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
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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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ピアサポート・教職協働
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

－ 103 －

スタディスキルズ・文章表現

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-
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136

スは、評価が高かった。一方で、不明点等を
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『作文カンファレンスによる
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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
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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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ࡢᑟධࡣࠊ⚾❧࡛࡞ࡃࡶ㞴ࡋ࠸ࠋ
5 ᖺᗘࡢ᭶㛤ጞ㸦ධᏛᘧࠊᑵ⫋➼㸧

ࡓ࣓ࣜࢵࢺࡣḟࡢ୕ࡘ㞟⣙࡛ࡁࡿࠋ
0 㸯ᮇ㛫࡛ಟᚓࡍࡁ⛉┠ᩘࢆῶࡽࡋࠊ

5 ධヨᮇࡢఇࡳ㸦ࠕᏘ㛗ᮇఇ
ᬤࠖ㸧ࠊ┅ࢆ୰ᚰࡋࡓኟᮇࡢ㛗ᮇ

㞟୰ⓗຮᙉ࡛ࡁࡿࠋ㸦㞟୰Ꮫ⩦㸧
0 ⴠ➨ࡋࡓሙྜྠ୍ᖺᗘෆ࡛ࢳࣕࣞ

ఇᬤࡢไᗘࢆಖᣢࡍࡿࠋ
5 ᤵᴗ㛫ᩘ㸦ᤵᴗ᪥㸧ࢆ⥔ᣢࡍࡿ

ࣥࢪ࡛ࡁࡿࠋ㸦ࠕᒚಟࠖ㸧
0 ᒚಟ㸦ᤵᴗ㸧⛉┠ࢆ೫ࡽࡏࡿࡇࡼ
ࡾࠊ✵ࡁࢡ࢛࣮ࢱ࣮ࢆసࡗ࡚ࠕ␃Ꮫࠖ
➼ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦ὶ㛫☜ಖ㸧

－ 112 －

㸦ቑࡸࡍࡇ࡛ࠊᩍဨࡢ◊✲㛫ࡢῶ
ᑡࡶ㑊ࡅࡓ࠸㸧

Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ϩ

 ࡕ࡞ࡳࠊḢ⡿ࡢᏛᮇᑐࡋ࡚ࠕྜ⮴ࠖࡉ

ࡍࡿࠋಟドࡢ☜ㄆࡼࡾࠊࡑࢀࢆ

ࡏࡽࢀࡿ୍㒊ࡢᮇ㛫࡛ࠕὶࠖࡍࡿ⤌ࡳࡣ

4௨㝆ࡢⱥㄒࡢᒚಟせ௳ࡍࡿࠋ

ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ

㸦3㸶㸧ࡇࢀࡲ࡛ࠊ࡞࠸ࡋࡘࡢᮇ㛫࡛㛤ㅮࡋ

ࠕᖹ‽ࠖࢆᏛ⏕༠ാ࡛㐩ᡂࡍࡿࣉࣛࣥ

࡚ࡁࡓ㛤ㅮ⛉┠ࡢࢇࢆ㸱ࡘࡢ4

 ௨ୖࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋࡘࡘࠊࠕึᖺḟᩍ⫱ࠖ

ࡾศࡅࡿࡇ࡞ࡿࠋࡇࡢ㝿ࠊᖺ㛫

ࡢᙉࢆ┠ᣦࡍࢩࢫࢸ࣒ࢆᥦࡋࡓ࠸ࠋࡑࢀ

ࡢྲྀᚓぢ㎸ࡳ༢ᩘࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ

ࡀࠕࣉࣛࣥࠖࡔࠋ࣏ࣥࢺࡣࠊࢭ࣓ࢫࢱ࣮

㸦3㸷㸧▷⦰ࡉࢀࡓ㹼㐌㛫ศࡢᤵᴗ᪥ࡣࠊ4

ศࡢ㸦ኚ๎㸧ࢡ࢛࣮ࢱ࣮ࡢ࠺ࡕࠊ᭱ึࡢ➨

4ࠊ44ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㛫㐌㛫ࡢ

ࢡ࢛࣮ࢱ࣮ࢆ㐌ᅇࡢᤵᴗࠊࡘࡲࡾᅇࡢᤵ

㸦⿵ㅮࠊ᥇ⅬࠊᒚಟⓏ㘓➼ࡢ㸧ணഛ᪥

ᴗࢆᐇࡍࡿࡢ⣙㸶㐌ࡅ࡚࠸ࡓࡶࡢࢆ㐌

ࡋ࡚ࡾࡿࠋ

ࡍࡿ࠸࠺ࡶࡢࡔࠋࡲࡓࠊෆᐜࡶࠊ࠸ࢃࡺ

㸦3㸧ࠕᒚಟࠖࡣཎ๎ࠊ┤ᚋࡢࢡ࢛࣮ࢱ࣮

ࡿᏛຊࡢࠕᖹ‽ࠖࢆ┠ᣦࡋࠊ␗࡞ࡿධヨ

タᐃࡍࡿࠋ

ࡼࡿᏛຊࡢࡤࡽࡘࡁࢆࠕ࡞ࡽࡍࠖࡇࠋࡑࡋ

 ௨ୖࡢࠕࣉࣛࣥࠖࡼࡾࠊᙜึ┠ᣦࡋࡓ

࡚ࠊࢫࢱ࣮ࢺࢵࣉὀຊࡍࡿࠋ

࣓ࣜࢵࢺ㸦0㸧ࠊ᪥ᮏࡢᏛࡀᢪ࠼ࡿせ௳

㸦3㸧ࠕᇶᮏ⛉┠ࠖࡢᤵᴗࢆࠊࠕㅮ⩏ࠖࠕ₇

㸦5㸧ࢆ‶ࡓࡋࡓୖ࡛ࠊၥ㢟 7 ࢆゎᾘࡍࡿࠋ

⩦ࠖࠕ☜ㄆࢸࢫࢺࠖࢆࢭࢵࢺ㸦㐌㸧

ࠕᖹ‽ࠖࠕ༠ാᏛ⩦ࠖࡼࡾࠊࡉࡽ

࡛タᐃࡍࡿࠋ㸦ෆᐜࡣ 3 㸧

ᐇࡋࡓึᖺḟᩍ⫱࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

㸦3㸰㸧ᇶᮏ⛉┠ࡣࡘࡢ࣓ࢽ࣮࡛ࣗᵓᡂࡍ

᪂ࣉࣛࣥࡢᑕ⛬

ࡿࠋ㸦⌮⛉ࡣ⌮⣔ࡢᇶ♏ࠊࠕᩘᏛࠖ

 ࣉࣛࣥࡣࠊึᖺḟࡢࠕࢫࢱ࣮ࢺࠖᏛ

ࠕ≀⌮ࠖࠕᏛࠖࠕ⏕≀ࠖࠕࢫࢳࣗ

ຊࡢᖹ‽ࠊ༠ാࡋ࡚ࡢᏛ⩦ࡢ⩦័ࠊࡑࡋ࡚

࣮ࢹࣥࢺࢫ࢟ࣝࠖࡢ㸳ࡘࡀೃ⿵㸧

ᚲせ࡞ᇶ♏ຊࢆࡘࡅࡿࡅ࡞ࢁ࠺ࠋࡑࡋ

㸦3㸱㸧ࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦㸦ྡࡃࡽ࠸㸧ࡋࠊᏛ

࡚ࠊᖺḟ௨㝆ࡶࣉࣛࣥࡢ⤌ࡳࡣ᭷ຠ

⛉ࡢ㐪࠸ࢆ⏝ࡋ࡚࠾࠸ᩍ࠼࠶࠺

࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᖺḟࠊᖺḟ

⤌ࡳࡍࡿࠋࠕ☜ㄆࢸࢫࢺࠖࡣࢢࣝ

ࡢ㸦4㸧ࡣࠕ␃Ꮫࠖࡸࠕ⿵ㅮࠖࠕᑓ㛛ᇶ

࣮ࣉ༢࡛࣓ࣥࣂ࣮ဨࡀྜ᱁Ⅼࢆฟ

♏ࠖࡢ⛉┠ࡢ㞟୰ࢆタᐃࡋࠊᖺḟࡣࠕᑵ⫋ά

ࡍࡇࢆせ௳ࡋ࡚ࠊྜ᱁ࡀฟࡓࡽ

ືࠖࡲࡓࡣࠕ༞ᴗ◊✲ࡢࢫࢱ࣮ࢺࢵࣉࠖࢆ

ࢢ࣮ࣝࣉ୍࡛ᗘࡣࠕヨࠖࢆཷࡅࡿࠋ

ࡇࡢᮇ㛫࡚ࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ

㸦ࡑࢀ௨ᚋࡣಶே༢㸧

 ࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ➼ࠊಶࠎࡢᤵᴗࡢࣈ

㸦3㸲㸧ࢢ࣮ࣝࣉࡣ㐌༢࡛࣮ࣟࢸ࣮ࢩࣙࣥࡋ
࡚ྛ࣓ࢽ࣮ࣗࢆཷࡅࠊࢡ࣮ࣜࡍࡿࠋ
㸦3㸳㸧ᇶᮏ⛉┠ࡢࠕ฿㐩┠ᶆࠖࡣࠊᏛ࡛ࡢ

ࣛ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

－ 118 －

㧗᥋⥆





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


－ 119 －
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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㈐௵
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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 －

