷㻭
䐫 Ỵᐃ䞉άື
䐬 ᥦ
⤒㦂䠄ᡭ⣬䠅

⩏⤊ᚋࡢಶࠎேࡢᏛ⏕ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆẚ
㍑ࡋࠊಶࠎࡢᏛ⏕ࡢఙ㛗ࢆ᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡃࠋ
࡞࠾ࠊⓎ⾲ᚋࡢウㄽ࡛ࡣࠊࡇࡢ㉁ⓗศᯒࡢᡭ
ἲࡘ࠸࡚ࠊᚷ៸ࡢ࡞࠸ពぢࢆ㡬ࡁࡓ࠸ࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩ 
ⰼᅬᏛࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ◊✲ࠗ⚾ࡀኚࢃ
ࢀࡤୡ⏺ࡀኚࢃࡿ㹼Ꮫ⏕ࡶࡘࡃࡿࢡࢸ
ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࠘㸦ࢼ࢝ࢽࢩࣖฟ∧㸧 ᖺ㸱᭶

－ 129 －
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ᤵᴗᐇ㊶ሗ࿌ࠕ㈶ྰศࢀࡿࢽ࣮ࣗࢫࢆ⪃࠼ࡿ༠ྠᏛ⩦ࠖ
̿✚ᴟⓗ࡞ཧຍࢆಁ㐍ࡋࠊከᵝ࡞ほⅬࡽࡢ῝࠸⪃ᐹࢆࡉࡏࡿࡓࡵ̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ ᆏᮾ ᐇᏊ㸦ᩗឡᏛ࣭ᮾிእᅜㄒᏛ㠀ᖖㅮᖌ㸧

                                   
ࡿࡼ࠺ᕤኵ࣭ᨵၿࡋ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡞ࡿࡇ

㸯㸬ࡣࡌࡵ
୍ᖺࡢᮏᏛᅜ࡛ࠊ
ࠕ ᤵᴗᐇ㊶ሗ࿌

ࢆ᭱ࡶ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࠗ㈶ᡂ㸭ᑐࡢពぢᩥ࠘̿ከᵝ࡞ほⅬࡽࡢ
῝࠸⪃ᐹࢆ㏻ࡋࡓ⮬ศࡢពぢࢆᣢࡘࡓࡵ̿ࠖ
࠸࠺Ⓨ⾲ࢆࡋࡓࠋពぢᩥࢆ᭩ࡃࡢࠊ⮬ศ
ࡀ㈶ᡂࡍࡿ❧ሙࠊᑐࡍࡿ❧ሙࡑࢀࡒࢀࡢ
᰿ᣐࢆᩚ⌮ࡍࡿẁ㝵ࡲ࡛ࢆࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ
ࡋ࡚ࠊ᪂⪺グࢆࡋࡗࡾㄞࡴࡇࠊ㛵㐃グ
ࡸᩥ⊩ࢆ᥈ࡋ࡚ㄪࡿࡇࠊሗࢆᩚ⌮ࡍ
ࡿࡇࢆ༠ຊࡋྜ࠸ࠊࡼࡾ῝ࡃࠊከᵝ࡞ほⅬ


ࡽ⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡿࡓࡵࡢヨࡳ࡛࠶ࡗ
ᅗ㸯㸸๓ᮇࢩࣛࣂࢫ

ࡓࠋᖺࡽࡣࠊࡉࡽࡇࡢ༢ඖࠕࣥࢣ
࣮ࢺㄪᰝሗ࿌࣭⤖ᯝ⪃ᐹࠖ࠸࠺άືࡶྲྀࡾ



ධࢀࡓࠋᮏⓎ⾲࡛ࡣࡇࡢ᪂ࡓ࡞ヨࡳࡢᑟධࡢ

㸱㸬༢ඖࡢ㐍ࡵ᪉

⤒⦋ࡸᑟධࡼࡿຠᯝࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࠋ

ϸ㸧༢ඖධࡿ๓



ᤵᴗ➨㸯㐌ࡽண࿌ࡋࠊ➨㸱㐌⌜ศࡅ

㸰㸬ᤵᴗࡢᑐ㇟༢ඖࡢ⨨࡙ࡅ

㸦㸯ࢡࣛࢫ⣙  ྡࠋ㸲⌜㸧ࠊᩍᖌࡀ⏝ពࡋࡓ

ࡇࡢᤵᴗࡣࠊᩗឡᏛᅜ㝿Ꮫ㒊㸦ࡇࡶᏛ

ࠕ㈶ᡂ㸭ᑐศࢀࡿ᪂⪺グࠖ ᮏ㸦ẖ

⛉࣭ᅜ㝿Ꮫ⛉㸧
㸯ᖺ⏕ࡢᇶ♏ᩍ㣴⛉┠࡛࠶ࡿࠋ

ᖺ᪪ࡢࡶࡢࢆࡇࡕࡽ࡛⏝ពࡍࡿ㸧ࡢ୰ࡽࠊ

➹⪅ࡣࠊࡇࡶᏛ⛉㸦 ྡ㸧ࢆ㸱ࢡࣛࢫࢃ

⌜࡛ྲྀࡾ⤌ࡴグࢆ㸯ࡘ㑅ࡤࡏࡓࠋࡇࡢグ

ࡅ࡚ᢸᙜࡋࠊᅜ㝿Ꮫ⛉ࡢ᪉ࡣྠࡌࢩࣛࣂࢫ

ࡣ௨ᚋࠊẖ㐌ኌࢆࡅࠊᤵᴗࡢṧࡾ㛫ࢆ

ᩍ⛉᭩㸦ᆏᮾᐇᏊࠗᏛ⏕ࡢࡓࡵࡢᩥ❶⾲⌧

⏝ࡋ࡚ࠊᡴࡕྜࢃࡏࢆࡉࡏࡿ࠺ࡕࠊᏛ⏕ࡓ

⦎⩦ᖒ࠘ᅜ᭩ห⾜ 㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠊูࡢ

ࡕࡣᤵᴗ⤊ᚋࡶヰࡋྜ࠸ࢆ⥅⥆ࡉࡏࡓࡾࠊ

ㅮᖌࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ༢ඖࠕពぢࡢᙇࠖ

࣓ࢹࢭࣥࢱ࣮㸦ᅗ᭩ᐊ㸧࡛ㄪࡓࡾࠊ/,1(

ࡣࠊᅗ㸯ࡢ༙ᮇ  㐌㸯㐌ࢩࣛࣂࢫࡢᚋ༙

࡛ពぢࡋጞࡵࡿࠋ

タᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡲࡓࠊྛ⌜ࡢࢸ࣮࣐࠶ࡗࡓࣥࢣ࣮ࢺㄪ

ᏛධᏛ┤ᚋࡢᏛ⏕ࡓࡕ࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩ࡃ

ᰝࡢタၥ㸦㸲ᢥ㸧ࢆ㸯ே㸯ၥ⏝ពࡍࡿࠋ㉁ၥ

ຊࠊࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡍࡿຊࢆࡘࡅࡉࡏࡿ

ෆᐜࡀ㔜」ࡋ࡞࠸ࡼ࠺⌜࡛సᡂࡍࡿࡀࠊ㸯

ᤵᴗ࡛࠶ࡿࡀࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡢ㛫ࢆẖᅇ

ே㸯ၥᚲࡎ㈐௵ࢆᣢࡘࠋ

タࡅࡿࡇ࡛ࠊᏛ⏕ࡓࡕࡀࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ

Ϲ㸧༢ඖ➨㸯㐌㸸㈶ᡂ❧ㄽࢆᡂࡉࡏࡿࠋ

ࡢ㞴ࡋࡉࢆయ㦂ࡋࡘࡘࠊࡼࡾࡼ࠸άືࡀ࡛ࡁ

Ϻ㸧༢ඖ➨㸰㐌㸸ᑐ❧ㄽࢆᡂࡉࡏࡿࠋ

－ 130 －
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 ᅗ㸰ࡢࡼ࠺࡞❧ㄽࢩ࣮ࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆ⏝࠸࡚

150 ேࢆᑐ㇟ࡋࠊ⏨㸭ዪࠊ␃Ꮫ⏕㸭᪥ᮏே

ྛ⌜ࡀసᡂࡍࡿࠋ

ࡢᅇ⟅ࢆẚ㍑⪃ᐹࡍࡿࠋྛ⌜ࡢ⌜ဨ୍ே୍ே
ࡀ㸯ၥ㸦㸲ᢥ㸧ࢆᢸᙜࡍࡿࡀࠊၥ㢟ࡀ㔜」ࡏ
ࡎయࣂࣛࣥࢫࡀⰋࡃ࡞ࡿࡼ࠺ヰࡋྜ࠺ࠋ

ᅗ㸲㸸ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ
 ࡇࡢࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆࢢࣛࣇࡍࡿసᴗ࡞
ࡣࠊ⩣㐌ࡽࡢ PC ᐊ࡛ࡢࢢ࣮ࣝࣉࣉࣞࢮ


ࣥ㈨ᩱಶேᩥ㞟సᡂࡢᤵᴗ࡛⾜࠺ࠋ

ᅗ㸰㸸❧ㄽࢩ࣮ࢺ
㸲㸬⤖ᯝ⪃ᐹ

ϻ㸧༢ඖ➨㸱㐌㸸ᶍᨃࢹ࣮࣋ࢺ
ࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛㈶ᡂ❧ㄽᑐ❧ㄽࡢ㸰ࢳ࣮

ᅇࠊࣥࢣ࣮ࢺ࠸࠺ࠊ⮬ศ࡛㈐௵ࢆᣢ

࣒ศࢀࠊࢹ࣮࣋ࢺࡢ❧ㄽࡢⓎ⾲ࢆࡍࡿࠋ  ࡗ࡚ၥ࠸ࡅࡿάືࢆᑟධࡋࡓࡇ࡛ࠊ୍
㸦ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡣࢹ࣮࣋ࢺ㛤ጞ๓ᐇ

ᖺࡢẁ㝵࡛ࡣྛ⌜ᚲࡎ࠸ࡗ࡚࠸࠸Ꮡ

ࡍࡿ㸧ࠋ⪺ࡁᡭࡣࠕホ౯ࢩ࣮ࢺࠖグධࡋ࡞ࡀ

ᅾࡋࡓࠕ࠾ᐈᵝᏛ⏕ࠖ
㸦✚ᴟⓗࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡

ࡽࡑࢀࡒࢀࡢ᰿ᣐࡢㄝᚓຊࢆホ౯ࡍࡿࠋ

ࢡཧຍࡏࡎ⤖ᯝࡔࡅཷࡅྲྀࡿᏛ⏕㸧ࡢၥ㢟

ϼ㸧༢ඖ➨㸲㐌㸸⮬ศࡢពぢᩥタィᅗ

ࡶᨵၿࡉࢀࡓࠋ᪥ᮏࡢ♫࡛㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿ

Ͻ㸧༢ඖ➨㸳㐌㸸ពぢᩥࠋࣥࢣ࣮ࢺ㞟ィࠋ

ࡇࡀࠊእᅜࡢྠᖺ௦ࡢᏛ⏕ࡗ࡚ࡣ࠺
࡞ࡢࠊ࡞▱ࡿࡇࡶ࡛ࡁࠊࢹ࣮ࢱ㞟ࠊ
ᩚ⌮࡞ࡢࢫ࢟ࣝࡶ㌟ࡅࡽࢀࡿࠋ
༢ඖࢆ⣽ษࢀࡏࡎࠊ༠ྠᏛ⩦ࡶྲྀࡾධࢀ
࡞ࡀࡽࡁ࡞ࢸ࣮࣐ᵝࠎ࡞ゅᗘࡽྲྀࡾ⤌
ࡴࡇࡀࠊከᵝ࡞ほⅬࡽࡢ῝࠸⪃ᐹࡸ㐩ᡂ



ឤࡘ࡞ࡀࡿࠋಶே࡛ࡣ㞴ࡋࡃ࡚ࡶࠊࢢ࣮ࣝ

ᅗ㸱㸸ពぢᩥࡢᵓᡂ

ࣉ࣮࣡ࢡࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡛Ꮫ⏕ࡣ่⃭ࡋྜ

 ࡇࡢពぢᩥࡣࠊ➨㸱ẁⴠࡲ࡛ࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉ

࠸࡞ࡀࡽኻᩋࡶྵࡵࡓ⤒㦂ࢆ✚ࡳࠊࡇࡢ⤒㦂

࣮࣡ࢡ࡛ࡍ࡛ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ⮬ศࡢほࢆ

ࡀᚋࠊ୍ே࡛ㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࡴࡢຊ࡞ࡿ

ධࢀࡎࠊᐈほⓗ❧ㄽࢆసᡂࡍࡿ୰࡛ࠊࡋࡔ

ࡔࢁ࠺ࠋ

࠸ࠊ
ࠕᮏᙜࡢࡇࢁࠊ⮬ศࡣࡇ࠺⪃࠼ࡿࠖ
࠸࠺ពぢࡶ⏕ࡲࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

㈶ᡂ࣭ᑐ❧ㄽࢆ୧᪉ྠࡌ⌜࡛⾜࠺ࡇࡀ

Ͼ㸧ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ⪃ᐹ

ษ࡞ࡢࡔࡀࠊᖺࡶࠊࡇࢀࡽࢆศᴗࡋ࡚⾜

 ᖺᗘࡽ᪂ࡓࡇࡢ༢ඖࠕࣥࢣ࣮ࢺ

࠸ࠊ∦᪉ࡋ⪃࠼࡚࠸࡞࠸Ꮫ⏕ࡀࡲࡔ࠸ࡓࠋ

ㄪᰝ࣭⤖ᯝ⪃ᐹࠖࡶ┒ࡾ㎸ࢇࡔࠋᩗឡᏛᅜ

ᑟධࡢ᪉ࡸࠊാࡁࡅ᪉࡞ࠊᚋࡢㄢ㢟

㝿Ꮫ㒊᪥ᮏேᏛ⏕ 125 ྡࠊ␃Ꮫ⏕ 25 ྡྜィ

ࡋࡓ࠸ࠋ

－ 131 －
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༠ྠㄆ㆑㸦௬㸧ᑻᗘࡢ㛤Ⓨ
̿༠ྠసᴗㄆ㆑ᑻᗘࢆᡭࡀࡾ̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚቑἋዉỤ࣭ᏳỌᝅ㸦ஂ␃⡿Ꮫ㸧
                                   
ၥ㢟┠ⓗ

ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࡣ㸪༠ྠసᴗㄆ㆑ᑻᗘ࡛ᚓ

༠ྠᏛ⩦ࡣ㸪༠ྠࡋ࡚Ꮫࡧྜ࠺ࡇ࡛㸪

ࡽࢀࡿࠕ༠ྠຠ⏝ࠖࡢෆᐇࢆ⢭ᰝࡍࡿᚲせࡀ

Ꮫࡪෆᐜࡢ⌮ゎ࣭⩦ᚓࢆ┠ᣦࡍࡶ㸪༠

࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪
ࠕ༠ྠຠ⏝ࠖᚓⅬࡣ୍⯡ⓗ㧗

ྠࡢព⩏Ẽ࡙ࡁ㸪༠ྠࡢᢏ⬟ࢆ☻ࡁ㸪༠ྠ

ࡃホ౯ࡉࢀ㸪ከࡃࡢேࡀ༠ྠࡍࡿࡇࢆ⫯ᐃ

ࡢ౯್ࢆᏛࡪ㸦ෆࡍࡿ㸧ࡇࡀពᅗࡉࢀࡿ

ⓗᤊ࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪ᚲࡎࡋࡶࡑࡢෆᐇࡣྠࡌ

ᩍ⫱άື࡛࠶ࡿ㸦㛵⏣࣭ᏳỌ㸪㸧
ࠋ

࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࠕ༠ྠຠ⏝࡛ࠖ♧ࡉ

Ꮫ⩦௰㛫ࡢᇶᮏⓗಙ㢗ឤࢆᇶ┙ࡋࡓ㸪

ࢀࡓㄆ㆑ࢆ⢭ᰝࡍࡿࡇࡼࡾ㸪༠ྠᏛ⩦ࢆ

ࡇࡢࡼ࠺࡞༠ྠⓗ࡞Ꮫࡧࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡣ㸪

ಁ㐍ࡍࡿලయⓗ࡞⾜Ⅽࡢᇶ┙࡞ࡿࠕ༠ྠࡢ

-RKQVRQ-RKQVRQ 6PLWK㸦㸧ࡀᥦၐࡍ

ㄆ㆑ࠖࢆ᳨ウ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡿࠋ

ࡿ  ࡘࡢᇶᮏせ⣲ࠕᜨⓗ࡞┦౫Ꮡᛶ࣭✚

ࡇࡢࠕ༠ྠࡢㄆ㆑ࠖࡣ㸪༠ྠᏛ⩦ࡢ⌮ㄽ

ᴟⓗ┦స⏝࣭ࢢ࣮ࣝࣉ┠ᶆಶேࡢ㈐௵ࡢ

࡛ᐃࡉࢀ, ᩍ⫱┠ᶆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ༠ྠࠖ

᫂☜࣭ᑠ㞟ᅋᢏ⬟ࡢዡບカ⦎࣭άືࡢホ

࡛࠶ࡿࠋゝ࠸࠼ࢀࡤ㸪࠸ࡢಙ㢗㛵ಀࢆᇶ

౯ࠖࢆ‶ࡓࡋࡓᏛ⩦ሙ㠃ࢆฟࡍࡿᚲせࡀ࠶

┙ࡋ࡚㸪࠸ບࡲࡋྜ࠸㸪㧗ࡵྜ࠺ࡇ

ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᇶᮏせ⣲ࢆ‶ࡓࡋࡓ༠ྠᏛ⩦ሙ

ࢆᚿྥࡋ࡚࠸ࡿࠕⰋࡁࣛࣂࣝࠖ㛵ಀࢆᨭ࠼

㠃ࢆᥦ౪ࡍࢀࡤ㸪୍⯡ⓗᮃࡲࡋ࠸Ꮫ⩦ᡂᯝ

࡚࠸ࡿㄆ㆑࡛࠶ࡾ㸦ᮡỤ, 1999㸧㸪ษ☩⌶☻࡛

ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࠕࡁࡧࡋࡉࠖࢆࡶྵࡴㄆ㆑

ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪༠ྠⓗ࡞Ꮫ⩦ሙ㠃ࢆฟࡋ

⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㛗℈ࡽ㸦2009㸧ࡼࡿ

࡚ࡶ㸪༠ྠࡢ౯್ࡸ༠ྠᇶ࡙ࡃᏛࡧᑐࡍ
ࡿᏛ⩦⪅ࡢㄆ㆑ࡀ㐪࠼ࡤ㸪ᮇᚅࡉࢀࡿᏛ⩦ᡂ

༠ྠసᴗㄆ㆑ᑻᗘ࡛

ᯝࡶ␗࡞ࡿணࡉࢀࡿࠋࡇࡢⅬࢆ᳨ウࡍࡿ

ࡢㄆ㆑ࢆᡭࡀࡾ㸪༠ྠᏛ⩦ࡢ⌮ㄽࡀồࡵ

ࡓࡵ㸪㛗℈࣭ᏳỌ࣭㛵⏣࣭⏥ཎ㸦2009㸧ࡣ

࡚࠸ࡿࠕ༠ྠࠖࡢㄆ㆑ࢆ

ࠕ༠ྠసᴗࠖࡢㄆ㆑ࢆ

Ⓨࡋ㸪ㄆ㆑⾜Ⅽࡢ㛵ಀᛶࢆᐈほⓗ㸪୍⯡ⓗ

ᐃࡍࡿ༠ྠసᴗㄆ㆑

ᑻᗘ㸦3 ᅉᏊ㸸༠ྠຠ⏝࣭ಶேᚿྥ࣭ᜨᠱ

ᐃ࡛ࡁࡿᑻᗘࢆ㛤

᳨ウࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ
᪉ ἲ

ᛕ㸪18 㡯┠㸧ࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᑻᗘࢆ⏝
࠸ࡓඛ⾜◊✲ࡽ㸪༠ྠసᴗࢆ⫯ᐃⓗᤊ࠼

ᐃࡉࢀࡿࠕ༠ྠຠ⏝ࠖ

㸯㸬ㄪᰝᑐ㇟⪅

ࡿᏛ⩦⪅Ꮫ⩦ᡂ⦼ࡀ㧗ࡃ㸪ᑐே㛵ಀࡶⰋ

4 ᖺไᏛ 253 ྡ㸦⏨ᛶ 150㸪ዪᛶ 103

࠸ࡇࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᱵᮧ࣭ᩪ⸨㸪2015㸹

SD=2.72㸪ᖹᆒᖺ㱋 20.3 ṓ㸧

ᯇ⏣࣭∾㔝㸪2012㸧ࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲▱ぢࡼࡾ㸪

㸰㸬⏝ᑻᗘ

㛗℈ࡽ㸦2009㸧ࡢ༠ྠసᴗㄆ㆑ᑻᗘࡣ༠ྠᏛ

ձ༠ྠㄆ㆑㸦௬㸧ᑻᗘ㸦28 㡯┠㸧

⩦࠾ࡅࡿᩍ⫱ⓗᣦᶆࡋ࡚㸪୍ᐃࡢᘚูຊ

༠ྠᏛ⩦ࡢ⌮ㄽ㛵ಀࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ᪤
Ꮡࡢ 5 ᑻᗘࡢ㉁ၥ㡯┠ࢆཧ⪃㸪༠ྠࡢㄆ㆑

ࢆᣢࡘゝ࠼ࡿࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪༠ྠసᴗㄆ㆑ᑻᗘࡢࠕ༠ྠ
ຠ⏝ࠖᅉᏊࢆ㧗ࡃホ౯ࡍࡿࡇ㸪༠ྠᏛ⩦
ࢆಁ㐍ࡍࡿලయⓗ࡞ࠕ⾜Ⅽࠖࡢ㛵ಀᛶࡘ
࠸࡚ࡣ㸪ᮍࡔ᳨ドࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ୧⪅ࡢ㛵ಀ

ᐃࡍࡿ 28 㡯┠ࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋ

ࢆ

ղ༠ྠసᴗㄆ㆑ᑻᗘ㸦㛗℈ࡽ㸪2009㸧
㸱㸬ᡭ⥆ࡁᐇᮇ
2015 ᖺ 7 ᭶㉁ၥ⣬ㄪᰝࡼࡿ㔞ⓗࢹ࣮

－ 132 －
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 15 㛫)ࠋࡑࡇ࡛㸪༠ྠᏛ⩦ࡼࡿᩍ⫱ⓗ

ࢱࢆ㞟ࡋࡓࠋ

ධࡢ᭷↓ࡀ༠ྠㄆ㆑࠼ࡿᙳ㡪ࡘ࠸࡚

⤖㻌 ᯝ㻌

t ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ࡕࡽࡶࠕ⤒㦂᭷ࡾࠖ⩌

㸯. ᅉᏊᵓ㐀ࡢ᥈⣴
᥈⣴ⓗᅉᏊศᯒ㸦᭱ᑬἲ㸪ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ

ࡢ᪉ࡀࠕ⤒㦂࡞ࡋࠖ⩌ࡼࡾ᭷ព㧗ࡗࡓ(௰

㌿㸧ࡢ⤖ᯝ㸪༠ྠㄆ㆑㸦௬㸧ᑻᗘ࠾࠸࡚ࠕ௰

㛫 ᢎ ㄆ 㹲 (251)=3.72,p<.01; ⮬ ᕫ ㈉ ⊩ 㹲

㛫ᢎㄆ㸦7 㡯┠㸧ࠖ
㸦Ș=.879㸧
ࠕ⮬ᕫ㈉⊩㸦7 㡯

(251)=1.95㸪p<.10)ࠋࡲࡓ㸪༠ྠసᴗㄆ㆑ᑻᗘ

┠㸧ࠖ㸦Ș=.842㸧ࡢ 2 ᅉᏊゎࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋ

࡛ࡶࡍ࡚ࡢᅉᏊ࠾࠸࡚ࠕ⤒㦂࠶ࡾࠖ⩌ࡢ

ࡑࡇ࡛㸪ࡇࡢࣔࢹࣝࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿྰࢆ☜
ㄆࡍࡿࡓࡵ☜ドⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪

᪉ࡀࠕ⤒㦂࡞ࡋ⩌ࠖẚ㸪༠ྠᑐࡍࡿ⫯
ᐃⓗㄆ㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ

㐺ྜᣦᶆࡣ GFI=.906㸪
AGFI=.864㸪CFI=.927㸪

⪃ ᐹ

RMSEA=.079 ࡛࠶ࡾ㸪
୍ᐃࡢ㐺ྜᗘࢆ☜ㄆࡋ

ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪ᚑ᮶ࡢᑻᗘᅉᏊࠕ༠ྠຠ

ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪2 ᅉᏊゎ 14 㡯┠ࢆࡶࡗ࡚༠

⏝ࠖࡢࡳ࡛ࡣᤊ࠼ࡁࢀ࡞࠸ษ☩⌶☻࡛ゝ࠸⾲

ྠㄆ㆑㸦௬㸧ᑻᗘ ௨ୗ㸪௬ᑻᗘࡪ) ࡋࡓࠋ

ࡏࡿࡼ࠺࡞ࠕ༠ྠࠖࡢㄆ㆑ࢆᤊ࠼ࡿᑻᗘ㛤Ⓨ

㸰㸬௬ᑻᗘࡢጇᙜᛶࡢ᳨ウ

࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪
ࠕ௰㛫ᢎㄆࠖ
ࠕ⮬ᕫ㈉⊩ࠖ

᥇⏝ࡋࡓ 2 ᅉᏊ㸦௰㛫ᢎㄆ㸪⮬ᕫ㈉⊩㸧

ࡢ 2 ᅉᏊ 14 㡯┠ࡽ࡞ࡿ௬ᑻᗘࡀ☜ㄆࡉࢀ

༠ྠసᴗㄆ㆑ᑻᗘ㸦㛗℈ࡽ㸪2009㸧ࡢ 3 ᅉᏊ

ࡓࠋࡇࢀࡽࡢᅉᏊࡣᇶᮏせ⣲ࡢᇶ┙࠶ࡿᏛ

ࡢ┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝ㸪௰㛫ᢎㄆ㸪⮬ᕫ㈉⊩ࡣ㸪

⩦௰㛫┦ࡢಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏㔜せ࡞ᙺࢆ

༠ྠຠ⏝ࡢ㛫㠀ᖖᙉ࠸ṇࡢ┦㛵ࢆ♧ࡋ

ᣢࡘ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪
ࠕ༠ྠຠ⏝ࠖ㸪
ࠕ௰㛫

ࡓ㸦௰㛫ᢎㄆ r= .667㸪p<.01㸹⮬ᕫ㈉⊩ r= .608㸪

ᢎㄆࠖ㸪ࡑࡋ࡚ࠕ⮬ᕫ㈉⊩ࠖࡢ㡰㧗ࡃホ౯ࡉ

p<.01㸧ࠋࡲࡓ㸪ᜨᠱᛕࡢ㛫ࡣ㈇ࡢ┦㛵

ࢀ࡚࠸ࡓࡇࡽ㸪༠ྠࡢㄆ㆑㛵ࡋ࡚㸪
ࠕ༠

ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦௰㛫ᢎㄆ r= -.395㸪p<.05㸹⮬

ྠຠ⏝ࠖࡀᇶ┙ࡋ࡚࠶ࡾ㸪ࡑࡢୖ௰㛫ࢆ

ᕫ㈉⊩ r= -.298, p<.01㸧ࠋ

ᢎㄆࡋ㸪ษࡍࡿㄆ㆑࡛࠶ࡿࠕ௰㛫ᢎㄆࠖ

ࡉࡽ㸪ᅇࡢㄪᰝᑐ㇟࡞ࡗࡓ 3 ࡘࡢ⛉

ࡀ㸪ࡉࡽࢢ࣮ࣝࣉࡢ┠ᶆ㐩ᡂࡢࡓࡵ⮬ศ

┠࠺ࡕ㸪1 ࡘࡢ⛉┠࡛ࡣ㸪ཷㅮ⪅ 86 ྡဨ

ࡢᣢࡘሗࡸ㈨※ࢆᥦ౪ࡋ㸪ඹ᭷ࡍࡿࡇࢆ

ࡀ 1 ᖺ๓༠ྠᏛ⩦ࡢ⌮ㄽᢏἲᇶ࡙࠸࡚

ホ౯ࡍࡿࠕ⮬ᕫ㈉⊩ࠖࡀ㔜࡞ࡿ㸪㔜ᒙⓗ࡞ᵓ

ᵓᡂࡉࢀࡓᏛᤵᴗࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿ(㐌 1 ᅇ㸪

㐀࡛࠶ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ


7DEOH ༠ྠㄆ㆑㸦௬㸧ᑻᗘࡢ  ᅉᏊᅉᏊ㛫┦㛵

－ 133 －
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᪂⪺グࢆ⏝࠸ࡓཱྀ㢌Ⓨ⾲⦎⩦ࡢ /7' ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲᑟධࡢヨࡳ
̿ึᖺḟᏛ㒊␃Ꮫ⏕ࡢ᪥ᮏㄒᤵᴗ࡛ࡢᐇ㊶̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ 㜿㒊⨾ᜨᏊ㸦㛵すᏛ㝔Ꮫ㸧
                                   
㛫ࡢᑐヰ㸧ࡽ࡞ࡿ༠ྠᏛ⩦ࡢᢏἲ࡛ࠊㄢ

㸯㸬ࡣࡌࡵ
Ꮫ㒊␃Ꮫ⏕ࡣࠊ
ࠕᏛ⾡⩦ᚓࡢࡓࡵᚲせ࡞

㢟ᩥࡢ῝࠸ㄞゎࠊᇶᮏⓗ࡞Ꮫ⩦ࢫ࢟ࣝࡢ⫱ᡂࠊ

ཱྀ㢌Ⓨ⾲ຊࠖࠕᏛෆእ࡛ᚲせ࡞΅ࡢሙ࡛

ᢈุⓗᛮ⪃ຊࡢ⫱ᡂࠊ⮬ᕫᏛ⩦⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ

ࡢᑐᛂㄝᚓᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࠖ࠸࠺㸰ࡘࡢ
ࠕヰࡍࠖ

┠ⓗࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᏳỌ࣭㡲⸨ 㸧
ࠋ

⬟ຊࡀồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸦ୗ℩ᕝ 㸧ࠊ๓⪅

᪥ᮏ࡛ࡣᏳỌࢆ୰ᚰᏛࡢึᖺḟᩍ⫱ࡸ

ࡢຊࢆࡘࡅࡿࡓࡵࠊᏛ㒊␃Ꮫ⏕ࡢ᪥ᮏㄒࢡ

ࢮ࣑ᩍ⫱➼࡛ /7' ࡀᑟධࡉࢀࠊᏛ⩦ຠᯝࡀぢ

ࣛࢫ࡛ࡣⓎ⾲⦎⩦ࡀከࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋⓎ⾲

ࡽࢀࡿࡇࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ᪥ᮏㄒ

⦎⩦࡛ࡣ㸲ᖺ㛫ࡢᏛ㒊࡛ࡢᏛࡧࢆぢᤣ࠼ࠊ

ᩍ⫱࡛ࡣࢇ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊண⩦

⪅ࡀᇳ➹ࡋࡓ᪂⪺グࡸㄽᩥ➼㸦௨ୗࠊㄢ㢟

࣑࣮ࢸࣥࢢࡢ᪉ࢆ⏝࠸࡚ /7' ࢆ⾜ࡗࡓᐇ

ᩥ㸧ࢆࡶࠊูࡢほⅬࡽࡢ▱㆑ࡸ⮬ศࡢ

㊶ࡣࠊ᳃ᒣ㸦㸧ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ

ពぢࢆຍ࠼࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࡇࡀከ࠸ࠋࡋࡋࠊ
Ⓨ⾲‽ഛ࡛ࡣࠊㄢ㢟ᩥࡢ⌮ゎ㊊ࠊ㛵㐃㈨ᩱ

㸱㸬ᤵᴗᴫせ

ࡢ㞟ຊࡢၥ㢟ࠊࣞࢪ࣓ࣗసᡂࡢᵓᡂࡢၥ

 ᮏᏛࡢึᖺḟᏛ㒊␃Ꮫ⏕ࡣࠊ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ

㢟ㄢ㢟ᩥࡽࡢᢤࡁ᭩ࡁࡢၥ㢟࠸ࡗࡓከ

㦂 1㸯ྜ᱁┦ᙜࡢ␃Ꮫ⏕࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏㄒࢡࣛ

ࡃࡢၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡢ㝿ࡣࠊ

ࢫࡣᏛ㒊␃Ꮫ⏕ࡢᚲಟ⛉┠࡛࠶ࡾࠊึᖺḟࡣ

⪺ࡁᡭࡽࡢ㉁ၥࡀ࠶ࡲࡾฟ࡞࠸ࠊ㉁ၥ࠺

࣭⛅Ꮫᮇࡑࢀࡒࢀ  ศ㐌㸰ࢥ࣐㸦ࠕヰ

ࡲࡃ⟅࠼ࡽࢀ࡞࠸➼ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

ࡍ࣭⪺ࡃࠖ㸯ࢥ࣐ࠊ
ࠕㄞࡴ࣭᭩ࡃࠖ㸯ࢥ࣐㸧ࡢ

ࡲࡓࠊ༞ㄽࢮ࣑ࢆྵࡴᑓ㛛⛉┠࡛ࡣࡢᏛ

ᤵᴗࡀ⾜ࢃࢀࠊ㸯ࢡࣛࢫࢆ㸰ྡࡢᩍဨࡀᢸᙜ

⏕༠ྠ࡛Ⓨ⾲ࡸ◊✲ࢆࡍࡿࡇࢆồࡵࡽࢀ

ࡍࡿࠋᮏᐇ㊶ࡢᑐ㇟⪅ࡣࠊ ᖺᗘ⛅Ꮫᮇ

ࡿࡇࡶከ࠸ࡀࠊ≉ึᖺḟ␃Ꮫ⏕ࡣ༠ྠࡍ

⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊࡛㛤ㅮࡉࢀࡓࠕヰࡍ࣭⪺ࡃࠖࡢ

ࡿࡇ័ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡶከ࠸ࠋࡉࡽࠊ

㸱ࢡࣛࢫࠊィ  ྡ ୰ᅜ  ྡࠊ㡑ᅜ㸷ྡ

Ꮫ⏕ྠኈࡽࡢᏛࡧ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩍဨࡽࡢᏛ

ࡢึᖺḟᏛ㒊␃Ꮫ⏕࡛࠶ࡿࠋⓎ⾲⪅ࡀࢳ࣮ࣇ

ࡧࢆᚿྥࡍࡿ␃Ꮫ⏕ࡶከ࠸ࠋ

ࢆົࡵ㸦ᤵᴗᢸᙜࡣ㸯ࢡࣛࢫ㸧ࠊࢡࣛࢫྠ୍

ࡇࢀࡽࡢၥ㢟ⅬࢆゎỴࡍࡿ᪉ἲࡋ࡚ࠊ/7'

ࢩࣛࣂࢫ࡛ᤵᴗࢆᐇࡋࡓࠋ

ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲ㸦௨ୗࠊ/7'㸧ࢆཱྀ㢌Ⓨ⾲⦎⩦



ࡢⓎ⾲‽ഛẁ㝵࡛ྲྀࡾධࢀࡓࠋᮏⓎ⾲࡛ࡣࠊ

㸲㸬/7' ࢆᑟධࡋࡓཱྀ㢌Ⓨ⾲⦎⩦

ᤵᴗࢆᴫほࡋࠊ㜿㒊㸦㸧࡛㏙ࡓࣥࢣ

 ᮏᐇ㊶࡛ࡣࠊ
ࠕࢃࡓࡋࡢどⅬࠖⓎ⾲⦎⩦ࢆ㸯

࣮ࢺ⤖ᯝࢆ⤂ࡍࡿࡶࠊཱྀ㢌Ⓨ⾲⦎⩦

ே㸰ᅇᐇࡋࡓࠋᮅ᪥᪂⪺ࠕࢃࡓࡋࡢどⅬࠖ

࡛ /7' ࢆᑟධࡍࡿࡇࡢព⩏ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓ

ࡋ࡚ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿグࢆㄞࡳࠊఱࡀၥ㢟

࠸ࠋ

࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࠊ➹⪅ࡣၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢ
ᨵၿࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆᥦࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢࡘ࠸࡚ࡲࡵ࡚Ⓨ⾲ࡋࠊ᭱ᚋⓎ⾲⪅

㸰㸬᪥ᮏㄒᩍ⫱࠾ࡅࡿ /7' ࡢᐇ㊶
/7' ࡣࠊㄢ㢟ᩥࡢண⩦࣑࣮ࢸࣥࢢ㸦௰

ࡢពぢࢆ㏙ࡿࠋࣞࢪ࣓ࣗࢆ⏝࠸࡚Ⓨ⾲ࡋࠊ
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༠ྠᏛ⩦࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡϪ
ࣞࢪ࣓ࣗࡣࠊ⌧≧ࡸᨵၿⅬࡢ⌮ゎࢆຓࡅࡿ

ࡓᐇ㊶ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛Ꮫᮇ⤊ࡢ

ࡓࡵࡢ㛵㐃㈨ᩱࢆධࢀࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓࠋ

ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡽࠊձㄞゎࢩ࣮ࢺ㸦ண⩦⏝㸧

ㄢ㢟ᩥࡋ࡚ࠕ⚾ࡢどⅬࠖࢆ㑅ᢥࡋࡓࡢࡣࠊ

࣑࣮ࢸࣥࢢࡢ᪉ࡀㄞゎᩥࡢෆᐜ⌮ゎ

ࡁࡃ㸰ࡘࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿࠋ㸯ࡘࡣࠊᏳỌ࣭㡲

Ⓨ⾲‽ഛᙺ❧ࡗࡓ⪃࠼࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡀከ࠸

⸨㸦㸧࡛ࡣࠊ
ࠕᏛ⩦⪅ࡀ /7' ័ࢀ࡚࠸࡞

ࡇࠊղⓎ⾲‽ഛࡢ᪉ἲࡋ࡚ࠊᩍဨࡢ๓

࠸ẁ㝵࡛ࡣࠊⴭ⪅ࡢᙇࡀ᫂☜࡞ࠊ㐣⛬

ࢳ࢙ࢵࢡ࡛ࡣ࡞ࡃ /7' ࢆᏛ⏕ဨࡀᕼᮃࡋࡓ

ࣉࣛࣥἢࡗࡓᏛ⩦ࡀࢫ࣒࣮ࢬᒎ㛤ࡍࡿࠖ

ࡇࢆሗ࿌ࡋࡓࠋࡇࡢࡇࡽࠊ/7' ࢆయ㦂

ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ➹⪅ࡢᙇࡀ᫂☜♧ࡉࢀ࡚

ࡋࡓึᖺḟᏛ㒊␃Ꮫ⏕⮬㌟ࡀࠊ/7' ࢆຠᯝⓗ

࠸ࡿࠕ⚾ࡢどⅬࠖグࡣࠊ/7' ࡢㄢ㢟ᩥࡋ࡚

࡛࠶ࡿឤࡌࡓࡇࡀࢃࡿࠋ

ࡶጇᙜ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺㸯ࡘ

 ᏳỌ࣭㡲⸨㸦㸧ࡼࡿࠊ/7' ࡣண⩦ࡀ

ࡣࠊ♫ၥ㢟ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ

ࠕಶேᛮ⪃ࠖࠊ࣑࣮ࢸࣥࢢࡀࠕ㞟ᅋᛮ⪃ࠖ

ᚋࡢᏛࡧ࠾࠸࡚ࡶᙺ❧ࡘෆᐜ⪃࠼ࡓࡽ

࠶ࡓࡿ࠸࠺ࠋࡇࢀࡲ࡛⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓཱྀ㢌

࡛࠶ࡿࠋ

Ⓨ⾲ࡶྠᵝ⪃࠼ࢀࡤࠊಶே࡛ࡢⓎ⾲‽ഛࡣ

 Ⓨ⾲⦎⩦ࡣࠊୗグࡢᡭ㡰࡛⾜࠸ࠊⓎ⾲ࡢ‽

ࠕಶேᛮ⪃ࠖ࠶ࡓࡾࠊࢡࣛࢫෆ࡛ࡢⓎ⾲

ഛẁ㝵ࡢղճ࡛ /7' ࢆᑟධࡋࡓࠋ

㉁ᛂ⟅ࡣࠕ㞟ᅋᛮ⪃ࠖ
࠶ࡓࡿ࠸࠼ࡼ࠺ࠋ


ձᤵᴗෆ͐㸵ࡘࡢࢸ࣮࣐ࡽࠊྛᏛ⏕ࡀグ

ࢆ㑅ᢥࡍࡿ㸦ㄞゎࢩ࣮ࢺ㓄ᕸ㸧

ղᤵᴗእ͐ᅗ᭩㤋࡛ヱᙜグࢆ᳨⣴ࡍࡿࠊ

グࢆㄞࡳࠊㄞゎࢩ࣮ࢺグධࡍࡿ࠙/7'㸸

ண⩦ࠚ

ճᤵᴗෆ͐⩣㐌ࠊྠࡌグࢆᢸᙜࡍࡿ␗࡞

ࡿࢡࣛࢫࡢᏛ⏕㸱ྡ࡛࣑࣮ࢸࣥࢢࢆ⾜

࠺࠙/7'㸸࣑࣮ࢸࣥࢢࠚ

մᤵᴗእ͐ྛ⮬ࡀࣞࢪ࣓ࣗࢆసᡂࡋ࡚ࠊⓎ

⾲‽ഛࢆࡍࡿ

յᤵᴗෆ͐⮬ศࡢࢡࣛࢫ࡛Ⓨ⾲ࡍࡿ


ᮏᐇ㊶࡛ࡣࠊ/7' ࡢࠕಶேᛮ⪃Ѝ㞟ᅋᛮ⪃ࠖ
ཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡢࠕಶேᛮ⪃Ѝ㞟ᅋᛮ⪃ࠖࡀྜ
ࢃࡉࡾࠊ
ࠕಶேᛮ⪃Ѝ㞟ᅋᛮ⪃Ѝಶேᛮ⪃Ѝ㞟
ᅋᛮ⪃ࠖ࠸࠺ᵓᡂ࡞ࡗࡓࠋ/7' ཱྀ㢌Ⓨ
⾲ࡢࡕࡽࢆ༢⊂࡛ᐇࡍࡿࡼࡾࠊࡉࡽ
ᛮ⪃ࢆ῝ࡵࡿࡇࡘ࡞ࡀࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢⅬࡽࡶཱྀ㢌Ⓨ⾲⦎⩦࡛ /7' ࢆᑟධࡍࡿ
ࡇࡢព⩏ࡣ༑ศ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
㜿㒊⨾ᜨᏊ㸦㸧
ࠕࣛ࢘ࣥࢻࢸ࣮ࣈࣝ㸸ཱྀ㢌
Ⓨ⾲‽ഛ࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅ࡢ༠ാ̿/7' ヰࡋ

 ᐇ㝿ࡢⓎ⾲⦎⩦ࡢ๓ࠊဨ࡛ྠࡌㄢ㢟ᩥ

ྜ࠸Ꮫ⩦ἲࡢᑟධ̿ࠖ➨  ᅇᑠฟグᛕ᪥ᮏ

ࢆㄞࡳࠊㄞゎࢩ࣮ࢺࡢ࠸᪉ࠊ࣑࣮ࢸࣥࢢ

ㄒᩍ⫱◊✲ࠊᅜ㝿ᇶ╩ᩍᏛ

ࡢ᪉ἲࠊࣞࢪ࣓ࣗసᡂἲࢆᏛࢇࡔࠋㄞゎࢩ࣮

ୗ℩ᕝ្Ꮚ㸦㸧
ࠕᏛ㒊␃Ꮫ⏕ᑐࡍࡿヰࡋ

ࢺࡣண⩦ࡢຓࡅ࡞ࡿࡼ࠺సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ

᪉ᩍ⫱ࡢᯟ⤌ࡳࠖ
ࠗᮾᾏᏛ␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ࣮

/7' ࡢࢫࢸࢵࣉᛂࡌ࡚グධ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ

 ࿘ᖺグᛕㄽ㞟࠘ࠊᮾᾏᏛ␃Ꮫ

ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊୖグࡢճࡢ࣑࣮ࢸࣥ

⏕ࢭࣥࢱ࣮

ࢢࡸմࡢࣞࢪ࣓ࣗసᡂࡶࠊㄞゎࢩ࣮ࢺࡣ

᳃ᒣோ⨾㸦㸧
ࠕࠕ/7' ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲࠖࡶ

ཧ⪃࡞ࡿࠋ

࡙ࡃᤵᴗᐇ㊶̿ୖ⣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟



ࠖ
ࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ◊✲ㄅ࠘  ࠊ

㸳㸬ᐇ㊶⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ

ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ◊✲

 㜿㒊㸦㸧࡛ࡣࠊࣛ࢘ࣥࢻࢸ࣮ࣈࣝࡢヰ
㢟ᥦ౪ࡋ࡚ࠊཱྀ㢌Ⓨ⾲⦎⩦ /7' ࢆᑟධࡋ

ᏳỌᝅ࣭㡲⸨ᩥ㸦㸧
ࠗ/7' ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲ࠘
ࢼ࢝ࢽࢩࣖฟ∧
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୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇ࣭Ꮫ⏕ࡢᐃ╔ϩ࣭Ꮫ⩦ពḧ࣭ືᶵϩ

࠸ࢃࡁ᫂ᫍᏛᩍ㣴Ꮫ㒊࠾ࡅࡿึᖺḟᩍ⫱ࡢᐇ㊶⪃ᐹ
̿ ᖺ┠ࡢྲྀࡾ⤌ࡳෆᐜࡘ࠸࡚̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ ྡྲྀὒ࣭ึぢᗣ⾜࣭బ⸨ᣅ㸦࠸ࢃࡁ᫂ᫍᏛ㸧
                                   
ճ ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ➼ࢆ㏻ࡋ࡚㸪Ꮫෆ

㸯㸬ࡣࡌࡵ
ᮏሗ࿌࡛ࡣ㸪࠸ࢃࡁ᫂ᫍᏛᩍ㣴Ꮫ㒊࠾

㇏࡞ே㛫㛵ಀࢆᙧᡂࡍࡿࡇ

ࡅࡿึᖺḟᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚⤂ࢆ⾜
࠺㸬ࡲࡓ㸪ࡑࡢᡂᯝㄢ㢟ゐࢀ㸪ࣉࣟࢢࣛ

 ୖグࡢᩍ⫱┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇࡼࡗ࡚㸪

࣒タィࡸึᖺḟᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ

Ꮫಟពḧࡢྥୖ㸪᪩ᮇ㏥Ꮫ⪅ࡢ㜵Ṇࢆᅗࡿࡇ

ࡢᐇ㊶࡞ࡿࡇࡀ㸪
ᮏሗ࿌ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿ㸬

ࡀ㸪ᮏᏛึᖺḟᩍ⫱ࡢ᭱⤊┠ⓗ࡛࠶ࡿ㸬

㸰㸬ၥ㢟ព㆑

㸱㸫㸯㸬ㅮ⩏ࡢయไ࣭㐠⏝ࡢ≉ᚩ

 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2014㸧
ࠕᏛ⏕ࡢ୰㏵㏥ᏛࡸఇᏛ

 ᮏᏛ࠾ࡅࡿึᖺḟᩍ⫱ࡢㅮ⩏యไ࣭㐠⏝

ࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ࠖࡼࢀࡤ㸪ᖹᡂ 24 ᖺᗘࡢ୰

᪉ἲࡢ≉ᚩࡣ㸪௨ୗࡢ 5 Ⅼ࡛࠶ࡿ㸬

㏵㏥Ꮫ⋡ࡣ 2.65%࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᖹᡂ 19 ᖺ
ᗘẚ࡛ 0.24%ቑ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᮏᏛ࠾࠸࡚

㸦㸯㸧ᑡேᩘไ࡛ࡢᐇ㸦1 ࢡࣛࢫ 22~23 ྡ㸧

ࡶ㸪ᮾ᪥ᮏ㟈⅏➼ࡢᙳ㡪ࡼࡾ㸪ᖹᡂ 23 ᖺ

㸦㸰㸧89 ྡࡢᏛ⏕ᑐࡋ 16 ྡࡢᩍဨࢆ㓄⨨

ࡣ୰㏵㏥Ꮫ⋡ࡀ 5%ࢆ㉸࠼㸪ࡑࢀ௨㝆ࡶ

㸦㸱㸧᭶ 1~2 ᅇࡢᢸᙜ⪅㆟

4~5%ࢆ᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࢀࡺ࠼㸪୰㏵㏥Ꮫࢆ

㸦㸲㸧ㅮ⩏㛤ጞ 30 ศ๓ࡽࡢᮅࡢᐇ

࠸㜵Ṇࡍࡿࡣ㸪ᮏᏛࡀႚ⥭ᑐᛂࡋ࡞

㸦㸳㸧Ꮫ⏕ࡢᐃᮇⓗ࡞ಶู㠃ㄯࡢᐇ

ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡁ࡞ㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
 ㅮ⩏యไࡢ᭱ࡶࡁ࡞≉ᚩࡣ㸪ᑡேᩘไ࡛
㸱㸬ึᖺḟᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ

ࡢࢡࣛࢫ㐠Ⴀ࡛࠶ࡿ㸬1 ࢡࣛࢫ 22㹼23 ྡ

 ᩍ⫱ࡢ㉁ࢆྥୖࡉࡏ㸪Ꮫ⏕ࡢᐃ╔⋡ࢆୖࡆ

ᑐࡋ㸪ᩍဨ 3 ྡᏛ⏕ࢧ࣏࣮ࢺ 1 ྡࢆ㓄⨨ࡋ㸪

ࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࡢࡀ㸪ึᖺ

ᮏᏛࡢᩍ⫱⌮ᛕ࡛࠶ࡿࠕᡭሷࡅࡿᩍ⫱ࠖ

ḟᩍ⫱ࡢࠕࣇࣞࢵࢩ࣮ࣕࢬࢭ࣑ࢼ࣮1࣭2࡛ࠖ

ࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪๓ᮇᚋᮇᑡ࡞ࡃ

࠶ࡿ㸬ᖹᡂ 27 ᖺࡢᩍ㣴Ꮫ㒊㛤ㅮྜࢃࡏ࡚

ࡶ 1 ᅇࡣᏛ⏕ಶู㠃ㄯࢆ⾜࠸㸪Ꮫ⏕ࡢ

タィࡉࢀࡓࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡾ㸪ࢩࣛࣂࢫグ

≧ἣᢕᥱᏛ⏕࢝ࣝࢸࡢグ㘓ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬

㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩍ⫱┠ᶆࡣ௨ୗࡢ 3 Ⅼ࡛࠶ࡿ㸬
㸱㸫㸰㸬ㅮ⩏ෆᐜࡢ≉ᚩ
ձ 㧗ᰯᏛࡢ㐪࠸ࢆ⌮ゎࡋ㸪⮬ᚊⓗ࡞
Ꮫಟ⩦័࣭࣐ࢼ࣮࣭⮬ᕫ⟶⌮⬟ຊࢆ㌟ࡅ

 ᮏᏛึᖺḟᩍ⫱ࡢㅮ⩏ෆᐜࡢ≉ᚩࡣ㸪ࡁ
ࡃ௨ୗࡢ 4 Ⅼ࡛࠶ࡿ㸬

ࡿࡇ
ղ Ꮫ࡛Ꮫࡪࡓࡵࡢᇶᮏⓗ࡞ࢫࢱࢹ࣭

㸦㸯㸧ᖺ㛫 60 ࢥ࣐ࢆᐇ

ࢫ࢟ࣝ㸦ᅗ᭩㤋ࡢ⏝ἲ࣭࣏࣮ࣞࢺࡢ᭩ࡁ᪉࣭

㸦㸰㸧ࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢᙧᘧ࡛ࡢㅮ⩏

᪥ᮏㄒࣜࢸࣛࢩ࣮࡞㸧ࢆ㌟ࡅ㸪ᑓ㛛⛉

㸦㸱㸧1 ࢥ࣐ࡈࡢᩍᮏ࣭ᩍᮦࡢసᡂ

┠ࡢᶫΏࡋࢆ⾜࠺ࡇ

㸦㸲㸧᫂ᫍᏛࠕ⮬❧య㦂 1ࠖࡢᑟධ
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୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇ࣭Ꮫ⏕ࡢᐃ╔ϩ࣭Ꮫ⩦ពḧ࣭ືᶵϩ
 ㅮ⩏ෆᐜࡢ≉ᚩࡣ㸪ࡲࡎᖺ㛫 60 ࢥ࣐㸦๓ᚋ

㸳㸬⤖ㄽㄢ㢟

ᮇ 30 ࢥ࣐ࡎࡘ㸧ࡢㅮ⩏ࢆࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽ

 ึᖺᗘࡢ⤖ㄽࡋ࡚≉➹ࡍࡁⅬࡀ 2 Ⅼ࠶

ࣥࢢᙧᘧ࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࢡ

ࡿ㸬1 ࡘࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢࠕᅾᏛពᛮࠖࡸࠕయⓗᏛ

ࣛࢫࡼࡗ࡚ㅮ⩏ෆᐜᕪࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺㸪

ಟែᗘࠖࡣධᏛ๓ᚋࡀࣆ࣮ࢡ࡛࠶ࡾ㸪ࢀࡔ

1 ࢥ࣐ࡈᩍᮏࢆసᡂࡋ㸪๓ᩍဨ㛫࡛

ࡅࡑࡢపୗࢆ㜵ࡆࡿࡀ㸪ึᖺḟᩍ⫱ࡢ㔜せ

ඹ᭷ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜ

࡞ᙺࡔ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿ㸬≉ᅾᏛពᛮࡣ

ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᘵᰯ࡛࠶ࡿ᫂ᫍᏛࡢึᖺḟ

ධᏛᚋᚎࠎపୗࡋ࡚࠸ࡃࡀ㸪ࡑࡢ⫼ᬒࡣ㸪

ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕ⮬❧య㦂 1ࠖࢆᑟධࡋࡓ㸬

ධᏛ๓ᢪ࠸࡚࠸ࡓ࣓࣮ࢪ㸦ᮇᚅ್㸧ࡀ㸪

ࠕ⮬❧య㦂 1ࠖࡣᮾி᪥㔝ᕷ࠶ࡿ᫂ᫍ

ᐇ㝿ࡢᏛ⏕άࢆ㏻ࡋ࡚ㄪᩚࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇ

Ꮫ࠾࠸࡚ᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿึᖺḟᩍ⫱ࣉࣟࢢ

ࡀ᥎

࣒࡛ࣛ࠶ࡾ㸪Ꮫ⏕ࡢᏛಟពḧྥୖࡸᅾ⡠⋡ࡢ

ୖ᪼ࡋ࡚࠾ࡾ㸪୍᪦ୗࡀࡗ࡚ୖ᪼ࡍࡿࠕJ Ꮠ

ྥୖ࡞㸪ࡑࡢᡂᯝࡀࡁࡃὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ

ᙧ࣮࢝ࣈࠖࢆᥥࡃࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪

ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿ㸬ᮏᏛ࠾࠸࡚ࡣ㸪య 60

ࢫࢱࢹ࣭ࢫ࢟ࣝࡣᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ྥୖࡀぢࡽ

ࢥ࣐ࡢෆ㸪15 ࢥ࣐࡛ࠕ⮬❧య㦂 1ࠖࢆᐇ

ࢀࡓ㡯┠࡛࠶ࡾ㸪࡞࠾ࡘ㸪
ࠕయⓗᏛಟែᗘࠖ

ࡋ㸪ࡑࢀ௨እࢆᮏᏛ⊂⮬ࡢෆᐜ࡛ᐇࡋ࡚࠸

ࡸࠕᏛࡢឡ╔ࠖ࡞㸪㔜せ࡞ኚᩘᙳ㡪

ࡿ㸬ලయⓗࡣ㸪᪥ᮏㄒࣜࢸࣛࢩ࣮㸪ࣟࢪ࢝

ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᮏ௳

ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢ㸪࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ㸪㣗⫱㸪┠ᶆ

ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ู㏵ศᯒࢆ⾜࠸㸪ᅾᏛពᛮ➼⮳

タᐃ㸪࢟ࣕࣜᩍ⫱࡞ࡀ࠶ࡿ㸬యࢆ㏻ࡋ

ࡿࡲ࡛ࡢᅉᯝ㛵ಀࢆ᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡃ㸬

࡚㸪ᒣ⏣㸦2009㸧࡛ᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ࢝ࢹ

 ᮏᏛึᖺḟᩍ⫱࠾ࡅࡿ㝈⏺ㄢ㢟ࡘ࠸

࣑ࢵࢡ࣭ࢫ࢟ࣝࠖ㸪ࠕࢫࢳ࣮ࣗࢹࣥࢺ࣭ࢯ࣮ࢩ

࡚ࡣ㸪ḟࡢ 3 Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬1 ࡘࡣ㸪Ꮫ⏕

ࣕࣝࢫ࢟ࣝࠖ㸪
ࠕෆ㠃ⓗࢹࣥࢸࢸࠖࡢ

ࡀึᖺḟᩍ⫱௨እࡶከᵝ࡞ㅮ⩏ࢆᒚಟࡋ࡚

3 ࡘࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ㸪⥲ྜࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞

࠸ࡿࡓࡵ㸪ᮏ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࣇࣞࢵࢩ࣮ࣕࢬࢭ

ࡗ࡚࠸ࡿⅬࡀ㸪ᮏᏛึᖺḟᩍ⫱ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ㸬

࣑ࢼ࣮௨እࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀᏑᅾ

ࡉࢀࡿ㸬ࡋࡋ㸪➨ 7 ᅇࡽ➨ 8 ᅇࡣ

ࡍࡿⅬ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪2 ࡘ┠ࡢㄢ㢟ࡋ࡚㸪
㸲㸬ึᖺᗘࡢᡂᯝ

ᚋᮇ௨㝆ࡢฟᖍ⋡ࡢపୗࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬Ꮫ

 1 ᖺ┠ࡢᡂᯝࡋ࡚᭱ࡶᙉㄪࡍࡁⅬࡣ㸪

⏕άࡢ័ࢀࡸ୰ࡔࡿࡳ࡞㸪ከᵝ࡞⌮⏤ࡀ

ᩍ㣴Ꮫ㒊ࡢᖺ㛫㏥Ꮫ⪅ᩘ 0 ྡࢆᐇ⌧࡛ࡁࡓⅬ

⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪⤖ᯝᣦᶆࡶయⓗపୗࡋ࡚

࡛࠶ࡿ㸬Ꮫ⏕ࡢᤵᴗホ౯ࣥࢣ࣮ࢺ࠾࠸࡚

࠾ࡾ㸪๓ᮇᚋᮇࡣ㉁ⓗ␗࡞ࡿࡇࡀ᥎

ࡶ㸪ᖺ㛫࡛ 4.40㸭5.00 ࠸࠺㧗࠸ホ౯ࢆᚓࡿ

ࡉࢀࡿ㸬ึᖺḟᩍ⫱ࢆᡂຌࡉࡏࡿࡓࡵࡣ㸪

ࡇࡀ࡛ࡁࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᖺ㛫 8 ᅇィ

࠸ᚋᮇ࠾࠸࡚ࡶᏛ⏕ࡢືᶵࡅࢆ⥅⥆

ࢆ⾜ࡗࡓ

⤖ᯝᣦᶆࡢ᥎⛣ࡣ㸪ᅗ 1 ࡢ㏻ࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬

࡛ࡁࡿࡀ㸪ࡁ࡞࣏ࣥࢺ࡞ࡿࡔࢁ࠺㸬
ࡉࡽ㸪ᐇົ㠃ࡢㄢ㢟ࡋ࡚ᢸᙜᩍဨࡢ㈇ᢸ

5.0

ᅾᏛពᛮ
యⓗᏛ⩦ែᗘ
䝇䝍 䝕䜱 䞉 䝇䜻䝹
Ꮫ䜈䛾ឡ╔

4.5

4.0
ᖹ
ᆒ 3.5
್
3.0

ࡀ㠀ᖖ㔜࠸࠸࠺ᐇࡶ࠶ࡿ㸬ㅮ⩏ࡸᏛ⏕
㠃ㄯࢆᩍဨ㛫࡛ศᢸࡍࡿ࡞㸪ከᵝ࡞ᕤኵࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡋࡋ㸪௨ୖࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࡣ࠶
ࡾࡘࡘࡶ㸪ᩍဨࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ㐺ษ࡞᪉

2.5

ྥቑࡸࡍࡇ࡛᪩ᮇ㏥Ꮫ⪅ࢆῶࡽࡍࡇࡣ

2.0
4/1

4/3

5/26

7/21

9/15

๓ᮇ

10/27

12/22

ᚋᮇ
ᐃᮇ

ᅗ 1㸸࡞⤖ᯝᣦᶆࡢ᥎⛣

1/19

ྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪ึᖺḟᩍ⫱ࡢຠᯝࢆ㛵ಀ⪅ဨ
ࡀయ㦂࡛ࡁࡓⅬࡣ㸪ᮏᏛᩍ⫱ࡢ㉁ࢆྥୖࡉࡏ
ࡿࡓࡵࡢࡁ࡞୍Ṍ࡞ࡗࡓゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺㸬
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୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇᡓ␎ᐇ㊶
̿•༡ᕤ⛉Ꮫࡢࡽ̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ ᒣᮏ⦾㸦132 ἲே 1(:9(5<㸧
                                   
•༡ᕤ⛉Ꮫ࡛ࡣࠊඖࠎேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮

㸯㸬ࡣࡌࡵ
୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇ࡛㔜せ࡞ࡇࡣࠊ⮬Ꮫࡢ≧

ࢩࣙࣥࢆࡿࡇⱞᡭព㆑ࢆᢪ࠼࡚ධᏛࡍ

ἣࢆࡼࡃ⌮ゎࡋࡓ࠺࠼࡛ᡓ␎ࢆ❧࡚ࠊ3'&$ ࢆ

ࡿᏛ⏕ࡀከࡃࠊேࡣ ࠊ ྡࠊ୰ࡣ  ே

ᅇࡋ࡞ࡀࡽಟṇࡋࡘࡘࠊᐇ㊶ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ

ࡶ࠸࡞࠸࠸࠺Ꮫ⏕ࡶぢࡅࡿࠋ

࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ⮬Ꮫࡢ≧ἣ୍ゝ࡛ゝ

ࡑࢇ࡞୰ࠊ ᖺᗘࡼࡾࠊᑐᏛ⏕ࠊᩍဨ

ࡗ࡚ࡶᵝࠎ࡞せ⣲ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢࡦࡘࡀ࢚

㛫ࠊᩍ⫋ဨ㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᙉ≉

࣮࣓ࣥࣟࣝࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᩘ

ࡋࡓᖺ  ᪥㛫ࡢ◊ಟࢆᑟධࡋࡓࠋࡲࡓᏛ

ᏐࡢᏑᅾࡍࡿࠊᏛ⏕ࡢᐃᛶⓗ࡞ሗ࡛࠶

ᮇ୰ࡣࠊཧຍ⪅ࡢᤵᴗཧほಶูࡢࣇ࣮

ࡿࠋ

ࢻࣂࢵࢡࢆᐇࡋࠊཧຍ⪅ࡀኚᐜࡍࡿࡲ࡛ᚭ

Ꮫ⏕ࡢᐃᛶⓗ࡞ሗࢆ㞟ࡋ࡞ࡀࡽ୰㏵㏥

ᗏⓗࣂࢵࢡࢵࣉࡋࡓࠋࡇࡢ◊ಟࡣࠊ

Ꮫ㜵Ṇࢆ㐍ࡵࡿࡋ࡚ࠊ•༡ᕤ⛉Ꮫࢆྲྀ

 ᖺᗘ࡛୕ᮇ┠ࢆ㏄࠼ࠊࡢ  ྡ㏆ࡃ

ࡾୖࡆࡓ࠸ࠋ

ࡢᩍ⫋ဨࡀ◊ಟࢆཷㅮࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡼ



ࡾࠊᏛ⏕ᚭᗏⓗྥࡁ࠶࠾࠺࠸࠺ព㆑ࡀ

㸰㸬Ꮫࡢ≧ἣ

㔊ᡂࡉࢀࡓࡇࡀࠊ㏥Ꮫ⪅ῶᑡࡢࡁ࡞⌮⏤

•༡ᕤ⛉Ꮫࡣࠊ⚄ዉᕝ┴࠶ࡿᏛ㒊Ꮫ

࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊᮌᯞᏛ㒊㛗ࡣ㏙࡚࠸ࡿࠋ

⛉ࡢ༢⛉Ꮫࠋᐜᐃဨࡣே࡛࠶ࡿࠋ

ேࡀᡂ㛗ࡍࡿ㝿ࡣࠊ࿘ᅖࡢಙ㢗㛵ಀࡢᵓ

ᖺධᏛ⪅ࡢಟᏛᖺ㝈ෆ㏥Ꮫ⋡ࡣࠊ

⠏ࡸࡘ࡞ࡀࡾࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿゝࢃࢀ࡚

㏆࡛㧗Ṇࡲࡾࢆࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᖺ௨㝆ࠊ୰

࠸ࡿࠋ㸦ᯇᑿ 㸧ࡇࡢ◊ಟࡼࡗ࡚ࠊᩍဨ

㏥ᑐ⟇ඹᮏ᱁ⓗ࡞ᩍ⫱ᨵ㠉ࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚

Ꮫ⏕ࠊᏛ⏕Ꮫ⏕ࡢ㛵ಀࡀ࡛ࡁࡓࡔࡅ࡛ࡣ

࠸ࡿࠋ

࡞ࡃࠊࡇࡢᏛ࡛ᡂ㛗ࡋࡼ࠺࠸࠺ព㆑ࡀࠊ
Ꮫ⏕ⱆ⏕࠼ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸᥎

ࡍࡿࠋ

㸱㸬 ᖺ௨㝆ࡢྲྀ⤌ࡳ



 ᖺᗘࡽ  ᖺᗘࡅ࡚ࡢ  ᖺ㛫࡛



᭱ࡶࡁ࡞ኚࡣࠊᩍဨࡀᏛ⏕ྥࡁྜ࠾࠺

 ᐃᛶㄪᰝࡢᐇ

ࠊ⌮ゎࡋࡼ࠺ࡍࡿẼᣢࡕࠊಙ㢗㛵ಀࢆᵓ⠏

 ᖺ  ᭶  ྡࡢᏛ⏕ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠊ

ࡋࡼ࠺࠸࠺ពᚿࡀᖹᆒⓗࣞ࣋ࣝࢵࣉࡋ

 ྡࡢ㏥Ꮫ⪅ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇࡋࡓࠋ

ࡓࡇ࡛࠶ࡿࠊᮌᯞᏛ㒊㛗ࡣㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࡑࢀࡽࢆࠊᏛຊࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊ┠ⓗ

ึᖺḟࢆ୰ᚰࡋࡓᑡேᩘࢡࣛࢫᢸ௵ไᗘ࡛

ព㆑ࡢ㧗పࡼࡗ࡚  ࢱࣉศࡅࠊࡑࡢࢱ

࠶ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢧ࣮ࢡࣝ㸦㏻⛠ &&ࠋ

ࣉࡈࡲ࡛ࡢ⟇ࡀຠᯝࢆฟࡋ࡚ࡁࡓ

Ꮫ⛉ࡈேᩘࡣ㐪࠺ࡀࠊ ே๓ᚋ࡛࠶ࡿࡇ

ࡢࠊูࡢ⟇ࡀᚲせ࡞ࡢࢆ᳨ドࡋࡓࠋ

ࡀከ࠸ࠋከࡃ࡚ࡶ  ྡ㸧ࡣࠊ᪤  ᖺ



๓ࡽ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ࡞ࡾᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡓ



ࡀࠊ୰㏥㜵ṆࡢṑṆࡵࡣ࡞ࢀ࡞ࡗࡓࠋ

 Ꮫຊ⮬ಙࡀ↓࠸Ꮫ⏕ࡓࡕࡢᑐ⟇
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࣭ᑀ࡞ᇶ♏Ꮫຊࢆ㌟ࡘࡅࡿࠋ

࠶ࡿࠋ•༡ᕤ⛉Ꮫ࡛ࡶࠊ⌧Ⅼ࡛ࡣࠊ㏥Ꮫ

࣭ࢃࡾࡸࡍ࠸⮬ಙࡢࡘࡅ᪉

ࣜࢫࢡࢆᢪ࠼ࡿᏛ⏕ࡢ୰࡛ᑐ⟇ࡋࡸࡍ࠸ᒙࠊ

  㺃㺃㺃ࢡࣛࢫศࡅ⏝ࠊᏛ⩦ᨭࢭࣥࢱ

ኚᐜࡀẚ㍑ⓗ⡆༢࡞ᒙࣉ࣮ࣟࢳࡋ࡚࠸ࡃ

࣮ࡲࡎ⾜ࡏࡿ

᪉㔪࡛࠶ࡿࠋ





 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀⱞᡭ࡞Ꮫ⏕ࡓࡕࡢ

 ㉸ึᮇᆺࡢᑐ⟇

ᑐ⟇

ධᏛᘧࡸ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆḞᖍࡍࡿࡼ࠺

ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀⱞᡭゝࡗ࡚ࡶࠊࡃ

࡞Ꮫ⏕ࡣࠊᩍဨࡢ᥋Ⅼࡀ࡞࠸ࡲࡲḞᖍࡀከ

⮬ศࡽヰࡏ࡞࠸Ꮫ⏕ࠊ㐩ࡣ࡛ࡁࡿࡀࡕࡻ

ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊಙ㢗㛵ಀࢆ⠏ࡃࡇࡀ᭱ࡶ

ࡗࡋࡓࢺࣛࣈࣝࡀࡾ㉺࠼ࡽࢀ࡞࠸Ꮫ⏕

ᅔ㞴࡞ᒙ࡛࠶ࡿࠋ

ࠊࡑࡢࢱࣉࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋ•༡ᕤ⛉Ꮫ

࣭ධᏛ๓ᩍ⫱ࡢά⏝㺃㺃㺃ࡲ࡛ࡢධᏛ๓ᩍ⫱

࡛ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⏕ࡀከ࠸ࡓࡵࠊ&& ࡢ༢

ࡣࠊ┠ⓗࢆ࣓ࣜࢹࣝᩍ⫱࠾࠸࡚࠸ࡓ

ࡣ  ே࡛ࡣ࡞ࡃ  ே๓ᚋࠊᑡேᩘࢆᚭ

ࡀࠊึᮇᆺࡣᏛ⩦⩦័ࡀ㌟ࡘ࠸࡚࠸࡞࠸ሙ

ᗏࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛ࡛ࡣࠊ ேࡣᑡேᩘ

ྜࡶከ࠸ࡓࡵࠊ࡞࡞᭱ᚋࡲ࡛⤊ࢃࡽࡏࡿ

ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ•༡ᕤ⛉ᏛࡢᏛ⏕ࡓࡕ

ࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋධᏛ๓ࡢࡓࡵࠊᏛ⩦⩦័ࢆ

ࡗ࡚ࡣࠊከ࠸ᩘᏐ࡛࠶ࡾࠊᏳᚰ࡛ࡁࡿሙ࡞

㌟ࡘࡅࡿࡓࡵࡢ㧗࠸㢖ᗘ࡛ࡢࢳ࢙ࢵࢡࡣ⌧

ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᏛ⏕ࡗ࡚ヰࡋࡸ

ᐇⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㞟ྜᏛ⩦ࡼࡾࠊᏛ⏕⏕άࡢ

ࡍ࠸ᩍဨࡢࢱࣉࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᢸ௵ࡣูࡢ

ືᶵࡅࢆ⾜࠺ሙࢆ᳨ウࡍࡁ⪃࠼ࡿࠋ

ᩍဨࡀぶ㌟┦ㄯࡿࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࠋ

 

㻌

 ඛ㍮Ꮫ⏕ࡢά㌍ࡢሙࢆసࡿ

 Ⓩᰯ⩦័ࡀ࡞࠸Ꮫ⏕ࡓࡕࡢᑐ⟇

⌧ᅾࡶࠊ࣮࢜ࣉࣥ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡚ඛ㍮ࢫࢱࢵ

㧗ᰯࡢḞᖍ⋡ࡀ㧗࠸Ꮫ⏕㛵ࡋ࡚ࡣࠊᏛ

ࣇࡀ࠾ᡭఏ࠸ࡋࡓࡾࠊ7$ ࡋ࡚ᚋ㍮ᤵᴗ

㏻࠺ࡇࡀᙜࡓࡾ๓࡞ࡿࡼ࠺ࠊ⩦័ࢆ㌟

ࢆᩍ࠼ࡓࡾࡍࡿᶵࡣ࠶ࡿࠋ

ࡘࡅࡉࡏࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ᩍဨࡀከᛁ࡛࠶ࡿࡇࡣࠊᏛ⏕ࣥࢱࣅ࣮ࣗ

•༡ᕤ⛉Ꮫ࡛ࡣࠊ ᖺᗘฟᖍ⟶⌮ࢩ

ࡢ୰࡛ࡶఱᗘ⪺ࢀࡓࡇ࡛࠶ࡾࠊᩍဨࡢ

ࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡋࠊ ᅇ௨ୖࡢḞᖍࡣ༢ᮍಟ

㈇ᢸࢆῶࡽࡍ࠸࠺ព࡛ࡶࠊᡂ㛗ពḧࡢ࠶

ᚓ࡛࠶ࡿ࠸࠺࣮ࣝࣝࢆᚭᗏࡋࡓࠋࡲࡓྠࡌ

ࡿᏛ⏕ࡓࡕࡢά㌍ࡢሙࢆసࡿ࠸࠺ព࡛ࡶࠊ

ᤵᴗࢆ㐃⥆࡛Ḟᖍࡋࡓሙྜࡣࠊ&& ࡢᢸ௵

᳨ウࡍࡁㄢ㢟࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ

ࡀᏛ⏕ࢆࡧฟࡋࠊ㠃ㄯࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉
୍ᖺ⏕ᑐࡋ࡚ࡣࠊಟᏛᇶ♏࠸࠺ึᖺḟᚲ
ಟࡢᤵᴗࡣཎ๎Ḟᖍࢆ⚗ṆࡋࠊḞᖍ࣭㐜้ࡢ
ሙྜࡣᅵ᭙᪥ࡢ⿵ㅮࡢฟᖍࢆಁࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ከࡃࡢᏛࡣࠊ๓ᮇ⤊ࠊ༢⩦ᚓᩘ
ࡼࡗ࡚ᮏேࢆࡧฟࡍࡇࡀࢇࡔࡀࠊ

ཧ⪃ᩥ⊩

᪩ࡵ᪩ࡵࡢኌࡀࡅࡼࡗ࡚ࠊ᪩ᮇⓎぢ᪩ᮇ㜵

ᯇᑿ ╬㸦2011㸧ࠕ⫋ሙࡀ⏕ࡁࡿ ேࡀ⫱ࡘ

Ṇࢆᚭᗏࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⤒㦂Ꮫ⩦ධ㛛ࠖࢲࣖࣔࣥࢻ♫
༠ຊ
Ꮫᰯἲே•༡ᕤ⛉Ꮫ

㸲㸬ᚋ⪃࠼ࡽࢀࡿᑐ⟇
᭱⤊ⓗࡣࠊධᏛ⪅ᒙࡀኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀ
ᮃࡲࡋ࠸ࠊࡢᏛ࡛ࡶ⪃࠼ࡿࡇࢁ࡛ࡣ

            㸦ᮏᩥ࠾ࢃࡾ㸧       

－ 139 －

୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇ࣭Ꮫ⏕ࡢᐃ╔ϩ࣭Ꮫ⩦ពḧ࣭ືᶵϩ

ᡂ⦼Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟ࡍࡿ㠃ㄯᣦᑟࡢຠᯝㄢ㢟
̿ಟᏛࢻࣂࢨ࣮ࣜไᗘࡼࡿ  ᖺ㛫ࡢ⤒㦂ࡽ̿


࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ ᳃ୗ⛱㸦ᮾிᾏὒᏛ㸧
                           
㸰㸬ಟᏛࢻࣂࢨ࣮ࣜไᗘ㐠⏝

㸯㸬Ⓨ⾲ࡢ┠ⓗ
ᮏⓎ⾲࡛ࡣࠊᮾிᾏὒᏛᾏὒᕤᏛ㒊࠾

ಟᏛࢻࣂࢨ࣮ࣜไᗘࡢ┠ⓗࡣࠊྛᏛ⏕

࠸࡚ 2007 ᖺᗘࡽᑟධࡉࢀࡓಟᏛࢻࣂ

ࡢ GPA ࠾ࡼࡧࡑࡢ᥎⛣╔┠ࡋࠊಟᏛୖࡢ

ࢨ࣮ࣜไᗘࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ 10 ᖺ㛫ࡢ⤒㦂

ၥ㢟ࡀ࠶ࡿᏛ⏕ᑐࡋ࡚㠃ㄯࢆ⾜࠸ࠊ␃ᖺ࣭

ࡽ GPA㸦Grade Point Average㸧ࢆά⏝ࡋ࡚

㏥Ꮫࢆᮍ↛ᅇ㑊ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋGPA ไᗘ

ࡋ࡚ึᖺḟ⏕ࡢᡂ⦼Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟ࡍ

ࡣ 2004 ᖺᗘධᏛ⪅ࡽᑟධࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᏛ

ࡿ㠃ㄯᣦᑟࡢຠᯝㄢ㢟ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇ

⛉ෆࡢࢥ࣮ࢫศࡅ㸦3 ᖺ㐍⣭㸧࠾ࡅࡿྜ

ࢆ┠ⓗࡍࡿࠋࡇࡢไᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏᏛ

⌮ⓗ࡞ᇶ‽ࡋ࡚ᑟධࡉࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᪧ

࠾࠸࡚ࠊ2009 ᖺࡢ➨ 2 ᅇ࠾ࡼࡧ 2013

᮶ࡢྲྀᚓ༢ᩘ࡛ࡣุู࡛ࡁ࡞ࡗࡓᏛ⏕

ᖺࡢ➨ 6 ᅇ࠾࠸࡚ሗ࿌ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ

యࡢᡂ⦼ഴྥࡘ࠸࡚ࡢṇ☜ࡘヲ⣽࡞ᢕᥱࠊ

2009 ᖺᙜࡣࠊ␃ᖺ࣭㏥Ꮫ⪅ᩘࡢ⦰ῶࢆ┠ᣦ

≉ᡂ⦼Ꮫ⏕ࡢ≉ᐃࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋ

ࡋࡓヨ⾜ẁ㝵࡛࠶ࡗࡓࠋ2011 ᖺᗘࡽᩍົጤ

ಟᏛࢻࣂࢨ࣮ࣜไᗘࡢᑟධ⫼ᬒࡣࠊ

ဨ⏦ྜࡏ᫂グࡍࡿࡇࡼࡾࠊᮏ᱁ᐇ

Ꮫࡢᛶ㉁ୖࠊධᏛᚋఇᏛ࣭㏥Ꮫࡀከ࠸ࡇ

⛣⾜ࡋࠊ2013 ᖺᙜࡣࡼࡾຠᯝⓗ࡞ᣦᑟయ

ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㏥Ꮫ⪅ᩘࡢ⦰ῶ

ไࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡓẁ㝵࡛࠶ࡗࡓࠋ

㛵ᚰࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢไᗘ࡛ࡣࠊྛᏛᮇ  ᅇࠊ

2015 ᖺ 4 ᭶ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㧗➼ᩍ⫱ᒁົ㐃

*3$ ࡢࢹ࣮ࢱࡼࡗ࡚Ꮫ⛉ẖ㠃ㄯࡀᚲせ࡞

⤡㸦ᅜ❧ᏛࡢᏛ㒊࠾ࡅࡿᐃဨ㉸㐣ࡢᢚไ

ᡂ⦼Ꮫ⏕ࡀ≉ᐃࡉࢀࠊ ྡࡢᩍဨࡼࡗ

ࡿ୍㒊ぢ┤ࡋࡘ࠸࡚㸧ࡼࡾࠊ㧗➼

࡚㠃ㄯࡀᐇࡉࢀࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᢸᙜᩍဨࡣண

ᩍ⫱ᒁ㛗㏻▱㸦ᖹᡂ 20 ᖺ 2 ᭶ 14 ᪥ᩥ⛉㧗

ࡵᏛ⏕♧ࡋ࡚࠾࠸ࡓ㉁ၥ⚊ࢆ࠸࡞ࡀࡽ㠃

715 ྕ㸸ࢩࣛࣂࢫࡢ⩏ົ㸧ࡢ㐠⏝ࡀぢ┤ࡉ

ㄯࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ

ࢀࡓࠋぢ┤ࡋᚋࡣࠊ
ࠕᡂ⦼ホ౯ GPA ไᗘࢆ

㉁ၥෆᐜࡣࠊ௨ୗࡢ  㡿ᇦࡽ࡞ࡿࠋ

ᑟධࡍࡿࡇࠊᡂ⦼ࡢᏛ⏕ࡢಶูᣦᑟ

࣭Ꮫ⏕⏕άࡘ࠸࡚

ࢆ⾜࠺ࡇࢆせ௳ࠊ2 ᖺ௨ෆࡢ␃ᖺ⪅ࢆࠊ

࣭ᑗ᮶タィ࣭ᮍ᮶タィࡘ࠸࡚

ᅾ⡠⪅ᩘࡽ᥍㝖ࡍࡿࠖࡇࡉࢀࡓࠋࡘࡲ

࣭ᒚಟ㛵ࡍࡿሗࡢᢕᥱ

ࡾࠊᙜᏛ㒊࡛⮬ⓗ⾜ࡗ࡚ࡁࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀࠊ

࣭ᤵᴗෆᐜࡢ㞴᫆ᗘ

ᅜ❧ᏛࡢᏛ㒊࠾ࡅࡿᐇ㉁ⓗ࡞⩏ົ࡞ࡗ

ᐇ㝿ࡢ㉁ၥᩥࡣ 13 㡯┠ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ」ᩘᅇ㠃ㄯࡢᑐ㇟࡞ࡿᏛ⏕ᑐࡋ࡚

ࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊಟᏛࢻࣂࢨ࣮ࣜไᗘࡢ 10 ᖺ

ࡣࠊ๓ᅇ㠃ㄯࡢෆᐜࢆᫎࡉࡏࡓ㉁ၥᩥࡀ‽

㛫ࡢ⤒㦂ࢆࠊඛ⾜ᑟධࡋ࡚ᗘᩚ⌮ࡋࠊ

ഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ຠᯝⓗ࡞ᣦᑟయไᵓ⠏ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇࡣࠊᙜ

 

Ꮫ㒊ࡢࡳ࡞ࡽࡎᅜ❧Ꮫయࡗ࡚ព⩏ࡀ

㸱㸬ಟᏛࢻࣂࢨ࣮ࣜࡢᡂᯝ

࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

 ୖ㏙ࡢ㏻ࡾࠊಟᏛࢻࣂࢨ࣮ࣜࡣ㏥Ꮫ⪅
ᩘࡢ⦰ῶࢆᅗࡿࡡࡽ࠸ࡀ࠶ࡗࡓࠋ㏥Ꮫ⪅ᩘࡢ

－ 140 －

୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇ࣭Ꮫ⏕ࡢᐃ╔ϩ࣭Ꮫ⩦ពḧ࣭ືᶵϩ
᥎⛣ࢆぢࡿ㸦ᅗ㸧ࠊಟᏛࢻࣂࢨ࣮ࣜࢆ㛤

࠸࡞ࡗࡓⓎ㐩㞀ᐖࡸᏛ⩦㞀ᐖࡀ᫂ࡽ࡞

ጞࡋࡓ 2007 ᖺᗘࡲ࡛ࡣ 20 ேࢆ㉸࠼࡚࠸ࡓ

ࡾࠊಖ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮ࡼࡿᣦᑟࢆ㛤ጞࡍࡿ

ࡶࡢࡀࠊ2008 ᖺᗘ௨㝆⦰ῶࡉࢀࠊධᏛᐃဨ

ࡇࡀ࡛ࡁࡓࠊᮏពධᏛ࡛Ꮫ⩦ពḧࡀῶ

㸦175 ே㸧ࡢẚ࡛ࡰ 10㸣ᮍ‶ࠊᐜᐃဨ

㏥ࡋ࡚࠸ࡓᏛ⏕ࡀᏛ⦅ධࢆ┠ᣦࡋ࡚┠ⓗ

㸦700 ே㸧ࡢẚ࡛ࡰ 2㸣⛬ᗘࡲࡿࡼ

ព㆑ࢆᣢࡘࡼ࠺࡞ࡗࡓ࡞ࡶ࠶ࡿࠋ

࠺࡞ࡗࡓࠋ

 ࡇࢀࡽࡢࡇࡽࠊᏛ㒊ෆ࡛ࡣಟᏛࢻࣂ
ࢨ࣮ࣜࡘ࠸࡚ࠊ୍ᐃࡢᡂᯝࡀ࠶ࡿㄆ㆑
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸲㸬ಟᏛࢻࣂࢨ࣮ࣜࡢㄢ㢟
 ಟᏛࢻࣂࢨ࣮ࣜࢆ 10 ᖺ㛫⥅⥆ࡋ࡚ࠊ
࠸ࡃࡘㄢ㢟ࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨୍ࠊ㏥
Ꮫ⪅ᩘࡸ㐍⣭⋡ࡢ᥎⛣ࡣ⥲ࡌ࡚ᶓࡤ࠸࡛ࠊᨵ
ၿഴྥࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢせ
ᅉࡋ࡚ࠊ㠃ㄯࡀᏛ⏕ࡗ࡚⩏ົ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
㠃ㄯᐇ⋡ࡀ 60㸣ࡽ 70㸣ྎ࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸

 ḟᡂᯝࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀࡓࡢࡣࠊಟᏛࢻ

ࡿࡇࠊ␃ᖺࢆ⧞ࡾ㏉ࡍᏛ⏕ࡀ࠸ࡿࡇ࡞

ࣂࢨ࣮ࣜࡀࡋ࡚ึᖺḟ⏕ࢆᑐ㇟ࡋ࡚

ࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨ࠊ⯡ࡢᩥ⛉┬㏻

࠸ࡿࡇࡽࠊ2 ᖺḟࡽ 3 ᖺḟࡢ㐍⣭㸦65

㐩ࡣᐃဨ㉸㐣ࡢᢚไಀࡿ㏻㐩࡛࠶ࡿࡇ

༢௨ୖ㸧࠾ࡅࡿ㐍⣭⋡ࡢୖ࡛᪼࠶ࡗࡓࠋ

ࡽࠊ␃ᖺࡢ㜵Ṇ⟇ࡋ࡚ GPA ࢆά⏝ࡋࡓᡂ

ࡑࡢ᥎⛣ࢆぢࡿ㸦ᅗ㸧ࠊᏛ㒊య࡛ 2007 ᖺ

⦼Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟ࡋࡓಶูᣦᑟࡀࡽ࠼ࡽ

ᗘ௨㝆ࡣ࠾࠾ࡴࡡ 90㸣๓ᚋ࡞ࡗࡓࠋ

ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᯝࡓࡋ࡚ࡢ⛬ᗘຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ
࠸࠼ࡿࡢࡀ᫂ࡽ࡛࡞࠸ࡇ࡛࠶ࡿࠋᙜ
⪅ࡋ࡚ࡢᐇឤ࡛ࡣࠊ␃ᖺࢆ⧞ࡾ㏉ࡍᏛ⏕
⢓ࡾᙉࡃ㠃ㄯᣦᑟࡍࡿ୰࡛ࠊ୍㒊ࡢᏛ⏕ࡀ
㛫ࡣࡗ࡚ࡶ༞ᴗࡲ࡛⮳ࡿ࠸࠺ຠᯝࡢ
᪉ࡀᙉࡃឤࡌࡽࢀࡿࠋ
 ௨ୖࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊࡉࡽࢹ࣮ࢱࢆศᯒ
ࡋ࡚ࠊ㠃ㄯࢆᏛ⏕ࡗ࡚ࡢ⩏ົࡍࡁࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣ㠃ㄯᣄྰࢆࡋࡓሙྜ㏥Ꮫ່࿌࡞
ࡢᥐ⨨ࢆᇳࡿࡁ࡞ࠊ⢭ᰝࡍࡁ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋࡲࡓࠊᩥ⛉┬㏻㐩ࡀྵពࡍࡿ␃ᖺ㜵Ṇ⟇
ࡋ࡚ࡢ᭷ຠᛶࡢ⛬ᗘࢆศᯒࡍࡿࡇࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣ␃ᖺ㜵Ṇ⟇ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡼ࠺ᨵၿࢆ

 ࡇࡢ୰ࡽࠊ2 ᗘ┠ࡢ㐍⣭ᑂᰝࢆཷࡅࡓ⪅

ᅗࡿࡇ࡞ࠊ᳨ウࡍࡁ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀ

ࢆ㝖࠸࡚ࠊධᏛᚋ 3 ᖺ┠ 3 ᖺḟ࡞ࡗࡓ⪅

ࡿࠋ

ࡢ  ྜ ࡛ ぢ ࡿ  ࠊ ᭱ ࡶ ప ࠸  ࡁ ࡛ 92.2 㸣
㸦2012 ᖺᗘ㸧
ࠊ᭱ࡶ㧗࠸ࡁ࡛ 97.8㸣㸦2008
ᖺᗘ㸧࡛࠶ࡾࠊ࠾࠾ࡴࡡ 95㸣๓ᚋ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ㠃ㄯࡢ୰࡛ࠊᮏேࡀᏛ⏦࿌ࡋ࡚
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୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇ࣭Ꮫ⏕ࡢᐃ╔ϩ࣭Ꮫ⩦ពḧ࣭ືᶵϩ

ึᖺḟᩍ⫱ࢻࣟࢵࣉ࢘ࢺࡢ㜼Ṇ
̿㟁ᏊᏛಟ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢά⏝̿

࠙Ⓨ⾲⪅ࠚ⤱ۑᕝ┤ⰋࠊᕝᓮΎࠊⲡ㔝༓⛅ࠊ㧗ᶫ㤶ࠊ㩃ᬡ⌺ࠊᑠᯇ㤶∞ࠊ㷛㷁ెᜨ㸦ᩥிᏛ㝔
Ꮫ㸧
㹛
                                   
㸯㸬ึᖺḟᩍ⫱ࡢ┠ⓗࢻࣟࢵࣉ࢘ࢺ㜼Ṇ

ࡓᩍᐊࢆ⏝ࡋ࡚ࡢㄝ᫂㛫୰⏕ࡋ࡞ࡀ

ึᖺḟᩍ⫱ࡢ┠ⓗࡉࢀࡿࡶࡢࡢ୰ࠊ

ࡽࠊᏛ⏕ࡢ㛫ࢆᅇࡗ࡚᫂Ⅼᑐᛂࡍࡿ᪉ἲ

Ꮫࡢᐃ╔ࡀྵࡲࢀࡿࡇ␗ㄽࡣ࡞ࢁ࠺ࠋ

ษࡾ᭰࠼ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᤵᴗ㛫୰ࣟࢢ

ࡋࡋࠊࡑࡢࡓࡵࡢࡼ࠺࡞ᡭἲࡀ⏝࠸ࡽ

ࣥࡋ࡚ࡲࡀࡾ࡞ࡾࡶ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆ᭩

ࢀࡿࡣᏛࡼࡾ␗࡞ࡿࠋ

ࡁጞࡵࡿẁ㝵⮳ࡿᏛ⏕ࡢẚ⋡ࡣୖ᪼ࡋࡓࠋ

ᩥிᏛ㝔Ꮫ࡛ࡣࠊึᖺḟᩍ⫱ࡣᏛ㒊༢

ᚑࡗ࡚ࠊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆグධࡋ࡚࠸࡞࠸Ꮫ

࡛ᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊⓎ⾲⪅ࡢᒓࡍࡿ⤒ႠᏛ

⏕ࡣࠊḞᖍࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᤵᴗ

㒊ࡢሙྜࠊ๓ᮇࡢࠕᏛᏛࠖ⛉┠࡛ࡣࠊᇶᮏ

ฟᖍࡋ࡚࠸࡚ࡶグධ᪉ἲࡀ⩦ᚓ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸

ⓗ࡞ student skill, social skill ࢆ㌟ࡘࡅࡿ

ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊグධࡋࡼ࠺࠸࠺ពḧࡀ࡞࠸

ࡼ࠺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ⤌ࡲࢀࠊ⤒ႠᏛ㒊ࡢᑓ௵

Ꮫ⏕⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᩍဨဨࡀᑡேᩘࢡࣛࢫࡢᢸ௵ࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋ

୍᪉ࠊ2013 ᖺ 4 ᭶ࡼࡾࠊึᖺḟᩍ⫱࡛ࡣẖ

2009 ᖺᏛಟ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ㟁Ꮚࢆ

ᅇ࢝ࢫࢱ࣐ࢬࡉࢀࡓᤵᴗࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ

ᐇ⌧ࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢ㟁ᏊᏛಟ࣏࣮

ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࣥࢣ࣮ࢺࡀࡶࡓࡽ

ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢᏛ⏕ࡢグධ⋡ࢆᘬࡁୖࡆࠊࡉ

ࡋࡓḟⓗຠᯝࡋ࡚ࠊᑠࢡࣛࢫẖࡢฟḞ≧

ࡽᩍဨࡢࢥ࣓ࣥࢺ⋡ࢆᘬࡁୖࡆࡿດຊࡣࡇ

ἣࡢᢕᥱࡶྍ⬟࡞ࡗࡓࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ

ࢀࡲ࡛ࡶ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢດຊࢆ⦆ࡵࡿࡇ

 ࡉ࡚ࠊࡇࡇ࡛ࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡣࠊᏛ⏕

ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊᅇࠊᏛ⏕ࡢࢻࣟࢵࣉ࢘ࢺ

άィ⏬⾲ࠊࢳࣕࣞࣥࢪ┠ᶆࠊ㐌㛫ィ⏬⾲ࡢ 3

ࢆ㜼Ṇࡍࡿࡓࡵࡢࡼ࠺࡞ᡭ❧࡚ࡀྍ⬟

ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊ๓ 2 ⪅ࡣࠊ࣏࣮ࢺࣇ࢛

᳨ウࡍࡿ୰࡛㺂ูࡢഃ㠃ࡽࡢࣉ࣮ࣟࢳࡢ

ࣜ࢜ࢆ୍㏻ࡾグධࡋࡓᚋᐇࡍࡿ㠃᥋࡛ࡢ

᭷ຠᛶᛮ࠸⮳ࡾࠊึᖺḟᩍ⫱ጤဨࡢ㈶ྠ

せ࡞ࢺࣆࢵࢡࢫ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ㠃᥋ࡢ㔜せᛶࢆ

ࢆᚓ࡚⪃ᐹࢆጞࡵ࡚࠸ࡿࠋ

⪃࠼ࠊ
ࠕᏛ⏕άィ⏬⾲ࠖ᭩ࢀࡓᑗ᮶ࡢክ࣭

ᮏⓎ⾲࡛ࡣࠊᏛಟ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢグධ

ᕼᮃヰ㢟ࢆྥࡅࡿࡇࡶ㔜せ࡞࣏ࣥࢺ࡛

ࢆࡣࡌࡵࠊᏛ⏕ࡀⓎࡍࡿࢩࢢࢼࣝ࠶ࡿ࠸ࡣᏛ

࠶ࡿࠋᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚㐩ᡂࡍࡿ┠ᶆࠊᤵᴗ௨

⏕ࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࢶ࣮ࣝࡢά⏝ࡘ࠸࡚ࠊ

እࢆ㏻ࡋ࡚㐩ᡂࡍࡿ┠ᶆศࡅ࡚ࠕࢳࣕࣞࣥ

⌧ᅾ⾜ࡗ࡚࠸ࡿㄪᰝࢆࡲࡵࡑࡢሗ࿌ࢆ⾜࠸

ࢪ┠ᶆࠖࢆグධࡍࡿࡀࠊ250 Ꮠ⛬ᗘࡲ࡛グධ

ࡓ࠸ࠋ

ࡍࡿࢫ࣮࣌ࢫࡀ࠶ࡾ࡛ࡁࡿࡔࡅᏐᩘࢆቑࡸࡍ
ࡼ࠺ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ୍ゝゝࡢ┠ᶆ

㸰㸬Ꮫಟ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢグධࡢ㐜ࢀࡀព

࡞ࡿࢣ࣮ࢫࡀከࡃࠊࡲࡓࠊ┠ᶆࡢጇᙜᛶ
ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡇࡢ㠃᥋࡛ྲྀࡾୖࡆࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ࡍࡿࡶࡢ
ᖺᗘࡼࡾᏛಟ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢグධ᪉ἲ

ࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆཷࡅ࡚Ꮫ⏕㐩ࡀ┠ᶆ

ࡢㄝ᫂ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠶ࡽࡌࡵື⏬ࢆᙳࡋ

ࡢグ㍕ࢆಟṇࡍࡿᚲせࡀฟ࡚ࡃࡿࡀࠊᏛ⏕㐩

࡚࠾ࡁࠊࡇࢀࢆࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࡀタ⨨ࡉࢀ

ࡀ࣏ࣥࢺࢆእࡍࡇࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᩍဨࡢ
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୰㏵㏥Ꮫ㜵Ṇ࣭Ꮫ⏕ࡢᐃ╔ϩ࣭Ꮫ⩦ពḧ࣭ືᶵϩ
᪉࡛ࢥ࣓ࣥࢺḍࢥ࣓ࣥࢺࢆグධࡍࡿ⾜Ⅽࡶ

㸲㸬ࣔࢸ࣮ࢩࣙࣥᘬࡁୖࡆࡢᕤኵ

ኚ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡀࡏࡗࡃ┠ᶆࢆグධ

 ࡼࡾࡁ࡞ㄢ㢟ࡋ࡚ࠊᏛ⏕㐩ࡢࣔࢸ

ࡋ࡚࠸ࡿࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊᩍဨࡀࡃࢥ࣓ࣥࢺ

࣮ࢩࣙࣥᘬࡁୖࡆࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡍࡄࡣ

ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ࠶ࡿࡍࢀࡤࠊᏛ⏕ࡢࣔࢸ

Future Skill Project ࠶ ࡿ ࠸ ࡣ Global

࣮ࢩࣙࣥపୗࡘ࡞ࡀࡾࡡ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬ

Leadership Program ࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ

ࡘ࠸࡚ࡶᐇែࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᑟධࠊලయࡀࡴࡎࡋ࠸ࡍࢀࡤࠊಶࠎࡢ
ᤵᴗࡢసࡾ㎸ࡳࢆࣞ࣋ࣝࢵࣉࡋࠊึᖺḟᩍ

㸱㸬ከḞ⪅ᢕᥱࢆ㉺࠼࡚

⫱࡛ࡣᵝࠎ࡞ᤵᴗᑐᛂ࡛ࡁࡿ student skill

 ᚑ᮶ࠊࢻࣟࢵࣉ࢘ࢺࡘ࡞ࡀࡾࡡ࡞࠸

ࡢᘬࡁୖࡆࢆᅗࡾࠊࡇࢀຍ࠼࡚ࠊ᪥ࠎࡢ✚

Ꮫ⏕ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡣࠊึᖺḟᩍ⫱ࡢࠊ

ࡳୖࡆࡸィ⏬ⓗᏛ⩦ࡀ≀ࢆゝ࠺⛉┠ࡢᒚಟࢆ

⤒ႠᏛࠊ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࠊ⡙グཎ⌮࠸ࡗࡓ

່ࡵࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᒚಟࡍࡿᏛ⏕ᩘࡀከ࠸⛉┠࡛」ᩘᅇḞᖍࡍࡿ

ᖹ⾜ࡋ࡚ࠊᏛ⏕㐩✚ᴟⓗᏛ⏕άྲྀ

Ꮫ⏕ࢆᢕᥱࡋࠊࡇࢀࡽᏛ⏕㠃ㄯࡍࡿ➼ࡢ᪉

ࡾ⤌ࡴࡼ࠺ồࡵࠊṇㄢእάືࡢ≧ἣᢕᥱ

ἲࢆࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊࡇࡢ᪉ἲ࡛ࡣࠊࡍ

ࡘࡵࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢧ࣮ࢡࣝάືࡣ

࡚ࡢᏛ⏕ࡢ㠃ㄯᐇࡀᐇୖ㞴ࡋ࠸ࡇࠊ

ูࡋ࡚ࡶࠊᏛෆᅋయ࡛ࡢάືࡀάⓎ࡞Ꮫ⏕

࠾ࡼࡧࠊᢕᥱⅬࡀ 5 ᭶ᮎ࡞ࡾࠊࡸࡸᮇ

ࡣࡇࢀࢆᢕᥱࡋࠊࡑࡢሗඹ᭷ࢆᅗࡿࡇࡀ

ࢆ㐓ࡋࡘࡘ࠶ࡿࢱ࣑ࣥࢢ࡛࠶ࡿࡇࡀၥ㢟

⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

࡛࠶ࡗࡓࠋ

 ࡇࢀࡲ࡛グධࢆồࡵ࡚ࡁࡓᏛಟ࣏࣮ࢺࣇ࢛

 ࡑࡇ࡛ࠊࣔࢸ࣮ࢩࣙࣥࡀ㧗࠸ᛮࢃࢀ

ࣜ࢜ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛᖺࡢᒎ㛤ࢆ⾜࠺

ࡿᏛ⏕ࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆࡲࡎᢕᥱࡋࠊࡑࡢ⾜ືࢆ

ࡶࠊࡾ㏉ࡾసᴗࢆồࡵࠊᏛ⏕ά࡛ྲྀࡾ

ᢕᥱࡋ࡚ࡳࡿࡇࡋࡓࠋලయⓗࡣࠊࢥࣥ

⤌ࢇ࡛ࡁࡓࡶࡢࢆࠕࣉࣟࢢࣞࢫ࣭ࣇࣝࠖ

ࣆ࣮ࣗࢱ࣮㛵ಀ࡛ᩍᐊ࡛ࡢᐇ⩦ࢆక࠺ᤵᴗࢆ

ࡲࡵࡿࣉࣟࢭࢫࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㸦ࠕࣉࣟࢢ

ᒚಟࡍࡿᏛ⏕㐩࡛࠶ࡿࠋ

ࣞࢫ࣭ࣇࣝࠖࡣ࢟ࣕࣜࢹࢨࣥᤵᴗࢆ

 ࠕ⡙グཎ⌮࡛ࠖࡣࠊᤵᴗ༢ཧຍࡍࡿࡔ

ᒚಟࡋ࡚࠸ࡿ 3 ᖺ⏕ࠊࡇࢀࡲ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ

ࡅ࡛࡞ࡃ㢟ࢆ⌮ゎࡋ⡆༢࡞⦎⩦ၥ㢟ࢆゎࡅ

ࡔࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡇࢀࡽྲྀࡾ⤌ࡴලయⓗࣉࣟࢪ

ࡿࡇࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ᒚಟࡋ༢ࢆྲྀ

࢙ࢡࢺࡘ࠸࡚ࠊఱࢆ┠ᶆࡍࡿ/ࡋࡓࠊ

ᚓࡋࡓᏛ⏕ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪥ၟ⡙グ᳨ᐃヨ㦂ࢆ

ᐇ㝿ࡣఱࢆ⾜࠺/⾜ࡗࡓࡢࠊࡢࡼ࠺࡞ࡇ

ཷ㦂ࡋ 3 ⣭ࠊ2 ⣭ྜ᱁ࡍࡿᏛ⏕㐩ࢆᢕᥱࡋ

ࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊḟࡢ┠ᶆࡣఱࠊࢆ

࡚ࡳࡓࠋ

グධࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸧

 ࡇࢀࡽࡢ⛉┠ᒚಟ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᇶᮏⓗ࡞

 ࡇࡢࡼ࠺ࠊ⌧ᅾヨ⾜㘒ㄗࢆྵࡵ࡚ᐇ୰

Ꮫ⩦ពḧࡀ࠶ࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊᒚಟࡋ

ࡢᵝࠎ࡞ྲྀ⤌ࡳࢹ࣮ࢱศᯒࡘ࠸࡚ࠊⓎ⾲

࡚࠸ࡃ࠺ࡕᏛ⩦ែᗘࡀ㌟ࡘࡁࠊࡉࡽୖ

Ⅼ࡛ฟ࡚࠸ࡿᡂᯝࢆࡾࡲࡵ࡚Ⓨ⾲ࡍࡿ

ࡢࣞ࣋ࣝࢆ┠ᣦࡋࡓ࠸⪃࠼ࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ

ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

ᒚಟࡋዲᡂ⦼ࢆࡵࡓࡇࡀບࡳ࡞ࡗ࡚ࠊ
ḟࡢ┠ᶆࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡞ࡿᏛ⏕ࡶ࠸ࡿࠋ
㈨᱁ྲྀᚓ࠸࠺ほⅬࡽࡶᒚಟࢆ່ࡵ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿࡀࠊࡉࡽ㐍ࢇ࡛ࠊ1㸪2 ᖺ⏕ࡢ࠺ࡕ㈨
᱁ྲྀᚓࢆ⤊࠼ࡓᏛ⏕ࡑ࠺࡛࡞࠸Ꮫ⏕ࡢᕪ
␗ࡶ

ࡾࡓ࠸ࠋ
௨ୖ
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