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売れるパッケージ作り 

オレオとノアールをベースに考察する。 

５年Ａ組３番 大原蒼生 

１．はじめに 

味がよく似ている商品がスーパーマーケットに売られているのを見た時，どちらの商品がより売れ

ているのかが気になった。これを考える上で，私が注目した点がお菓子のパッケージだ。パッケージ

には，その商品の魅力を消費者に伝えるという役割がある。つまり，パッケージを上手くデザイン出

来るかどうかが，その商品が売れるための１つの指標となる。実際に，「明治 ザ・チョコレート」は

2017年ベストヒット商品１位の Nintendo Switchに次いで２位にランクインするほどに売上を伸ばし

た 1)。その年にチョコレートの形状に変化をつけたり，「大人の嗜好品としてのチョコレート」という

上品なイメージに沿ってシンプルでクラフト調のパッケージに変更したりした。また，昭和産業株式

会社が販売している「オレインリッチ」という商品も以前に比べて売り上げを３割伸ばすことに成功

した 2)。その年には消費者の意見を取り入れながら，ひまわりのイラストを大きくするように変更し

た。パッケージと売れ行きには相関関係があると考えた。 

この研究では，パッケージと売れ行きの関係を明らかにするため，身近なお菓子であるオレオとノ

アールのパッケージを売り上げについて興味を持ち研究対象とし，売り上げにパッケージがどれほど

貢献するかを検討する。そのためにまず，先行研究をもとに消費者の購入動機を左右する要因を整理

した。 

次に，オレオとノアールのパッケージの相違点と共通点をまとめ，販売数を比較した。オレオの方

がノアールよりも売れていることが分かったため，ノアールがより売れるためのパッケージとはどう

いったものなのかを，オレオや他の商品に倣って考察し，実際に作成した。 
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２．言葉の定義と研究対象の決定 

２－１．言葉の定義 

  まず，この研究を進めていくにあたり「味が似ている商品」と「売れている商品」を定義する。 

（１）「味が似ている商品」 

  ここでの味が似ている商品とは，「①実際に食べてみて味が似ていると感じる，②主要な原材料が

ほほ同じ，の２点を満たすもの」とする。①の要素だけでは，主観的要素が強くなってしまうの

で，裏付けとして②の要素についても考慮する。 

（２）「売れている商品」 

  ここでの売れている商品とは，「販売数が多い商品」とする。販売数を比較するために，岡山県の

スーパーマーケットのデータをもとに判断する。 

２－２．消費者の購入動機を左右する要因 

 今回の研究の目的である「パッケージ」と「売り上げ」を比較するために，まずは適当な研究対

象を決定する。今回は研究対象をお菓子に限定した。グラフ１3)は，株式会社第一紙行が 2019年 9

月 12日～2019年 9月 18日に，主に 20代～60代の男女（男女比は男性：329人（46％）女性：388

人（54％））を対象に行った，「自分（＋家族）が食べるお菓子を購入する際，重視する要素をすべ

てお選びください。」というアンケ―トの結果である。グラフ１から，お菓子を購入する際に「価

格」「味」「商品やパッケージの見た目」「賞味期限・消費期限」「原材料・素材」「ブランド・メーカ

ー」を重視する人が多いことが分かる。また，グラフ２4)は，グラフ１と同じ対象に行った，「人に

あげる用のお菓子を購入する際，重視する要素をすべてお選びください。」というアンケートの結果

である。グラフ２から，人にあげる用のお菓子を購入する際には，「商品やパッケージの見た目」

「賞味期限・消費期限」「ブランド・メーカー」を重視する人がさらに増えることが分かる。この研

究は「味が似ていること」と「パッケージが異なること」を前提に行っているため，研究対象の決

定する上で，「価格」「賞味期限・消費期限」「原材料・素材」「ブランド・メーカー」の４つの要素

の同等性について留意することとする。 

グラフ１ 自分が食べるお菓子を購入する際に重視する要素についてのアンケート結果 

出典：株式会社第一紙行，「62.お菓子に関するアンケート」，2020年 9月 12日～2020年 9月 18日実

施 
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グラフ２ 人にあげるお菓子を購入する際に重視する要素のついてのアンケート結果 

出典：株式会社第一紙行，「62.お菓子に関するアンケート」，2020年 9月 12日～2020年 9月 18日実

施 

  食料品の場合，安全性の問題を念頭に国産か外国産かは，購入に影響すると広く考えられてい

る。また，ＮＨＫが 2016年に全国 16歳以上の人 3600 人を対象に「食品売り場に価格の高い「国

産」と価格の低い「外国産」が並んでいた場合，どちらの商品を買うか」というアンケートをした

結果がグラフ３5)だ。 

グラフ３ 価格の高い「国産」と価格の低い「外国産」のどちらを買うかについてのアンケート結果 

出典：ＮＨＫ，「調査からみえる日本人の食卓―ＮＨＫ」，2016年実施 

  グラフ３から，価格が高かったとしても全体の 85％の人が国産を買うということが分かる。つま

り，食品を購入する際には，国産であることは消費者の意思決定要因として重要であると言える。

よって前述した４つの要素である「価格」「賞味期限・消費期限」「原材料・素材」「ブランド・メー

カー」の４つの要素に加えて「原産国」も比較観点に加える。 
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２－３．研究対象の決定 

  研究対象としたのが，オレオとノアールだ。実際に私が，販売数を比較するために使用するデー

タ元の岡山県のスーパーマーケットでオレオとノアールを購入した時（2021年 1月 5日），どちらも

同じ価格（198円（＋税））で販売されていて，賞味期限（2021年 9月）はどちらも同じであること

を確認した。また，オレオとノアールの主な原材料は，小麦粉，砂糖，油脂，ココアパウダ―，カ

カオマス，コーンスターチである。 

「ブランド・メーカー」についてだが，オレオの販売メーカーはモンデリーズ・ジャパンとなっ

ているが，実際には「ナビスコ」ブランドで売り出されている。これは，元々オレオは「ヤマザキ

ナビスコ」という会社が「モンデリーズ・インターナショナル」という会社から権利を借りて製造

していた。そして 2016年のライセンス契約終了に伴って「ヤマザキナビスコ」は，オレオやリッツ

といった商品名・ナビスコというブランド名を使用することが出来なくなり，社名を「ヤマザキビ

スケット」に変更する。また，オレオ・リッツの商品名・ナビスコのブランド名の使用権利は「モ

ンデリーズ・インターナショナル」の子会社である「モンデリーズ・ジャパン」に移った。このよ

うな経緯で，現在のオレオは中国で製造され，「モンデリーズ・ジャパン」が輸入し，「ナビスコ」

ブランドで販売されている。実際に，オレオのパッケージに記載されているブランド名は「ナビス

コ」である。一方，社名変更した「ヤマザキビスケット」は，2016年までオレオやリッツを製造し

ていたノウハウを活かし，ノアールやルヴァンを製造している 6)。話を元に戻すと，オレオとノアー

ルの「メーカー・ブランド」を比較する時には，「モンデリーズ・ジャパン」と「ヤマザキビスケッ

ト」の比較よりも「ナビスコ」と「ヤマザキビスケット」の比較の方が妥当だと考えられる。そう

すると，「ナビスコ」は他にも「チップスター」「オレオ」「リッツ」などの人気商品を製造・販売し

ていたこと，「ヤマザキビスケット」はパン業界の 2019年～2020年の売り上げランキング２位の

「第一屋製パン」の 247億円を抑えて 9956億円売り上げた「山崎製パン」7)のグループ会社という

ことを鑑みると，「メーカー・ブランド」の同等性は保たれると言えるだろう。 

しかし，オレオの生産国は「中国」であるがノアールの生産国は「日本」であることから，比較

観点の１つである「原産国」をそろえることは出来なかった。従って現時点では，ノアールの方が

オレオよりも売れやすいと考えられる。これらをまとめたものが表１だ。 
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表１ オレオとノアールの基本情報一覧 

パッケージ 

商 品 名 オレオ ノアール 

販売価格 １９８円（＋税） １９８円（＋税） 

賞味期限 ２０２１年９月 ２０２１年９月 

内 容 量 １９０ｇ（９枚×２パック） １９０ｇ（９枚×２パック） 

原 材 料 

小麦粉，砂糖，植物油脂，乳糖，ココ

アパウダー，コーンスターチ，カカオ

マス，ホエイパウダー，食塩／膨張

剤，乳化剤，香料，酸化防止剤（V，

E，V.C），（一部に小麦・乳成分，大豆

を含む） 

砂糖，小麦粉，ショートニング，加工

油脂，ココアパウダー，コーンスター

チ，カカオマス，乳等を主要原料とす

る食品，食塩／膨張剤，乳化剤（大豆

由来），香料 

原産国名 中国 日本 

販 売 者 モンデリーズ・ジャパン（ナビスコ） ヤマザキビスケット 

画像出典：オレオ＜https://www.oreocookie.jp/＞ 

ノアール＜https://www.yamazaki-biscuits.co.jp/products_nb/products_cracker_n/＞ 
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３．オレオとノアールの比較 

 ３－１．パッケージの比較 

  まずは，オレオとノアールのパッケージの共通点についてまとめる。両商品とも，中身の写真が

大きく表示されている。ブランド名が上側に書かれている。 

  次に，オレオとノアールのパッケージの相違点についてまとめる。オレオのパッケージは青色を

基調とし，ノアールのパッケージは赤色を基調としている。また，オレオの方は，アルファベット

で商品名が書かれているのに対し，ノアールの方は，カタカナで商品名が書かれている。加えて，

オレオのパッケージには，下側に「バニラクリーム」とはっきりとした味が明記されているが，ノ

アールのパッケージには，「ビター＆スイートの絶妙なおいしさ」とはっきりとした味の説明が明記

されていない。さらに，オレオのパッケージには，ミルクに飛び込んでいるようなオレオの写真が

あるのに対し，ノアールのパッケージはノアールが並べられているだけだ。 

 

 ３－２．その他の要因の比較 

  ここでは，オレオとノアールの特徴のうち，消費者の購入意欲を高めると考えられる強みについ

て述べる。 

  オレオには大きく分けて２つの強みがある。１つ目は公式ホームページ 8)に掲載されていた，３ス

テップの食べ方があることである。その方法とは，①クッキーを外す。②クリームを味わう。③ミ

ルクにつけて食べる。２つ目は 1912年から販売されているロングセラー商品ということである。以

前のオレオを販売していたブランド名の「ナビスコ」を使用できることは，大きな強みになると考

える。ロングセラー商品になると，客価値を高めることが出来，継続的な収益をもたらすからだ。 

  ノアールにも大きく分けて２つの強みがある。１つ目は，以前のオレオとほぼ同じ製法で製造す

ることが出来ていること 9)。つまり，多くの人を虜にしてきた，以前のオレオの味の再現度が，現在

オレオとして販売されている商品よりも高いということ。現在のオレオは中国で製造されているた

め，製造過程は以前のオレオとは全く違うと言う。また，２つ目の強みは国内生産をしていること

だ。国内生産の商品の方が売れやすいことは，グラフ３で示したデータから明らかであり，オレオ

と違って国内生産ということも強みの１つだと考える。 

 

  オレオとノアールが，ほぼ同じ味だということを前提に研究しているため，ノアールもオレオの

ホームページで紹介されていたような食べ方が出来るのが強みと考えられる。しかし，ヤマザキビ

スケットからそれが強みだと発言されていないので，今回の研究では食べ方をノアールの強みには

含めないものとする。 

  これらのことを一度整理すると表３ようになる。 

  

表３ オレオとノアールの強み一覧 

オレオの強み 
牛乳につけて食べるとおいしいとアピールしている点 

ロングセラー商品で「ナビスコ」のブランド名が使える点 

ノアールの強み 
以前のオレオの味をほぼ再現出来ている点 

国内生産している点 
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 ３－３．販売数の比較 

  では，どちらの商品がより売れているかについてまとめる。販売数を比較するために，岡山県の

スーパーマーケットの 2020 年 9月の売り上げデータを使用する。データには様々な店舗の売り上げ

データ・販売数データと総計の売り上げデータ・販売数データが載っていた。今回の研究では，オ

レオとノアールを両方販売して，オレオとノアールの販売価格が同じ店舗の販売数データを参考に

した。この条件を満たす３店舗のデータを本論文で扱うこととする。３店舗の販売数を表にしたも

のが表２，グラフにしたものがグラフ３だ。 

 

表２ 岡山県のスーパーマーケットのオレオとノアールの１ヶ月の販売数 

 オレオ ノアール 

Ａ店 ２５ 個 ５ 個 

Ｂ店 ２６ 個 ２ 個 

Ｃ店 ３６ 個 ４ 個 

 

グラフ３ 岡山県のスーパーマーケットのオレオとノアールの１ヶ月の販売数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  このことから，オレオの方がノアールよりも圧倒的に販売数が多い，つまり売れていることが分

かる。 
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４．考察 

パッケージには，その商品の魅力を消費者に伝えるという役割がある。商品の魅力は，消費者が 

「購入したい」と思える判断材料であることから，商品の強みと言い換えることも出来るであろう。

また，パッケージの特徴から，オレオのパッケージはオレオの強みを伝えることが出来ていることが

分かる。牛乳に飛び込んでいるオレオの写真があることで，オレオが牛乳と食べるとおいしいことを

暗示させる。また，製造会社が変わっても「ナビスコ」ブランドをそのままパッケージに取り入れる

ことで，「あの，昔からあるナビスコのオレオだよ！」という様に，ロングセラー商品がもたらす継続

的な利益（＝継続的に購入してもらえる）を生み出している。 

 対照的に，ノアールのパッケージは強みを全くと言っていい程伝えられていないことが分かる。 

 

 オレオとノアールの魅力を比較して考えると，実際には以前と味が変わっているオレオに対して，

ノアールは以前のオレオの味を引き継いでいる，かつ国内生産をしている。つまり，ノアールの方が

消費者が求めていることを達成出来ているため，売り上げが高くなっても良さそうである。それでも

ノアールの方が売り上げが低い。それは，やはりパッケージでその魅力を十分に伝えることが出来て

いないから，と私は考える。これを別の角度から見ると，味は変わっているのにオレオは売れている

ことから，パッケージが消費者に与える商品のイメージが重要ということが分かる。 

 

５．提言 

 ノアールのパッケージの改案を作ることで，私の提言としたいと思う。 

 魅力を伝えると同時に意識しなければならないことに，商品名をアルファベットで書くか仮名文字

で書くか，色をどうするか，という２点がある。 

 

 ５－１．商品名を表記する文字の決定 

アルファベットで商品名を書いた方が良いのか，仮名文字で商品名を書いた方が良いのかという

点については，岡山県のスーパーマーケットのデータをもとに，販売数の多い商品を順（１～５

位）に並べて考察する。【３－３．販売数の比較】と同様に無作為に抽出した３店舗のデータを本論

文に載せることとする。その結果，Ａ店では１位「カルビー ポテトチップスうすしお」，２位「カ

ルビー じゃがりこサラダ」，３位「カルビー ポテトチップスのりしお」，４位「カルビー ポテ

トチップスコンソメパンチ」，５位「カルビー ポテトチップスギザギザ味わいしお」であった。Ｂ

店では１位「カルビー ポテトチップスうすしお」，２位「カルビー じゃがりこサラダ」，３位

「カルビー サッポロポテトつぶつぶベジタブル」，４位「カルビー サッポロポテトバーベキュ

ー」，５位「カルビー ポテトチップスギザギザ味わいしお」であり，Ｃ店では１位「カルビー ポ

テトチップスギザギザ味わいしお」，２位「カルビー ポテトチップスうすしお」，３位「カルビー 

ポテトチップスコンソメパンチ」，４位「カルビー じゃがりこサラダ」，５位「ＮＳ 個食美学カ

マンベールチーズサンド」であった。これらをパッケージの写真でまとめたのが表４である。 
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表４ 岡山県のスーパーマーケットの１ヶ月のお菓子の販売数ランキング 

 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

Ａ店 

 

 

 

 

 

 

    

Ｂ店 

 

 

 

 

 

 

    

Ｃ店 

 

 

 

 

 

 

    

画像出典：ポテトチップスうすしお＜https://www.calbee.co.jp/products/detail/?p=20100826141102＞  

     ポテトチップスのりしお＜https://www.calbee.co.jp/products/detail/?p=20100826145105＞  

     ポテトチップスコンソメパンチ＜https://www.calbee.co.jp/products/detail/?p=20100826143006＞ 

     ポテトチップスギザギザ味わいしお＜https://www.calbee.co.jp/products/detail/?p=20151021110112＞  

     サッポロポテトつぶつぶベジタブル＜https://www.calbee.co.jp/products/detail/?p=20151022163201＞  

     サッポロポテトバーベキュー＜https://www.calbee.co.jp/products/detail/?p=20151022164631＞ 

     じゃがりこサラダ＜https://www.calbee.co.jp/products/detail/?p=20041005141944＞ 

     個食美学カマンベールチーズサンド＜https://www.kyorindo-

takuhai.com/shop058a/item/detail.php?im_id=251788&detail_ilc_code=000008&detail_i

mc_code=007240&detail_isc_code=007249＞ 

 

  表４から，パッケージに載せる商品名はアルファベットよりも仮名文字で書いた方が良いと言い

切ることは出来ないが，少なくともアルファベットで書いた方が消費者の購入意欲を促進するとい

うことは言えない。よって，商品名の書き方については，変更せずにカタカナ表記の「ノアール」

で改案を作成する。 
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 ５－２．パッケージのメインカラーの決定 

ここでは，パッケージに使用する色について考える。パッケージの色を決定する時に意識するこ

とが，イメージに沿っているかということだ。オレオもノアールも，ミルク感を強調している点に

注目して，牛乳の売れ行きとパッケージについて調べた。 

インターネット上で誰でも回答することが出来る，「市販の牛乳人気ランキング！みんながおすす

めする商品は？」10)というアンケートには 33種の牛乳があり，投票数は 250件であった。その結果

は，１位「明治 おいしい牛乳」，２位「森永乳業 森永のおいしい牛乳」，３位「よつ葉 特選よ

つ葉牛乳」４位「協同乳業 農協牛乳」，５位「雪印メグミルク 雪印メグミルク牛乳」であった。

販売価格は複数のインターネットスーパーの販売価格を参考にした。「明治 おいしい牛乳」は 228

円（＋税），「森永乳業 森永のおいしい牛乳」は 230 円（＋税），「よつ葉 特選よつ葉牛乳」は 238

円（＋税），「協同乳業 農協牛乳」は 212円（＋税），「雪印メグミルク 雪印メグミルク牛乳」は

230 円（＋税）であった。これらをまとめたものが，表５である。 

 

 

表５ 市場の牛乳人気ランキングの結果 

ランキング １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

パッケージ 

  

 

 

 

 

 

 

   

商 品 名 おいしい牛乳 森永のおいしい牛乳 特選よつ葉牛乳 農協牛乳 雪印メグミルク牛乳 

販売価格 ２２８円 ２３０円 ２３８円 ２１２円 ２３０円 

出典：みんなのランキング，「市販の牛乳人気ランキング！みんながおすすめする商品は？」，2021年

2月 23日までのデータ 

画像出典：おいしい牛乳＜https://www.meiji.co.jp/products/milk_drink/4902705126558.html＞ 

     森永のおいしい牛乳＜https://sm.rakuten.co.jp/item/4902720060509＞ 

     特選よつ葉牛乳＜https://product.rakuten.co.jp/product/-/4aff137c31bc37842b84b283c956082e/review/＞  

     農協牛乳＜https://www.meito.co.jp/nokyo-milk/＞ 

     雪印メグミルク牛乳＜https://www.meg-snow.com/products/list.php?c=milk＞ 

 

表５のパッケージの写真から，「牛乳」という食品のイメージカラーは青色や赤色が多く，ほかの

色が少数派だと読み取れる。よって「ミルク」味をアピールしているオレオとノアールのパッケー

ジには青色も赤色も適当なイメージカラーだと言える。 

  ノアールの味のイメージを連想させる特定の色がないことが分かったところで，パッケージのメ

インカラーを決める手法として「一色訴求」」という方法がある 11)。「一色訴求」とは，メインカラ

ーを中心にイメージを植え付けることだ。例えば，コカ・コーラやポカリスエットなどが「一色訴

求」」の例にあたる。ヤマザキビスケット マーケティング部 部長代理 飯島宏一郎氏によると，

オレオとは違うことを印象付けたいと話していた 12)ことから，あえてオレオと異なる色を選択して
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いると考えられる。さらに図１からわかるように，「モンデリーズ・ジャパン」が販売している「リ

ッツ」というお菓子のパッケージは赤色がメインなのに対して，「ヤマザキビスケット」が販売して

いる「ルヴァン」のパッケージが青色という点からも，あえて異なる色を選択していることがより

伺える。したがって，ヤマザキビスケットは「オレオ」「リッツ」ちがう商品だということをアピー

ルするために，意識的に異なる色を「ノアール」「ルヴァン」のイメージカラーにしているので，今

回提言する改案ではノアールのイメージカラーは赤色のまま変更しない。 

 

図１ リッツとルヴァンのパッケージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像出典：https://toyokeizai.net/articles/-/156649 
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 ５－３．パッケージ改案 

  以上のことをまとめたものが表６となり，表６のポイントを考慮して作成したノアールのパッケ

ージの改案が図２だ。 

 

表６ ノアールのパッケージ改案のポイント 

項目 ポイント 

色 赤色をメインカラーとする。 

商品名の表記の文字 カタカナで「ノアール」と表記する。 

追記するもの 
「以前のオレオの再現度が高い」こと。 

「国内生産」をしていること。 

 

図２ ノアールのパッケージ改案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  右下に大きく「国内生産」と書くことで，消費者に伝える。また，以前のオレオの味を引き継い

でいることを表現することに関しては，「オレオ」「ナビスコ」という名前は使えないため，少し曖

昧な表現にした。このキャッチフレーズを見た消費者が「どういうことだ？」と疑問に思って，ネ

ットで検索してもらうことで，以前のオレオの味を引き継いでいるのは，今のオレオではなくノア

ールだということを知ってもらう機会を増やせると考えた。このパッケージに変えることで，商品

の特徴がよりよく消費者に理解されると考える。 

国内生産 
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メタルチップを用いた筆記用具の可能性 

5 年 A 組 5 番  城戸 信之 

 

1. 概要 

 現在筆記用具の生産に用いられているプラスチック、木、黒煙などの資源の使用量削減と発展途上国

への文房具支援の促進のため、メタルチップという新しいタイプの芯を提案し、普及させる。 

 

 

2. 現状 

 日本国内で 1 年間に生産されている中で、以下のものが以下の量使われている。（詳しくは「研究中

間報告書 0817」参照） 

 

＜鉛筆＞ 

・直径 2m、高さ 20m のインセンスシダー277 本 

・黒鉛 266t 

 

＜ボールペン＞ 

・プラスチック 15462t 

 

 日本 1 国のみで現在これだけの資源を使用しているという現状である。世界全体での使用量を考える

と、プラスチックと木材の大量使用が環境にかける負荷の大きさという点でこのことは大きな問題であ

るといえるだろう。 
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3.本論 

ⅰ）寸法 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 左上図の立体において、r1＝2mm r2＝0.25mm h＝3.5mm の大きさのメタルチップを量産する。

なお、ヴェネツィア大学（伊）とイタリアのとある企業が特殊合金を使ったメタルペンを開発している

ので、それを基として考える。（なお、具体的な芯の合金の調合割合は特許の対象であるため、閲覧不

可能であった）そのチップを錠剤のような形で芯として大量に配布することができれば（前ページ右上

図）、より輸送しやすい便利な筆記用具として普及させることが可能だろう。 

 

ⅱ）材料 

 表 1 はメタルペンを自作した方のブログに載っていた金属の調合割合をもとに計算した、必要な金属

資源の量をまとめたものである。（推定） 

 

表 1 メタルチップにおける金属調合割合 

 配合割合（％） メタルチップ製造にあた

っての推定使用量（t） 

年間生産量（t） 

※2018 年 

スズ（Sn） 64 631 371000 

銀（Ag） 12 168 26502 
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銅（Cu） 12 143 20252000 

鉛（Pb） 12 181 4703000 

    

  

表 2 日本国内の都市鉱山の金属埋蔵量 

 また表 2 は、日本国内に蓄積されていて、リサイクルが可能な金属の埋蔵量（2018 年発表）を表して

いる。 

これによると、 

Sn 660000t  

Ag 60000t 

Cu 38000000t 

が都市鉱山に「埋蔵」されていることがわかるため、これらをメタルチップの主な原料として使うこと

でより環境にかける負荷が軽減されるだろうと考える。しかし、都市鉱山の「採掘」は短期間で効率的

にできるものではなく、様々なところに廃棄されているものを集めてくる形となるので、コスト面で不

安が出うるという問題点もある。 

       

 

4. 考察 
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ⅰ）利点 

 ①環境保全の観点から 

  このページの上の表の数値はあくまで個人的な試算の結果をもとにしているものではあるが、メタ 

ルチップの導入により、使う金属資源の量を大幅に削減することができるであろうと予測される。な 

お、このメタルチップによる筆記の仕組みとして金属を紙にこすり続けることで、ほとんど芯を減ら 

すことなく半永久的に使える、というものなので、その点も非常に大きな魅力である。 

 

 ②発展途上国支援の観点から 

  教育、特に初等教育の普及の割合を示すデータとして識字率があげられる。現在、一昔前に比べる 

とまだ教育は普及したといえるが、それでもアフリカ、南アジアなど教育が普及していないところが 

ある。（図 1 参照）そういったところへの教育支援として、このメタルチップは有効 だと考える。輸

送費などが抑えられ最終的にはコスト、販売価格の削減につながり、最終的には低所 得の人々にもい

きわたりやすい文房具となるだろう。また、このペンの半永久的に書き続けるという 特徴も発展途上

国支援においてとてもプラスに働くだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        図 1 世界の識字率 

ⅱ）課題・問題点 

 ①メタルペンの筆跡は消すことができない 
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  メタルペンは金属を直接紙にこすりつけて筆記するため、消しゴムで消すことができない。よって 

例えば日本の教育現場のような「消す」という行為を必要とする場面での普及は見込めない。ただ  

し、そのような状況の日本であっても国内年間の生産量で鉛筆：ボールペン＝1:8 なので消せないこと 

によるメタルチップ普及へのダメージはあまり大きくなさそうだ。さらに、日本以外のほとんどの国 

では教育現場でもボールペンが用いられるといわれていることも考えるとよりそう言えそうである。 

 

 ②金属製のため高価になるかもしれない 

  全く新しい素材なので製造コスト・販売価格を算出することは難しいが、金属製ということでコス 

トパフォーマンスに不安ある。コストがかかれば、持ち運びやすさの点で 生まれる 3.② のような利点 

が相殺されてしまいかねないので、この問題はかなり重要になってくるだろう。今後、この問題の影 

響力が低いことを示せればより現実的で多くの人に納得してもらえるような提言にしていけそうだと 

考えている。 

 

 ③経済格差を助長しかねない 

  メタルペンの製造にはどうしても鉱山資源が必要となってくるが、それらが採掘できる国・地域は 

限られている。そのため、メタルペンの製造によって鉱山資源に富んでいる国とそうでない国との経 

済格差がより大きくなりかねないという懸念が残る。もちろん、現時点で開発途上である国がこの事 

業のおかげで経済が潤うという状況も考えられることから、このデメリットは常に発生するわけでは 

ないとも考えられる。 

5. まとめ・提案 

  これまで述べてきたことからわかるように、メタルチップを原料とする筆記用具は、環境保全・開発

途上国支援の特に 2 つの観点から大きなメリットがある一方で、筆跡が消せないという特性上の問題や

コスト面での不安など、実用化に向けての懸念材料もある程度存在しているということが分かった。 

 これらのことから私は、様々な状況によって使う筆記用具の種類を使い分けつつ、メタルチップを新

たな主要筆記用具して普及させていくことを提案する。 

 例えば、日本のように教育現場で生徒が用いる筆記用具として、消すことができるという理由からシ

ャープペンシルや鉛筆を用いることが推奨される場合がある。他にも、書き心地の観点から色鉛筆やボ

ールペンなどが個人的に好まれるということもあろう。そういった場合はそれぞれそのニーズを満たす
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筆記用具を使い、そしてイメージ的には、汎用性の点において今のボールペンと同等くらいにまでメタ

ルチップを普及させることができればよいのではないかと思っている。 

 以上のように、メタルチップをいわば「次世代の文房具」とすることについて考察を行った。そして、

半永久的に書き続けられるという特性のおかげで、上述の複数の観点から大いにその可能性を秘めてい

るということを学んだ。よってこのメタルチップを、将来の主要な文房具として提案する。 

 

 

6. 参考文献 (閲覧日はすべて 2020 年 2 月 16 日) 

 

1) 日本国内で生産される鉛筆について 

http://www.pencil.or.jp/seisan/seisan.html 

https://www.mpuni.co.jp/customer/pencil/qa_11.html 

http://www.jwima.org/pencil/08arekore/08arekore.html と http://www.pencil.or.jp/pencils_jis/jis_1.html 

https://www.mpuni.co.jp/pressroom/enshi/enshi.html 

 

2) 日本国内で生産されているボールペンについて 

http://www.jwima.org/toukei/hinmoku_kunibetu/pdf/toukei_siryo03.pdf 

 

3) メタルチップの製造に必要な金属の量について 

https://ameblo.jp/konica/entry-10589862388.html 

https://keisan.casio.jp/exec/system/1165885957 

 

4) 鉱物の年間生産量 

http://mric.jogmec.go.jp/wp-content/uploads/2019/03/material_flow2018_Sn.pdf 

http://mric.jogmec.go.jp/wp-content/uploads/2019/03/material_flow2018_Ag.pdf 

http://mric.jogmec.go.jp/wp-content/uploads/2019/03/material_flow2018_Cu.pdf 

http://mric.jogmec.go.jp/wp-content/uploads/2019/03/material_flow2018_Pb.pdf 

 

5) 都市鉱山について 

https://www.nims.go.jp/research/elements/rare-metal/urban-mine/0ej0070000002ym4-img/0ej0070000002yod.jpg 
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6)発展途上国支援について 

https://eco-friendly.site/ 

https://ourworldindata.org/literacy 
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5 年「提言Ⅰ」 
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高度情報時代に生きる現代人に向けて 
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 0. 要旨 

 本研究ではまず情報化の進んだ現状を確認し, 次に現状から見えてくる問題点としてクリックベイト

を挙げ, 最後に高度情報社会に生きる現代人に必要である実践的な対応策を図を適切に用いて提案する。 

1. 序論 

1.1 高度情報社会への過程 

1980 年代にパソコンが登場し 1990 年代に普及し, 2000 年代後半にはスマートフォンが登場し 2010 年

に普及したことにより情報がデジタルに保存される機会は多くなった。下に 2008 年～2018 年におけ

る情報通信機器の世帯保有率の推移を示す。グラフからスマートフォンおよびタブレット型端末の保

有率は上昇傾向にあり, 特にスマートフォンでは 2010 年と 2018 年を比較すると 60 ポイント以上保有

率が上昇している。また 2010 年代前半には LINE や Twitter などの SNS が開発され, 情報は保存され

るだけではなく, 拡散されるようになった。このようにして 2010 年代前半に高度情報化社会が形成さ

れ, さらに 2010 年代後半に高度情報社会が形成された。 
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※グラフは総務省｜令和元年度版 情報通信白書｜情報通信機器の保有状況 を元に作成 

 

1.2 高度情報社会の課題 

さて, SNS はもちろん従来の Web サイトも含めて情報を拡散するのは個人個人ということになるが, 

そもそも情報とは何であろうか, 辞書的な意味をここで確認してから論を進めたいと思う。 

 

情報（じょうほう）  

1. ある物事の事情についての知らせ。 

2. それを通して何らかの知識が得られるようなもの。 

出典 Oxford Languages 

 

 本研究は情報を上記の意味に加えて, 個人情報はこれに含まないという条件の下で研究されている。 

さて, 前述のように情報を拡散するのは個人個人であるので, 個人は拡散したことに対する責任を負う

ことになる。拡散された情報が正しければ正しい知識がより多くの個人に行き渡るが, 情報が間違って

いえば間違った知識がより多くの個人に行き渡ることになる。後者が避けるべきことであるというの

は化学や日本史の学習を想定すれば容易に合点がいくであろう。現在は SNS が発達しているので, あ

らゆる情報が極めて短時間で世界中に拡散されうる。そのため, 間違った情報の拡散は早い段階で止め

なければならない。しかし, 間違った情報が多く流布しているのが現状である。（下に間違った情報が

拡散された例を挙げる。）無論, 情報の拡散は SNS のいいね機能が大きく関係していると推測される

が, 最初に間違った情報が出回る原因はどこあるのか。そこで本研究はまず「間違った情報が多く流布

していること」を情報社会における課題とする。 

出典 左 東京新聞（2020 年 3 月 7 日） 

出典 右 産経新聞（2020 年 1 月 27 日） 
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情報が拡散されるのは SNS の拡散 

機能によるものである 

 

本研究の注目ポイント 

最初の一滴はなにゆえ発生するのか 

 

1.3 本論文の目的 

 では, 本論文の目的について説明する。これまで述べてきたように本研究は「間違った情報が多く流

布していること」を課題とする。ではなぜ間違った情報が広まる事態に至るのであろうか。そこで本

研究では SNS の拡散機能の影響を前提に「拡散発生の原因追究とそれに対する実践的な方策を提案す

ること」を研究の目的とする。最後に, 下にこの研究を行うにあたって非常に参考になった文部科学省

の記述を紹介する。 

 

「インターネットがグローバルな情報通信基盤となり，経済社会に変革をもたらしているととも

に，パソコンや携帯電話などが広く個人にも普及し，誰もが情報の受け手だけでなく送り手としての

役割も担うようになり，日常生活も大きく変化している。 

このように経済・社会，生活・文化のあらゆる場面で情報化が進展する中で，大量の情報の中から

取捨選択をしたり，情報の表現やコミュニケーションの効果的な手段としてコンピュータや情報通信

ネットワークなどの情報手段を活用する能力が求められるようになっている。同時に，ネットワーク

上の有害情報や悪意のある情報発信など情報化の影の部分への対応が喫緊に求められており，このよ

うな状況の中で，情報や情報手段を適切に活用できる能力がすべての国民に必要とされるようになっ

ている。」 出典 文部科学省「教育の情報化に関する手引き」 

 

 

1.4 研究方法 

 主にインターネットでまず課題の原因を収集した。この時, 対象とした情報は原則として論文, 辞書,

新聞, セキュリティ会社など信頼性の高いものとしたが, 一部の画像は一般認識を表すために Google

の画像検索を利用した。次に, その原因の具体例を収集した。この時, 類似した具体例の羅列になら

ないよう, 系統が異なると判断できるものを選定した。例えば, 「世界における気候と宗教の関連

性」について具体例を挙げる場合, フランスの例とドイツの例は類似した具体例である。フランスと

ドイツでは地理的に近く気候条件も近しい関係にあるからである。一方, フランスの例とパプアニュ

ーギニアの例は類似した具体例ではない。フランスとパプアニューギニアでは地理的に遠く気候条件

も異なっているからである。 

 

２．本論 

2.1 原因の調査 

 まず間違った情報が多く流布している原因について, 「誇大広告に多くの人が誘導されている」とい

う仮説を立てた。この仮説に基づいて調査を行った結果, ある言葉にたどり着くことができた。それは

「クリックベイト」という言葉である。クリックベイトとはどのような意味であるのだろうか。調査
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を進めるとこの言葉は英語由来であることが判明したのでまず辞書的な意味を確認したい。 

 

clickbait 〈noun〉 

 material put on the internet in order to attract attention and encourage visitors to click on a link to a 

particular web page 

                  出典 Oxford Learner’s Dictionaries 

 

 

続いて Google 検索を用いて「clickbait」と画像検索した結果の一部を挙げる。 

 

 

 

 

 

 最後に, clickbait の定義を日本語に訳すと「注目を集め、訪問者が特定の Web ページへのリンクを

クリックするように促すためにインターネット上に置かれた資料」となる。なお, 俗語ではあるがクリ

ックベイトは「釣り」という言葉で使用されていることも紹介しておこうと思う。 

 

2.2 クリックベイトの具体例とその特徴 

 そこでクリックベイトにはどのようなものであるのか, 具体的な例を調査すると大きく 2 つのタイプ

に分かれることが明らかになった。１つずつ紹介していこうと思う。 

①Web サイト型 

調査中に一番目に付いたのが Web サイト上で過剰なタ

イトルをつけることによってユーザーをそのサイトへ誘導

するという手法である。この手法を本研究では「Web サ

イト型」と呼ぶことにする。また Web サイト型のクリッ

クベイトはしばしば画像とともに存在する。左の画像のよ

うな形式である。過剰なタイトルと印象に残る画像でユー

ザーをそのサイトへのアクセスへ誘導しているケースがあ

るということである。 

 

参考 Web サイト型クリックベイトの例 

既に削除された記事であるが, Yahoo ニュースに過剰なタイトル付けのされた記事が投稿されていた

ので紹介したいと思う。 

「クラーク高サッカー部格闘技トレ、部員 7 人殴る蹴る（日刊スポーツ）」 

 

実際はサッカー部の部員 7 人が格闘技のトレーニングで用いられる 

ミット打ちを行っているという内容のニュースである。 

しかし, この見出しは不祥事の意味を内包していると考えることはで

きないでろうか。 
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見出しとともに用いられた画像 

 

②SNS 型 

 次に紹介するのは SNS 上の投稿でリンク付きの画像と

偽の再生ボタンを用いてユーザーを別のサイトへと誘導す

る手法である。この手法を本研究では「SNS 型」と呼ぶこ

とにする。 

右の画像は Facebook の投稿であるが, 掲載されている

のは動画ではなくリンク付きの画像であり, ユーザーが再

生ボタンを押すと別のサイトへと誘導される。ユーザーの

意思に反して別のサイトへ誘導されることは SNS 型の特

徴といえそうである。また可能性としてであるが, この手

法は Facebook だけではなくその他の SNS, 例えば Twitter

や LINE にも転用されうる。 

 

 この２つのクリックベイトはユーザーが意思をもってそのサイトにアクセスしているかどうかとい

うところにある。Web サイト型ではユーザーがタイトルや画像から判断してサイトを訪問するのに対

し, SNS 型はユーザーの本来の目的（動画の再生など）に反して別のサイトにアクセスさせられてい

る。本研究で注目したいのは前者である。この研究の目的は「拡散発生の原因追究とそれに対する実

践的な方策を提案すること」であるので, 後者の例は研究対象として不適切であるからだ。次の節では

前者の Web サイト型に注目して論を進めたいと思う。 

 

2.3 Web サイト型クリックベイトへの対策 

 さて, 前の節で述べたようにこの節では Web サイト型のクリックベイトに注目して実践的な方策を

提案する。（ここでの実践的な方策とは個人でできる方法のことである。）一番重要になるのはタイト

ルでの判断である。どのような言葉や内容が使用されるのであろうか。警視庁の情報を参考に紹介し

たいと思う。 

 

〇クリックベイト記事で使われやすい言葉や内容（警視庁より） 

A: 強調表現 

B: 不安をあおる表現 

C: 急がせる表現 

D: 伝聞形式 

E: 拡散を勧めている 

 

A の例として「非常に」「かなり」「すごく」「絶対」「必ず」など 

B の例として「危険な」「悪質な」「大変な」など 

C の例として「即」「至急」など 

D の例として「のようだ」「らしい」など 

E の例として「拡散希望」「超速報」など 
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 これらの表現が用いられている記事を拡散する場合は拡散する責任を意識して, 間違った情報だった

場合の被害を考慮したうえで拡散するモラルが必要である。もちろん, 情報の提供元を確認する, 複数

の情報源がないか確認する, 情報提供者の信頼性を確認するなどの対策があったうえでさらなる確認と

して行ってほしい。そこで本研究では上記の A~E について E の拡散を勧めている記事に注意すること

を前提に A の強調, B の不安≒恐怖, C の急がせる≒緊急, D の伝聞≒聞き伝えとして, 「強調」「恐

怖」「緊急」「聞き伝え」の４つの K を意識することを提案する。 

  

                                       

                    

 

 

３．結論 

3.1 課題の再確認と本論のまとめ 

 本研究では「間違った情報が多く流布している」ことを課題とし, 「拡散発生の原因追究とそれに対

する実践的な方策を提案すること」を目的とした。そこで本論ではクリックベイトという事柄に注目

し研究を進めた。さらにクリックベイトを 2 つの場合に分け, より課題の結論として適する Web サイ

ト型クリックベイトについて特徴を洗い出した。最後に「４つの K」を提案した。 

 

3.2 今後の課題 

 本研究で Web サイト型クリックベイトが誤った情報の拡散発生原因となっているという結論に至っ

た。しかしこの研究にはまだ課題が残る。それは本研究でのキーワードである「clickbait(クリックベ

イト)」という言葉はまだ日本では使用されていないということである。これは clickbait に対する適切

な日本語がまだ存在していないということからも明らかである。以下に Google Trends におけるいく

つかのワードの検索件数を相対値で表したグラフを挙げる。クリックベイトがいかに認知度の低い言

葉であるかが如実に表れている。 

強調 

恐怖 

緊急 

聞き伝え 

４つの K 
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「クリックベイト」「駅家」「福山」での比較結果 

 

「クリックベイト」「デモクリトス」「アリストテレス」での比較結果 

 

3.3 本研究のまとめ 

 「課題」・・・「間違った情報が多く流布していること」 

 「目的」・・・「拡散発生の原因追究とそれに対する実践的な方策を提案すること」 

 「結論」・・・「Web サイト型クリックベイトが間違った情報拡散の原因となっている」 

 「提案」・・・「現代人へ向けて強調・恐怖・緊急・聞き伝えに注意する『４つの K』の提案」 

              「Clickbait という言葉を広めること」 

 

４．引用・参考文献 

 配列は本文へ記載した順番とした。 
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 電子版（https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/pdf/01honpen.pdf 

 最終閲覧日: 2020 年 12 月 23 日） 

＊「〈新型コロナ〉世界でデマ拡散 SNS など情報 注意を」 『東京新聞』, 2020 年 3 月 7 日 

 電子版 （https://www.tokyo-np.co.jp/article/17598 最終閲覧日: 2020 年 12 月 23 日） 

＊「「バナナを食べると感染」急速に広まる新型肺炎のデマ」 『産経新聞』, 2020 年 1 月 27 日 

 電子版（https://www.sankei.com/life/news/200127/lif2001270041-n1.html  

  最終閲覧日: 2020 年 12 月 23 日） 

＊文部科学省「情報の教育化に関する手引き」（2010） 

 電子版（http://www2.japet.or.jp/info/mext/tebiki2010.pdf 最終閲覧日: 2020 年 12 月 23 日） 

＊Oxford Learner’s Dictionaries 

- 27 -

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/pdf/01honpen.pdf
https://www.tokyo-np.co.jp/article/17598
https://www.sankei.com/life/news/200127/lif2001270041-n1.html
http://www2.japet.or.jp/info/mext/tebiki2010.pdf


  電子版（https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/clickbait  

 最終閲覧日: 2020 年 12 月 24 日） 

＊４ページにおける Clickbait の画像検索結果で使用した画像 
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  https://porternovelli.com.au/2018/04/clickbait-will-die/ 

 （最終閲覧日: すべて 2020 年 12 月 24 日） 

＊https://jp.voicetube.com/v3/videos/135616 （最終閲覧日: 12 月 25 日） 

＊https://news.yahoo.co.jp/articles/3b32771e78ccc513379fce985b39ec0130a74961 

（最終閲覧日: 2021 年 1 月 10 日） 

＊https://about.fb.com/news/2017/08/news-feed-fyi-taking-action-against-video-clickbait/ 
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スポーツツーリズム in 広島 

５年 A 組 近藤 大斗 

⓪はじめに 

広島を訪れる観光客数は年々増加している。これは世界的に平和への関心が高まる

中で、原爆ドームや平和祈念資料館を訪れる人が増えたことが大きな要因だと考えら

れる。また、豊富な観光資源や交通の利便性の良さなど他の県にはない魅力もあると

考えられる。そこで、そのような利点を生かしつつもっと広島の観光業を発展させて

いくためにはどうすればいいのかについて考えようと思った。 

そこで注目したのがスポーツツーリズムである。スポーツツーリズムとは、スポー

ツを見に行くための旅行、およびそれに伴う周辺観光やスポーツを支える人々との交

流などスポーツに関わる様々な旅行のことである。2011 年に観光庁がとりまとめた

「スポーツツーリズム推進基本方針」で掲げられた方針に則り、2012 年には一般社団

法人として JSTA（日本スポーツツーリズム推進機構）が組織され、スポーツツーリ

ズムの推進を目指している。スポーツツーリズムは、〝見るスポーツ“、”支えるスポ

ーツ“、”するスポーツ“の３つを基本としており幅広い年齢層に楽しまれている。 

   しかし、従来のものをそのまま導入しても非効率的であると思う。広島に今ある素

晴らしさを最大限生かしたうえでスポーツツーリズムを導入するためには他の事例か

ら学びつつ新しいものを作り出す必要があると思う。そうすることで、より経済が発

展するとともに広島の魅力も知ってもらえるようになると考える。 

そこで私は、①平和とスポーツのつながり、➁ピースツーリズム、③支えるスポー

ツから考えるスポーツツーリズムについて考え、それを踏まえて④広島のスポーツツ

ーリズムを提言しようと思う。 

 

（図１）従来のスポーツツーリズムに基づく 3 つのスポーツ 
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➀平和とスポーツのつながり 

「スポーツには世界を変える力がある」という言葉をよく耳にするが、実際に国際

的な取り組みとして平和とスポーツとの関係を重要視している。その事例を見ていこ

うと思う。 

まず、4 月 6 日を「開発と平和のためのスポーツ国際デー」として国連が定めてい

る。これはギリシャで近代オリンピックが初めて開催された日が 4 月 6 日ということ

で 2013 年に制定されたものだ。国連は、スポーツが平和と開発を促し、寛容と相互

理解を育む側面に着目している。（図２） 

次に、多くの人が知っていると思うがオリンピックである。オリンピックは平和の

祭典として、夏と冬のそれぞれ 4 年に 1 回開催されている。オリンピックの基本理念

は「卓越」「友情」「敬意／尊重」の 3 つであり特に 2 つ目、3 つ目は平和に深くかか

わっていると思う。（図３） 

このように世界規模の取り組みとしても平和とスポーツには深いつながりがあるこ

とを示している。 

 

  （図２）開発と平和のためのスポーツ国際デーのロゴマーク 

    

 

（図３）オリンピックのロゴマーク 
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➁ピースツーリズム 

 広島市では、国内外の来訪者と市民が平和への思いを共有するためにピースツーリ

ズムを実施している。これは、PEASE（平和）と TOURISM（旅行）をかけたもので

ある。広島市内にある原爆ドームや平和記念公園、福屋百貨店などをめぐることを通

して、市民も来訪者も平和とは何かを考え、平和な世界の実現に向けて自分たちに何

ができるかを考えるきっかけになってほしいという願いが込められている。しかしな

がら、ピースツーリズムのウェブサイトのアクセス数は 2018年の開設以来、約 2年

間で計 5万２８２９件となっている。これは月平均で約２３００件と決して多いとは

言えない数字である。最近は、マスメディアから情報を入手することが非常に多くな

っている。このことから考えると、ピースツーリズムはあまり認知されておらず、社

会の関心もあまり高くないように感じる。 

 しかし、広島平和記念資料館の入館者数は２０１６年にオバマ前米大統領が訪れた

ことによる外国人入館者数の増加し、総入館者数も増加傾向にある。（コロナによる

影響は考慮していない）上でも述べているように平和に対する意識はとても高いと思

う。それゆえに、多くの人に認知してもらうことができればピースツーリズムは大き

く発展していくと考えられる。このことからどれだけ多くの人に知ってもらえるかと

いうことが大事なことだと思う。 

   

  （図４） 
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➂支えるスポーツから考えるスポーツツーリズム 

 スポーツの大会を開催するためには大会をサポートしてくれる人、つまり“支えてく

れる人”が必要になる。イベントの運営やサポートなどを行うスポーツボランティア以

外にも、試合の審判や、監督、コーチなど支える存在も重要である。また、選手やチ

ームの応援、企業等によるスポーツ用品や用具の提供、スポーツイベントへの協力な

ども“支えるスポーツ”に含まれ、スポーツへの関わり方は多種多様であることが分か

る。ここでは 10代のスポーツボランティアへの関心について見ていこうと思う。 

 まず、（図５）にあるように 10代のスポーツへの関わり方を見てみると“するスポ

ーツ”が圧倒的に多く、次いで“するスポーツ＆見るスポーツ”の割合が多くなってい

る。小学生高学年、中学生、高校生の間は部活動の大会やスポーツ少年団の活動で実

際にスポーツを“する”ことが多いためこのような割合になったと考えられる。 

 次に、（図６）から分かるように 10代を所属グループごとに分けてスポーツボラン

ティアへの実施希望率を見てみると、どのグループも 50％を下回っておりスポーツボ

ランティアへの意欲関心が高いとは到底言えない。しかし、（図７）から分かるよう

にスポーツボランティアに参加した人は満足感や出会い、そして知識や経験を得たり

活かしたりするいい機会にしているように感じる。また、スポーツに関する知識や技

能、関心などの高まりを感じている人もいる。 

 このことから、”支えるスポーツ”（ここでは特にスポーツボランティア）を経験す

ることでスポーツへの関心が高まることが期待できる。すなわち、“支えるスポーツ”

の普及がスポーツ全般の発展に寄与していくと考えられる。そのため、10代におけ

る”支えるスポーツ”への関心を高めることが重要になってくる。 

   

（図５）10代のスポーツの実態 
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（図６）スポーツボランティア実施希望率 

 

 

（図７）スポーツボランティアをしてよかったこと 
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④ 広島のスポーツツーリズム 

➀～③を踏まえて広島のスポーツツーリズムを考えていく。 

まず、平和に関する要素を入れるべきだと思う。平和であるからスポーツができ

て、逆にスポーツの力で平和にできるという面でスポーツと平和には強いつながりが

あると言える。広島は世界で初めて原子爆弾が投下され、長い年月をかけて復興して

きた街であるから平和に対する意識は非常に高いように思う。また、国内外の多くの

人が広島を平和都市として認識し、平和としての役割を果たすことを期待している。

つまり、広島と平和とは切り離せないものだと考える。 

次に、どのように活動を多くの人に周知していくのかという方法を考えると社会の

状況に合わせて複数のマスメディアを有効活用するべきだと思う。特に 10 代の若者

は SNS やテレビなどのマスメディアから情報を入手する機会が非常に多い。また、入

手した情報を拡散することもあるためスピード感を持って不特定多数の人に認知され

るようになると思う。スポーツに興味を持ってもらうためには、まず知ってもらうこ

とが重要である。知ってもらうという点ではマスメディアはとても効果的だと思う。 

最後にスポーツボランティアに参加する学生を増やすためには参加しやすい大会に

することが大切だ。一人で参加するには勇気がいると思うから学生が中心となって大

会のボランティアをするような大会であれば参加者は増えるのではないかと思う。 

このように考えて、私は学生が中心にスポーツボランティアを行う平和マラソン大

会を開催することを提言する。マラソンであれば広島の平和遺産を見て回ることがで

きる。平和についてもう一度見直し、平和とスポーツの強いつながりを感じる機会に

なると思う。また、コースが長いため多くのスポーツボランティアが必要になる。そ

のため、多くの学生がスポーツボラティアを経験するチャンスを作り出すことがで

き、これまで参加するか悩んでいた学生が一歩を踏み出せるようになると思う。➂で

述べたように、スポーツボランティアに対する満足度は高いから、一度参加した学生

が複数回参加することも見込め、スポーツへの関心は大いに高まるはずだ。そして、

国内外から有名な選手を招待すれば話題になり、マスメディアと合わせれば非常に多

くの人に認知してもらえると思う。最終的には広島に興味を持ったり、実際に訪れた

りする人が増え、経済的な発展が見込めるのではないかと思う。 

この段階を踏むのはとても難しいと思うが多方面への利益をもたらしうるという点

で、現実化すればよい結果をもたらすことが期待できる。 
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現代におけるテレビの在り方 

 

5年A組14番 中山貴博 

 

 

1．はじめに 

 私自身、近年急速に発達してきたスマートフォンによるインターネット利用時間の増加に

伴ってテレビの視聴時間が大幅に減少してきている。個人的にスマートフォンで事足りる場

面が多くなっているため、世の中全体としてもそのような傾向はうかがえるのではないかと

疑問に思い本研究に至った。 

 本研究では、現代社会の中でテレビ及びスマートフォン等によるインターネット利用の現

状と、両者の特質等を整理したうえで今後のテレビはどうしていくべきか、そして私たち自

身メディア利用方法の変遷に対してどう向き合っていくべきなのかについての提言とする。 

 さらに、ここでいうテレビ、インターネットは情報発信の媒体としての機能に重きをおい

ていくこととする。 

 

 

 

2．テレビの基本理念 

 

 放送は、民主主義の精神にのっとり、放送の公共性を重んじ、法と秩序を守り、基本的人

権を尊重し、国民の知る権利に応えて、言論・表現の自由を守る。 

 放送は、いまや国民にとって最も身近なメディアであり、その社会的影響力はきわめて大

きい。われわれは、このことを自覚し、放送が国民生活、とりわけ児童・青少年および家庭

に与える影響を考慮して、新しい世代の育成に貢献するとともに、社会生活に役立つ情報と

健全な娯楽を提供し、国民の生活を豊かにするようにつとめる。 

(放送倫理基本綱領より抜粋) 

 

 

 放送局は、公共財である「電波」を利用して皆に同じ番組、同じ情報を提供している。 

ここから見てあげられることとしては、ほかのメディアとは違って高い「公共性」を持って

いると考えられる。より多いテレビ視聴者に向けて、ニュース番組であれば正しく有効な情

報を、ドラマ、バライティー番組であれば健全な娯楽を、視聴者一人一人というよりは、一
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人よりもより多くの人に対して有益である情報を日々安定しておくることができる。視聴者

は個人の嗜好によらない、幅広い正しい情報を簡単に提供してもらうことができる。 

 また、番組制作者側においても、テレビにおいてテレビ番組とともに流れる「CM」がテ

レビ産業において大きな役割を占めている。インターネット広告とは異なり、その高い公共

性から1つの情報を一度に多くの人に向かって提供できるメディアは、今となってはテレビ

以外に主流なものはないだろう。こうしてテレビ産業は収入を得ているのである。 

 

 

 

 

3．現在のテレビ産業の現状 

 

 ここでは、テレビ視聴やインターネット利用の現在の状況についてのデータ、そこから読

めることとそれに関する考察とする。 

 

〇テレビ離れと広告収入、テレビ制作費の現状 

 

 
 

(左:テレビ視聴時間推移、右:インターネット利用時間推移) 

 

 

 

 上2つのグラフからわかることとして、2000年から2015年にかけて10～50代の人のテレ

ビ視聴時間は減少傾向、60代の人は若干の増加傾向にある特に著しく減少しているのは10

代で、2000年のテレビ視聴時間が約170分であるのに対して、2015年では約80分と2倍以上

の減少がみられる。また、どの世代においてもインターネット利用時間は増加しておりここ
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で一番顕著にみられるのは20代の人であり、2000年に約20分であったのに対して、2015年

には約150分と7倍以上の増加がみられる。 

 2つのグラフを比べればわかる通り、2015年にはインターネット利用時間がテレビ視聴時

間を超えていることもわかる。 

 

 以上のことをまとめると、現在全体としては緩やかなテレビ視聴時間の減少がみられ、若

者を中心としたテレビ離れ的傾向がみられる。 

テレビから人が離れていく理由としては、具体的には、時代と共にライフスタイルが変化し

テレビを見る時間が減少した，インターネットやゲーム等の他のメディアを利用している，

テレビ放送の番組コンテンツに魅力がない等が原因として挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 テレビ産業の主な収入源である広告費は、総額に反し年々減少傾向にある。 

 一方で、インターネット広告費は、年々増加している。 

 下の棒グラフを見ればわかるように、地上波テレビの広告費は27.3％、インターネットの

広告費は26.9％とほぼ同じになっている。インターネット広告費の伸び率からして、2021

年現在ではインターネットの割合の方が高いと考えることもできるだろう。今後ますますイ

ンターネット広告費が伸びて来るとも考えられる。 
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 このように、広告収入が大きな収入割合を占めているテレビ産業にとって、視聴率がテレ

ビ産業の収入に直結するため、テレビ産業は視聴率低下により年々衰退の一途をたどってい

るわけである。 

 このままでは、テレビ産業の収入がどんどん低下し、テレビを必要としている人に対して

内容の充実した番組が提供されなくといった負のループに陥るのではないかと考えた。 

 ではここで、同じ情報を提供する媒体としてテレビとインターネットで優れている点、劣

っている点について考えてみよう。 

 

 

 

4．テレビとインターネットのメリット・デメリット 

 

 ここでは視聴者側のメリット、デメリットを上げることとする。 

 

 メリット デメリット 

テレビ ・地上波は無料 

・ローカルの情報も扱う 

・時事関連情報に強い 

・専門情報に弱い 

・一度見た情報を再確認するの

が難しい 

インターネット ・大量の情報を容易に得られる 

・情報の双方向性 

・専門的な内容、公にできない

ような内容(いわゆる裏、本音的

情報)が扱える 

・個人発信のサイトなど、信憑

性の低いものがある 

・情報の個体数が多く、何が正

しい、重要であるか自分で見極

める必要がある 

- 39 -



 

 
 

 この表およびグラフから見てわかることは以下のことである。 

 

 インターネットは、個人の需要に応えることに長けている。一言で表すと「便利」だろ

う。コンピューターを使えば調べたいことはたいていすぐに調べることができるだろう。テ

レビにはできない代物であろう。ではインターネットを用いていれば事足りるのであろう

か。テレビにとって代わることができるのだろうか。 

 

 テレビがインターネットより優れている点は、「2．テレビの基本理念」にもあったよう

に、社会に役立つ情報を幅広く提供する点である。一言で表すと「情報の多様さ」といたと

ころであろう。インターネットでは個人ごとに知りたい情報を1つ1つ選択していく必要が

あるが、テレビは幅広く情報を発信しているため無条件に様々なジャンルの情報を獲得する

ことができる。 

 さらに2つを比較してテレビが優れているもう一つの点は「情報の正確さ」である。イン

ターネットは上記の通り情報の発信元が個人であることが多いため情報が筆者の意見に偏り

がちであったり、ましてや不正確である可能性もあるだろう。テレビは番組を作るにあたっ

て番組制作者側が情報の精査を行うため、発信される情報は信頼性がある。 

 

 もちろん1人1人がメディアリテラシーを持つことは大事であるが、正確な情報元がある

こともまた大事であろう。この2点においていえばテレビもまだまだこの世の中にいるので

はないだろうか。 
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 さらに、テレビ制作者側のメリットをあげる。テレビには「3UP効果」というものがあ

る。その3つとは「Scale-UP(多くの人を巻き込む力)」「Speed-UP(早く届く力)」「Interes

t-UP(興味を呼び起こす力)」である。これはインターネットとは取り替えることのできない

特徴と言える。 

 1つ目の「Scale-UP」とは、宣伝の対象とする顧客の多さである。インターネット広告は

個人の嗜好に合わせた広告を提供することで顧客獲得率を上げ、効率的に顧客を得ることが

できる反面、ターゲットとする人自体少なく、獲得する顧客数も結果的にはそこまで多くな

い。一方でテレビCMの場合は、時間帯でターゲットを絞ることはあるが結果的にだれがそ

のCMを見ているのかは分からない上、自分から情報を探しに行かなくても勝手に発信され

るため広告を目にする顧客数は多く、幅広い人に見てもらうことができるため、顧客獲得率

は低くとも結果的に多くの顧客を獲得することができる。 

 2つ目の「Speed-UP」も同様の考え方で、インターネット広告は各個人が興味を持った

タイミングで広告を見るのに対し、テレビCMの場合は一度に多くの人が見るため興味を持

つ人の増え方も激しいことが伺える。売り上げを出したいときにテレビCMに力を入れるの

は1つの有効な手立てと言えるのではないだろうか。 

 3つ目の「Interest-UP」はいわゆる関心の刷り込みである。テレビCMはインターネット

程ターゲットを絞らずに放送するため、無関心層に関心を持たれやすい。 

 

 

 両者の視点に立ってみても、視聴者は正しい情報を仕入れるために、マーケティング的な

面から言っても企業側は大規模で消費を促し経済を発展させるためにもテレビはまだまだ現

存しておかなければならないメディアであるといえる。ここからは、これからテレビはどう

していくべきかについて考えていくこととする。 

 

 

 

 

5．テレビのこれから 

 

 テレビに情報の正確さ、多様さがあるとはいえ便利さ故視聴者がインターネットに利用者

が流れていくのは仕方のないことである。しかしその時の流れに任せて流出を留めないでい

るとテレビ産業はますます逼迫した状況に追いやられるに過ぎないのである。そこで対策案

を2つ掲げる。 
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・テレビ視聴をしやすくする(TVer) 

 近年インターネットの発達により、スマートフォン等で情報を収集する人が多くなってき

ている。世の中の流れとしては、インターネット利用時間が増えてきているのだから、テレ

ビもテレビ媒体で番組を提供することに固執せず、インターネットを介した番組提供はテレ

ビより身近であるだろう。さらに「TVer」というアプリでは、インターネットを用いた番

組提供だけではなく、テレビのデメリットであった番組をもう一度見られないという面にお

いて、放送終了後最大7日間いつでも無料で放送を見返すことができる。身近さに加え便利

さをも兼ね備えた良いサービスである。インターネットを有効活用することでテレビはこれ

からも成長していく余地があるだろう。 

 

 

・番組制作費の節約(AIを取り入れる) 

 近年発達している技術としてAIが挙げられる。AIを用いるメリットとしては、人間のして

いる仕事を引き継ぐことで人件費の削減につなげ1つの番組当たりの制作費用を抑えること

ができる。1つ実際にAIを利用した取り組みとして駅伝中継現場での活用が挙げられる。駅

伝中継においては、走行している選手の氏名や走行時間、所属チームごとの順位などリアル

タイムに変化する情報をテロップで挿入していく。これらのオペレーションをこなしている

のはもちろん、全て人力である。具体的には選手と並走する中継車からの映像をスタッフが

目視で確認し、情報を入力する。人力で行うには非常に大変な仕事であることがうかがえる

だろう。 

 ほかにもニュース番組などでは氏名などのメタデータは人力で打ち込まれていたが放送現

場でのAIによる画像認識で映像に映っている人物を自動的に判別し、テロップとして挿入す

る技術が発達しつつある。。 

 これら2つについて、情報の取り違えは情報そのものの正確さを曲げ、社会的に大きな影

響を与えるため、テレビの正確さを尊重するなら進歩させていくべき技術であろう。 

 さらにコートが広すぎないスポーツにおいては自動撮影カメラによる放送コストの削減が

期待できる。 

 このようにテレビを身近にする方法やテレビのブランドの保護、放送コストの削減は現代

の技術を用いて実現することができるといえる。 
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 時代が変われば生活スタイルも同様に変容していく。テレビ業界はこれから時代の流れに

合わせて臨機応変に対応していくことが求められていくのではないだろうか。 
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日本人の英語力について 

5 年 A 組 岩藤鈴穂 

目次 
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  2-1. 他国と日本の英語力の比較 

  2-2. 日本人の英語力の現状 

3. なぜ日本人は英語力が低いのか？ 

4. どうすれば英語力が向上する？ 

5. どういう授業が良いとされている？ 

6. 附属の授業と良いとされる授業の共通点 

7. 結論 

 

１.   はじめに 

 「日本人は英語が苦手だ」「日本人は他の国と比べて英語を話せない人が多い」などということを耳

にしたり、イメージとして持っていたりする人は少なくないだろう。私自身もそのようなイメージを持

つ。中学高校の計 6 年間、英語を学んでもなお英語を話せるようになる人は少数で、以前からの指摘に

も関わらずその実態はグローバル化が進む現在でも改善されていないとしばしば耳にする。そこで、本

当に日本人は英語力に関して劣っているのか、また、もし本当にそうならその原因は何なのかをテーマ

に探究しようと考えた。 

 またここでは「日本人は英語が苦手」ということの定義を、「日本と似たような条件（地理的、言語的、

文化的条件など）のもとにある国の人々と日本人の英語力を相対的に見て、日本人の英語力が劣ってい

る」とする。 

 

２．本当に日本人は英語が苦手なのか？ 
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2-1. 他国と日本の英語力の比較 

 国際語学教育機関（本部・スイス）が実施している「EF SET1」の 2019 年調査によると、英語を母語

としない 100 カ国・地域のうち、日本人の英語力は 53 位で、4 年連続で 5 段階中 4 番目となる「低い能

力レベル」と認定された。 

 調査は世界 100 カ国・地域の計 230 万人がオンライン上で受験した無料テストのデータを分析し、

「英語能力指数」としてまとめている。受験者の地域別の割合は欧州 33％、アジア 25％、中南米 19％、

アフリカ 13％、中東 10％。年齢の中央値は 23 歳だった。 

 アジアの国・地域の結果をみると、最高がシンガポールの 5 位で、次いでフィリピン（20 位）、マレ

ーシア（26 位）、香港（33 位）の順。韓国は 37 位、中国は 40 位で、いずれも日本を上回っている。

日本は初回調査の 2011 年は 14 位だったが、当時約 40 カ国だった参加国が次第に増えるとともに順位

を下げた。 

 

  

2-2. 日本人の英語力の現状 

 日本人の英語力の不足については以前から指摘されており、文部科学省も 2020 年度からの小学校で

の英語必修化や、中・高等学校での英語学習に ICT（情報通信技術）の活用をうながすなど、具体的な

方策を相次いで打ち出している。 

 具体的な目標としては、2018 年に発表された第 3 期教育振興基本計画で、中学校卒業段階で CEFR 

A1（英検 3 級）レベル相当以上を達成した中学生の割合 50％、 高等学校卒業段階で CEFR A2（英検準

2 級）レベル相当以上を達成した高校生の割合 50%を目標としている。この目標の意図は、「英語によ

り日常的な会話や簡単な情報の交換ができるような基礎的・実践的なコミュニケーション能力を身につ

けるため」とされている。 

1 オンラインで受けられる読解力とリスニング力を測る適応型英語テストのこと。受験者の語学能

力を Common European Framework of Reference (CEFR) によって定義された 6 つのレベルの一つ

に分類できるよう設計されている。EF SET はすべてのインターネットユーザーに無料で利用でき

るようになっている。 
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  またここで中高生の英語力に注目してみると、下のグラフにあるように、CEFR A1 レベル相当以上

を達成している中学生、CEFR A2 レベル相当以上を取得している高校生の割合はともに増加傾向にある

ものの、都道府県・指定都市による差が大きく、記述の目標には到達していない。 

 

 

 これらのことから、日本人の英語力は他国と比較しても遅れをとっており、また中高生に注目してみ

ても、国内の経年比較においてその伸長は十分達成されていない。つまり、十分に英語を習得できてい

ない状況にあることがわかる。 

 

 

３．なぜ日本人は英語力が低いのか？ 

 布村(2017)と、白井(2013)から、日本人の英語力が伸びない理由についてをまとめる。 

 この 2 つの書籍をこの研究に用いた理由は、まず布村は高校教師としての実績から、現代の外国語教

育の改善点を高校の英語の授業から見出しており、また実際に授業の現場における高校生の声を十分に

反映した勉強法や勉強法の問題点を挙げている。白井は、高校教論を経てカルフォルニア大学ロサンゼ

ルス校修士課程・博士課程を終了し、第一・第二言語習得論、言語教育を専門とする実績から、科学的

視点から考察した効果的な英語学習法を述べている。 

 以下が日本人は英語力が比較的乏しいとされる理由である。 

 

〈学習者の意識の問題〉布村(2017)より 
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・正確さにとらわれている 

 →とっさに反応できる「即興性」や臆せずしゃべる「流暢性」が大切 

・英文を読むとき、きちんと理解しようとして全文和訳しがち 

 →「英語を英語のまま理解する」クセが大切 

・英文法にこだわりがち 

・目的意識があいまい 

 →TOEIC の勉強をすれば、それで英語が話せるようになるわけではない 

・間違えることは恥ずかしいことだと思いがち 

 

〈日本の英語に関する環境の問題〉白井(2013)より 

・「言語間の距離（language distance)」 

 →自分の言葉と学習する対象の言語とが似た言語であるかどうかによって、習得のむずかしさが  

変わってくる。日本語と英語は、母音の数が違ったり語順が違ったりなど、かなり異なる言語である。 

・日本では英語習得必要性があまりない。 

 →韓国では、国土が小さく人口も少ないので海外に出なければ社会で活躍できないという危機感が強

いせいか、英語学習意欲も日本より高い。TOEFL では日本よりも高い成績を残している。 

 

 これらの指摘から間違った勉強法や意識、環境などが日本人の英語力の向上を妨げているのではない

かと考えられる。 

 

 

４．どうすれば英語力が向上する？ 

 前節と同様、布村(2017)と白井(2013)から英語力の向上が期待できるメソッド、勉強法に関す

る改善点などについて抜粋した。 

 

・ひとりで勉強するのではなく、自分の感想や意見を英語で誰かにアウトプットすることを想定してみ 

ることで、コミュニケーションをとるのと同じような効果が期待できる。 

・自分の興味のある分野からはじめてみる。 

・一般的な学校の勉強では、日本語を英語に訳すことが中心 
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 →英語が使えるようになるには、実際に英語を「聞く、読む、話す、書く」ことが必要 

・「大量のインプットと少量のアウトプット」 

 →アウトプットをすることにより、インプットがより効果的に言語習得に結び付く 

 

 また、横川(2020)によると、スピーキング力を伸ばすのに必要なのが、英語を「話す」「書く」能力

であり、英語を読んだり聞いたりすることはもちろん大事だが、それだけでは英語が頭に定着しない。

なぜなら、読んだり聞いたりするときは内容が分かればいいのでそれで完結してしまうからだそうだ。

スピーキング能力を上げるには、さらに踏み込んで、聞いたり読んだりした内容を他の人に話したり、

書き留めることが重要である。「話す」「書く」をたくさん経験することで、文法を使う力、状況に応

じて単語や表現を使う力など、スピーキングに必要な能力が養われると横川は述べている。 

 

また、下のグラフのように授業中積極的に英語による言語活動を行っている割合は、学年が上がるごと

に下がっており、学んだ英語を実践的に使えるアウトプットの機会が十分確保されていないのではない

かと考えられる。 

 しかし近年、学校教員の数が減少しており、このような状況の中で英語教育の早期化や授業数の増加

が行われようとしているため、学校教員の勤務実態や労働環境に関する問題が懸念されている。また、

学校教員の減少は当然、子どもたちへ提供する教育の質低下にも繋がることが考えられる。 
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 以上のことから一貫して言えることは、アウトプットが非常に大切だということである。インプット

を大量に行ってもアウトプットをしないと自分の英語力の向上に結びつかない。そこで、アウトプット

する場を積極的に授業に設けることで中高生の英語力が上がるのではないかと考えた。 

  

 

５．どういう授業が良いとされている？ 

 日本の学校現場で行われている英語指導法は、効率の良くない、時代遅れのものである。それは、日

本は海外と比べて特に、従来の英語学習法を時代の変化とともに改善して来なかったのが原因だと考え

られる。今でも多くの学校で行われている学習法は、教師が発音する英語を復唱することを繰り返し、

場面に応じた英語の型を覚えてく「オーディオリンガル法（AT 法）」という方法である。これはあい

さつや定型文を機械的に反復することで、反射的に言えるようにするもの。また、文法訳読法

（Grammar-Translation Method）という長文読解などで英文を読んで訳す方法も主流である。どちらも

英語習得の効果はある。 

 ただ、現在では「言語を取得するためには、repeat だけでなく negotiation (意味づけ) がないといけ

ない。”意味”が含まれない言葉は習得できない。」ということを布村は主張している。元から作られて

いる英文を読むだけでなく、自分の言いたいことを自ら英語にする練習をしないと話せるようにはなら

ない。つまり、教科書や参考書などの「出来合いの言葉」を繰り返すだけではだめで、自分にとって意

味のある言葉を使うことで初めて、英語が話せるようになるというのだ。 

 布村の主張は「コミュニカティブ・ランゲージ・ティーチング（CLT)」を踏まえたもので、世界の

英語指導現場の主流になっている。従来の学習法は「英語『を』学ぶこと」を目的としていたが、現在

は「英語『で』コミュニケーションすること」を目的としているからである。 

 

＜例＞「４ロールズ英会話」 

４人１組になってディスカッションをするというもの。１人ずつに役割がある。 

・ディスカッションリーダー 

話すテーマを投げかけ、会話の口火を切ったり場をまとめたりする役。 

・スピーカー 

リーダーの投げかけに対して意見を言う役。 

・リスナー 
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スピーカーの聞き役。相手の話した言葉をリピートして確認したり、話題を具体的にして深めたりする

役。 

・リアクションメーカー 

スピーカの話に対して、リアクションをして相手の話の先を促す役。 

これらの４つの役割を各自受け持って、あるテーマについてディスカッションすることで、自分の英語

でコミュニケーションし、お互いに刺激しあって英語を学習することができる。 

 

 

６．附属の授業と良いとされる授業の共通点 

 附属の生徒は比較的英語が得意だということをよく耳にする。その秘訣は、附属の授業内容にあるの

ではないかと考えた。そこで、私は福山附属の英語の授業と布村が良いとしている英語の授業の共通点

について考えてみた。附属の英語の授業の取り組みのうちアウトプットをどのように促そうとしている

のか、その取り組みを以下に挙げる。 

 

・中学の 3 年間では、毎年 3 学期に英語で同学年全員の前で発表するレシテーションコンテストやプレ 

ゼンテーションコンテストなどが設けられている。その一環として、授業でも一人ひとりがそのコン 

テストに向けて準備し、またグループで活動したりする時間が確保されている。 

・高校 1 年生までカリキュラムにある TT（Team Teaching）の授業では、毎回あるテーマに関してペ

アで英語で会話をする機会がある。また、クラスメイトのスピーチを聞き、逆に自分がクラスの前でス

ピーチをする機会がある。 

・高校 2 年生では教科書で扱った題材に基づいて、各授業の終わりに習った内容についてリテリングを

している。また、授業で扱った題材が一つ終わったタイミングで行われるパフォーマンステスト（リテ

リングなど）では、教科書で扱った題材を通して自分の意見を英語で述べる機会がある。また、優秀な

パフォーマンスはクラス全体で紹介され、改善のための助言などのフィードバックも得られる。 

 

 上に挙げたこと以外にも、今まで英語の授業を受ける中で自発的に英語を話す機会がたくさんあった

ように思う。これらのことから、附属の授業はアウトプットする機会が豊富にあり、そのため生徒の英

語学習はコミュニケーション指向となり、結果として英語力が伸びていると言えるのではないかと考え

る。 
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７．提言 

 今まで述べてきたことから、日本の一般的な英語の授業にはアウトプットが足りていないことがはっ

きりしている。そしてアウトプットを積極的に行うことで、英語『で』コミュニケーションを取れるよ

うになり英語力の向上につながることが言える。したがって、英語の授業に生徒どうしまたは先生と生

徒で、英語で会話をするような活動を取り入れれば中高生の英語力が上がり、結果的にこれからの将来

日本人の英語力が向上するのではないかと考えられる。なので、授業にアウトプットの機会を多く取り

入れたり、普段の英語の勉強で自分の言葉で英語を使ってみたりすることは、いろんな側面で効果的な

勉強法だと考える。 

 しかし、現在の学校教員数の減少や授業の準備における教員の負担を懸念すると、今すぐに学校授業

を大幅に改変することは難しい。また今行われている授業にも良い点はもちろん存在する。そこで、私

たちが自ら積極的にアウトプットを行い、いかに今の英語の授業をフル活用し自分の学力向上につなげ

ることができる方法はないか、ということを考えた。 

 それは、 

STEP① 教材（あるテーマについての英文）を読む・聞く 

 ↓ 

STEP② 重要なポイントを書き出し、要約したものをノートなどに書く 

 ↓ 

STEP③ ノートをもとに書いた内容を自分で話す（ノートを読むわけではない） 

 

というものである。 

 

 一見よくある勉強法のように見えるが、この方法は英語のリーディング力、リスニング力、スピーキ

ング力はもちろん、文章の要約力なども養うことのできる効率的な勉強法だといえる。これから具体的

にどういう勉強法なのか、そしてどういう利点があるのかを説明しようと思う。 

 まず、STEP①で英文を読み、または聞き、内容を理解する。もちろんここでは、リーディング力・

リスニング力の向上が期待できるだろう。また、授業で取り扱う英文を活用すれば、わざわざ自分で参

考書を買ったりどの文章を使うか悩んだりしなくてすむ。次に STEP②では、①で使った英文において

重要なポイント（筆者が伝えたい事・ストーリーの大まかな流れなど）を書き出し要約して、ノートに
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書く。これによって英文法や単語についての理解が深まり、記憶にも定着しやすくなる。また、文章中

の重要な点を抜き出すことに慣れることができれば、日常生活の中でも情報処理能力が高まったり、文

章を要約する力がついたりするだろう。最後に STEP③では、②で要約したことをもとに、自分で英文

の概要を英語で話す。これによって、自分の話したいことを自分の言葉で話す力が鍛えられるため、ア

ウトプットによるスピーキング力の向上に期待できる。 

 このように、上で述べた勉強法はリーディング力、リスニング力、スピーキング力以外にも要約する

力や情報処理能力などの向上も期待することができる。 

 

８．結論 

 この研究の問いである、「日本人は本当に英語（特にスピーキング）が苦手なのか」については、世

界基準で考えると相対的に苦手であると考えられ、国が定める理想的な英語の学力の水準に関しても、

その水準には達していない。また、その要因は日本語と英語の違いの差、日本人の性格、一般的な勉強

のしかたなど、様々な事柄が関係していることがわかった。 

 そして、研究を通して明らかになったこの問題をどうすれば解決へと向かわせることができるのか。

それは、英語『を』学ぶことを目的とするのではなく、英語『で』コミュニケーションすることを目的

とし、アウトプットに重きを置いた勉強をするということである。「自分にとって意味のある言葉を使

うことで初めて、英語が話せるようになる」ということを念頭に置き、ただ元からつくられている文章

を繰り返し読むのではなく、アウトプットとして、自分で英文をつくってそれを話す、という勉強法を

実践するのが英語を話せるようになる第一歩なのである。 

 この方法を授業の一環で生徒ひとりひとりに実践させることは、教員への負担など様々な側面でかな

り困難であり、現実的ではないだろう。しかし、各生徒がこの方法で英語の勉強に取り組むことはもち

ろんできるだろう。また、「英語を話せるようになった！」という喜びを実感しながら、楽しく英語を

勉強することができる人が増えれば、日本人の英語力がより向上するのではないかと考える。少しでも

多くの日本人が英語を好きになり、もっと勉強したいと思い、正しい勉強法を実践すれば、「日本人は

英語が苦手」などというネガティブなイメージは払拭されるのだろう。 

 

注 1) EF SET 
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 オンラインで受けられる読解力とリスニング力を測る適応型英語テストのこと。受験者の語学能力を 

Common European Framework of Reference (CEFR) によって定義された 6 つのレベルの一つに分類できるよ

う設計されている。EF SET はすべてのインターネットユーザーに無料で利用できるようになっている。 

 なお、CEFR の定義は以下の通り。 

 

 

参考文献 

・布村菜緒子(2017)『テキスト不要の英語勉強法』東京：株式会社 KADOKAWA 

・白井恭弘(2013)『英語はもっと科学的に学習しよう』東京：株式会社中経出版 

・横川博一(2020)『最新科学でわかった！最強の勉強法「英語が上達する科学的学習法」(pp.45〜

60)』 東京：株式会社宝島社 

・ EF SET 詳細 

https://www.efset.org/ja/https://www.efset.org/ja/ 

・平成 30 年度  「英語教育実施状況調査」 https://www.mext.go.jp/content/20200710-

mxt_kyoiku01-100000661_2.pdf 

・ CEFR  定 義  

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/30/03/__icsFiles/afieldfile/2019/01/15/1402610_1.pdf 
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看護師不足の改善に向けて 

５年A組26番 長田 佳純 

 

 

1、まずはじめに 
 

皆さんは看護師が不足しているということはご存知ですか？実際看護業界において人材不足

が深刻化している。しかし、看護師数自体は毎年増加傾向にある。ではなぜ看護師不足と言

われているのだろうか？その原因を考えていくとともにそこから見える看護業界の課題を考

え、提言していく。また、今回の提言では新型コロナウイルスによる医療崩壊については考

えないこととする。 

 

2、看護師不足の原因 

 

  ◯看護師数の変化から考えられる原因 

   ・看護師数は全体的に毎年増加傾向である 

    →①-１離職率が高い？ 

    →②それでも十分な人数には達していない？ 

   ・男性看護師も増加傾向にあるが依然少ない 

    →①-２離職率が高い？  
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  ◯日本の医療状況から考えられる原因 

   →③看護師一人当たりの負担が大きいのではないか 

 

 

 

3、原因と考える根拠の確認 

 

 ①-1・2 離職率が高い？ 

   ～潜在看護師の増加について～ 

 看護師の離職率について調べてみた。確かに離職率は低くなく、平均より高いですが、他

にもっと高い離職率の業種がまちまちあって評価が難しかったので離職率は考えないことに

した。ここで、看護師の男女比率を考えていく。先ほど原因で述べたように男性看護師は

年々増加してはいるもののまだ圧倒的に女性看護師の割合が高い。女性は生涯におけるキャ

リアデザインにおいて、結婚、出産・育児が人生のライフイベントとして大きな比重を占

め、旧来の男性優位の職業社会構造では、女性が結婚し、子育て・育児に専念する期間、自

分が思い描いたキャリアを歩む事は簡単ではない。よって、離職してしまう人が多いと考え

られる。また、出産・育児等で一度臨床の現場を離れてしまうと、育児が忙しい、ブランク

による不安、夜勤やシフト制で時短勤務ができないなどの理由から復職が困難であると考え

られる。このような、看護師の資格を持っているが看護師として働いていない潜在看護師と

呼ばれる人たちが増加している。現在の潜在看護師数は分からなかったが、2002年に55万

人だったのが2012年には71万人に増加していた。（厚生労働省発表のデータより）そして

現在はさらに増加していると考えられる。 

 

 

② 看護師数は増えているが需要数に達していない？ 

    ～2025年問題について～ 
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 2015年、第一次ベビーブーム世代(団魂の世代)である1947年～1949年生まれの人たちが

前期高齢者(65歳以上74歳以下)となった。2025年にはその人たちが後期高齢者(75歳以上)と

なる。日本の人口の約4分の1が後期高齢者という“スーパー高齢化社会”がやってきて、医

療・介護サービスの需要がピークを迎えると予想されているが、その需要に対応できるだけ

の医療・介護従事者が確保できるのか、という問題。看護師数で言うと2025年には188万～

202万人が必要と言われているが、今後順調に増えていったとしても、最大で13万人の看護

師等が不足すると試算されている。 

 

 ③  看護師一人当たりの負担について 

  ～病床数あたりの医師数・看護師数について～ 

 下の表から、日本の病床数は多いことが読み取れる。. 
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 また、次の表から病床数あたりの看護師数を比較していく。 

日本は1床あたり0､789人なのに対してカナダは3､488人、アメリカは3､944人、デンマーク

は5､379人、フランスは1､553人、ドイツは1､565人、スウェーデンは4､306人、イギリスは

3､000人であり、それぞれの国にそれぞれの医療制度などがあるとはいえ、圧倒的に日本の

看護師の負担が大きいことが分かる。 

 

 最後にこのグラフを見てほしい。これは人口1000人あたりの看護師数を表したものであ

るが、外国と比べてもそこまで少ないようには感じられない。（少し前の資料ですがこれが

正式に発表されている最新のデータでした） 
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 この3つのグラフ・表から、病床数が外国より多いのに対して看護師数は外国とあまり差

がないということが分かり、日本の看護師一人当たりの負担が大きいということが言える。

負担が大きいという事に加えて、夜勤の過酷さという問題もある。夜勤専従常勤看護師の方

は調整がしやすいが、そうでない看護師の方は生活リズムがバラバラになり、ゆっくり休む

ことが出来ない、体力的にきついという意見があった。また、休暇が取れないという問題も

あった。特に夜勤は一人でも欠けると他の看護師に負担がかかるのでさらに休みが取れない

という声もあり、体力的にも精神的にも過酷であることが分かる。2017年看護職員実態調

査の結果によると、休暇を取りやすいというニーズを「満たしている」と回答した看護職は

40.8%であり、有給休暇取得状況の実態報告では、給与休暇日数平均18.5日に対して取得休

暇日数8.5日（取得率48.3%）となっていて、労働者全体の休暇取得率49.4%と大差ないと

されている。しかしそもそも看護職に限らず労働者全体で休暇取得率が低く、日本全体で問

題視されているので、もちろん看護職も休みが取れていないということで間違いないだろ

う。夜勤・交代制勤務の負担、それに十分な休息ができていないことが重なり、慢性疲労に

つながっていると考えられる。それによって、人手不足による医療・看護事故の増加も懸念

されている。労働時間と事故の発生についての研究では、昼夜の8時間勤務より夜間の8時

間勤務の方が事故(医療事故に限らず自身のけがも含む)を起こす確率が高いという結果が出

ていて、つまり夜間の長時間労働が事故発生に繋がりやすいということを示唆していると言

える。 

 

4、問題点 
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これまでに挙げた看護師不足の理由をまとめると、 

  ・潜在看護師の増加 

  ・2025年問題 

  ・看護師一人当たりの負担の大きさ           などがあった。 

 このような状況になった理由や問題点を考え、解決策を考える。 

 

 まず潜在看護師の増加について。これは政府や社会の看護師に対する手当の少なさや配

慮のなさからくるものだと考える。また、多数の(潜在)看護師が多くの夜勤に頭を悩まされ

ている。次に2025年問題について。2025年問題は、高齢化に関係する問題なので、来るこ

とを防ぐことは不可能である。それより今は、問題が発生したときに迅速に対応できるこ

と、できるだけ課題を少なくしておくこと、つまり、できるだけ多くの人手を確保しておく

ことが必要となってくる。最後に看護師一人当たりの負担の大きさについて。これは看護師

数を増やす、または看護師の業務を減らす（AIやロボットの活用）べきだと考える。どの問

題から考えても、看護師の労働環境の改善が不可欠であるということが言えるだろう。 

 

5、現在行われている取り組み 
 

 これらの問題に対してどのような取り組みが行われているのか調べてみた。 

主に3つの取り組みを紹介する。 

 

・高齢者の療養場所を病院から自宅へ 

 病院やクリニックで往診をするのではなく、看護師自ら患者さんの自宅へ出向き、患者さ

んの主治医の指示書に基づいた応急処置を行う訪問介護。訪問介護のメリットとしては、夜

勤がなく高収入であるということ。実際に今訪問介護の需要は高まっており、訪問看護ステ

ーションの数も増加している。 
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・AI、ロボット 

 2012年に経済産業省と厚生労働省から「ロボット技術の介護利用における重点分野」と

して、①移乗介助、②移動支援、③排泄支援、④認知症の方の見守り、⑤入浴支援の５つの

分野が提示された事により看護・介護ロボットの技術開発が積極的に行われ、実用化されつ

つある。看護ケア用ロボットには、(1)看護職にできないことを実行する、(2)看護職の看護

技術等を補完し協働して実行する、ということを期待し導入によるベネフィットとリスクを

熟考し、ますます高度化・専門化が求められている看護の中で、医療安全を担保し、対象者

の満足度を高め、看護職の身体的・精神的負担を軽減していくロボット開発が必要であると

考えられている。具体的な例としては、認知症の方々に受け入れられやすいように開発され

たアザラシ型のロボット「パロ」が挙げられる。アメリカやイタリア、エジプトなどでは日

本より看護ロボットが普及しており、実用化されている病院もあり、看護師側、患者の両方

からの批判の声もあるが、日本でもAIやロボットの普及が目指されている。 

 

 

・復職支援 

 現在、多くの都道府県で復職支援がなされている。復職にあたり不安を抱えている看護師

の方のためのセミナーや研修会を開いたり、復職を考えている潜在看護師の方のための交流

会や相談会の開催、eナースセンターという無料職業紹介、ハローワークと連携した職業紹

介などの取り組みが行われていた。私が思っていたよりも結構充実していた。また、2014

年6月の医療介護総合確保推進法成立に伴って看護師等の人材確保の促進に関する法律の改
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正が2015年10月に試行されたことにより、看護職は退職時などに住所、氏名、免許番号な

どの事項を都道府県ナースセンターへ届け出ることが義務化され、それに合わせて中央ナー

スセンターでは届出サイト「とどけるん」を開設した。ログインするとナースセンターの最

新情報(相談会、研修などの企画)を確認することができ、復職する時にもサポートをしてく

れて、個人の状況に合わせた支援を行うことで看護職の切れ目の無いキャリアを積むことが

できるよう支援が行われている。 

 

6、自分の考え 

最も重要なのは看護師の労働環境の改善。潜在看護師の増加についても、2025年問題につ

いても、労働環境の改善を挙げた。非公式ではあるが看護師の退職理由の本音と建前という

サイトを見た。(厚生労働省などは離職率などの数字のデータは出していますが退職理由な

どの細かいことは発信していないよう)そこでの退職理由の大半は勤務時間の長さ、夜勤の

負担の大きさで、この二つがおよそ四割を占めており、人手不足で仕事がきつい、仕事量が

多い、長時間労働、休暇が取れない、休憩時間が十分に取れない、退職者が多く経験が浅い

のに責任あるポジションに、現場で求められることと学んできたことのギャップ、夜勤が辛

い、などの意見があった。これを解決するには看護師の労働環境を”法的に”変えるしか方法

はないと考える。具体的な例としては①時間外労働の見直し、②多様な働き方の受け入れ、

③賃金の見直し、などが挙げられる。 

 ①時間外労働の見直しの具体的な案としては、労働時間管理の強化。職員の労働時間の適

正な把握と記録、休憩時間や休日の確保、年次有給休暇の付与、時間外・休日・深夜労働に

対する割増賃金の支払いに対する管理を徹底していく必要があると考える。②多様な働き方

の受け入れの具体的な案としては、３交代制と２交代制の選択を可能にする、圧縮労働(1週

間のうちより短い日数でフルタイム就労すること)で勤務後に長い勤務間隔を確保するこ

と、年齢やライフステージまたキャリアアップの方向性や健康状態によって夜勤の有無や労

働時間を選択出来るようにするということなどが挙げられる。③賃金の見直しについての具

体的な案としては、単純に全体の賃金を上げることに加えて、夜勤などの割増賃金の割合を

増やすべきだと考える。日勤でさえ重労働な上に、さらに休憩時間が少なく生活リズムが崩

れるので身体的にも精神的にも過酷であると言える。それに対して現在、夜勤手当という制

度はあるものの、会社によって任意に設けられるものなので強制でなく、また、会社によっ

て額が全然違うので平等性がない。また、看護師に関わらず深夜労働(午後10時から翌朝5

時)には深夜割増賃金が発生し、日中の場合の1.25倍以上の賃金を払うということになって
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おりそれを下回ることは法律で禁止されている。(深夜の労働が夜勤ではなく”残業”の場合は

残業手当と深夜割増賃金の両方が加算され、通常賃金の1.5倍となる。)つまり夜勤はこの時

間に該当するのだが、個人的にこの額は少ないと思う。仕事量に対しての報酬が割にあって

いないのではないか、と思う。例えば深夜割増賃金の割合を1.5倍にするなどすれば、不満

を抱える人も減ると考える。 

 ここまですれば、おおよその労働環境は改善されるだろう。しかし法律の改正は簡単なこ

とではなく、時間もかかるため難しい。私が疑問に思うのは、復職支援が多くなされている

にもかかわらず、潜在看護師は増加し、看護師数が思うように増えないのはどうしてか、と

いうこと。多くの理由は労働環境にあると思うが、そのような活動が周知されていないので

はないかとも考える。 

 

7、個人で取り組むべきこと 

 ここまで色々調べてきたが、結局理想は「病院・医者・看護師の必要がない社会」です。

大袈裟で、現状不可能ではあるが、これに超したことはないはず。少子高齢化が進んで生産

年齢人口が減り、少人数で老年人口の方達を支えていかなければならない、そして私達が老

年人口になる頃には今よりもっと少人数の人達に支えてもらうことになるということを考え

ると、『予防的視点』が重要になってくることは明らかである。そこで私は寝たきり防止に

ついて個人で取り組むべきことを考えた。寝たきりの原因としては病気やけがなどの身体的

な要因に加え、精神的な要因もある。生活習慣病、高血圧、脳血管疾患、がんといった病気

にかかると長期間の入院や治療が必要となる。特に脳梗塞のような脳血管疾患は、身体に麻

痺が残ることもあり、思うように動けなくなる可能性がある。高齢者にとって治療はかなり

大きな負担で、治療中は免疫力が大幅に低下するので重症化し寝たきりのきっかけになるこ

ともある。また、高齢になると活動する機会が減り、人との交流も少なくなって引きこもり

がちになる。体を動かす習慣がなくなり筋力が低下し寝たきりのきっかけになる。これを予

防するには日頃から運動や体を動かす習慣をつけることが必要。まだ自分は若いからと安心

してはいけない。若くても寝たきりになる可能性は誰にでもある。また、今のうちに運動の

習慣をつけていないと高齢になってからだとなかなか習慣づきにくい。早寝早起き、栄養バ

ランスの整った3食の食事、1日30分程度の運動など、自分を守るために自分は大丈夫だと

過信せず適切な生活習慣を心がけましょう。 
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広島大学附属福山高等学校 

5年「提言Ⅰ」 

 

高齢ドライバーによる事故の現状と予防策 

 
5年 A組 27番 金尾 遥香 

概要 
 

 現在交通事故発生件数は年々減少傾向にある中、75 歳以上の高齢ドライバーによる事故

件数は横ばいであり、全体に占める割合は増加傾向にある。少子高齢化による高齢ドライ

バーの増加に伴う事故件数の増加は必然のように考えられるかもしれないが、免許保有者

当たりの事故発生件数を見ると、高齢ドライバーは事故を起こす確率が高いことがわかる。

高齢ドライバーによる事故は、他の年代と比べて重大な事故になりやすく、今後の更なる

高齢化も予想されるため、現在の対策では不十分で新たな取り組みが必要だと感じ、この

研究に及んだ。 

 本研究では現状分析と現行施策の評価と新たな取り組みの提案を行っている。現状分析

では高齢ドライバーによる事故発生件数と死亡事故件数の推移及び事故要因を調べ、特徴

をまとめた。そして、高齢ドライバーがなぜ免許返納を躊躇するか調べたところ、公共交

通機関の衰退が背景にあることがわかった。現行施策の評価では、海外の施策や地方自治

体の取り組みと比較した。そこで日本の施策は海外と比べて免許更新時の検査が限定的で

あることがわかり、公共交通機関の拡充ではコミュニティバスやデマンドタクシーに加え

た新たな取り組みが必要だとわかった。 

 この研究では、高齢者の体の特徴を考慮した効果的な道路環境整備と免許更新時検査拡

大、運転者が免許を返納しやすい町の実現、そして事故防止装置のついた自動車（安全サ

ポート車）の普及啓発を提言する。この研究は、人々に高齢ドライバーによる事故の増加

と今後の日本社会の在り方について啓発し、高齢化とともに生きる日本社会の交通安全に

必要な政策が何であるか明確にする点で意義を持つと言える。 

 

はじめに 
 

 近年急速に進んでいる少子高齢化に伴って、高齢ドライバーによる交通事故が増えてい

る。その中でも、2019年 4月に池袋で起こり母娘二人が亡くなった事故は印象的で全国に

高齢ドライバーの危険性を訴えたと考えられる。発作や運転誤操詐の可能性が高い高齢者

が増える社会でどのように国民全員が不安なく充実して過ごせるか、被害者が泣き寝入り

しないような世の中を追求するため、現在の事故の状態と政府の現行施策、そして海外で

行われている対策と比べることで今何が不十分でどうすれば改善できるか解明するためこ

の研究に及んだ。 

 

第１章 現状分析 
 

第１節 高齢ドライバーの定義について 
 

 まず、高齢ドライバーの定義について確認する。警視庁によると 65歳以上を指すが、

高齢者運転標識「もみじマーク」は 70歳で給付される。免許更新の際認知機能検査を受

けるのは 75歳であり、本研究では死亡事故件数が特に多い 75歳以上の運転免許保有者を

高齢ドライバーと定義する。 
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第２節 事故データ 
 

第１項 高齢ドライバー数の推移 

 

 

 図１ 75歳以上の運転免許保有者の推移 
内閣府 「高齢者に係る交通事故防止」 

（https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h29kou_haku/gaiyo/features/feature01.html）より出典 

 

 上のグラフの通り、75歳以上の運転免許保有者数は年々増えており、平成 28年度末で

513万人（75歳以上の人口の 3人に 1人）に達した。同年に運転免許更新の際認知機能審

査を受けた 75歳以上の高齢者 166万人のうち、1万人が認知症の疑いがある第一類に判定

されている。これから更に高齢化が進むと運転免許保有者数も必然的に増加するだろうと

考えられる。 
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第２項 年齢層別死亡事故発生の実態 
 

 
図２ 年齢層別免許人口 10万人当たり死亡事故件数 

内閣府 「高齢者に係る交通事故防止」 

（https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h29kou_haku/gaiyo/features/feature01.html）より出典 

 上のグラフの 75歳以上の運転者による死亡事故発生件数をみると、75歳未満で免許人

口 10万人当たり 3.8人であるのに対し 75歳以上では 8.9人と、死者数が約二倍であるこ

とがわかる。これより、高齢ドライバーの事故を削減することは、交通事故数全体の削減

に大きく貢献するであろうと考えられる。 

  

第３項 高齢ドライバーによる死亡事故の実態  
 

 
図３ 75歳以上の運転者による死亡事故件数の推移及び全死亡事故に占める割合 
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内閣府 「高齢者に係る交通事故防止」 

（https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h29kou_haku/gaiyo/features/feature01.html）より出典 
 図３から 75歳以上の死亡事故は横ばいだが、全死亡事故に対する割合は著しく増加し

ていることがわかる。また、75歳以上の事故率が年々上昇している一方、他の年代による

事故の割合は減少している。このことから高齢ドライバーへの対策の不十分さかつ必要性

がうかがえる。 

第３節 事故要因・種類 
 

第１項 高齢ドライバーによる事故の特性 
 

 
図４ 原付以上第一当事者の死亡事故における人的要因比較（平成 28年） 

内閣府 「高齢者に係る交通事故防止」 

（https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h29kou_haku/gaiyo/features/feature01.html）より出典 
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図５ 免許人口 10万人当たりの逆走件数 

内閣府 「高齢者に係る交通事故防止」 

（https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h29kou_haku/gaiyo/features/feature01.html）より出典 
図４に見られるように高齢ドライバーによる事故の人的要因で大きな割合を占めるのはハ

ンドルなどの操作不適で 28％も占めている。図５からは、他の年代の運転車より高齢ドラ

イバーの方が逆走を引き起こしやすいとわかる。これらの事から、誤操作防止と車線整備

が必要だと考えられる。 

 

  

第２項 高齢ドライバー増加の背景 
 

 
図６「限定免許に関するアンケート調査の分析結果について」
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https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/koureiunten/menkyoseido-bunkakai/3/kakusyu-siryou/6.pdf 

 

 図６は政府が行った、69歳以上を対象とした運転免許についてのアンケート結果であ

る。対象者の年齢幅が広く本研究の高齢ドライバーの年齢より下限は低いが高齢者全体の

運転や免許への意識が反映しているものとしてみなすことにする。運転免許証の自主返納

を考えたことがなかった人の理由として、一番多かったのは「車がないと生活が不便だか

ら」といった回答で 75.1％であった。つまり、それは生活を便利にする公共交通機関の拡

充により運転免許証返納を考慮に入れる人が増え、事故が減るということを意味している

のではないかと思われる。 

 

第３項 地方圏における地域公共交通の現状について 
 

 平成 19年度から平成 28年度にかけて廃止された路線は乗合バスで約 10206km、鉄道で

約 754㎞である。このような背景にあるのは、少子高齢化に伴う急激な人口減少やモータ

リゼーションによる公共交通機関の需要低下による事業者の倒産や経営悪化が考えられ

る。 

  
図７ 乗合バスの輸送人員推移 

 
国土交通省 「地域公共交通の現状と課題」 

（https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hrt54/com_policy/pdf/H28startup-koutuukikaku.pd）より出典 
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      図８ 各交通機関の輸送人員の推移 

国土交通省 「地域公共交通の現状と課題」 

（https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hrt54/com_policy/pdf/H28startup-koutuukikaku.pd）より出典 

 

 図７は平成 12年度から 24年度までのバス輸送人員の推移を表したものである。特に地

方部で減少が著しく、平成 24年度の輸送人員は平成 12年度の約 25％である。図８からわ

かるようにモータリゼーションに伴い、交通機関のバス・鉄道の分担率は 6割から 3割に

低下した。 

 

第４節 対策 
 

第１項 国の取り組み 
 

1 認知機能検査に基づく高齢運転者に対する講習 

 75歳での運転免許更新の際、高齢者講習を受講しないと更新はできない。更新期間満了

日の約 190日前に「講習のお知らせ」はがきが郵送され、高齢者講習受講者は運転免許試

験場や教習所で約 2時間座学・運転適性検査・実車を行う。認知機能検査は公安委員会ま

たは教習所で受けることができ、時間を回答したり、一定のイラストを記憶したり、時計

の文字盤を描いたりする。記憶力・判断力が低くなっている結果であった場合は、臨時適

性検査（専門医による診断）を受け、又は医師の診断書を提出することになる。認知症で

あると診断された場合には、聴聞等の手続の上で運転免許が取り消され、又は停止され

る。 

2 道路環境の整備 

 具体的には付加車線の整備，道路照明の増設，信号灯器の LED化，道路標識の大型化・

高輝度化・道路標示の高輝度化などがある。DSSSというシステムは最先端の情報通信技術

等を用いて，運転者に周辺の交通状況や信号灯火に関する情報等を提供することで注意を

促し，ゆとりをもった運転ができる環境を作り出すものであり現在注目されている。 

3 運転自主返納制度 

 運転自主返納制度とは運転免許証の返納後５年以内に申請すれば，運転経歴証明書の交

付を受けることができ，金融機関の窓口等で本人確認書類として使用することができると

いうものである。 

4 新たな交通機関の整備 
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・コミュニティバス  

 地方公共団体、地元商工会議所等の公的主体や地元住民等が主体となって、地域の交通

空白地域・不便地域の解消等、地域住民の利便向上のために一定地域内を運行するバスの

ことである。 

・デマンドタクシー 

 電話予約により、自宅から目的地(医療機関、主な公共施設、金融機関、商業施設等）

まで、乗合により送迎日常生活での移動を補助するシステムである。利用料金は通常のタ

クシー運賃よりかなり安い。 

国土交通省の「地域公共交通確保維持改善事業」により，平成 27年度には，全国で 1,260

市町村においてコミュニティバス，362市町村においてデマンドタクシーが導入されてい

る。 

5 「安全運転サポート車」（サポカーS）の普及啓発 

 高齢運転者の安全運転を支援する自動ブレーキなどの先進安全技術を搭載した自動車

（「安全運転サポート車」）の普及啓発を図ることとし，平成 29年１月に「安全運転サ

ポート車の普及啓発に関する関係省庁副大臣等会議」を設置し「自動ブレーキの新車乗用

車搭載率を 2020年までに９割以上とする」普及率目標を設定し，官民で様々な取組を進

めることとしている。 

「セーフティ・サポートカー（サポカー）」とは衝突被害軽減ブレーキを搭載した、全て

の運転者に推奨する自動車の事を指し、「セーフティ・サポートカーＳ（サポカーＳ）」

とは衝突被害軽減ブレーキに加え、ペダル踏み間違い急発進抑制装置等を搭載した、特に

高齢運転者に推奨する自動車のことを指す。具体的には図表９のように区分されている。 

 

 
図９セーフティサポートカーについて 

内閣府 「高齢者に係る交通事故防止」 

（https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h29kou_haku/gaiyo/features/feature01.html）より出典 
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【サポカー補助金に関して】 

 費用面で悩む高齢ドライバーを資金面で援助する「サポカー補助金」が、2019年度補正

予算に取り入れられ、2020年 3月 9日から申請受付が開始された。これに伴い、65歳以

上になるドライバーが「対歩行者の衝突被害軽減ブレーキ」と「ペダル踏み間違い急発進

抑制装置」 の両方を搭載した「サポカー」を購入する場合、乗用車で 10万円、軽自動車

で 7万円、中古車で 4万円の補助金を受け取ることができるようになった。 

 しかし、株式会社 Wizleapが 2020年 1月 20日から 3日間、1031人に対してインターネ

ット上で行った「サポカー限定の免許」等について意識調査ではサポカーを知っている人

は 27.6％であった。このことから、サポカー自体の認知度が低いとわかる。 

 

第２項 公共交通機関の拡充において地方公共団体等の取り組み 
 

 運行サービスの確保(公営交通・コミュニティバス)や走行環境の改善(施設整備、駅前

広場等バスターミナルの整備、道路整備、交差点改良 バス中心のまちづくり)、そして利

用者利便の向上(ノンステップバス導入補助 パークアンドライド等利用者の誘導策等) ま

た利用促進啓発活動 がある。 

・金沢市のケース  

 コミュニティバス「金沢ふらっとバス」の導入 やノンステップバスの導入、都市新バ

スシステム（バスロケ等）の拡充 、交差点の改良、バス専用レーンの導入、快速バスの

拡充 、バスによるまちづくり 、アーケード街での金沢ふらっとバスの運行によりトラン

ジットモール化 、多様なチケットシステムの導入（シルバー定期券、環境定期券）マイ

カー通勤自粛市民運動の推進などがある。 

 

第３項 海外での高齢ドライバーへの対策例  
 

1 医師による検査  

 運転免許の更新の際、運転免許当局による検査ではなく、一般開業医やその他の医師に

よる検査を必要とする。 米国では、コロンビア特別区において 70 歳以上の運転者が運

転免許を更新しようとする際に医師の承認を求めている。欧州では、2013 年に公表され

た調査によると、チェコやデンマークなど 10 国以上において医師の検査が必要とされて

いる。ニュージーランドでは、医師の診断書が必要とされている。 

2 限定免許  

 運転免許には、例えば視力が悪い場合に矯正器具の装着を義務付ける等の条件が付され

ることがあるが、これは高齢運転者に対して、運転できる道路、 区域の範囲、時間帯等

を限定するものである、アメリカのアイオワ州では運転適性に自信がない場合や事故歴が

あると実車試験が求められ合格の見込みがないとき夜間の運転を禁止するなどの制限を課

している。 

 

第２章 現行制度の評価 
 

第１節 道路交通整備について 
 

 信号の LED化は環境に優しく、道路標識の大型化は抜本的だがその利益の享受者は広範

囲にわたり、高齢ドライバーの事故を減らす急進的かつ直接的案ではないと思われる。そ

こで、この取り組みに加えた道路交通整備（逆走防止のための道路標識等）が必要だと思

う。 
 

第２節 交通公共機関拡充の策について 
 

 公共交通輸送サービスが不十分である過疎地域・交通不便地域においては介護サービス
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と輸送サービスの連携強化などが進められ、持続可能な移動手段の確保を行っているもの

の費用対効果が低いためこの施策の充実には限界がある。自動車は依然として大きな移動

手段であり、またこの施策は高齢ドライバーに焦点を当てているとは言えない。 
 

第３節 認知機能検査について 
 

 現在公安委員会または委託された教習所などで認知機能検査を受けることができるが、

そこでは認知機能を検査するのであり、しかもそこで低判定を受けて初めて専門医の診察

を受ける。しかし、運転には認知症だけでなく心臓疾患やその他の病気の可能性もある。

医療施設でないところで、認知機能だけを検査するのは両方の面から言って不十分であ

る。 
 

第４節 サポカーについて 
 

 サポカーの認知度が低いのが現状である。 サポカーに搭載されている先進安全技術の

限界があることを知り、過信してはいけない。また、サポカーを新たに購入する人は、費

用面から躊躇しているかもしれないが「サポカー補助金」という資金援助策が提案された

ことを知らないのではないかと思われる。 

 

第３章 提案 
 

 高齢ドライバーによる事故の更なる削減を目指して、以下４つを提言する。 
 

1 高齢ドライバーの事故に特化した道路環境整備 
 

 現行施策に加え、高齢者に特に多い逆走を防止する車線明確化等が必要だと思う。 
 

2 免許更新の際の検査の範囲拡大 
 

 現在行われている高齢者講習と認知機能検査に加え、医療機関での全身の検査を行い、

認知機能のみならず、事故の原因となる様々な病気や体質について運転者自身が認知する

必要がある。免許更新時、医師の診断書も提出することを義務付けるべきである。 
 

3 公共交通機関の拡充 
 

⑴高齢者を対象とした公共交通機関利用時のサービスカード発行 

 手本としたものとして「おかやま愛カード」がある。「おかやま愛カード」とは、運転

免許証を自主的に返納等した岡山県内に居住する６５歳以上の高齢者の申請により、県警

察が発行するカードのことである。現在５万人以上が利用している。「おかやま愛カー

ド」の協賛店や協賛車でこのカードを提示すると、商品の割引や主要路線バス・鉄道運賃

（ＪＲを除く）が半額、タクシー運賃（一部タクシー会社を除く）が１割引などの各種サ

ービスが受けられる。もちろんこれには限界があり、市の財政に余裕がない場合実現的な

策とは言えない。しかし、高齢者に焦点を当てた、ドライバーが運転免許を返納しやすい

環境には結びついているので、財政に余裕がある市町村に良いのではないかと思う。 

 

⑵病院やスーパーなど、個々の企業が出すバスの確保 

 私企業が過疎地域で経営するにはリスクが高く、経営破綻した場合の被害が大きい。そ

のため、高齢者が主に出かける場所・団体がそれぞれタクシーを持つ事によって経営的な

負担を分担できるのではないかと思われる。 

 

4 サポカーについての正しい知識の普及 

 高齢者がよく利用する場所やで広告掲示や教室を開いてサポカーには政府による支援が

あることやサポカーについての正しい知識を広め、サポカーの普及に努めるべきである。
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特に、サポカーを過信してしまうことによるモラルハザードは防がなければならない。 

 

おわりに 
 本研究で、高齢ドライバーによる事故増加に、公共交通機関の衰退と免許更新時の限定

的検査が背景にあることがわかった。現行施策に加えて、高齢者が免許返納しやすい行政

と交通の一体化した街づくり、免許更新時の全身検査、安全運転サポート者（サポカー）

についての正しい知識普及、高齢ドライバーの事故の特徴を考慮した道路環境整備を提言

した。しかし、現行施策は効果が全くないわけではなく、むしろ国際的にみて事故発生件

数は低く対策はある程度行われていることは留意してほしい。あくまでも本研究は現行施

策に加えた更なる高齢ドライバー事故を防止する新たな取り組みを提案するものであり、

真っ向から政策を批判するものではない。本研究により、高齢ドライバー事故を政府と地

域と先進技術が境を越えて多角的な視野から解決できれば幸いである。 
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・平松翼ほか（2019）「高齢ドライバー事故 0を目指して」p.42-p.45 

・川西晶大（2017）「諸外国における⾼齢者の運転免許制度」No. 981，p.3-p.7 

Webサイト 

・内閣府 「高齢者に係る交通事故防止」

（https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h29kou_haku/gaiyo/features/feature01.html

） 

・岡山県警察 「おかやま愛カード」 

（https://www.pref.okayama.jp/page/detail-100743.html） 

・経済産業省 「サポカー（安全サポート車）」 

（https://www.safety-support-car.go.jp/） 

・警視庁「高齢者講習（70歳から 74歳までの方の免許更新）」 

（https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshu/koshu/under74.html） 

・「限定免許に関するアンケート調査分析結果について」 

（https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/koureiunten/menkyoseido-

bunkakai/3/kakusyu-siryou/6.pdf） 

・国土交通省 「地域公共交通の現状と課題」 

（https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hrt54/com_policy/pdf/H28startup-

koutuukikaku.pd） 

・株式会社 MOTA 

（https://autoc-one.jp/news/5006174/photo/0005.html） 

・金沢市公式ホームページ 

（https://www4.city.kanazawa.lg.jp/11031/） 

データ及び図表出典 

図１・２・３・４・５・９ 

・内閣府 「高齢者に係る交通事故防止」 

（https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h29kou_haku/gaiyo/features/feature01.html

） 

図６ 

・「限定免許に関するアンケート調査分析結果について」 

（https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/koureiunten/menkyoseido-

- 74 -



bunkakai/3/kakusyu-siryou/6.pdf） 

図７・８ 
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URLは全て 2021年 2月 1日最終閲覧 
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広島大学附属福山高等学校 

５年「提言Ⅰ」 

恵方巻の食品ロスを減らすための方法 

５年 A組28番 金森なずな 

１.序論

１－１現状 

 食品ロスは1998年ごろから徐々に注目を集め、2016年には2964件と近年多くの注目を集めるよ

うになり、恵方巻の食品ロスもそれとともに問題視されるようになった。そして、恵方巻の食

品ロスを解決するために、いろいろと対策が行われている。 

 農林水産省は平成31年に「恵方巻きのシーズンを控えた食品の廃棄を削減するための対応につい

て」を発出した。食品小売業者に対して、需要に見合った販売を呼びかけたところ、シーズン後に実

施した調査では、節分時の廃棄率が前年度より減少と答えたのは約９割、廃棄率の削減割合は６割以

上と答えたのが最も多かった。 

 しかしながら、恵方巻の食品ロスが０になるには程遠い。廃棄される恵方巻の金額は年間約10億281

6万円とされている。策は講じられているのに、恵方巻の廃棄量はまだまだ多い。どうすれば、恵方巻

の食品ロスを減らせるだろうか。 

１－２問題提起 

 最終的に恵方巻の食品ロスが０になるのが望ましい。そうなれば、企業は売れ残った恵方巻を廃棄

するためのお金を他の事業に回すことができるだろう。それによって消費者も恩恵を得ることができ

- 76 -



るだろう。何より、「もったいない」から解放される。では、なぜ食品ロスは０にならないのだろう

か。 

私は需要と消費に差があるから、食品ロスは0にならないのだと思った。宮本勝浩・関西大名誉教授

のとったアンケートによると、企業は恵方巻の生産前に売れ残るだろう量を設定するそうだ。その設

定される廃棄率は平均４％、中には、６％以上にしているという回答もあったという。ここから考え

ると、スーパーなどは、見込んだ消費より多く入荷していることがわかる。よって、生産が消費を上

回ってしまう。私は、企業が生産を見込んだ消費より多くするのは、完璧な消費予測ができていない

からだと考える。予測しきれなかった消費を取りこぼさないように、見込みより多く生産するのだ。

つまり、完璧な消費予測ができれば、生産と消費の差を無くし食品ロスを0に近づけることができるこ

とが分かる。 

 最近、AIやビッグデータを使った消費予測が行われている。回転寿司の「スシロー」では、店舗に

「回転すし総合管理システム」を導入し、廃棄量は4分の１ほどになった。しかし、完璧な予測ではな

いというのが個人的な感想だ。AIやビッグデータを使ってもやはり人間の消費は完全に読み切れな

い。そこで、完全予約制なら、完璧な消費の予測ができるのではないかと考えた。 

 しかし、予約にも問題がある。図２によると、恵方巻の予約をする人はとても少ないことがわか

る。今のままでは、予約だけで、消費が完璧に把握できないのだ。これでは、企業は予約していない

人の消費を取りこぼさないために、また消費の見込みを立て、それより多くの生産をするということ

になり、食品ロスは解決されない。 

  そこで、この研究における課題は消費を予測するために予約をしてもらうにはどうすればよいか

ということに定める。 

 アンケートで、「恵方巻を買うなら事前に予約しますか？」という質問にいいえと答えた人に理由

を尋ねた。予約を増やすという点において、ここから「予約をしてまで恵方巻を食べたいと思わない
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から」、「予約をするのが面倒だから」を解決する必要があることがわかる。また、「予約をしてま

で食べたいと思わない」という人は、恵方巻にそこまで関心がない人だが、スーパーなどで恵方巻を

見かけたら買うという人だった。 

 よって、予約をしてもらうために解決しなければならない問題は二つある。一つは予約の面倒臭さ

を取り除くこと。もう一つは恵方巻の関心を高めることだ。 

 
 

2.本論 

２－１方法 

 以上二つの問題を解決するために、なにができるだろうか。 

 予約の面倒臭さを取り除くには、以下２つのことが有効だと考える。 

「恵方巻の予約方法を簡単にする」、「予約という行為に対価を払う」だ。 

 

１．予約を簡単にする 

 予約の面倒くささがどこから来ているかを考えた時に、予約という行動から来ているのではないか

と考えた。恵方巻の予約をするには、電話をかけたり、用紙に書いてお店に持って行ったりする必要

があることが多い。消費者が恵方巻にあまり価値を見いだせなければ、消費者にとってその行動は予

約の面倒くささに繋がるだろう。そこで、予約をもっと手軽に、簡単にする必要がある。そのため

に、インターネットによる予約を広める必要があると考える。インターネットによる予約を広めるこ

とで、消費者はいつでも、どこでも、画面を操作するだけで予約ができる。多くのチェーン店では導

入されているが、小規模のスーパーなどではまだ導入されていないことが多い。予約にインターネッ

トを用いることで、消費者は予約をあまり手間に思わないようになり、予約が増えるだろう。 

 

２．割引をする 
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 予約をしなくても同じ恵方巻が買えるのであれば、予約という行動は消費者から考えると無駄とな

る。そこで、予約に対価を払うことにより、予約の面倒くささを減らすことができるのではないだろ

うかと考えた。「おまけより割引してほしい―値ごろ感の経済心理学(ちくま新書)徳田賢二著」による

と、商品価格を500円、おまけ、割引を100円とし、商品価値を費用で割ると、おまけの値ごろ感は1.

2、割引の値ごろ感は1.25となった。このことから、消費者が感じる値ごろ感は割引の方が感じやすい

とわかる。 

   

 また、アンケートでも割引のほうが値ごろ感があると感じる人が多いことが分かった。よって、割

引は予約を促すのに有効だと言える。 

 
 

 もう一つの問題である、恵方巻の関心を高めるためにも、以下２つのことが有効だと考えられる。 

「予約を促すPRをする」、「生活の形に合わせる」だ。 

 

１．予約を促すPRをする 

 予約を促すPRをすることで恵方巻への関心を高め、予約を促すことができるだろう。また、予約を

促すだけでなく、恵方巻自体のPRをすることでも、節分の日が把握され、その日までに予約をすると

いうことを人々に記憶してもらい、予約を忘れるのを防ぐことができるだろう。アンケートによる

と、PRの媒体は、テレビ、SNS、インターネット広告を中心にするのが有効だとわかる。 
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２．家族の形に合わせる 

 恵方巻の関心を高めるためには、恵方巻自体も変える必要があると思う。株式会社Mizkanの調査に

よると、恵方巻は家族で食べる傾向があり、恵方巻を食べた一人暮らしの人は少ないように見える。

よって、一人暮らしの人でも食べやすい恵方巻があれば、恵方巻自体の関心を高めることができるだ

ろう。恵方巻の関心が高まれば、恵方巻の価値が高まり、予約をする人が増えるだろう。 

 

 

３．結論 

 インターネット予約をより多くの店舗で取り入れることに加え、割引をし、予約に対価を払うこと

で、予約の面倒くささを減らすことができる。また、PRで恵方巻と予約を広めることで、人々に恵方
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巻の予約を意識してもらい、加えて、需要の少ない世帯である一人暮らしの人々に向けた商品を作る

ことで、恵方巻自体の関心を高めることができ、曖昧だった恵方巻への関心をはっきりさせ、恵方巻

の価値を高めることができる。それによって、把握できる確実な消費が増える。これを続けて、予約

を増やし、当日需要が無視できる、または当日需要分を作ると企業が損になるようになれば、企業は

当日需要分を作らなくなり、完全予約制も夢じゃない。そうすれば、完璧な需要の予測をできるよう

になり食品ロスを０にできるかも知れない。 

 また、完全予約制になれば、予約をしてもらうための割引は必要なくなり、企業はその費用を他の

事業に充てることができる。しかし、恵方巻の予約が当たり前になるには、時間がかかるだろう。予

約が当たり前になるまで、どうやって恵方巻の食品ロスを減らすかが次の課題だ。 
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完全食の可能性と将来の食生活 

5年 A組 35番  福 紗矢香 

 

１．序論 

 『食』はずっと私たちの生活を支えていて、時代の変化とともに変わり続けてきた。食が関わる社

会問題と人は共存してきた。解決されてきた問題もあるが、新たに出現してきた問題も多くある。そ

んな中、新しい食生活の形となるといわれている「完全食」という商品が世に出始めた。完全食とは

「健康を維持するために必要な栄養をすべて含んだ食品、あるいは食事」と定義されている。この完

全食が流行しだした背景とそれらの長所・短所から、完全食がもつ問題解決の可能性と私たちの将来

の食生活について考えたい。 

 

２．本論 

(１)現在販売されている主な完全食の紹介 

・Huel (Huel Inc.)１) 

  イギリス発の完全栄養食。2018 年には世界 100 か国で累計 1 億食を売り上げた。粉末を水などの

飲み物に溶かして飲む製品と、カロリーメイトのようなバー状のものがある。フレーバーもチョコ

レート・バニラ・バナナ・ベリーなど他 7種類に加え、11種類のさらに味付けを加えられるものが

販売されており、飽きないように工夫されている。 

・Soylent（Rosa Labs, LLC.）２） 

  アメリカ発で世界初の完全栄養食。「生存に必要な栄養素がすべて含まれ、従来の食事が不要と

なる」とされる粉末を溶かして飲む製品とバータイプがあり、それぞれフレーバーは 9 種類、４種

類ある。 

・COMP (株式会社 COMP)３） 

 日本発の完全栄養食。日本の食事摂取基準を参考に作られており、必要な栄養素をバランスよく

配合している。粉末を溶かして飲む粉末タイプとドリンクタイプ、咀嚼して満腹感を得やすいグミ

タイプの二種類あり、フレーバーは三種類ある。 

・All- in-NOODLES / PASTA (日清グループ)４） 

  簡単でおいしいだけでなく「理想的な栄養バランス」を実現する食事を提供するために、一食分

の麺・ソースにバランスよく栄養が含まれた完全食。今まで紹介してきたものとは違い、いろいろ

なソースと組み合わせたバリエーションができる乾麺タイプ・インスタント麺としてソースまで一

体となったタイプの二種類あり、長期保存可能で食べる際に栄養価を保つ工夫がなされている。 

 

(２)完全食が普及したきっかけ 
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 完全食が注目されるようになったのはほんの最近のことである。Soylent が発売されたのは 2013

年、COMP が発売されたのは 2016 年である。このような商品が売られるようになったきっかけは食生活

の歴史と大いに関係があった５）。 

 日本では、戦後の経済成長によってスーパーマーケットや冷蔵庫、ガスが普及し、清涼飲料、加工

肉や乳製品などなんでも口にできるようになった。食生活の欧米化は 1960 年頃から急速に進み、1963 

年には肉および乳製品の供給量総量が魚介類を追い抜いたことにより、米と魚という日本食のイメー

ジが大きく変化した。また、バブル景気に乗ってファミリーレストランやファーストフードのチェー

ン店が各地に出現し、牛丼店・天丼店などの専門系列店も含めて、食を楽しむ外食空間が一気に拡大

した。これは、料理の画一化をもたらし、油脂類の多用に及ぶ傾向を生んだ。さらには外食文化の延

長線上に、中食という新しい食のスタイルが登場し、持ち帰り弁当屋やコンビニの展開がこれを日本

に浸透させた。すなわち惣菜なども含めて調理済みの食品を手軽に供給できるシステムが全国に浸透

して、脂質や糖質を過剰に摂取するような食生活へと変化した。最近では従来の飲食店でも、積極的

に弁当の販売やデリバリーサービスを行っているところも増えてきている。それゆえ、中食は孤食と

いう食事形態の変化のなかで極めて高い需要を得ている。インスタント食品も現代の食生活には大き

な位置を占めるようになった。 

 このような食生活が浸透しているので、年々生活習慣病の患者は増えており社会問題となってい

る。従来の日本で多く食べられていた和食は、肉や油をあまり使わず野菜中心なため低カロリー・低

糖質であり、一汁三菜を基本としているのでバランスも良く健康的であるとされていた。しかし、産

業の発達によっていつでも好きなものが食べられるようになったことや、食生活の欧米化によって食

べるものが変化し、脂質や糖質の摂取量が大幅増加したことが日本で生活習慣病患者が増えたことの

原因である。 

  しかし、この生活習慣病が広がっていったことに伴って健康志向も広がっていった。栄養過多な食

事を見直し、健康な体を手に入れて食生活から生活習慣病を予防しよう、という意識の変化があった

ためである。低カロリー・低糖質の製品、野菜を多く含んだ製品などを売り出していて、私たちがコ

ンビニやスーパーマーケットなどでそのような食品を目にする機会も増えてきているように感じる。 

 また、経済的に裕福な階級層になるほど、

時間不足を訴えているというデータがある

６）。安定した収入を得ることができても仕事

に追われて使う暇がないことが原因であると

言われている。スマートフォンやタブレット

の普及によるマルチタスキングによって容易

にメールで連絡ができるようになったこと

で、仕事時間外でも仕事のことを気にしてし

まうことが「時間に追われている」と感じる

原因の一端を担っているといわれている。 

 これらの背景をまとめたものが＜図１＞だ７）。＜図１＞からもわかるように、近年経済性志向は減

少傾向にあり、健康志向と簡便化志向が増加傾向にあることがわかる。健康志向とは、『バランスの

良い健全な食生活をしようとする考え』のことである。今の食生活を見直し栄養バランスのとれた食

図１)健康志向と経済性志向、簡便化志向の推移 
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事を心がける健康志向と簡易さを求め簡便化志向の風潮が広まっている現代において完全食が発売さ

れたのは納得いくことだろう。健康志向、簡便化志向の 2つを兼ね備えた現代的な商品であるから

だ。 

 

(３)食が抱える社会問題 

本論(２)でも述べたように、日本では経済発展を遂

げ、外食産業や食生活の欧米化などで栄養過剰な食事を

とるようになったため生活習慣病が社会問題化した。日

本での死因上位５位は＜図２＞のようになっている８）。

がん、心疾患、脳血管疾患の三つの要素が死因の半分以

上を占めている。これらは生活習慣病と呼ばれているも

ののひとつである。がんは予防することは難しいとは言

われているが、生活習慣を改善することでリスクを下げ

られるとも言われている。このように、生活習慣、つま

り食習慣を改善は行われるべき課題の一つなのである。 

次に注目したいのが、朝食欠食率だ９）。国民保健・栄

養失調調査によると、朝食欠食率は未だ高いままであり、全体では男性で 15％、女性で 10％。また年

齢別に統計をしたときに一番値が大きかった 20~29 歳階級では、男性で 30％、女性で 23%であった。

朝食をとらないと体温の維持がされなかったり、貧血になってしまったりする恐れがあるため、朝食

は健康な体を手に入れるためには必要不可欠だ。朝食欠食率が高いままである原因として、食べる時

間がないから、食欲がないから、などがある。朝食欠食の傾向が多くみられるのは特に若い世代なた

め、活動に支障をきたしてしまったり、パフォーマンスが低下してしまったりすることがあるだろ

う。朝食欠食を改善することは現代人の健康状態の向上にもつながるだろう。 

また、わたしが注目したい食生活の問題に、若者の

摂食障害がある。摂食障害には、『食事をほとんどと

らなくなってしまう拒食症、極端に大量に食べてしま

う過食症』の大きく分けてふたつある。<図３>は日本

における摂食障害で病院を受信する患者数の推移を示

したものである。1980 年代と比べ摂食障害患者数は 20

年ほどで 5倍以上に増え、そこからほぼ横ばいとなっ

ている。摂食障害患者の 9 割以上が女性であり、その

うちの多くを若い世代が占めている。知識のないまま

過酷なダイエットをして拒食症になったり、過食症に

なったりする高校生や中学生が増えているというような傾向が特に女子に多く見られるそうだ。栄養

失調になって痩せていってはとても不健康であって病気にかかりやすくなる。また、摂食障害は、一

説に食欲不振や食べ過ぎなどの単なる食行動の異常ではなく、重篤な障害を起こす精神疾患である、

とも言われているため、体の健康だけでなく心の健康も害してしいかねない。現代の若者が抱える大

きな問題のひとつとして摂食障害は見過ごせない。 

図２)日本人の死因上位５位(2019年) 

図３) 摂食障害の患者数と推移 
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このように、食が関わる解決すべき問題はたくさんある。 

 

３．結論 

(１)完全食のメリットとデメリット 

 ここで、私が考える完全食が持つメリットとデメリットについて述べる。 

まず、考えられるメリットとして、一つ目は簡単に作れ、摂取できることだ。前述したように Huel, 

Soylent, COMP はドリンクタイプや粉末タイプが販売されており、基本的にどんな飲料でもよいので一

食分溶かすだけで十分な栄養素を摂ることができる。作るのにも時間がかからないし、さらには飲む

タイプなので食事を摂る時間も短縮できる。献立のことも考えなくてよい。そして二つ目は、完全食

の一番の特徴といえる栄養バランスが良いことが挙げられる。一食分に必要な栄養素がバランスよく

配合されているだけでなく、生活している上で摂取しにくい栄養素も含まれているため偏りがなくな

る。理論上では健康な体を手に入れられるということである。三つ目は長期保存が可能であること

だ。商品にもよるが賞味期限は粉末タイプで１年ぐらいはもつらしく、食品にしてはとても長いと捉

えてよいだろう。 

次にデメリットを挙げる。まず、高価であるということだ。公式サイトより、COMP は粉末タイプ

で一食当たり約 600円、All- in-NOODLESでも麺 320円・ソース 250 円で合計すると 570円と、スーパ

ーやコンビニでおにぎりや菓子パンが一個 100円強で買えることを思えば、買って安く済ませようと

したときの倍以上かかってしまうことになる。まだ新しい商品なので値段が張るのはある程度仕方な

いとは思うが、消費者としてはリピート買いするのは価格的に難しいというのが現状だ。二つ目は、

味についてだ。おいしくないと続けられないし、同じ味ばかりをずっと食べ続けていると飽きてくる

日が訪れるだろう。企業の努力により、栄養食品特有の苦みや人工的な味は改良され続けているしい

ろいろなフレーバーも追加されている。また粉末タイプの製品は自分で溶かすものを工夫したり、ホ

ットケーキに混ぜて焼いたりしてアレンジができるため、飽きがこないように工夫することは可能で

ある。しかし、食べる料理の幅が制限されるのは確実だろうし、レビューを見てもまだ味に満足して

いない消費者も多いことが見受けられたため問題点と言えるだろう。そして三つ目は満足感が少ない

ことが予想されることだ。これは特に粉末タイプに見られることである。果たして飲み物を飲むだけ

で空腹が満たされるのか。せっかく栄養素がバランスよく配合された完全食を食べた後でたくさん間

食してしまっていては本末転倒だ。 

 

(２)完全食の可能性 

 従来からあるサプリメントは文字どおり日常の食事では不足しがちな栄養成分を「補助」する食品

だが、完全食となれば機能的には日常の食事に取って代わるものになりうる。食事をとる時間を短縮

したい忙しい現代人にとっては、とても手軽に一食分の栄養素が取れる商品は需要も高いだろう。本

論でも述べたように、完全食は現代のニーズに合った商品と考えてよさそうなことから、この完全食

はもっと普及していくことになるかもしれない。完全食を利用することで期待できることについて、

本論(３)で言及した社会問題について触れながら、具体的に述べていく。 
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 まず、不健康で栄養バランスの悪い食習慣を改善するのに役立つと思う。手軽かつ栄養価が高く、

健康的な食事を達成できるからだ。生活習慣病患者数の低下に一役買ってくれるだろう。また、生活

習慣病患者用に栄養価を調節した製品を作れば、過酷な食事制限の負担も減り、死亡数の減少につな

がるのではないだろうか。 

 次に、これが浸透することによって、朝食欠食率が下がって健康にすごせる人が増えると思う。と

いうのも、この完全食で「栄養バランスのよい食事が簡単に獲得できる」ようになり、朝忙しくて朝

食を食べる時間がない人や、朝は食欲がなくて朝食をとらない人の意識が変わっていくことが期待で

きるからだ。栄養バランスが良い食事が簡単に摂れるような製品がより売られるようになると健康に

過ごせる人が増えるとともに、今まで健康に特に気を使ってこなかった人にも完全食の認知度が広ま

り、もう少し値段が下がれば完全食から朝食をとる習慣を始めやすいと思う。完全食の粉末タイプを

飲み物に溶かして飲むだけなら、食欲がない朝でも摂取することはそこまで難しくないだろう。まず

は朝食として利用する価値は大きいと思う。 

本論(３)でも述べたように、若者の摂食障害が増えている。摂食障害が引き起こす栄養失調による

健康障害もこの完全食で改善できるかもしれない。若者の摂食障害の原因である過度なダイエットで

起こる痩せすぎは体に大きな健康被害を与える。加え、健康被害だけでなく拒食や過食は精神的にも

影響を与える。普通の食事ができなくなってしまい、食べることに対する恐怖心や執着が強くなるの

が摂食障害であるが、完全食なら栄養がバランスよく含まれているため、「太る」という罪悪感なく

栄養が補充でき、普通の食事へ戻していく中間剤になると思う。 

加えて、介護食・非常食への利用も期待できる。食事を摂ること、特に固形食をとることが困難な

高齢者の健康をサポートする介護食として、この高齢化社会の中で需要が高まってくるだろう。流動

食では栄養バランスを考えて作ることは自宅では難しい。しかし、この完全食を使うことで栄養バラ

ンスのとれた食事が可能になる。実際、また、日持ちもし、水に溶かして飲むと栄養が補給できると

いう調理材料の少なさから、完全食は災害時の非常食としても非常に役立つだろう。大きな災害が起

きた時、避難所で長く過ごさないといけないとなると、栄養バランスのとれた食事をすることはとて

も難しい。菓子パンやインスタント麺ばかり食べていると体力も落ちてしまう。やはりここでも、栄

養バランスが良い食事をとることは必要である。 

このように、メリットを生かせる分野がたくさんあることがわかる。 

だからといって完全食が完璧に現在の食生活にとってかわるか、というとそうは考えにくい。そも

そも、食事をすることは二つの重要な役割を担っている。その１つは、その食事を食べる人の健康を

維持・増進し、また疾病の予防・治療に必要な栄養素を過不足なく提供するという栄養学的側面の役

割。もう 1つは、その食事が食べる人の食習慣や食文化をみたし、おいしく食べることで心の豊かさ

や満足感をもたらすとともに、人間関係やコミュニケーションの形成に役立つなど、食べる人の QOL

や社会性を高める側面の役割である。人はただ「生きるために食べている」だけではない。「食事を

楽しむ」ことも、食事の持つ役割として大いに重要なのだ。完全食や機能性栄養食品が改良を重ね

て、仮に前者の役割を完全に満たしたとする。しかし、それを現在ある食事に取って代わろうとする

にはたくさんのハードルがある。例を挙げると、飽きずに食べ続けられるか、満足感があるか、食文

化や食習慣に配慮されているか、などである。また、食は文化を継承し、人と人をつなぐコミュニケ

ーションの場としても、重要な役割をもつ。だから、いまある外食産業はなくならないと思うし、伝
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統食は守っていくべきだと考えは今後も変わらないのだと思う。どちらか片方だけ、という食生活は

続かないだろう。 

 そうはいっても、栄養食がもっと売れていくことは確かだろう。 

 大切なのは、それらをどううまく活用していくかである。せっかく便利なものがあるのだから十分

に活用していくべきだと思う。しかし、それぞれの体質に合うかどうかや、運動量や生活の仕方で食

べるべきものも変わってくる。前述したように食事には多様な役割があることも忘れてはならない。

完全食は栄養の面では完璧かもしれないが、食の役割を完璧に満たしているわけではない。完全食と

はいっても、やはり栄養を「補助」する役割として使っていくことが一番良いだろう。どれだけ技術

が進歩して世界が変化したとしても人は食べなければ生きていけないし、今も昔もこれからも生活の

根底には『食』があることは間違いない。ただ、時代とともに食べるものが変化していったのは自然

なことだし、食は文化の一部でもあるのだから、昔の食生活が一番良いのだ、とも一概には言えない

と私は思う。良い面があれば悪い面も当然あるのだから、その新しい『食』について無知であること

を最も避けるべきであろう。紹介したように、完全食にはデメリットもある半面、たくさんのメリッ

トもある。それらを最大限生かし、完全食がもつ可能性を伸ばしていけるかどうかは私たち消費者に

かかっている。将来の食生活が私たちにとって、日常の楽しみであり、健康をつくるものであり、伝

統や文化を継承するものであり続けているために、正しい理解をもって新しいものを受け入れていく

ことを大切にしていかなければならないだろう。 
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広島大学附属福山高等学校 

5年「提言Ⅰ」 

福山市の活性化 

東京一極化をワークライフバランスの面から食い止める 

 

5年 A組36番 松本真生子 

 

１ 序論 

 2019年から現在に至るまで、世界中に脅威をもたらしている新型コロナウイルスは日本でも甚大な

被害を与えている。また、主に東京を中心とした都市圏、すなわち人口集中地域は特にその被害を受

けており、そこで東京一極化集中の是非をめぐって議論が行われているのを耳にした。東京一極化集

中について調べるにつれて浮き彫りになったのは、日本の人口減少問題である。東京一極化集中は、

感染症の拡大だけにとどまらず、人口減少という日本の将来を脅かす深刻な問題をも生んでおり、そ

れはいま我々が直ちに解決していかなければならないことが分かった。 

 日本の人口は2008年をピークに減少し、2100年には4259万人にまで減少すると予測されている。こ

れの大きな原因として戦後70年の間に起った地方から都市への人口流出があげられる。地方から都市

部への人口移動には若年層が大きくかかわっており、人口生産力である若年層を流出させてしまった

地方にとっては人口減少を加速させることになった。一方、都市部へ移った若年層にとっても、家族

の支援がなく狭い住まいの多い都市部の環境は、子供を産み育てるには厳しいところだった。こうし

た悪循環が人口減少を招いている。 

 私はこうした日本の実態を知り、どうにかして地方から都市部への人口流出を食い止めたいと思う

ようになった。実際に日本政府は第二次安倍政権で「地方創生」を掲げ、ふるさと納税を代表とする

国の地方自治体への補助を行っている。しかしながら、それによって地方の経済が潤って来てはいる

ものの、東京から地方への人口移動はそんなに起きていないのが現実である。そこで、まず移住の観

点から立ち直り、ワークライフバランスから地方の活性化を目指したらどうなのだろう、という考え

が浮かんだ。ほとんど自然を見ることもなく、毎日満員電車で通勤している人の中には、東京から離

れた場所で心にゆりもった快適な生活がしたい、と感じている人も少なくない。最近よく耳にするワ

ークライフバランスという言葉には、そういった現代人の生活を考えさせる要素があると思う。これ

こそ地方創生を促すチャンスになるのではないか、と思った。もともと、より豊かな生活、楽しみの

ある生活、そしてなによりも幸福を求めて地方から東京へ住み移っていったにもかかわらず、現実そ

の目的を達成できている人は少ない。彼らはこのままオフィスの立ち並ぶ東京にいて、自分の生活に

充実感を抱くのだろうか。私はそうとは思わない。2020年、インターネットが世界中に普及し、会社

に出勤し同じのと同じようにいつでもどこでも仕事ができるようになった今だからこそ仕事と私生活

の充実度や満足度について見直してみたい。 

 現在の人口の減少傾向を食い止めるための主な政策として「積極的政策」と「調整的政策」がある。

「積極的政策」とは、ヒトそのものを視点とした考え方でああり、その大きな目標として「人口の維

持と反転」が掲げられている。それは、結婚、妊娠、出産、子育てという人の人生を一貫して支援す

ることで、成し遂げられると考えられている。しかし、現在の大きな人口減少傾向を食い止めるには、

地方の積極的政策だけでは時間がかかるため、それと同時に、いわゆる「止血政策」として、大都市

への人口流出を止めるための政策として「調整的政策」も必要になってくる。 

 このように、一口に人口減少問題を止めると言っても、考えなければならない要素は多々ある。私

は人口減少問題の解決のために、ワークライフバランスの視点から地方創生を考えようと思う。ここ

では身近な中核市として、福山市の活性化について考えようと思う。私自身、福山市で生まれ育って

きたが、待機児童問題というものを聞いたことはなく、また山陽新幹線の停まる駅があるという交通

の便が非常に良いまちの印象がある。こうした特徴は、「積極的政策」に挙げられる、人の生涯の一

貫した支援をする上でとても良い条件ではないか、と思った。こうした生活のゆとりと利便性を兼ね

- 88 -



揃えた福山市こそ、現代の日本の現状を改善するようなまちではないかと思い、研究を始めた。本研

究では、移住に対する社会の考え方の移り変わり、地方の街づくりに必要なことをまとめたうえで、

福山市が今よりも活性化するためにどのようなことができるかについて具体的に提言する。 

 

２ 移住に対する考え方 

 自分の住む地域を移すことを移住というが、当然、新しい土地でそこの人々や文化になれる必要が

あるため、移住には、相当の覚悟が要る。しかし、それと同時に移住は主体的選択を伴うことから、

「自分はここに住まわされている」と受動的なとらえ方はなくなり、その地域のコミュニティへの責

任感が強くなる。よって一人一人のその地域への関心が強くなり一人一人の自分の行動に対する意識

も高くなるため、公共活動などの取り組みにより積極的になることが多い。近年では、まだ多くはな

いものの、大都市から地方への主体的な移住が増えている。このような人が増えることで、その地域

の活力が上がり、その地域では、より一層活性化されると期待される。こうしたことから、多くの場

合、移住により、人口問題が緩和されるだけではなく、各地域の暮らしやすさも向上するという良い

影響をもたらす。 

 また、都市部から過疎地域への移住者を年齢別に分析すると、20代が21.8%、30代が22.8%で一番大

きな割合を占めている。中国地方への移住者における割合も、20代が22.3%、30代が22.1%であった。

また、都市部から非過疎地域への移住者割合を男女別に比較すると、いずれも30代が一番多く、男性

は20代が28.4％、30代が23.5％、女性が20代が30.7％、30代が23.3％であった。このことから、都市

部の30代や、近年では、40歳代の転職、再出発を目指し、地方への移住を考えている人は増えつつあ

る。東京圏から地方への中・高年層の移住をいっそう高めるには、彼らが移住を考えている地域につ

いての情報提供をしていくことが大切である。その取り組みの一環として代表的なのが、ふるさと納

税である。この取り組みにより、地方との結びつきを深くしていくだけではなく、その地域の情報を

詳細に納税者に知らせている。また、移住するにあたって大きな問題なのが、住宅についてである。

政府は、都市部から地方へ移住した人に対して、移住支援金として補助を行っている。それは、その

金額は100万円以下で地方自治体に委ねられているが、こうした経済的支援はすでに行われており効果

を生んでいる。 

  

３ 街づくりに必要なこと 

 一般的に、東京などの大都市に特徴的なものとして、大型ショッピングセンターなどの商業施設や

娯楽施設の規模やその数、大規模な振興住宅地などがあげられる。もちろん、地方にも、利便性は必

要であり、機能的な場所に人は集まる。しかし、地方に足りないものを求め、新たに設置し、都会を

まねて機能性ばかり重視しすぎても、その面で大都市より秀でることはできないのが現実である。地

方の街づくりに必要なことは、ある程度のインフラが整っていれば、その土地にもともとあった資源

を強みにすること、つまり、特徴をもった街にすることである。地方は、大都市とは違う、また大都

市では味わえないその地方の特徴を大いに出すことで、大都市に住む人の心を惹きつける。そこで、

福山市の人口当や財政等の現状、福山市の活性化に向けた現在の取り組み、そして福山市の特徴をあ

げたうえで、それらを生かす方法を考える。 
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４ ほかの都市との比較

全国

で、福山市と人口が近い市を調べた。福山市(464812人)と人口が近いの都市は、金沢市(465699人)と

尼崎市(452563人)であった。３市の主要な駅の利用者数を調べてみると、３都市の中では、山陽新幹

線の停車駅ではないにもかかわらず、尼崎駅が最も多く、一方、山陽新幹線の停車駅である福山駅は

最も利用者が少なかった。ちなみに、東京駅の一日の利用者は、462589人であり、福山駅のおよそ20

倍以上であった。 
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 福山市と人口が近い、金沢市、尼崎市を軸に、平均通勤時間を調べたところ、福山市が22.8分だっ

たのに対し、金沢市は22.4分、尼崎市は33.5分であった。ちなみに、大阪市は32分、最も長かったの

は、神奈川県葉山市で65.7分であった。 

 各都道府県の合計特殊出生率の推移を見る。2019年度で比較したところ、全国平均が1.36であるの

に対し、広島県は1.49、石川県は1.54、兵庫県は1.47であった。また、東京都は1.15、大阪府は1.31

であり、人口集中地域になればなるほど、値が小さくなっていった。 

 

５ 他の都市との比較での考察 

 福山市には山陽新幹線の停まる駅があるものの、利用者が少ない傾向にあることがわかる。このこ

とから、福山駅の利便性があまり生きていないことが推測される。確かに、尼崎駅よりも大阪圏に遠

いことも一つの原因だが、福山市の交通の便を周知させることが福山市の人口転入の鍵となる可能性
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がある。また、福山市の人口のわりに駅の利用者が少ないことから、自家用車またはバスの利用者が

多いことが考えられる。都市圏に比べ、駐車場料金も低く、また交通整備がされているため、自家用

車での外出は多いとされる。快適さはある一方で、鉄道を介してのダイナミックな人の移動がない限

り、他県からの人口流入は見込めない。福山市の活性化には、鉄道を介して他県から人を呼び込み、

福山市での暮らしの快適さをアピールしていくのがいいと考える。 

 平均通勤時間と合計特殊出生率には大きな関係があると考えられる。平均通勤時間は、市町村別、

合計特殊出生率は都道府県別であるため、多少の違いはあるものの、平均通勤時間が短いところほど、

合計特殊出生率は高い傾向にあることがわかる。石川県や広島県は、依然として全国平均よりも高い

合計特殊出生率であり、この2県に共通することは、石川県では金沢市、広島県では広島市や福山市と

いう、政令指定都市や中核都市があることである。しかし、いずれの都道府県も、合計特殊出生率は2.

0よりも小さいため、人口減少傾向にあることには変わりはない。しかし、人口減少が最も深刻なのは

東京都であることは明らかであるため、東京都の人口を地方に分散することの必要性がある。 

 そもそも、大都市と地方との主な違いは、雇用機会の多さである。地方は大都市に比べ、雇用機会

が小さいため、若年層を中心とした貴重な労働力が地方からなくなり、地方ではますます労働者不足

に悩まされている。以前までは、都市部の大学にいった若者が、卒業後地元にかえって就労するＪタ

ーンや、都市部の人が地方で働くＩターンが多く見られたが、最近は少なくなっている。最近注目さ

れているのは、地方の農業事業である。都市部の大企業で培われた技術を地方で発揮してもらうこと

で、地方農業の更なる発展を目指す取り組みである。フランスでは、「青年就農交付金」という形で、

経済状況の厳しいとされる就農直後の支援をしている。実際、フランスではこうした取り組みが成果

を生んでおり、若年農業者の増加が見られている。日本でも、新規就農支援をしているが、より全面

的な支援や地域コミュニティとの交流の場を設けるなどの私生活に対する支援も重要になってくる。 

 このように農林水産業の推進などによって地方の雇用機会を増やすことも考えられる。近年、女性

の都市部への集中が増えており、都市部と地方との男女の割合のバランスが撮れていないことも出生

率の低下の要因になっている。そこで、地方での女性登用の促進が重要要素として考えられている。

特に、福山市のような中核都市でのそうした取り組みは期待されている。しかし、単に雇用促進とい

っても、女性が地方の企業に就職するためには女性のライフステージを考えられている地方自治体と

企業の支援がなければ実現できない。調査結果によると、夫が育児に充てる時間が少ない夫婦では、

第二子を生む割合が少ないことが分かっている。男女が育児に参画するためには、従来の「時間ベー

ス」の労働管理を変えなければならない。ＩＴの活用により、在宅勤務などの、時間や場所の制約を

受けない柔軟な働き方を促進することで「成果ベース」へシフトしていくことが可能になってくる。 

 こうしたことから、「ワークライフバランス」の観点で地方活性化を考えることは、男女を問わな

い仕事と生活の双方の質を高めることであり雇用の促進に繋がることが分かる。 

 

６ 福山市の取り組み 

 福山市のホームページでは、新規移住者にも分かりやすく、住居、就労・企業、子育てに関する詳

細が記載されており、奨学金などの説明について、見る人が理解しやすいような工夫が見られる。 

 主な取り組みとして、経済的支援を行っている。広島県、岡山県、香川県以外からの移住者のうち、

定住を目的とし福山市、またはその周辺へ勤務する世帯に対して、住宅ローン待遇支援金を支給して

いる。そのほかにも、転入促進や空き家の活用するため市内の中古住宅を購入し改修する移住希望者

等に対して、その改修工事費用の一部を補助する制度として、移住者等住宅改修補助事業を設けてい

る。 

 移住に関する支援だけでなく、地方事業に必要とされている、「結婚、妊娠、出産、子育て」の一

連の流れを一貫してサポートする制度も整えており、「福山ネウボラ」の名のもと、医療・介護・福

祉の体制を再構築を行っている。医療費の助成、子どもの就業の支援、またひとり親(母子家庭、父子

家庭)に対する支援も行っている。財政的支援だけではなく、ネウボラ制度には、母親と子どもの両方

に対してそれぞれ支援をしている。例えば、母親に対しては、母子健康手帳の給付の他、定期健診を

行い、いつでも母親の健康についてや子育てに関する疑問などの相談に乗る体制を作っている。また、
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子どもに対しては乳児から三歳になるまでの定期健康診査が行われ、子どもが健康に成長するための、

全面的な支援をしている。 

 また、仕事と家庭や子育て・地域活動との両立支援，女性の採用や能力発揮・職域拡大などに積極

的に取り組む事業者を認定し、「仕事と生活の両立」を支援している。子育て支援に取り組んでいる

企業、男女共同参画に取り組んでいる企業、働き方改革に取り組んでいる企業は、市や金融機関から

の特典をもらうことができる。働き方改革の取り組みとして、有給休暇取得促進に関する取り組みを

行っているかどうかや、フレックスタイムや在宅勤務制度などの多様な働き方に関する制度，実績が

あるかどうかが基準になっている。 

 

７ 福山市の活性化に対する提言 

 私の考える地方活性化とは、地方での企業の雇用数が増えることを意味する。雇用が増えるために

は、まず、他県からの移住が前提になる。現在、福山市は移住に関する支援や、結婚から子育てまで

の一貫した支援に努めており、住む人が安心して暮らせる町の再構築を行っていることが分かった。

また、ワークライフバランスを目指すため、そうした取り組みをしている企業に対して特別な付与を

している。しかし、働き方改革を促している自治体は増えてきており、福山市の特記事項というまで

でもない。 

 福山市をより特徴のある、いい意味で「くせのある」まちにするためには、極端に企業における働

き方を変えていく必要があると考える。近頃、コロナ感染予防のため、オンラインでの会議やテレワ

ークなど直接職場へ行かず遠距離で仕事することが増えてきている。こうしたリモートワークに関し

ては賛否両論あるが、子どもを持つ世代からは便利だ、という声が上がっていることから、リモート

ワークに代表される柔軟な働き方は女性の雇用を増やす良いチャンスであると考える。「５他の都市

との比較での考察」で述べた通り、雇用促進のためには第一に、その地域での人の生活を保障する必

要があるが、福山市はそうした取り組みがとても精巧に作られている。ネウボラ制度は福山市のアピ

ールすべき特徴である。生活面の保障にプラスして、都会で働いているのと同じように仕事ができる

リモートワークをフルに活用している、時代の先を行くようなまちにしていくことが、福山市の魅力

の一つにもなり、多くの子育て世代が助かるシステムとして全国で広がっていく可能性も考えられる。

リモートでしか仕事ができないわけではなく、新幹線を利用して短時間で大都市に行くことができる

側面もあることから、利便性も兼ねそろえたコンパクトシティとなっていくだろう。都市圏に住む人

が魅力的だと思うようなまちになれば、移住を考える人増え、移住の補助体制も整っていることから

人口流入が実現することも考えられる。 

 具体的には、リモートワークを週に２日する企業に対してさらに経済支援をしたり、「パパママ育

休プラス」(夫婦がともに育休を取得する場合には子どもが一歳2か月になるまで育休休業をとれるシ

ステム)の導入をする企業に対する経済支援したりするなど、今の世の中では主流ではない制度の導入

をすることを提言する。育休をとることがはばかられる世の中を変え第一歩となるとともに、未来の

社会の担い手を増やす第一歩となる。子育てをすることが恥ずかしいと思わせるようなまちではなく、

子育てが喜ばしいことであり、ますますやっていくべきだというようなまちにするために、企業に対

する少し大胆な子育て支援が必要だと考える。 

 

8 参考文献 
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現代における新しいエンターテインメントの提案 

 

5 年 A 組 37 番 安田知華 

 

1.序論 

 

 新型コロナウイルスの影響により多くのコンサート、ライブは中止や規模を小さくしての開催を余儀

なくされている。(※１)また、2020 年 2 月から 2021 年 1 月までの 1 年間までにライブ・エンターテイ

ンメント業界が被る損失は推計で 6900 億円(年間市場規模の 77％)になる(※２)ともいわれている。そ

こでこのコロナ禍を経て、多くの人が今後広まってほしいと考えているインターネットを通じたライブ

配信(※3)に注目した。そこで、インターネットを通したエンターテインメントを一つのビジネスとして

成立させ、新型コロナウイルス収束後でも継続することのできるようなプランを提示することで本研究

の目的とする。 

 

 

2.本論 

 

Ⅰ比較 

現場に行き、参加するエンターテインメントとの違いや実際に配信ライブに参加してみてのメリット、

デメリットなどを挙げていく。 

 

①違い  

 現場での一番の魅力でありインターネットを通した際の一番の課題となると考えられるのはやはり臨

場感、没入感である。普段の生活とはかけ離れているその場限りの雰囲気に魅力を感じている人も多い

のではないかと思う。 

配信ライブのチケット代は 4000～5000 円、予定されていたコンサートのチケットは 7000 円であった。 
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②参加してみて

誰でもどこでも、より安価に参加できるので気軽に見ることができ、見え方が同じなので演出が十分

に見えないということがないということも分かった。またこれはアーティスト側にもメリットであると

考えられる。つまり、見せたい演出を見せたい角度から全員に楽しんでもらうことができる。客席を使

った演出など普段ではできない演出をみることもできた。しかし、サーバーが耐え切れずに途中で止ま

ったり画質が悪くなってしまうことも多々あった。視聴者側からすると大きなストレスとなる。またア

ーティストと観客の一体感がある会場と違い周りを気にしてしまって思うように盛り上がれなかった。 

 これらのことから、現場の臨場感、ライブ感に変えられるものを作り出すのは難しい。チケット代を

少し安く設定し、気軽に雰囲気を疑似体験できる配信ライブを主に新規の顧客集客に利用していけばよ

いのではないかと考えた。また配信でしかできない双方向の提供や新しい技術を使った演出もができる

とビジネスの成立が期待できるだろう。 

Ⅱ前提 

 ライブ配信チケットは現場で行われるチケットの半額であった。つまり同じだけ利益を上げるために

は単純にコンサートホールの倍の人数の集客が必要である。会場費やセットに関わるお金は配信の場合

でも必要。配信の設備等を考えるとより集客がシビアになってくるので現場との差別化を図る必要があ

る。 

Ⅲ現在のシステム 

現在行われているシステムをいくつか例として挙げていく。 

①ＶＲ配信

没入型映像システム 様々な分野で応用されているがエンターテインメント業界で最も普及している

といわれている。(※４)スマートフォンやパソコンの画面だけで再現することは難しい。没入感を演出

することができる点が最大の利点ではないかと思う。しかしまだ家庭での普及がされているとは言えな

い状況にある。 
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②新体感ライブ CONNECT(※５)

ＮＴＴドコモが企画。多くのアーティストが既に配信をしている。マルチアングル(いくつかのアン

グルから好きなものを指定して視聴可能 )、ＶＲ配信、ＡＲフィギュア映像など新体感ライブ 

CONNECT ならではの他にはない機能がたくさんあり自分がだけの楽しみ方ができる。 

③ハコスコ(※６)

ライブ配信だけでなく VR 旅行や部屋の内見などを行っている。カメラ等の環境が整っていれば 15 万

円から 360 度カメラでリアルタイム配信ができる。 

④ライゾマティクス(※７)

高い技術での演出を行っている会社。嵐や Perfume 等のアーティストのライブの演出なども携わって

いる。オンラインでの音楽イベントではブースに近づくと音が大きく聞こえたり観客同士でコミュニケ

ーションをとれるというシステム(※８)を開発した。(テスト段階)コロナ禍でのエンターテインメント

の考え方(※９)をすぐに発表したり演出、エンターテインメントにおいて最先端の会社といえる。 

⑤ドライブインシアター

巨大な駐車場にスクリーンを設置し車に乗ったまま映画が鑑賞できる上映環境。以前よく開催されて

いたものが接触を防げるという理由から再注目されている。プライベートな空間で飲食や会話も自由。

ほとんど人と接触しないので感染対策もできる。 

3.提案

 自宅で一人で盛り上がるよりも多くの人と盛り上がれるほうがより楽しめるのではないかと思い、複

数の会場に生中継をして同じ趣味を持つ知らない人と一度きりの雰囲気を経験するのが良いのではない

かと考えた。また自宅に VR 環境が整っているのであれば一人で臨場感を楽しんだり、供給を受ける側

にとってもっともよい方法を選択できるような自由度の高いものを提案したい。一方的な提供だけでな

くて双方向のコミュニケーションをとれるようにコメントをする場を設けたり、観客同士でも会話がで
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きるようなシステムがあれば良いと思う。VR を利用したい場合には安価でレンタルできるものもある

ので上手く利用したい。 

 

様々な視聴方法を選択できるようにする事でより多くの人に楽しんでもらえると思うのでいくつかのモ

デルを提案したい。 

 

⓪基本情報 

チケット代：配信等の場合 ￥4000  会場に行く場合 ￥7000 

観客が入っている会場(緊急事態宣言解除のイベント制限の方針【2021 年 3 月 9 日現在】（※10）とし

て「5,000 人又は収容定員の 50％のいずれか大きい方」又は「10,000 人」のいずれか小さい方を上限にす

ると発表があったためこの条件として考える)でのライブの生配信。 

下記に出てくる必要な機材などには別途料金が発生する。 

 

①自宅で楽しむ場合 

 VR を利用することでその場にいるような臨場感を体験する。自宅で視聴する場合も家具などが視界

に入らないのでエンターテインメントを楽しむことだけに集中できる。 

自宅に VR 機能がない場合は VR を使用しないでの視聴もできるが、一日や一週間であれば 2，3000 円

でレンタルすることができる。VR 機能付きでのチケットを購入した人のみが見ることのできる映像を

つけることで収益化を図る。 

 加えて、コメント機能があり、アーティストとすべての観客がリアルタイムで閲覧できる。これによ

って、双方向の関係がより強くなる。自分もこのコンサートに参加してしているという思いが強くなり

疎外感が薄まり、自分が普段とあまり変わらない環境にあること、会場にいないということを感じにく

くする。 

開始前、終了後には観客同士でのチャット機能を付けることで一人でいても同じ場にいた人たちと感想

を共有し合える。 

 

②会場の縮小版(複数人で楽しむ場合) 

 映画館をライブビューイング会場と設定する。自宅視聴するよりも通信環境や音響が整っており、大

画面で楽しむことができる。同じ趣味を持つ知らない人が沢山いるのでより現場に近いものを体験でき
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る。周りの目を気にする必要もないので普通の配信で感じるストレスを軽減させることができる。友人

と一緒に視聴できるというのも大きなメリットではないだろうか。 

                                               

このような方法で配信を行うことによって会場自体の観客が少ない場合でも収益、集客は以前より増加

することが期待できる。価格設定が低くなっており現場に足を運ぶ必要もないので、コアなファン層だ

けでなくライトな層の集客も見込めその後のファン獲得にもつながっていくと考えられる。 

 

 

 

4.まとめ 

 

 この研究を始めるにあたってエンターテインメントの魅力を考えてみた。 

 研究前は現場にある雰囲気という抽象的なものとしか考えることができなかったが、研究をしていく

につれてその場で作られるその場限りの『つながり』が魅力の一つであるのではないかと考えた。自分

とアーティストだけでなく、偶然近くの席にいた住んでいる場所も年齢も違う人と仲良くなれたり、普

段では無い『つながり』ができ、それが持続するのではなく一時的なものであるからこそ特別に感じる

のではないだろうか。このような時代になっても需要が高くあり続けているのはこのような理由がある

エンターテインメントはほかに代わるものが無い大きな魅力があるのだと思う。これから必要になって

くるのは距離が離れているからこそ『つながり』のより強いエンターテインメントなのだと思う。 

 新型コロナウイルスが終息し、今までと同じ生活ができるような世界がまた訪れることを願ってこの

研究を終わりとする。 

 

 

5.引用・参考文献 

 

 ※１ 公益社団法人全国公立文化施設協会 

 【新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響：調査】報告 

 

 ※２ ぴあ総研 

- 99 -

https://www.zenkoubun.jp/info/2020/pdf/0316covid_19.pdf?02


 新型コロナウイルスによるライブ・エンタテインメント業界へのダメージについて 

 

 ※３ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 

 自粛生活におけるエンターテインメントの重要性 

 

 ※４ 一般財団法人機械システム振興協会 

 ヘッドマウントディスプレイを中心とした 没入型映像システムに関する戦略策定 報 告 書 (前半) 

 ヘッドマウントディスプレイを中心とした 没入型映像システムに関する戦略策定 報 告 書 (後半) 

 

 ※５ 新体感ライブ CONNECT 

 ABOUT 新体感ライブ CONNECT｜新体感ライブ CONNECT【ライブはもっと、もっと自由になる】 

 

 ※６ ハコスコ 

 ハコスコの VR 配信システム・映像制作のご紹介 

 

  

 ※７ ライゾマティクス 

 Rhizomatiks Research 

 

 ※８ ライゾマティクス 

 Social Distancing Communication Platform 

 

 ※９ ライゾマティクス 

 Rhizomatiks - Social Distancing の時代のコミュニケーション 

 

 ※10 東京都防災ホームページ 

 【3 月 1 日更新】イベントの開催制限等について 
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幼児期の非認知能力向上について 

 

5年 A組 39番 渡邊亜悠 

1. 序論 

教育格差という問題に興味を持ち、日本国内の教育格差の現状と要因、また、格差の縮小の為に

は何をするべきなのかを研究しようと考えた。しかし、調べていくうちに教育格差は家庭間の経済

格差や地域間での地理的問題や経済的な問題など様々な要因があり、それらをすぐに改善するのは

難しいと考えた。そこで、教育レベルをはかる指標の一つとして使用されていた「非認知能力」と

いうものに注目し、幼児期に行われる非認知能力教育ついて調べることにした。 

 

2. 本論 

2-1経済格差と教育格差の関係 

 教育格差の要因として経済格差が挙げられている。１「どのような家庭に生まれたのかが、

こどもの成績に影響を及ぼす事態はなくなったのか。この問いに対する答えは『ノー』である。」

「教育の社会・経済的な背景が、学業達成に何らかの影響を及ぼしていること、言い換えれば

子どもが生まれ育つ家庭の社会・経済・文化的な環境によって、学業達成に差異がみられるこ

とは一種の『定説』といってよい」「出身階層と教育達成をつなぐ要因として、文化資本の相

続、学校外教育投資、少子化戦略といった家族に教育戦略があるとしている。」（難波安彦 2012）

と述べられている。 

 また、２日本財団 家庭の経済格差と子どもの認知・非認知能力格差の関係分析によると大

阪府箕面市の「子供成長見守りシステム」のデータによる認知能力（学力）に関する分析のま

とめから「貧困を背景とする学力格差は小学校初期から存在するが、大きく差が開くのは小学

４年生頃」「学年が上がるにつれ、貧困世帯は低学力へ、非貧困世帯は高学力へ集中していく」

学年が上がるにつれ、貧困状態や低学力層から脱することのできる可能性も低下していく」（図

1）と述べている。さらに、非認知能力・健康に関する分析のまとめとして「貧困状態にある

子どもは、非認知能力がいずれの項目でも低い傾向にある」「特に基礎的な項目（家族への相

談の可否、頑張っていることの有無、朝食をとる習慣など）について、小学校低学年時点で既

に大きな格差が存在する貧困状態であっても学力が高い子どもは、非認知能力が高い傾向にあ

る」「生活習慣、学習習慣、思いを伝える力は、学力と強い正の相関がある」（図 2）と述べら

れている。これらの記述から、家庭の経済環境と非認知能力・認知能力について教育レベルに

は因果関係があると考える。 

※「『しかし、本調査研究の結果は、大阪府箕面市のみのデータに基づくものであるため、箕

面市内の非貧困世帯の学力が全国的に見て高水準にあることにより、格差が大きく見えている

可能性を否定できません。また反対に、特に小学校低学年時には、学力テストの問題が簡単す

ぎて得点差が開きにくく、格差が過小に評価されていることも考えられます。』」との記述があ

った。 
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 2-2非認知能力とは 

３ＯＥＣＤは非認知能力を「社会情動的スキル」と言い表し、「忍耐力、社会性、自尊心といっ

た社会情動的スキルは、個人が 21世紀の課題に対処し、もたらされる機会から恩恵を受けるの

に役立つ。」としている。 

 

 

    非認知能力について、４IQ や学力テストで計測される認知能力とは違い、「忍耐力がある」「社

会性がある」「意欲的である」といった、人間の気質や性格的な特徴のようなものを指し、一般

に「生きる力」といわれるようなものであるとして，Gutman, L. M., & Schoon, I. （2013）「The 

impact of non-cognitive skills on outcomes for young people. 0Education Endownment 

Foundation」をもとに下の表のようにまとめている。（金丸雅子 2018）  

 

学術的な呼称 一般的な呼称 

自己認識（Self-perceptions）  自分に対する自信がある、やり抜く力がある 

 意欲（Motivation) やる気がある、意欲的である 

忍耐力（Perseverance）  忍耐強い、粘り強い、根気がある、気概がある 

自制心（Self-control）  意志力が強い、精神力が強い、自制心がある 

メタ認知ストラテジー 

（Metacognitive strategies） 

 理解度を把握する、自分の状況を把握する  

社会的適性（Social competencies） リーダーシップがある、社会性がある 

回復力と対処能力 

（Resilience and coping） 

すぐに立ち直る、うまく対応する  
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創造性（creativity）  創造性に富む、工夫する 

 性格的な特性（Big ５） 神経質、外交的、好奇心が強い、協調性がある、誠実 

    また５ベネッセ教育総合研究所が 2012 年に行った幼児期から小学一年生の家庭調査は「『生活

習慣』が身についていることと、『文字・数・思考』の育ちと『学びに向かう力』の育ちは相互

に関連し合っている」としている。ここでいう「生活習慣」とは、トイレ、食事、あいさつ、片

付けなど生活していくために必要な習慣を、「学びに向かう力」とは、自分の気持ちを言う、相

手の意見を聞く、物事に挑戦するなど、自己主張・自己統制・協調性・好奇心を表す力を、「文

字・数・思考」とは、文字や数の読み書き、順序の理解など幼児期から小学校段階での学習に関

係する力を表している。ここでの「学びに向かう力」を非認知能力だと解釈した。 

 

  2-3幼児期における非認知能力を育む重要性 

    ６平成 29 年に改定された幼稚園教育要領作成の際に取りまとめられた課題として、「近年、国

際的にも忍耐力や自己統制、自尊心などの社会情動的スキルいわゆる非認知能力を幼児期に身に

付けることが、大人になってからの生活に大きな差を生じさせるといった研究成果をはじめ、幼

児期における語彙数、多様な運動経験などがその後の学力、運動能力に大きな影響を与えるとい

った調査結果などから、幼児教育の重要性への認識が高まっている。」（文部科学省 2016）とある。

また、７幼児の非認知能力と認知能力、家庭でのかかわりの関係の研究の中で、「幼児期の家庭で

の読み聞かせや家事手伝いの経験が、非認知能力としての外向性・協調性といったパーソナリテ

ィに関連することを示している。幼児期の家庭環境が非認知能力の発達と関連することを示した

ものであり、非認知能力がどの時点で形成されるのかがわからないとしても、幼児期からの家庭

環境の影響を受けていることが示唆されるとしている。」とある。今までの幼児教育体制が全く

非認知能力を育てることを意識していないというわけではないが、さらに進めていくことが重要

だと考えられる。８白梅学園大学教授の無藤隆は（2016）はベネッセ教育総合研究所のインタビ

ューの中で、「幼稚園教育要領や保育所保育指針の考え方にのっとった園は既に非認知能力を育

てる基盤はととのっていると考えていいでしょう。ですから、全く新しい取り組みを導入するの

ではなく、非認知能力という観点から従来の保育を振り返って補完する視点を持ってください。」

と述べている。 

    ９「経済学者ヘックマンはペリー就学前プロジェクトの実験結果を分析し、特に、恵まれない

家庭に育ってきた子どもたちにとって、質の高い幼児期の教育プログラムが、子供たちの経済状

態や生活の質を高めるのに重要であるとした。家庭の経済格差が子どもの経済格差や非認知能力

の格差、成人になってからの経済状態に多大な影響を及ぼすというヘックマンの指摘は、日本に

おいても重視すべきことであり、幼児教育の投資効果について実証的な研究に基づいた取り組み

を展開することが必要不可欠となっている。」（伊藤理絵 2017）ここにあるペリー就学前プロジ

ェクトとは、経済的に恵まれない 3歳から 4歳のアフリカ系アメリカ人の子どもたちを対象に、

午前中は学校で教育を施し、午後は先生が家庭訪問をして指導にあたるというもので、この就学

前教育は、2年間ほど続けられた。そして就学前教育の終了後、この実験の被験者となった子ど

もたちと、就学前教育を受けなかった同じような経済的境遇にある子どもたちとの間では、その

後の経済状況や生活の質にどのような違いが起きるのかについて、約 40年間にわたって追跡調

査が行われた。その結果は、有意な差となって表れた。就学後の学力の伸びに、プラスに作用し
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ただけではなく、介入実験を受けた子どもたちと、そうでない子どもたちを 40歳になった時点

で比較したところ、高校卒業率や持ち家率、平均所得が高く、また婚外子を持つ比率や生活保護

受給率、逮捕者率が低いという結果が出た。（ベネッセ教育総合研究所 2021年 2月 23日最終閲

覧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 結論 

この研究の目的は非認知能力とはどういうものかを明らかにし、また、幼児期に非認知能力を教

育することがどのような意味を持つのかを調べることであった。端的に表すと、非認知能力は試験

で測ることの難しい個人の特性による能力だと解釈した。しかし、「社会情動的スキル」「生きる力」

「学びに向かう力」など様々な言葉で言い表されるように複雑な能力だと考えられる。この、非認

知能力の重要性についてはペリー就学前プロジェクトのように行った教育の成果が表れたのかを

成長とともに観察する必要があり、長期的で大規模な実験が必要だと感じた。実際にどのような教

育を取り入れればいいのかということも調べようと思ったが、どのような教育方法でも同じである

ように、子ども一人ひとりの個性や発達の具合によって異なる対応が必要で全員に正しい方法を提

示するのは難しいと考えた。また、非認知能力が教育格差を解決する手掛かりになるかということ

についても今回の研究では根拠のある文献を見つけられず、今後の課題となった。 

                                                   
１ 教育格差の要因と問題点 難波安彦 畑中美里 https://ci.nii.ac.jp/naid/40019236497 
２ 家庭の経済格差と子どもの認知・非認知能力格差の関係分析 日本財団 

https://www.nippon-foundation.or.jp/app/uploads/2019/01/wha_pro_end_07.pdf 
３ ＯＥＣＤ http://www.oecd.org/education/ceri/FosteringSocialAndEmotionalSkillsJAPANESE.pdf 
４非認知能力の育成におけるモンテッソーリ教育の有効性 金丸雅子

https://ci.nii.ac.jp/naid/120006496015 
５ ベネッセ教育総合研究所 学力の地域格差 

https://berd.benesse.jp/berd/center/open/report/kyoiku_kakusa/2008/kyoiku_kakusa_Chapter1_01.

html （2021 年 2 月 23 日 最終閲覧） 
６幼児期から小学 1 年生の家庭教育調査 報告書 

https://berd.benesse.jp/jisedai/research/detail1.php?id=3200 
７ 幼児の非認知能力と認知能力、家庭でのかかわりの関係 西坂小百合 岩立京子 松井智子

https://kyoritsu.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item

_detail&item_id=3186&item_no=1&page_id=28&block_id=27 
８特集 生涯の学びを支える「非認知能力」をどう育てるか インタビュー 支援の「発想」を転換すれば

7 

13 

20 

29 

36 

41 

月給2000ドル以上 

持ち家率 

生活保護の非受給者率（成人後） 

ペリー就学前プロジェクトの経済効果 

ペリー就学前プロジェクトの被験者グループ 

実験を受けていないグループ 
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日常の遊びや生活の中で十分に育つ 無藤隆 https://ci.nii.ac.jp/naid/40020792829 
９

「保育内容 人間関係」再考 : 非認知能力を育む保育の観点から 伊藤理絵 

https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_it

em_detail&item_id=4253&item_no=1&page_id=13&block_id=17 
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次なるパンデミックに備え、我々はどのように対策をしていくべきか 

今回浮き上がった日本医療の問題点 

 

5年B組3番 石本凌央 

 

1.はじめに 

 2020年はじめから、新型コロナウイルスが流行しはじめ、世界であっという間にパンデミックが発生した。 

パンデミックとは、WHOによると、同一感染症が短期間に世界的に発生すことをいう。 

 過去にも新型インフルエンザ等のパンデミックも起きていて、収束するまでにとても長い年月が経ってい

る。だから私は、どうして早く収束しないのか、どのようにして対策をしていけばいいのか、どのような課題

があるのか、ということを調べようと思った。 

 海外と比べた日本の医療制度の違いや そこからおきた問題点など、この新型コロナウイルスの騒動の

中で分かったことを調べ、それを踏まえてこれからどのような対策をしていくべきなのか、 私たち一般人

の視点、企業の視点、国の視点から提案することで、 次なるパンデミックが起きた時、できるだけ被害を

広げないように、そして自分も感染しないようにしていくことがこの研究の目的である。 

 

 

２.本論 

 ここではまず、調べてみてわかったことを述べる。 

・感染の広がりについて 

 感染症の広がりは、生態系の変化、天候、気候の変化、経済開発、土地利用、科学技術と産業発展に

起因している。そのため、貧しい人、予防接種を受けない人が多いところでの感染性は増加する。世界

への広がり方としては、蚊などの宿主が貨物などで輸入されてくるケース（2014JPデング熱等）と感染者

の移動に伴う感染拡大が進むケース（新型コロナ等）がある。 

 

・ウイルスについて 

 ウイルス感染拡大での一般市民レベルでの感染対策としては、アルコール消毒、熱消毒などがある。 

しかし、これらの方法が効くウイルスはエンベロープを持つウイルスのみである。 

エンベロープを持たないウイルスは、小型であるためにろ過による除去も困難である。 

新型コロナウイルスは、エンベロープウイルスではあるがスパイク蛋白と呼ばれる構造を使って細胞に侵

入するのでエンベロープを破壊しても感染性を失わない。そのため、70％以上の高濃度エタノールや次

亜塩素酸ナトリウムを使用する必要があるが、これは一般人にはこまめに対策をするのは難しい。 

さらに、新型コロナウイルスのような、RNAを遺伝子に持つウイルスは検査の際に逆転写という作業が必

要で、これには少し技術が必要であり、検査が難しい。そのため、検査もたくさん簡単にできるというわけ

ではない。 

 RNAウイルスが増殖するのにはRNA依存性ポリミラーゼが働くことが必要で、アビガンやレムデシビルな

どの薬はこの働きを阻害することができることがわかっている。しかし、副作用などの心配もあり、患者の

健康が保証できないので、まだまだ調査が必要である。 
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 また、基本的に、コロナウイルスは初期は比較的致死率が高いが時間がたつにつれて致死率は低くなり、

普通の風邪と同じになる。つまり、流行初期にしっかり対策をして感染する人を減らし、ウイルスが変異す

るまで待てば、亡くなる人や重症化する人を減らすことができる。 

 このことから、流行初期は濃厚接触を避け、ウイルスが変異して普通の風邪と同じになるのを待つことが、

被害を小さく抑えることにつながると考える。 

・日本における新型コロナウイルス感染症の拡大原因 

 私が調べて考えた日本における新型コロナウイルス感染症の拡大原因をあげる。 

1. 行政検査が主体の地方衛生研究所では新しい病原体について大量に検査を行う制度や体制

が整っていないこと

2. Severe Acute Respiratory Syndrome （SARS) やMiddle East Respiratory Syndrome（MERS）の国

内例がなく、PCR検査能力の拡充を求める議論がおこらなかったこと。

3. １と２に関連して、検査能力の低さから検査が間に合わず、重症例などの検査を優先した結果、

無症状の人や軽症の人の検査が遅れたこと。

4. 保健所業務が過多、民間検査機関との連携が不十分なこと。国の機関だけで対処しようとしてい

るために対応が間に合わないこと。

5. 感染検体を運ぶための特殊輸送機材がなかったために、患者の感染検体を運ぶことが難しく、

研究がうまく進まなかったこと。

 現在、日本では感染症に関して、国が主体となって検査や対応をしているが、これでは今回のように感

染者が爆発的に増えた時、対応しきれない。しかし、感染症法における常に大型の機械や人員を揃えて

おくのは経済的に不合理なので、不要時には貸し出すなど、民間検査機関との協力関係を構築していく

べきだと考える。 

・今の日本に必要なこと 

 地域分散型の小規模検査センターが必要だと考える。また、今回のような事態は行政検査が障壁にな

って民間機関が感染症危機対策に参画できなかったことも原因だと考えられる。厚生労働省結核感染症

課と国立感染症研究所で対応してきたこれまでの感染症研究や対策だけでは不十分であり、もっとたく

さんの場所と人数でパンデミックに備え、対応していくべきだと考える。 さらに、下のグラフを見ると、緊

急事態宣言解除後から急激に感染者が増えていて、お盆休みや、正月などの行事のあと急増している。

ここから、日本の感染対策への個人の意識が低く、もう少し拘束力のある取り決めがないと感染者は増加

の一途をたどると考えられる。
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写真：ヤフーニュースより 

さらに下のグラフを見ると、 

 

 

写真：NHKより 
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 主に都市部での感染者の増加が著しく、増え方も行事などで人が集まった後に増えるような形になって

いる。これらのことから、流行の危機に瀕したとき、都市部を中心に外出制限などの少し拘束力のある

取り決めをすることが必要だと考えられる。 

 

・一般家庭に必要なこと 

・外出機会を減らすために生活必需品を備蓄しておく。（人との接触機会を減らすことで感染リスクを下げ

る。今回の新型コロナでのトイレットペーパー騒動のようなことを避けるため。） 

・デマなどに流されないように、噂の真意をしっかり考えたり調べたりする。 

・できるだけ人混みを避ける。 

・外出後は手洗い、うがい、洗顔を行う。 

・定期的な換気 

 

 

 

・企業に必要なこと 

 

・毎日、職場の清掃・消毒を行う。特に多くの人が接触する場所（玄関のドアノブ、トイレ等）は清掃、消毒

の頻度を上げること。 

・定期的な換気をすること。 

・従業員の健康観察、症状や感染者との接触があったときは自宅待機をさせ、出勤しないこと。 

・感染症対策のガイドラインに沿って対応し、もしもの時の対応（休業手当の問題などについて）話し合っ

ておくこと。 

・アクリル板等の遮蔽物で社員の間をとるなどの対策をすること。 

 

3.結論 

 これらのことを踏まえ、次なるパンデミックに備え、何を行うべきか、自分なりの考えを示す。 

 

一般人の視点では、こまめな手洗いうがい、生活必需品などの備蓄など、事前の準備と最中の心がけ      

企業の視点では換気などに加え従業員の対処やその時の手当てなどの話し合いをして決めておくこと 

国の視点ではより早急な拘束力のある取り決め、民間企業との連携野による検査・研究 

 

 これらが必要だと考える。経済については、長引くほど圧迫されるので多少の犠牲はあるが、早期の段

階で手を打ち、先へ長引かせないことが必要である。 

 しかし、実際に拘束力のある法などで、外出禁止などをしたことが日本ではまだないので、実際にしたと

きに、経済以外に、日本でどのようなことが起こるかがわからない、という疑問が残った。 

 

 

４.参考文献 
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憲法改正の必要性 

５年B組上ヶ市武史 

 

今現在、生きていく上で必要なことはたくさんあると思います。例えば、水や食

料。お金、人間関係。決まり事などがあります。その中でも、今回は、決まり事に

ついて、発表しようと思います。 

１、調べ始めた理由 

現在、様々なルールがあります。しかし、すべてを知ることは難しいので、大まか

な内容は最低でも知るべきだと思ったからです。 

２、提案したいこと 

なぜ憲法は変えられにくいのか？ 

    ３、現在ある決まり事 

    今現在、決まり事やルールは多くの物があり、大きな規模でいうと、国際連合に    

よって決められた規約、小さなもので言うと、個人間の約束や家でのルールがありま   

す。また、比較的ルールの強さは広く一般的なルールほど強い影響力を持ち、個人間 

   な決まり事ほど弱くなっていきます。つまり、公的な決まり事、日本でいう日本国憲   

法を変えるとほとんどのルールを変えることになります。 下の図はルールの効力の   

強さを表しています。 
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    ４、憲法改正について 

   憲法改正において、日本国憲法で明記されています。 

   日本国憲法第９６条 

   ①この憲法の改正は、各議員の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議    

し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投    

票または国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要と    

する。 

- 113 -



   ②憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体    

を成すものとして、直ちにこれを公布する。ほかにも日本国憲法改正の国民投票に    

関する法律もあります。 

     

 

 

 ５、憲法改正にされない理由 

東京大学のケネス・盛・マッケルウェイン准教授によると、日本の日本国憲法は議員制度や

選挙制度などを他の法律によって定めているため、各法律を変えることによって、対応がで

きるからということです。 

その例として、①日本国憲法第４条第２項 

       ②日本国憲法第２６条 

       ③日本国憲法第２７条第２項 

       ④日本国憲法第６４条第２項 

 

 

６、憲法改正するにあたって 

憲法改正を行うときの理由 

①時代が変わったことによって、周りの環境が変わり、これまでの憲法では対応できなくな

ってしまった。 

②これまでの憲法では、基本的人権が守れていないため民衆に不満が募り、変えざるをえな

くなってしまった。 

※ただし、②の場合は現代ではあまりに起こることはないと思います。 

憲法改正を行うときの手順 
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３でも述べているように日本国憲法第９６条に明記されています。 

憲法改正は戦後、一度も行われたことありません。しかしながら、国民投票までは行ったこ

とはありました。つまり、国民の大半の人も今の現状に満足していると考えられます。 

７、結論 

「５、憲法改正にされない理由」や「６、憲法改正するにあたって」で述べた通

り、日本国憲法に書かれている内容は非常に大まかなものになっています。また、

その条文に書いてある通り、「これによって法律を定める」があるため法律の内容

が僕たちの生活に直接関わっていると思います。そのため、実際は下の図のように

感じることが多く、強さの順番も下の図のおうになると思います。 

 
 

 

 

 

参考文献 

①ポケット六法    編集代表 佐伯仁志 大村淳志 

②法とは何か     著者  渡部 洋三 
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広島大学福山高等学校 

5年「提言Ⅰ」 

 

自動運転のこれから 

快適な未来へ 

 

5年B組5番 川上 倫弥 

 

1.序論 

 近頃よく話題になる自動車業界に関するニュース。その中でも焦点となっているのが自動運

転である。 

 コンピューターやAIを利用して運転を機械に行わせるというもので、移動をより楽に、快適

に、安全にしようと各社が開発を急いでいるが、現在実用化に至っているものはほんの一部し

かない。また自分は車が好きで車に関するニュースをよく見ていて自動運転のニュースが増え

たこと、その割に実用化された事例が少ないことが気になり調査してみようと思った。 

 すでに行われている先行研究では、国際道路交通協約や自動運転の定義を述べた上で、現在

の自動運転システムを延べ、秘術的な問題だけでなく、インフラ整備やマップ整備などの必要

性が必要で、2030年代に普及期を迎え、2040,2050年代に成熟期になると結論している。 

 

2.本論 

 自動運転のアイディアが最初に広まったのは1939年のニューヨーク万博にGM(General Motor

s)が出典下のがきっかけとなっている。その後アメリカやイギリス、ドイツでは1950年ごろに

は研究が始まり、日本では1977年に筑波大学がアナログコンピュータ技術を利用した2つのカメ

ラを備え、高架式レールを利用したプロトタイプ車を作成し、時速30kmでの走行を可能にし

た。その後世界中で研究は進み、レベル1に該当する衝突軽減ブレーキをホンダが2003年にイン

スパイアに搭載し世界初の実用化に成功。レベル2は定義が広くいつ、どの車種が世界初になる

かははっきりしなかったが時期は2010年～2015年には実用化されている。レベル3はホンダが

レジェンドに搭載し2020年度内に販売を開始し、これが世界初のレベル3実用化となる見込み

だ。 

しかし、最新のレベル3でも特定条件下での自動運転のみでシステムが困難と判断した場合には

ドライバーの操作が必要となる。          図1「自動運転のレベル分けについて  

開発が始まってから半世紀余り、その効果はどのくらいなのか。日本自動車工業会の2020年の

報告書によれば、衝突軽減ブレーキ(低速域含む)は84.6％、の車両に装着されているとしてい
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る。また、警察庁のデータによれば、2020年のレベル1が実用化された2003年の事故件数は約9

5万件、死者数7768人。2020年の事故件数は約31万件、死者数2839人となり、事故件数、死者

数、死亡率も低下している。完全な自動運転とまではいかなくても、事故件数、死者数は減っ

ている。 

 また、自動ブレーキと聞けば多くの人が想像するのはSUBARUのアイサイトだろう。スバル

はアイサイトを「ぶつからないクルマ」というキャッチコピーで売っているが、スバルが2014

年から2018年に販売したスバル車の事故件数を調べた結果、アイサイトver.3搭載車での事故率

は0.06％という結果となっている。これはアイサイトver.2搭載車の0.6倍、アイサイトver.2搭載

車の0.1倍となっている。このことからも確実に効果はあるといえるだろう。 

 しかし、現在、レベル3がようやく出てきたばかりだと考えると、その先のレベル4、レベル5

はいつになるのか。 

 現在、レベル4は世界各国で様々な企業が開発をしていて、どこがいち早くいつ用化させるか

の争いとなっている、実際、日本でもレベル4に当たる限定エリア内での自動運転の実証実験が

行われている。例えば日野トラックは三重県伊賀市の川上ダムで大型ダンプトラックの自動運

転の実証実験を行っていたり、NECが限定された地域内でレベル4を搭載したバスを運行させた

りしている。レベル4が実用化されると、バス等決まったルートを走行する車両が無人走行でき

るようになったり、高速道路での隊列走行が可能になると言われている。これが実現すると、
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大型トラック、バスなどの運転手のふと出不足を解消できることが期待される。海外では公道

での大型トラックの自動運転レベル4の実証実験を行っている。 普通車でも、ボルボが2022年

にレベル4の実用化を目標に開発をしている。 

   

3.結論 

 自動運転はレベルでいうと3/5まで(販売車両ではレベル2)しか実用化されていないが、レベル

3でもかなり完成度が高く、実用性は高いものになっている。このまま開発が続き、レベル4、

レベル5が実用化されると、一般車だけでなく、バスやトラックなどの運輸業にも革命をもたら

すだろう。 

 

４.引用・参考文献 

 先行研究 

  「自動運転技術の現状と今後」 横山 利夫・藤田 進太郎・武田 政宣 

    https://www.jstage.jst.go.jp/article/safety/54/3/54_169/_article/-char/ja/ 

 画像出典 

  自動運転のレベル分けについて 

    https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1712/01/news100.html 

 参考文献・サイト     

  2020年の交通事故死者数は2839人、統計開始以来最小を更新し初めて3000人を下まわる(2021/2/16閲

覧)    https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/1298268.html 

  事業用貨物自動車の交通事故発生件数(2021/2/16閲覧) 

    https://www.jta.or.jp/member/pf_kotsuanzen/jiko_h30.pdf 

  NEC、自動運転「レベル4」の公道実験 5G対応のバス運行(2021/2/16閲覧) 

    https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2101/08/news116.html 

  ボルボ 2022年「レベル4」自動運転開始！ 驚きの新技術とは？ 国内の動向は?(2021/2/16閲覧) 

    https://bestcarweb.jp/news/178278 

  自動車運送事業に係る交通事故対策検討会報告書（令和元年度）(2021/2/16閲覧) 

    https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/data/statistics61.pdf 

  大型トラック「日野プロフィア」 ダム建設現場自動運転実証実験(2021/2/16閲覧) 

      https://www.youtube.com/watch?v=CfskybiBwsU 

   

   The first L4 autonomous driving trial by a heavy duty truck in Japan(2021/2/16閲覧) 

      https://www.youtube.com/embed/y7xO33RinaY 

      自動走行の実現に向けた取組報告と方針Version 4.0(2021/2/16閲覧)    

            https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/jido_soko/pdf/20200512

_03.pdf 

   ２０２０年版 自動運転システムの現状と将来予測 ()2021/2/16閲覧 

- 118 -

https://www.jstage.jst.go.jp/article/safety/54/3/54_169/_article/-char/ja/
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1712/01/news100.html
https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/1298268.html
https://www.jta.or.jp/member/pf_kotsuanzen/jiko_h30.pdf
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2101/08/news116.html
https://bestcarweb.jp/news/178278
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/data/statistics61.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CfskybiBwsU
https://www.youtube.com/embed/y7xO33RinaY
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/jido_soko/pdf/20200512_03.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/jido_soko/pdf/20200512_03.pdf


            http://www1.odn.ne.jp/sogogiken/jidounten/'20jidounten.mihon.pdf 

   警視庁 統計表(2021/2/16閲覧) 

            https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/toukeihyo.html 

  衝突被害提言ブレーキ(AEB)の世代別効果分析(2021/2/16閲覧) 

           https://www.itarda.or.jp/presentation/22/show_lecture_file.pdf?lecture_id=

125&type=file_jp 
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日本人の体質からみる中高生の健康な体づくりに必要な栄養素 

                    ５年Ｂ組７番 後藤 隆仁           

 

1, はじめに 

自分の研究内容は、中学生や高校生の健康な身体をつくるにはどうすればよいか、である。 

近年、運動能力の低下が問題視されており、実際、体力テストの結果は年々悪化している。 

また、糖質の摂りすぎや偏食が原因で若い世代でも生活習慣病を発症する人の数が増えてい

る。 

 

       図１、糖尿病患者と糖尿病予備軍の人口推移 

 

健康を維持するための大きな要素のひとつに、食習慣がある。日本は欧米化が進み、今と昔

では食物の品目が大きく増え、食習慣が多様化し、嗜好性もかなり変化している。 

 

そこで、食性の偏りや、体質が栄養の吸収効率などに影響を与えているのではないかと考え

た。 

よってこの問題の要因のひとつに古来の日本人の体質や食習慣が関係していると思い、現代

までの食生活の変遷から読み取れることを明らかにしたいと考えた。 

（https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c08003/） 

２、日本人が長寿なわけ 
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日本人が長寿であることの最大の強みは、動脈硬化になりにくいことである。動脈硬化と

は血管の内側の壁に脂がたまることで、血流が悪くなり、血管が詰まることもあり、脳梗塞

や心筋梗塞の原因となる。日本は心筋梗塞になる人数が非常に少なく、昔から世界で最も発

症率が低い国の一つに数えられている。 

この原因は三つあり、一つは遺伝で、日本人は欧米人と比べて善玉コレステロールが約１

０パーセント多いというデータがある。 

もう一つは伝統的に魚を多く食べてきたことである。魚に含まれるＥＰＡ（エイコサペン

タエン酸）とＤＨＡ（ドコサヘキサエン酸）は人間のからだでは合成されにくいとされる必

須脂肪酸で、血管・血液の維持に重要なもので、「心臓病・脳梗塞を防ぐ」「動脈硬化を防

ぐ」などの効果がある。日本人は血液にも母乳にもそれらが豊富に溶けており、その濃度は

米国人の６倍弱、中国人の２倍に上る。 

日本海沿岸では古代からサバやイワシなどのＥＰＡとＤＨＡが特に多い魚が獲れていたの

で、私たち日本人は動脈硬化になりにくい体を代々受け継いできたのである。 

野菜をほとんど摂らず、アザラシなどの肉を主食としているイヌイットと、牛や豚、羊な

ど肉食中心のヨーロッパ人との心疾患による死亡者数を比較した調査によると、イヌイット

のほうが死亡率が低かったという結果がでている。（下図） 

 
 

図２、デンマーク白人とイヌイットの食生活の違いによる心疾患での死亡率 
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http://sara2.jp/epa/出典：Scand J Clin Lab Invest42:1982 

調査の結果、イヌイットの血液中に含まれるＥＰＡが、ヨーロッパ人に比べてきわめて多

いことが明らかになり、彼らの摂っているＥＰＡは、アザラシなどが主食としている青魚に

由来するものであった。 

青魚が健康な体づくりに欠かせないものだということがよくわかる。 

 日本人の二つ目の強みは腸内環境がきれいである、ということである。 

世界十二か国の人の腸を調べた研究（論文名：The gut microbiome of healthy Japanese 

and its microbial and functional uniqueness）によると、ビフィズス菌などの善玉菌が最

も多く，腸がきれいだったのが日本人であった。 

日本人の腸がきれいなのは、昔から野菜をよく食べて、食物繊維をとってきたから、 

と考えられる。食物繊維には善玉菌を活性化させ、悪玉菌がだす悪い物質を追い出す効果が

あり、腸内環境を整えてくれる。 

 三つ目の強みは骨が強いということです。 

カルシウム不足が原因と言われている骨粗鬆症は、実は遺伝的要因が大きく、カルシウムと

ビタミン D の作用、骨の合成、動脈硬化などに関連する数多くの“遺伝子”が関連することが

わかっています。 

では、日本人の骨粗鬆症の発症率はどうかというと、米国白人と比べて約２分の１であ

り、手足を骨折する人の割合も、日本人を含むアジア人は欧米白人の 2 分の１から 3 分の 2

であることが分かっています。つまり、日本人は遺伝的に強い骨を持っていることがわかり

ます。 

これは日本人が欧米人と違って、カルシウムを乳製品ではなく海藻と緑黄色野菜、大豆や

小魚から摂ってきました。特に大豆に豊富に含まれるイソフラボンには、骨からのカルシウ

ムの流出を抑える効果が示されており、これも骨粗鬆症がすくない原因のひとつといえま

す。 

 これらのことから、現代日本人の長寿の秘訣は、先代の食生活のおかげであると言える。 

 

３、人種による体内環境の違い 

 

しかし、和食を食べれば誰でも長寿になれるわけではない。それは、世界各地の伝統的な食

生活は、その土地に暮らす人によってそれぞれに発展したものであり、それらを受け継いだ

遺伝子と生活習慣や気候風土の影響を受けて、世界の人々はそれぞれ異なる体質を身につけ
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てきた。例えば筋肉の付き方や脂肪の量、体温、食べ物を消化する力、血中のホルモンや酸

素の濃度、胃の形の違いなど、人種による違いは外見だけではない。 

その一例が下図の日本人と欧米人の胃の形の違いである。 

 

 

図３、日本人と欧米人の胃の形の違い 

 

これほどの違いがあるのは、今までに食べてきたものが違うからである。 

 まず、日本人の主食は米をはじめとする穀物であり、穀物は優れたエネルギー源ではある

ものの、食物繊維が多いので、消化に手間がかかるため日本人の胃は縦に長く、食べたもの

をためて、十分に砕いてから腸に送り出している。そして、腸には穀物の消化に役立つ腸内

細菌がたくさんすんでいて、栄養をさらに引き出すことができる。 

 これに対して欧米人の主食は肉と乳製品、つまり脂肪と蛋白質で、それらは主に腸で消化

されるため、胃から腸に早く届ける必要があります。そのため、胃酸を大量に出して素早く

処理し、スムーズに腸に送れる形に進化し、今の形になりました。 

 

加えて、牛乳を消化する力も人種によって大きく異なります。 

下図は牛乳を分解するのが苦手な人が多い地域を濃い色で表した世界地図です。 
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図４、世界の 

 

牛乳を分解する力は酵素の働きで決まり、英国や北欧諸国では大部分の人が牛乳を分解しや

すくなっているのに対して、日本を含む東アジア、東南アジアなどは、九割近くが牛乳の分

解が苦手です。 

https://cuisine-kingdom.com/body-composition/ 

日本人を含む黄色人種の大部分は牛乳を飲むとおなかがゴロゴロする人が多く、全体の７

～９割にのぼります。これは、牛乳に含まれる乳糖という物質を分解する力が遺伝的に弱い

「乳糖不耐性」という体質によるもので、牛乳を多く飲むと胃腸に負担がかかってします。 

牛乳からの栄養吸収率が低いのはこのためです。 

 

また、インスリン分泌量が少ないことも挙げられる。農耕民族だった日本人は米など穀物

中心の食事をとり、肉を食べることがほとんどないという、高炭水化物・低脂肪の食生活だ

った。さらに、とても働き者だったため運動量が多く、炭水化物から得たエネルギーはどん

どんと代謝されたので、全体的にやせ型で、インスリンが少量で済む生活を送ってきた。そ

のため、自然とインスリン分泌量が少ない体質になっていった。 
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図５、 
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広島大学附属福山高等学校 

5年「提言Ⅰ」 

 

財政政策の抜本的改革の提言 
5年 B組 10番 曽我 恵太 

 

1．序論 

 子どもの相対的貧困が7人に1人ということをよく聞く。そしてワーキングプアなどというようなおカネのからんだ

個々人の生活苦もよく聞く。幸せな生活はカネに満ちた生活とは思わないが、生活を成り立たせるのは間違い

なくおカネだ。経済に関する再考が必要なのは言うまでもない。タイトルではかなり壮大なタイトルにしたが、自

分の望むすべての経済政策を提示することはできない。ましてやすべてをわかりやすくかつ端的に説明するの

はできない。そこで今回はこの議論においての共通の土台を作ろうと思う。 

 

 

2．本論 

2－1．長期不況の原因 

 日本は言うまでもなく長期不況だ。＜いざなぎ超えの好景気＞ともてはやされるが、 

名目上好景気なんて、指標を変更すれば簡単に言えることだ。GDPの定義も2015年に変更され、30兆円も上が

っている。他にも例を挙げるとキリがない。 

（毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20160104/k00/00m/020/110000c） より 

経済を見るには、数値だけに注目するのではなく、その条件やバックグラウンドを抑えなければならない。  

 さて、本題に入ろう。長期不況の原因は勝手に以下の3つに分類した。 

①自己実現的予言 

②緊縮財政 

③規制緩和／グローバル化 

 ここで、一番の原因であると自分がにらんでいる②を改善すれば①と③という弊害があっても、経済成長は期

待できる。 

（①は真実を伝え続けること、③は政治的な問題を大いに孕む。） 

※ここで、金融政策は流動性の罠と呼ばれる機能不全に陥っているため今回は触れない。 

2－2．財政政策とは 

 ”財政政策とは経済政策の一環として行われる政府の経済活動であり、 

主に①資源適正配分②所得の再分配③景気調整の役割がある。” 

（実教出版 高校現代社会より） 

（②は生活で困窮している人たちを助けることという目的もあるが、 

低所得者であるほど、消費性向すなわち消費意欲が高いので、消費額の増加を促して経済活性化につなげる

側面もある） 

他にも喫煙や飲酒などの社会的によく思われない行動を抑止する悪行税（Sin Taxes)の役割を担うこともある。 

2－3．おかねの誤解 

 やはり何においても基本を徹底することは大事だ。まず貨幣の定義は曖昧なことが多いが、N・グレゴリー・マン

キューが著した現代の主流派経済学のバイブルである『マンキュー マクロ経済学（第三版）Ⅰ 入門編』（東洋
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経済新聞社 以下、マンキュー書）には「貨幣とは、取引・決済に即座に使用できる資産のストックである。」と書

かれている。これを前提として話を進める。 

 ただここで貨幣が使われるようになった過程が論じられているが、これが現在のおかねのに関する誤解に繋が

る。原文の該当する部分を要約すれば、「原始的な社会の取引は物々交換で行われていたが、それでは何かと

不便だったため、それ自体にモノとしての価値がある『商品』が、便利交換媒体（つまり貨幣）として用いられるよ

うになった」ということだ。 

このように、貨幣の起源を素材としての価値に求め、「貨幣＝交換に用いられる財」ととらえる考え方を「商品貨

幣論」という。この考えが現在まで引き継がれている。 

 しかしながらこの考え方は実際の経済を語る上で、理論的にも実証的にも大きな欠陥を抱えている。 

 まず、理論的な問題点として挙げられるのは、1971年にブレトン・ウッズ体制が崩壊、つまり米ドルと金の兌換

が廃止されて以降、世界のほとんどの国において不換紙幣が流通している理由についての説得力がということ

だ。マンキュー書の原文から引用すると 

「（略）結局のところ、取引における貨幣の使用は社会的な慣習でしかないことに気づいてほしい。誰もが不換紙

幣の価値を認めるのは、他の人たちもその価値を認めるのは、他の人たちもその価値を認めると考えているから

なのである。」 

 この説明によると、人々が不換紙幣の価値を認めて受け取るのは、「他人もその価値を認めて受け取ると考え

ているから」となります。これは「間抜けを騙して渡せると思うから、私はドル紙幣を受け取っている」というババ抜

き貨幣理論に過ぎない。 

 そして「結局のところ、取引における貨幣の使用は社会的な慣習でしかないことに気づいてほしい。」という記

述は論理的とはいえない。これには他にも多様な例を見ることができる。以下に載せておく。 

「貨幣は受認されるから受認されるのだ、という逆説がここにある！」 

『新版 サムエルソン経済学 上［原書第11版］』（岩波書店 ポール・サムエルソン著） 

「『貨幣とは貨幣として使われるものである』というよりほかにない」 

『貨幣論』（筑摩書房 筑摩書房） 

 実証的な問題点としては、商品貨幣論が前提とする物々交換による市場取引の歴史的証拠がないことが挙げ

られる。あの有名なアダム＝スミスも物々交換ありきの推論をしており、 

マンキュー書の「貨幣のない経済（物々交換経済）を想像してみればいい」からもうかがえる。 

 さらに「商品貨幣の代表とされる貴金属硬貨は、取引コストを節約するために導入された」というのは現実的で

はない。標準化された硬貨制度が整備されたのは比較的最近のことで、中世フランスではさまざまな人が独自

に貨幣を発行していて、それは80種類にも及んだそうだ。それらは重さも配合もまちまちで、到底適切な取引手

段になり得なかったと考えられる。そして、金属硬貨は価値が高く、日常で用いられることはほとんどなかった。さ

らに現在の鋳造技術が存在する前は、貨幣は摩耗しやすく、素材価値があり、クリッピングが行われることから、

効率的な交換媒体とはほど遠いと思われる。 

2−4．貨幣の本質 

 中世ヨーロッパでは、セイヨウハシバミの木で作られた「割り符」が借用書として発行されていた。(当時のイング

ランドや北ヨーロッパでありふれた存在） 

 そして、多数の人々が発行した割り符の本体は、ほかの取引における決済手段すなわち貨幣として流通して

いた。 

 このように貨幣の起源を貸し借りの関係に求め、「貨幣＝支払手段として用いられる借用書」ととらえる考え方

を「信用貨幣論」という。信用貨幣論に乗っ取れば、貨幣価値の裏付けは素材ではなく、債権だから現在不換紙

幣が流通していることにも合理的な理由がつく。 

紀元前2000年以前のメソポタミア文明からも信用貨幣と同様な粘土板が流通していたので、これは実証されて

いるとも言ってもよい。 

 しかし、そのような貨幣は社会的に広く認められているものでなければ意味をなさないため、先述した古代メソ

ポタミアの時代から国家権力によって定められてきた。そしてそのメカニズムが現代に至るまで引き継がれてきた

のである。（以後この貨幣を国定貨幣）とする。 
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 とはいえ、国家権力が法で通貨を制定すればよいというわけではない。実際、法定通貨があっても米ドル紙幣

が使われている新興国もある。 

 ここで重要になってくるのは租税である。国家は租税義務を課すことで、決済手段として自国通貨を使わせる

ようにする。「租税が貨幣を動かす」ということだ。近代ヨーロッパ諸国は、自給自足の生活を送っていた当時の

アフリカ先住民に対して植民地政府が自国通貨での納税義務を課したところ、賃金獲得を目指すようになり、現

地に貨幣経済を浸透させることができたのだという。 

 

 

3．考察 

 現代日本で流通している現金も預金通貨も信用貨幣の一種だ。つまり、貸し借りの関係から生じたものであ

る。現金は日銀の負債として計上されているし、国債は政府の負債である。下図を見ればわかるように、マネー

ストックが国内銀行の貸出残高とバブル崩壊まで並行して伸びており、崩壊後は、銀行貸出残高の停滞を補う

かのように、国債残高が増加し、2010年からはマネーストックと国債残高のグラフと並行して伸びている。借金が

マネーを作っているのだ。つまり、国債を返済することは、市中に出回るお金を減らすということだ。そして通貨

価値というのは大衆の心理が裏付けるものではないので、貨幣の大量発行のみで崩れるような脆弱なものでは

ないのだ。商品貨幣論の意識から脱して、議論を交える必要がある。 

 

上の図  

https://stat.ameba.jp/user_images/20190703/11/miraihamassugumiteruyo/38/c5/p/o1114081414490135867.

png?caw=800 

 

 

4．結論 

 経済に関する世間一般の誤解が多くある。自分の認識はできるだけ多くの書籍や情報を照らし合わせて作り

上げたものであるが、間違ったものもあるかもしれない。しかし、常識のように定着した経済に対する考えを修正

しなければ、何も手立ても打てないまま、共倒れになってしまうことになる。経済も人間が作り出したシステムで、

マクロ経済であれば、正しい政策を打つとそれなりの結果が出るはずだ。一人一人がそのための正しい知識を

得ていかなければならないだろう。 

 

 

5．参考文献 

毎日新聞デジタル https://mainichi.jp/articles/20160104/k00/00m/020/110000c 

「MMTとは何か 日本を救う反緊縮理論」 島倉原著 角川新書 
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実教出版 「高校現代社会」 

「マンキュー マクロ経済学（第三版）Ⅰ 入門編」 N・グレゴリー・マンキュー著 東洋経済新聞社 

「令和日本・再生計画」藤井聡著 小学館新書 

「新」経世済民新聞 ［三橋実況中継］金属主義の弊害https://38news.jp/column/10588 
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マスクとの正しい付き合い方 

 

５年Ｂ組１３番 田島 拓実 

 

１．序論 

 今年は、新型コロナウイルスの感染が世界的な規模となった。世界保健機関によると、潜伏期間は最大で14日

間とされており、感染してから症状を発症するまで５～６日ほどと報告され、非常に警戒が必要なウイルスとなって

いる。 

 感染を防ぐには、こまめな手洗い・うがいにとどまらず、マスクの着用が必須と世間で言われているが、一方で、

マスクの着用による健康被害も報告されている。 

 このような問題が発生する要因として、マスクの形状・着用方法に問題があると思われる。そこで様々な素材・形

状のマスクを比較・研究することにより、感染率を抑えられる、かつ健康被害の発生しないマスクを見つけられると

ともに少しでも多くの人にマスクを着用するように呼びかけることで今回のようなイレギュラーな感染病の拡大防止

に役立つのではないかと考えた。第二項より具体的な病状や原因を調べた上で載せ、私が考える解決策を述べ

ることにする。 

 

２．本論 

〇マスクの必要性 

 序論でマスクの健康被害に触れたが、具体的に肌荒れ、マスクで耳が引っ張られることによる痛み、及び酸欠

が報告されている。また、マスクを着用することにより、口呼吸が増えて唾液分泌が減少し、免疫力の低下に直結

するとも言われている。 

 

〇マスクの素材別効果   

 マスクは、今までは不織布が一般的であったが、現在ではマスクの需要にともない、デニム素材や布などの素

材のマスクを着用する人が多くみられるようになった。しかし、素材別に効果、着け心地などはもちろん違う。第一

に、ウイルスや細菌を防ぐ効果について、次のような検証結果が出ている。 

 

(この表は、何も着けていないときの飛沫の付着を１としたときに、 

素材別に飛沫の通過のしにくさを示したものである） 
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 この図より、fitted N95 (N95マスク)、surgical (サージカルマスク) などが予防効果が高く、neck gaiter (ネッ

クウォーマー)など、右に表示されているものについては効果が薄いか 、むしろ予防の為には着用を避けた

ほうが良い種類まである。 

 

○N95マスクについて 

 

 
 

  N95マスクは、上記にも挙げられているように、ウイルスの予防の側面では非常に大きな効果があるとされている。

しかし、着用にあたって、快適性や呼吸のしやすさなどについてはむしろ他のマスクの方が良いという場合もある

と言われている。理由としては、通気性の悪さ、形が顔の輪郭には合わないなどウイルスを防ぐ以外の面では他

のマスクよりも着用していて苦しいと感じる場面が多くなるからであるとされる。 

 

○涼しいマスク 

  2020年度は、新型コロナウイルスの感染拡大により、夏季にもマスクを着用せざるを得ない場面が多くなった。

着用時に苦しい思いをする人が多く見られた事から、主にコットン製の冷感マスクの需要が大きいこととなってい

た。(このマスクは、肌触りが比較的良く、清涼感も与えていると言われる。)効果自体は不織布マスクなどに劣る

(上記のグラフの右から6、7番目のマスク)が、着用の快適性を考慮するとこのような素材にも選択肢に入りうる。 

 

 

３．考察 

  N95マスクは、上記にも挙げたようにウイルスを防ぐ効果は一番良いとされているが、上記のグラフの様に、ウイ

ルスを防ぐために設計されているマスクであれば、ウイルス対策としては他のマスクも十分に着用する価値がある。 

 

 

４．結論 

 ウイルスを防ぐための設計のなされたマスク間の効果の差は、快適性と比較すると、僅かな差である。業務に必

須などという特別な理由でもない限り、肌触りや着用時の負担、通気性などを比較して、自分に合った素材のマス

クを着用する事が重要となる。 

 

 

５．参考文献 
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広島大学附属高等学校 

５年「提言Ⅰ」 

 

スリについての研究 

 

 

５年Ｂ組１５番 永井 大輝 

 

１．序論 

 この研究は，不特定多数のターゲットを相手に，主に金品を盗む犯罪「スリ」について扱ったもので

ある。警視庁のデータから過去のスリ発生件数を把握し，過去に発生したスリの事例を分類した。その

分類から，スリの手口を分析することによって，「どのような場面でスリが発生するのか。」を調べた。 

 その結果，スリは，人間の注意力の脆弱性を利用したものであり，貴重品に向ける注意力が弱くなっ

た瞬間を狙って発生するものである。しかし，私たちの注意力（＝警戒心）を四六時中貴重品へ向けて

おくことは不可能である。だからこそ自分たちにできることは，「自分たちでスリを予防する」という

ことである。その方法としては，人混みにいるときはリュックサックを後ろに背負わずに前に抱える，

貴重品はチャック付きの内ポケットに入れるなどである。これらの研究をもとに，「スリ啓発パンフレ

ット」を作成し，それを本研究の終着点とした。 

 

 

２．本論 

２－１ 研究背景 

「スリ」とは，刑法第 235 条に定められた窃盗罪にあたり，刑事罰の対象となる犯罪行為である。こ

の犯罪は一般的に無差別的にターゲットを特定して，金品を盗む。 

現在スリは年間 3,000 件以上発生しているが，そのうちの半数以上がスリの犯人が検挙できていない

ままの未解決事件である。下表は，2014 年～2017 年の４年間におけるスリの認知件数，検挙件数を示

したものである。これを見ると，過去４年間の認知件数の検挙件数の差は， 11,562 件にのぼる。数値

的なデータとして，１年間で 3,000 件以上の未解決窃盗事件が発生しているのだ。スリの被害に遭う被

害者の多くが，いつ盗まれたか覚えていないという。カバンやポケットに入れていた財布が盗まれる以

上必ず犯人は被害者の身体に触れているはずなのにそれに気づかないということを聞いたとき，どのよ

うにしたらスリから自分を守ることができるのかを調べてみようと思った。 

 

【図①】重要窃盗犯手口別認知・検挙状況推移(スリ)  

 2014年 2015年 2016年 2017年 過去４年総数 増減数 増減率(％) 

認知件数 4,617 4,222 3,677 3,524 16,040 ▲153 ▲4.2 

検挙件数 1,126 1,162 1,261 929 4,478 ▲332 ▲26.3 

差 3,491 3,060 2,416 2,595 11,562   

検挙人数 672 725 689 553 2,639 ▲136 ▲19.7 

（警視庁作成『犯罪白書』より作成） 
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２－２ 日本でのスリ発生件数 

 下のグラフは，1973 年～2018 年までの日本でのスリ認知件数の推移を示したものである。 

【図②】1973 年以降の日本でのスリ認知件数（警視庁作成『犯罪白書』より作成） 

このグラフを見ると，1988 年ごろか

ら急激に認知件数が増加しことが読み

取れる。これは，バブル景気の影響で

ある。バブル崩壊最中の 1993 年の認知

件数は 30,217 件となり，1973 年以降最

多件数となった。バブル崩壊後は減少

したものの，2003 年まで 2 万件を超え

る状況が続いていた。2004 年以降は減

少し，2019 年は 3,141 件と 1973 年以降

最少の件数となった。また，警察等に

認知されていない犯罪の件数（これを

「暗数」と呼ぶ）を含めて実際の犯罪実態を調べる目的で 2000 年以降数年に 1 回行われる法務省の 2019

年犯罪被害実態調査により，スリを含めた個人に対する窃盗被害を警察に届け出た割合は約 42.0%であ

るため，この数値をそのまま 2019 年の認知件数へ当てはめた場合，暗数を含めた推定被害件数は，約

7,500 件となり，約 4,400 件が届け出されてない状態となる。 

 

 

２－３ 「窃盗罪」という枠組みにおけるスリ 

 警察庁の統計によれば，令和元年における刑法犯の認知件数は，74 万 8,559 件，検挙件数は，29 万

4,206 件であった。そのうち，スリはどれくらいの割合を占めているのだろう。下の図は，法務省の 2012

年版「犯罪白書」をもとに作成した，窃盗罪の認知件数と手口別構成比を示したものである。（2012 年

から 2019 年までの間に窃盗罪件数に大幅な増減がなかったため，「現在の窃盗罪のうちスリはどれくら

いの割合を占めているのか」を判断する材料として適切であると考える。）スリは 0.5％を占めており，

「窃盗罪」という枠組みの中では割合は少ない犯罪種である。最も高い割合だったのは，乗り物盗であ

った。 

【図③】窃盗罪認知件数の手口別構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（法務省の 2012 年版犯罪白書をもとに，nippon.com が作成） 
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２―４ なぜスリは検挙されにくいのか 

 「スリ」という犯罪のどのような特性が，検挙されにくい要因を形成しているのだろうか。高度な技

術を用いて人の注意力が散漫するタイミングを狙って盗みを働くスリ師がいる。天才スリ師（スリを職

業とし，悪用することのないエンターテイメントとしてスリをするパフォーマンス）であるアポロ・ロ

ビンスは，TED の講演にて以下のように説明している。 

【アポロ・ロビンスによる TED での説明事項】 

人間にはいろいろなセンサーが備わっていて，頭の中に小さな警備員がいます。私はフランクと

呼んでいます。フランクはデスクで監視します。彼の目の前にはあらゆる情報とハイテク機器があ

ります。カメラも音声マイクもあって，あらゆる知覚・感覚が利用できます。でも何を知覚するか

を決定し， その人の現実を操るのは心への入口である「注意」なのです。注目していなければ気付

きません。ただ皮肉にも 無意識に注目することがあります。「カクテルパーティー効果」です。パ

ーティーで誰かと話していても，他人の会話に自分の名前が出ると聞いてないのにわかります。 

私の仕事では注意に限りがあることを利用したテクニックを使います。相手が注意をむける方向

を操作し，気を散らして注意を奪えばいいんです。私はミスディレクションや人の視線をそらすよ

うな手段を使うのではなく，皆さんの頭の中にいる，小さな警備員のフランクを利用します。外界

からの刺激に集中させないようにして，少しの間頭の中に注意を向けさせるのです。 

 つまり，スリという犯罪は，自分の不注意によってのみ発生する犯罪ではなく，自分の不注意を含め

た人間の注意力が無意識的に散漫してしまう状態を狙われて発生するのである。 

 

 

２－５ マジックとの類似性 

 前述の「人間の注意力が散漫してしまう」とあるが，これはマジック（＝手品）にも同様の類似性が

みられる。人の注意の方向をそらす，マジックの用語でこれを「ミスディレクション（misdirection）」

という。英語の「mis（誤った）」と「direction（指導，方向）」の２つの言葉が語源となっている。直訳

すると「誤った指導」，「誤認誘導」という意味であるが，マジックではトリックの部分がバレないよう

に意図的に観客の注意をそらすテクニックという意味で使われている。観客に「〇〇だと思い込ませる」

ように仕向ける行動をとることで，驚きのパフォーマンスを披露するのだ。推理小説やミステリー小説

においても，ミスディレクションはよく使われる。（その場合は「ミスリード」とも呼ばれることが多

い。） 

 この「ミスディレクション」を，スリ師がものを盗む際に用いる手法と関連付けることはできないだ

ろうかと考えた。前述のとおり，スリ師は人の注意力を別の方向にそらすことによって，相手に気づか

れることもなく窃盗をおこなう。ではこの「ミスディレクション」は，どのような方法で使われている

のだろうか。 

◆人間の注意力を操るためのミスディレクションの利用方法の例 

①視線の利用 

 人間には，動きや言葉，音などに反応する習性がある。集中した状態であれば，その感覚はより一層

研ぎ澄まされていく。指をさす，自分の視線や顔をそちらに向ける，言葉で誘導する，音を出すなどし

て相手の意識を意図的に他へ注目させることで，「見てほしくない」ところを効果的に隠すことができ

る。 

 

②思い込みの利用 
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誰でも思い込みや固定観念，先入観，偏見などをもっているため，「あれに違いない」「こうなってい

るはず」といったように物事を判断してしまうことがあるだろう。それを利用して，相手に物事を信じ

込ませることができるのです。 

 

③話題をそらす 

今まで話していた内容から相手の意識をそらすために，話をはぐらかすのもミスディレクションです。

急に話題を変えるのではなく，相手の話を聞きながら順を追って少しずつ別の話にもっていくのがポイ

ントです。人の噂話や悪口など，あまり聞きたくない話をうまくかわしたいときや，秘密や隠し事を守

りたいとき，答えにくい質問をされたとき，論点をずらしたいときなどに役立ちます。 

 

マジックは上記①～③の方法を巧みに用いて，観客が注意を向ける方向を操っている。スリ師も同様

に，ミスディレクションを用いて注意の方向を操って，意図的に金品への注意力を欠く。それによって，

窃盗をしやすくしているのだ。 

 

 

２－６ 日本でのスリ 

「スリ」と聞けば日本人は，海外での事例ばかりを思うだろう。しかし，東京では下町には普段から

素行が悪い者が多く，海外と同じ頻度でスリが発生している。特に浅草近辺は日本各地，世界各地から

観光客が大勢集まり人混みが多いので，スリの常習犯がたくさんいるのだ。ズボンの後ろポケットなど

に長い財布を入れて商店街を歩いている者などからはあっという間に掏り取ってゆく。後ろを歩いてい

る人々にスリの瞬間を目撃されると知っていても大胆にスリを行う。目撃しても，あっという間に人混

みに消えてしまい，通報することも難しい。捕えるには一般的に言えば即座に複数名で抑え込むくらい

しかない。また浅草では，複数の者がグルになっている場合があり，路上商人役の者が台の上に置いた

商品に通行人の気をひきつけておいて，目配せで合図を送り合い，グルの者が後ろから掏り取るという

ことを一日のうちに何度も何度も繰り返すといった古典的で陰湿・悪質な手口も行われている。「スリ」

は我々にとって遠い犯罪では全くなく，いつ誰の身に起こってもおかしくない犯罪なのだ。 

 

 

２－７ スリの発生事例 

 スリは実際にどのような場面において発生するのであろうか。過去に発生した代表的な 

スリの事例を列挙し，それらを手口の下の【Ａ】～【Ｅ】の種類ごとに分類した。各スリの名称は公式

なものではなく，調査したもの区別しやすくするために，便宜的に呼称したものである。 

【Ａ】注意を引き付ける対象物を用意する手口 

物乞いスリ： 

飲食店内あるいは屋外カフェに座っていると子どもがやってきて寄付をお願いする文句の書か

れた紙を差し出す。あるいは道を歩いている被害者につきまとい金をねだる。被害者が気を取ら

れている間にその子あるいは共犯が財布を取る。 

道聞きスリ： 

地図を目の前につきだしたり，手渡したり，駅のホームなどにある地図を見せて道を聞く。被害

者が地図に集中している間に共犯がハンドバックやショルダーバックから目的物を抜き取る。 

両替スリ：  
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コイン（２ユーロ貨幣の場合が多い）を崩すよう頼まれる。被害者が財布を出し，小銭入れを開

けた際に犯人は小銭入れにコインを放り込み，「これに換えて」と中にあるコインを指さしたり

して被害者の度肝を抜く。そのすきに札入れから紙幣を抜き取る。 

ケチャップ・アイススリ： 

被害者が特に銀行から出てきたところに，ケチャップ，アイスその他の液体をつけられ，犯人は

いろいろ謝りながら拭き取り，その間に引き出したばかりの現金を抜き取る。 

 上の４つの例のように，注意を引き付けるための対象物（子どもや地図など）を用意し，意図的に注

意を誘導することによって，盗みやすくしている。 

 

【Ｂ】注意力が弱くなった瞬間を狙った手口 

チケットスリ： 

チケットや乗車券など，後ろに列をなして並ぶ際に，乗車券購入画面に夢中になっている間に盗

みを働く。 

レストランスリ： 

 レストランで隣や後ろのテーブルに座り，メニューに注意が注がれている間に盗まれる。主に椅

子に掛けたジャケットのポケットの中などが狙われやすい。 

 誰しも，自分の貴重品に四六時中注意を向けることはできない。何か他のことに集中しているとき，

自分の貴重品への注意が著しく低下するため，その瞬間を狙って物を盗む。 

 

【Ｃ】混雑を利用する手口 

ぶつかりスリ： 

混雑の中，ぶつかってくる，あるいは階段で２方向から挟まれる，バスに乗る際に前の人が躓い

たり突然かがんだり立ち止まる。被害者がぶつかって立ち止まり，注意をそがれている間に共犯

が財布を抜き取る。 

混雑スリ： 

満員のバスや電車の中で体の前にぴったりくっついてきて，被害者がいやがって背を向けると，

ショルダーバックは被害者の後ろに回り，中身をすられる。 

押し合いスリ： 

電車のラッシュ時を利用して，押し合いながら財布や金品を盗み取る。（最もベタな方法） 

【Ｂ】と共通した点もあるが，「混雑」によって周囲への注意が散漫し，自分の貴重品への注意が著し

く低下する。満員電車などの人が密集した場所や，駅などの多くの人が絶え間なく行きかう場所ではス

リ発生件数が多い。犯行を目撃される可能性も高くなるが，人が密集していることによって，犯行後に

その人混みを利用して逃走しやすくなるのだ。 

 

【Ｄ】大胆な手法を用いたスリ 

切り裂きスリ： 

カバンなどを刃物で切って（切り取るといってもザクザクと切り裂くのではなく，一瞬にしてカ

バンに切り込みを入れる），その切り込みから中の財布を盗み取る。 

【Ａ】～【Ｃ】などとは異なり，大胆な手法で物を盗む。この手法の場合は，「注意力の脆弱性」とい

うよりも，言うなれば「力業」のような手法である。 
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【Ｅ】集団で犯行に及ぶスリ 

集団囲いスリ： 

 細い路地などで 10 人くらいの男性が横一列に並び，＊ターゲットに接近してくる。ターゲットが警

戒して逃げようとしても周りを取り囲み，ターゲットとすれ違う。すれ違った後自分の荷物を確認す

ると，カバンのチャックが開いており，貴重品がすべて盗まれている。 

＊例えば３人グループで歩いていたとしても，３人全員がターゲットなわけではなく，ターゲットは

その中の１人なことが多い。それは，犯行に及ぶよりも前に「誰が金を持っているか」や「誰なら盗

みやすいか」などの目星をつけているからである。すれ違う際に，３人全員を取り囲んで犯行に及ぶ

のではなく，ターゲットの１人だけを集中的に取り囲み，逃げ道をふさいだうえで犯行に及ぶ。 

 日本でこのようなスリがみられることはほぼないが，海外ではよく見られる手法である。海外では，

あからさまにお金を持っていそうな観光客は特に狙われやすい。これらのスリに遭わないためには，「タ

ーゲットに選ばれない」ことが大切である。ブランド品を身に着けて歩いていたり，リュックを後ろに

背負ったりしていると，ターゲットにされやすい。 

 

 

２－８ スリに遭いやすい人の特徴 

警察庁の「刑法犯に関する統計資料」によると，2018 年の被害者と加害者の年齢層は，被害者の場合

は男女とも 20 代が多く，全認知件数の約 3 分の 1 を占め，特に 20 代女性が被害に遭いやすい。加害者

は 20 代が多く，次いで 30 代であり，これらの年代層で約 42.9%を占めた。 

しかし，そういった年代的な被害者層ではなく，どのような特徴を持った人が被害に遭いやすいのか。

過去にスリ被害に遭った被害者の情報から，スリ被害に遭いやすい人の特徴を調べた。その結果，下の

ような特徴があった。 

 

◆スリ被害に遭いやすい人の特徴 

 ①リュックサック・ショルダーバッグを使用している 

  リュックサックやショルダーバッグなどは「身体のそばにあるから…」と安心しがちだが，目の届

かないところは私たちにとって死角になりやすく，スリの標的となる。リュックサックなどを背負

っている荷物，そしてズボンの後ろポケットに入れたものは特に狙われやすい。肩から斜め掛けに

しているバッグも同様に，歩いているうちにバッグが身体の後ろに回り，気が付かない間に死角と

なってしまっていることがよくあるのだ。  

   特にリュックサックは，最もスリの標的になりやすいのだ。 

 ➣カバンの外ポケットには，財布・パスポート・貴金属などの貴重品は絶対に入れないようにする。

ショルダーバッグはチャックをしっかりと閉め，人混みの中では必ずカバンを身体の前方に持って

くるようにする。間違っても，リュックサックのサイドポケットに貴重品を入れてはならない。海

外などのスリが多発する場所へ行く際は，リュックサックは後ろに背負うのではなく，前に抱える。 

 

②ガイドブックやスマホを片手に街歩きする 

  多額の現金を持ち歩き，スリ被害に遭っても警察に届けを出さない傾向のある観光客はスリにとっ

て格好の獲物である。いかにも「観光客です！！」といった服装をして歩いたり，ガイドブックを

片手にキョロキョロしながら歩いたりしている姿は，スリにとってありがたい目印なのだ。（スリは

犯行の前からたくさんの人間をずっと観察しており，「アイツは金持ってそうだな」とか「アイツは
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隙だらけだな」などを遠くから物色している。） 

  それに加えて，ガイドブックやスマホなどを見ながら歩くことによって，自分の注意の対象がその

ガイドブックやスマホに移ってしまう。注意がそこに移ることによって，周りへの注意力（警戒心）

が急激に低下し，自分がスリ被害に遭ったことに気付かなくなってしまう。 

 ➣ガイドブックやスマホでの要件は必ずカフェやレストランなどの落ち着いた場所で済ませる。そう

することで，「その土地に不慣れな観光客」感を軽減することができるのに加えて，周りへの注意力

（警戒心）も強くなるので，スリの被害に遭う可能性を抑えることができる。 

 

 ③貴重品を一カ所にまとめている 

  几帳面な人は，スリの被害に遭いやすいことがある。カバンの中をキレイに整理していたり，貴重

品をジッパー付き袋などに入れて一カ所にまとめたりしている人は，スリの被害に遭いやすい。な

ぜなら，プロのスリ師はどこに貴重品があるのか一瞬で分かってしまうからだ。貴重品を一カ所に

まとめることで，「あ！ あれさえ盗めばいいんだな…（しめしめ）」と，スリをしやすくしてしまう。 

➣貴重品は決して一カ所にまとめず，“様ざまな場所”に分散させる。そしてその「様々な場所」で

あるが，ズボンのポケットやリュックのサイドポケットに入れるのではなく，周りから見えない，自

分にしかわからない場所に入れる。 

 

④ブランド物を身に着けている 

 特に女性に多いことだが，海外ではブランド物や高級そうなものを身に着けて街歩きする行為はスリ

を自ら誘っているようなものだ。 

➣街歩きの際は，観光に相応しい服装を選ぶように心がけ，ラフな格好をする。 

 

⑤「自分は大丈夫！」と思い込んでいる 

スリ被害に遭わないために一番大切なこと。それは「自分は大丈夫。スリが近づいて来たら絶対に気

づくはず！」なんて思い込まないこと。スリ被害に遭った方は皆口「まさか自分が・・・」と口を揃え

て言うそうだ。 

➣他人事とは思わず念には念を。用心しすぎることはないのである。 

 

 

２－９ スリに遭った時の対処方法 

 不幸にもスリに遭ってしまった場合，どのような対処をすればよいのだろうか。スリに遭ってしまっ

た場合は，以下のような対処方法がある。 

Ⅰ．カード会社への連絡 

スリに遭ったことがわかった時点で財布の中身を思い出す。警察に盗難届を出すときにも，すられた

ものの確認を求められる。クレジットカードが含まれていた場合には，すぐにカスタマーセンターに連

絡をしてカードの使用停止手続きを行う。クレジットカードは現金以上の二次被害をもたらす危険性が

ある。 

 

Ⅱ．携帯電話の利用停止も忘れずに 

盗まれるのは，財布だけではない。携帯電話をすられるケースも増えている。最近の携帯電話は財布

機能も充実しており，クレジットカードと同じように二次被害を被ってしまう危険性がある。さらに厄
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介なのが，自分を含め第三者の個人情報がたくさん盛り込まれているということだ。振り込め詐欺など

に悪用されてしまうという危険性もある。すぐに携帯電話会社に連絡をして，利用を停止してもらうよ

うにすることが大切である。 

 

Ⅲ．冷静さを保つ 

 何事においても大切なのは，慌てないことである。財布や携帯がない状態は不安が募るばかりだが，

決して慌てず冷静さを保って行動することが求められる。特に海外でスリに遭った場合などは，異言語

の場所で財布携帯無しで過ごすのは不安でしかないだろうが，ソワソワしていると余計に目立ってしま

う。まず，落ち着くこと。そして，「自分は何をすべきなのか」を落ち着いて考えることが大切である。 

 

 

３．結論 

 今回の研究のまとめとして，スリの被害発生を防ぐためにパンフレットを作成した。下図は，そのパ

ンフレットである。 

【図④】スリ被害抑制パンフレット(1) 
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【図④】スリ被害啓発パンフレット(2) 

 

 このパンフレットは，「スリという犯罪の実態を知ってもらう」，「スリへの対策を啓発する」ことを

目的としている。この研究は「結論」として導き出した結果がなかったので，これまでの自分の調べた

ことを同じ高校生に向けたパンフレットとしてまとめ，それを本研究の終着点とした。 

 

 

４．考察 

 スリという犯罪は，人間の「注意力の脆弱性」を利用した最悪な犯罪行為である。注意力の脆弱性と

は，「２つの物事に対して同時に注意を向けることができない。」というものである。それは，どうやっ

ても防ぐことができない。だからこそ，私たちはスリという犯罪行為に対して，自ら防御をしなければ

ならない。その方法とは，以下のものがあげられる。 

◆スリを自ら防ぐための方法 

①財布はボタンやチャックがついた洋服の内ポケットに入れておく！ 

  ズボンの後ろのポケットに入れていると，簡単に盗まれてしまう。身体と接していて，どうやって

も取られようのない場所である，内ポケットに入れるのが最も有効な方法である。 

②人混みにいる時は，ハンドバック・ショルダーバックを前に抱えて持つ！ 

  リュックサックやショルダーバッグは，両手が空いてとても便利であるが，所持品が視界に入って

いないので，盗まれる可能性が非常に高い。大都市や人混みにいるときは，バッグを前に抱えて持

つようにする。どうしてもリュックを背負わなければいけない場合は，貴重品を自分の背中側の内

側ポケットに入れて，もしスリの被害に遭っても身体で分かるような場所に入れておく。 

③不必要に自分の身体に接触してきた人がいたら，必ず貴重品をチェックしよう！ 
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  自分でしっかりと対策をしていても，不意にスリ被害に遭ってしまい，貴重品を盗まれてしまうこ

とがある。特に海外などでは，不必要に自分に接触してきた人がいたら 100％スリだと思ってもよ

い。接触された後は，必ず自分の貴重品があるか確認をしましょう。 

④レストランでの食事中や洋服屋での試着の際は，必ず貴重品を目の届くところにおいておこう！ 

  食事中，試着中などは，自分の貴重品への注意が削がれてしまう。レストランで食事をしていると

き，貴重品はコートのポケットなどに入れずに，自分の身体に接する場所に入れておく。また，洋

服やで試着等をする際は，必ず貴重品が目の届く範囲内に置いておくことを意識する。 

⑤常に「自分もスリ被害に遭うかもしれない」という意識を持とう！ 

  「どうせ自分は大丈夫。気付くはずだ。」と思っている人に限って，スリ被害に遭う可能性が高い。

「スリ」という犯罪はいつ誰の身に起こってもおかしくない犯罪であるため，常に「自分もスリ被

害に遭うかもしれない」という意識を持っておくこと。 
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広島大学附属福山高等学校 

5年「提言 I」 

 

プラスチックバッグ有料化に対する提言 

問題点と解決策 

5年 B組 20番 吉田侑生 

 

１．序論 

私の「提言 I」における研究内容は、題の通り、令和 2年 7月に導入された、プラスチック製買

い物袋（以下、プラスチックバッグと表記）の有料化制度の是非を調べ、プラスチックごみ削減に

向けての提言をする、というものである。プラスチックバッグの有料化については導入前から様々

な議論がなされてきた。例えば、プラスチックごみから見たらわずか数パーセントのプラスチック

バッグを減らしたところでどれほどの削減効果が期待できるのか、というようなものである。これ

を含み、プラスチックバッグ有料化制度に関する意見・議論には、どのようなものがあり、それは

きちんと理にかなっているのかを考察する。 

 

２．本論 

「本論」では下の４つの項目に分けて、プラスチックバッグ有料化制度に関する議論を進めてい

く。 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．制度導入の背景 

   そもそも、なぜプラスチックバッグの有料化がなされたのか。経済産業省の HP に以下のよ

うな記述がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．制度導入の背景 

Ⅱ．諸外国の状況 

Ⅲ．製造方法の視点から 

Ⅳ．プラスチック排出量のうちのプラスチックバッグが占める割合 

 

「プラスチックは、非常に便利な素材です。成形しやすく、軽くて丈夫で密閉性も高いため、

製品の軽量化や食品ロスの削減など、あらゆる分野で私たちの生活に貢献しています。一方で、

廃棄物・資源制約、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化などの課題もあります。私たちは、

プラスチックの過剰な使用を抑制し、賢く利用していく必要があります。 

このような状況を踏まえ、令和２年７月１日より、全国でプラスチック製買物袋の有料化を行

うこととなりました。これは、普段何気なくもらっているレジ袋を有料化することで、それが

本当に必要かを考えていただき、私たちのライフスタイルを見直すきっかけとすることを目的

としています。」 
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これを読むに、プラスチックバッグ有料化制度が導入されたのは、単純に、海洋プラスチッ

クごみ問題や地球温暖化といった、深刻な環境問題の原因となる、プラスチックごみの絶対量

を減らすためでもあるが、それよりも、国民のプラスチックの利用に対する意識改革が目的で

あると分かる。この件については、Ⅳで詳しく議論するが、全プラスチックごみのうちのわず

か数％しか占めないプラスチックバッグを有料化したところでプラスチックごみの絶対量は

たいして減らないことを政府は当然理解しているのである。ただ、国民の意識が変われば、さ

らなる減少が見込める、ということである。これは私も同感である。現にこの制度が導入され

たから私もこのような内容を研究題材としているわけであるし、制度が導入されてからやはり

買い物時に、プラスチックバッグは貰わないでおこう、となったのも事実だからである。その

点では意味のある政策だったといえるのではないだろうか。 

以上の、制度が導入された背景を踏まえたうえで、上に示した議論を進めていく。 

 

Ⅱ．諸外国の状況 

まず、諸外国の状況を見てみる。各国の状況と、その背景を知ることは、日本におけるこの

問題を考える良い資料になるからである。 

今回扱う国々は、中国・アメリカ・ヨーロッパ 4カ国（イギリス・フランス・スペイン・オ

ランダ）である。 

 

（資料①：本制度における諸外国の取り組み） 
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≪考察≫ 

〇全体を通して見てみると、扱った国々のような、世界の国々の中でも主要国ではプラ 

スチックバッグ有料化は行われていることがわかる。どの国（連合）もプラスチック削減

に向けた具体的な目標を立てており、その一環としてこの制度を導入しているようである。 

   〇Ⅲで議論するが、原材料や使用用途によって、対象外になるものがある。（例：生分解性

プラスチックなど） 

   〇フランスでは、2020 年以降の、「レジ袋を含む使い捨てプラスチック容器」の使用を原則

禁止している。つまり、プラスチックバッグだけでなく、例外はあるものの、様々なプラ

スチックを元とした皿やコップなども有料化の対象になるということである。これは日本

を含む、他の国々と大きく異なる点で、プラスチックごみを削減する、という目標におい

て、フランスは一歩先の政策を行っていると言える。 

 

   ≪まとめ≫ 

日本がプラスチックバッグ有料化制度を導入したことは、諸外国の例に沿っており、決

して特異なことではない、ということが言える。また、日本含めプラスチックバッグを有

料化している国々はフランスを習い、他のプラスチック製品も少しずつ規制していくべき

ではないか。 

 

Ⅲ．製造方法の視点から 

プラスチックバッグの製造過程の視点から、プラスチックバッグ有料化制度は本当にプ

ラスチックごみの削減、さらには環境問題の改善に寄与するのか、ということを議論して

いく。まず初めに、現在使用されているプラスチックバッグの多くは、ポリエチレン製で

ある。実は、ビニール袋とポリエチレンのプラスチックバッグを混同して考えているケー

スが数多く存在している。しかし、「ビニール袋」とは、化学的に「vinyl」という塩素（Cl）

を含む分子構造を持つ物質の 1つであるポリ塩化ビニルを元とした袋であり、これが燃焼

されると、ダイオキシンなどの有害物質が発生してしまう。一方で、ポリエチレンの燃焼

式は下に示す通りであり、二酸化炭素（CO₂）と水（H₂O）以外の物質は理論上発生しない。

現在使われているのはポリエチレンの方であるから、「ダイオキシンが発生する」という

理由によるプラスチックバッグの批判は意味をなさないのである。ただ地球温暖化の原因

となることは言うまでもない。 

 

（資料②：ポリエチレンの燃焼式） 

 

 

CO₂と H₂O以外発生しない！ 
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以上のことももちろん大切だが、本題は、このポリエチレンを含むプラスチック製品の

元となる、ナフサについてである。よく、「ナフサ自体、原油精製時に必ず生まれてしま

うものであるため、プラスチックバッグに使われないと余ってしまい、廃棄しないといけ

なくなる。」という話がされる。しかし、調べてみると、ナフサは余りものではない、と

いう結論に至った。以下のデータを見ればわかる通り、少なくとも日本はナフサを海外か

ら大量輸入しており、国内でナフサが余っている、ということはあり得ない。また、世界

的に見ても、プラスチックバッグの生産のためにナフサだけでは足りず、灯油や軽油場で

使ってプラスチックを作っている国もあるようであるから、プラスチックバッグの量を減

らしてもナフサが余るわけではない。むしろナフサでは需要を満たすプラスチックを生産

するのに不十分であるから、他の資源にも頼っている、というのが現状である。日本が今

回のプラスチックバッグの有料化によりプラスチックバッグの生産量が減るのなら、ナフ

サの海外からの輸入を止めればよいだけなので、特に問題にはならない。また、ナフサの

オクタン価を下げてガソリンとして使う技術・ナフサをガス化してタービン燃料にして発

電する技術がすでに開発されているようである。 

（オクタン価：ガソリンのエンジン内での自己着火のしにくさ、ノッキングの起こりにくさ（耐

ノック性・アンチノック性）を示す数値） 

 

（資料③：日本におけるナフサの輸入量） 

 

 

   ただ、問題はある。そもそも、適用される買い物袋について、政府の方針が少しぶれてい

る点である。今回の有料化では、全てのプラスチックバッグが適用されたわけではあなく、

配布する際に有料にしなくて良いものもある。まず、今回のプラスチックバッグ有料化が適

用されない買い物袋は次の資料の通りである（紙袋などは除く）。 
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（資料④：有料化の対象外となる買い物袋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ①・②については、プラスチックごみ問題の大きな原因とはなりにくいと考えられるので、

有料化の適応外となっていることは理に適っていると判断し、ここでは認め、議論しないこと

とする。問題は③である。今回の政策では上の通り、バイオマス素材の配合が 25％以上のプラ

スチックバッグは有料化の対象となっている。バイオマス・プラスチックとは、以下のような

ものである。 

 

 

 

 

 

   この、バイオマス・プラスチックは確かに、石油の節約や地球温暖化の抑制には効果がある

が、プラスチックを減らすことには一切寄与しない。②の生分解性プラスチックとは異なり、

海に流れると海洋プラスチックごみ問題の原因になるのには変わりないのだ。プラスチックバ

ッグ有料化の指針を示す環境省のガイドラインにも、免除の理由は「地球温暖化に寄与する」

ためと記載されている。これはまさに、「方針がぶれている」と言えるのではないだろうか。

例えば、バイオマス・プラスチックは有料化の適応外だからと言ってそれが大量に普及するよ

うになると、本来の目的である、プラスチックごみの削減（海洋ごみ問題も含む）とは正反対

に、環境中で自然分解されるとは限らず、地球を汚し続けることになることになるかもしれな

い。そうなっては元も子も無いのではないだろうか。 

   上に書いたことは、この政策の 1つの問題点ではないかと思う。どうしてプラスチックバッ

グごみ削減を目的とした今回の制度で、バイオマス・プラスチックは有料化の適応外としたの

だろうか。甚だ疑問を覚えてしまう。 

 

 

 

「バイオマス・プラスチック」とは、植物などを原料にしているプラスチックである。したが

って焼却処分をしても植物が成長するときに吸った CO₂が大気中に戻るだけなので実質的に CO

₂が増えない、と言われている。 

- 148 -



7 

 

   ≪まとめ≫ 

   〇プラスチックバッグの主な原料である「ナフサ」は、しばしば余りものであると言われる

が、データ等を参考に考えてみると、決して余りものではなく、むしろ不足している。し

たがって、仮にプラスチックバッグの量がこの制度によって減少したとしてもナフサが余

って困る、ということは無い、と考えられる。 

   〇政府は今回の有料化で、厚手のプラスチックバッグ・生分解性プラスチックバッグ・バイ

オマス・プラスチックバッグを制度の適応外としている。ただし、前 2つについては賛同

できるが、バイオマス・プラスチックバッグはあくまで地球温暖化に効果があるものであ

り、それ自体はプラスチックごみ問題を促進させるものである。よって、政府の方針にブ

レを感じ、疑問を抱かざるを得ない。 

 

Ⅳ．プラスチック排出量のうちのプラスチックバッグが占める割合 

    総務省によると、日本から毎年排出される廃プラスチックのうち、プラスチックバッグ（レ

ジ袋）が占める割合は 2％程度であり、プラスチックごみ全体の量から見ればごくわずかであ

る。しかし、Ⅰと同内容であるが、同省のサイトにこのような記載がある。 

 

 

 

 

 

 

やはり、1番の目的はプラスチックに対する国民の意識改革のようである。ここについてや 

はり本当にプラスチックごみを削減したいのか、と感じる節がある。どれだけ意識改革といっ

ても、国民が気を付けるであろうことはせいぜい「プラスチックバッグを貰わない」ことのみ

にとどまるであろう。近い将来大問題になる前にプラスチックごみを減らしたい、と本気で思

うならば、使用量が無になっても 2%しか減らないプラスチックバッグのみを対象とするのは不

十分だと考える。 

 

３．結論 

以上の 4つの観点から、プラスチックバッグ有料化制度について議論してきた。ここでは結論と

して、意見をまとめる。 

本制度は、プラスチックバッグを有料化することにより、絶対的なプラスチックごみ量を減らし、

さらに国民のプラスチックに対する態度を見直すきっかけを作るために導入された。諸外国の例や

ナフサのことも考えると、この制度はプラスチックごみを減らすことに一定の効果はあると言える。

しかし、あくまで全体の 2％程度のプラチックバッグを仮に 0%にしたとしても全体から見ると微々

たるものであるし、国民のプラスチックに頼り切ったライフスタイルを変えるといっても、一般の

人は企業がプラスチックを用いた製品を売っていれば普通に買うため、そこにも大きな効果が生ま

れるとは考えにくい。 

そこで、プラスチックバッグ有料化制度を軸とした、プラスチックごみの量を減少させるための、

レジ袋は、我々の生活の中に深く浸透し、我々の生活の中にある使い捨てプラスチックを象徴

するものと言える。今般のレジ袋有料化の真の目的は、レジ袋を有料化することではなく、そ

のレジ袋の有料化をきっかけに（レジ袋以外のものも含めて）使い捨てプラスチックに頼った

国民のライフスタイル変革を促していくことである。 
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新たなプランを提言する。これは諸外国（特にフランス）も参考にしている。 

 

（本制度を軸とした、プラスチックごみ減少のための新プラン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⓶についてはフランスの例を参考にしている。企業側の意識が変わらないと、消費者の意識は変

わらない、という至極当然の前提に基づいたものである。 

   ⓷については、海洋プラスチックごみ問題は、分別して燃やされれば本来問題にならない、海に

入っても分解されないプラスチックごみを、路上などに捨て、それが海に流出してしまうことが原

因となっていることを踏まえたうえである。Ⅲでまとめた通り、ポリエチレン製のプラスチックは

燃やしても二酸化炭素と水しか出てこないため、適切に回収され燃やされれば、プラスチックごみ

問題の原因にはならないはずである。 

 

   当然、このプランのみでプラスチックごみ問題が完全に解決されるということは考えていない。

しかし、今回扱ったプラスチックバッグ有料化制度が基になっており、さらに効果を期待できるも

のではあるのではないかと考えている。とにかく、地球上からプラスチックごみを無くす、という

ことは現実的に不可能なことであるため、「少しでも絶対量を減らしつつ、どうやってできるだけ

多くの（本来海に流出するであろう）プラスチックごみを回収できるのか」ということが重要にな

ってくる。これは当然日本だけでなく、先進国・発展途上国両者を含む、世界の国々全体が実践し

なければならないことである。発展途上国が技術的に厳しいのなら、国連や先進国が率先して対応

することが必要だ。生命の源である海を守り、皆の共有財産である地球全体を、世界が力を合わせ

て守っていかなければならないのである。 

 

  謝辞 

   本研究を進めるにあたり、多くの方々にご指導ご鞭撻をいただきました。特に本校の理科教員で

ある小茂田聖士先生には研究方法や論文の作成方法について、多大なご指導をいただきました。本
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⓶本制度に加え、生鮮食品やその他の高度な衛生状態を必要とするもの以外のトレーなどの、

包装に用いるプラスチックについて、一定の制限を設ける。（企業対象） 

 

⓷トレーなどに用いられたプラスチック包装からなるごみについて、持ってくると、一定の

報酬を受け取ることができる制度を作る。（消費者対象） 

- 150 -

https://www.jpca.or.jp/studies/junior/tour01.html


9 

 

・JPCA石油化学工業② 

（https://www.jpca.or.jp/statistics/annual/nafusa.html， 2021年 2月 26日最終閲覧） 

 

・Pla Matels「プラスチックっておもしろい」 

（https://www.plamatels.co.jp/special， 2021年 2月 26日最終閲覧） 

 

・経済産業省の HP 

（https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html， 2021 年 2 月 26

日最終閲覧） 

 

・gooddo「レジ袋有料化を取り入れている世界の国々は？」 

（ https://gooddo.jp/magazine/oceans/marine_pollution/plastic_garbage/plastic_bag/10730/， 

2021年 2月 26日最終閲覧） 

 

・総務省 資料 

（ https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/reji_yur

yo_wg/pdf/001_s04_00.pdf， 2021年 2月 26日最終閲覧） 

 

・政府 資料 

（ https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/research/h20fy/200811-2_mri/200811-2_

3.pdf， 2021年 2月 26日最終閲覧） 

 

・武田邦彦 「レジ袋と余りもの」 

（http://takedanet.com/archives/1013800233.html， 2021年 2月 26日最終閲覧） 

 

・ダイアモンド・オンライン 

（レジ袋の有料化が、プラスチックごみの削減にならない理由 | News&Analysis | ダイヤモン

ド・オンライン (diamond.jp) ， 2021年 2月 26日最終閲覧） 

 

  ・プラスチックのリサイクル 20のはてな 

（ http://www.pwmi.jp/plastics-recycle20091119/waste_plastics/waste_plastics5.html ， 

2021年 2月 26日最終閲覧） 

 

- 151 -

https://www.jpca.or.jp/statistics/annual/nafusa.html
https://www.plamatels.co.jp/special
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html
https://gooddo.jp/magazine/oceans/marine_pollution/plastic_garbage/plastic_bag/10730/
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/reji_yuryo_wg/pdf/001_s04_00.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/reji_yuryo_wg/pdf/001_s04_00.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/research/h20fy/200811-2_mri/200811-2_3.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/research/h20fy/200811-2_mri/200811-2_3.pdf
http://takedanet.com/archives/1013800233.html
http://www.pwmi.jp/plastics-recycle20091119/waste_plastics/waste_plastics5.html


提言 論文 完成版 

 

 グラフ理論を用いたルール改正の体系 

                               

ロビンソンコスモ 

 

 

 

目次 

 

①完璧なルール体系が存在しないことの証明 

 

②完璧なルール体系に限りなく近づけるという考え方 

 

③グラフ理論の説明 

 

④グラフ理論を用いたルール改正の体系の考え方 

 

A. 最も詰みの確率が低いルール体系と完全グラフ 

B. もっともルールを改正しやすい順序と最短経路問題 

 

⑤グラフ理論を用いたルール体系の例 

- 152 -



 

⑥まとめ 

 

⑦参考文献 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①完璧なルール体系が存在しないことの証明 

 

 これからは、ルール体系について考えていく。 

ルール...それに基づいて物事が行われるように定められた約束ごと。(goo辞書) 

 

 私が考えるに、ほとんどのもの（またはすべてのもの）は常に変化し続け、常に機能し続

けるルールにはそれが時代にあわせ臨機応変に変化するための手段、つまりルール改正の手

順が用意されているべきだと考える。 

 ルール体系とは、あるルールとそのルールを改正するための取り決めがかかれたルールの

関係の全貌を示すものである。 

 例えば、次のようなものである。 

- 153 -



 

 ここではAというルールと、Aを改正するための手順や基準などを規定したルールBがあ

り、この図はAとBの関係を示している。この図はAとBからできたルール体系を表している

といえる。 

 

 ここでは、矢印に意味を持たせてある。あるルールを改正するためのルールから、改正さ

れるほうのルールに矢印が向いている。例えば、図では、Aを改正するための諸々が書かれ

たBから、Aに、矢印が向かっている。 

 次に、ルールの輪という概念を導入する。 

 ルールの輪とは、矢印をたどっていくと一周して戻ってくるようなルールの関係である。 
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 例えば、以下のようなものがある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 ここで、すべてのルールが少なくとも一つの矢印に指されているルール体系を次の二通り

に場合分けする。 

(1)ルールの輪が形成されない場合 

(2)ルールの輪が少なくとも一つ形成される場合 

 今から、(1)(2)の両方の場合においてそのルール体系が完璧ではなく、何かしらの問題を

抱えていることを説明する。 
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(1)ルールの輪が形成されない場合 

 完璧なルール体系では、すべてのルールが柔軟に時代に対応するための手順をもっている

ため、すべてのルールにそのルールの改正の方法がかかれた別のルールが存在している。 

ルールの輪が形成されないとき、A,B,C...のルールを用いて、次のような事態が発生する。 

 

 このとき、ルールは無限個存在し、現実的ではない。 

よって、(1)の場合は完璧はルール体系は存在しない。 

 

 

(2)ルールの輪が少なくとも一つ形成される場合 

 それぞれのルールには、ルールを改正するための条件、基準があると考えられる。 

そして、すべてのルールの条件、基準が同時に満たすことができない状況を避けられなくな

った時、私はそれを「詰み」と呼ぶ。 

 例えば、次の場合である。 
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 男しかいない島では、女性の賛同が得られないので、ルールAとBは改正されることがで

きない。つまり、詰んでいる。このような状況が(2)では生じる可能性がある。 

よって、(2)の場合、詰むリスクを完全に排除できる完璧なルール体系は存在しない

ので、 

(1),(2)両方の場合において完璧なルール体系は存在しないことが言えた。 

 

 

では、具体例で考えてみよう。 

  ここでは、日本国憲法を紹介する。 

 日本国憲法は、その改正のルールが憲法に含まれている、自分に対して双方的な矢印を持

つ、ルールだと私は考えている。 

 

日本国憲法第９６条では、憲法の改正は、国会で衆参各議 院の総議員の３分の２以

上の賛成を経た後、国民投票によっ て過半数の賛成を必要とすると定められていま

す。（総務省） 

 

 日本国憲法は、現段階では詰みには至ってはいないものの、構造上、非常に詰み

やすい。 

 

 

  

 

 

②完璧なルール体系に限りなく近づけるという考え方 

 

 ①では、完璧なルール体系など存在しないことを示した。 

次に、いかに完璧なルール体系に近づけれるか考える。 

 

(1)の場合は、実現しないと考えて、 

(2)の場合で工夫をして、ルール体系を改良していく。 
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  日本国憲法は国会で衆参各議 院の総議員の３分の２以上の賛成を経た後、国民

投票によっ て過半数の賛成を得る、という一種類の条件しかない。 

この条件が増え、バリエーションが増えたら、様々なアプローチができ、詰みにな

る状況が発生する確率を０に近づけれると考えた。 

 

 

 

 

 

 

 例えば、次のようなルール体系を考える。 

  

 

 これは、ルールの輪を作り、それを大きくすることで、すべての条件が同時に詰

む可能性を減らしている。 

 

 詰みになる確率を小さくすることでより良いルール体系を作れる、という風に、

様々なアプローチでルール体系を改善していけると考える。 

 

 よいアプローチを考えるため、ルール体系にグラフ理論を用いようと試みる。 
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③グラフ理論の説明 

 

 グラフ理論（グラフりろん、英: Graph theory）は、ノード（節点・頂点）の集合と

エッジ（枝・辺）の集合で構成されるグラフに関する数学の理論である。 

(wikipedia) 

 

 ☆ グラフ ・・・点 (vertex) , 及び, 辺 (edge) からなる図形. 

  ☆ 次数 (degree) ・・・ ある点を端点とする辺の本数. 

(井上 純一様による講義ノート) 

 

 私の解釈で説明すると、頂点と頂点同士を結ぶ線分（以下、辺とよぶ）によって構成

される図形（グラフ）についていろいろ論じているのがグラフ理論だと思っている。 

  

 

 

 

 私は、ルール体系は一種のグラフであり、グラフ理論の知識を用いてルール体系を論

じられると考えた。 

 以下、ルール体系をグラフ理論として扱う上での注意 

 

・グラフには有向線分と無向線分があるが、以下、すべての線分（矢印）を無向線分と

みなす。なぜなら、私がこれから展開する理論では、すべての矢印を双方的な矢印とし

たほうが常にルール体系は完璧に近づくので、今後は双方的な向きを持つ矢印のみ考

え、したがって向きに意味がなくなるので無向線分とみなす。 

 

・頂点同士を区別する場合は名前を付け、しない場合は何も書かない。 

例えば、下のグラフは次のようなルール体系を表している。 
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 区別しなくてよい二つのルールがあり、それらは互いに互いのルール改正についての

あれこれを自分に含んでいる。 

 

 

④グラフ理論を用いたルール体系の考え方 

 

A. 最も詰みの確率が低いルール体系と完全グラフ 

 

 例えば、ルールがn個あるとする。 

どのようにルール同士にルール改正の関係を持たせるか、（グラフ的に言えば、どのよ

うに頂点同士を線分で結ぶか）を考えるうえで完全グラフを用いる。 

 

完全グラフ（かんぜんグラフ、英: complete graph）は、任意の 2 頂点間に枝があるグ

ラフのことを指す。(wikipedia) 

 

完全グラフ (complete graph) : 相違なる 2 つの点が全て隣接している単純グラフ (ルー

プや多重辺を 含まないグラフ).  

（井上 純一様による講義ノート） 

 

 

 

 

 

例えば、n = 7 のとき、 
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となるグラフのことである。 

 

 

 一般に、線分の数は、完全グラフになるときに最大になる。 

また、n個の頂点の完全グラフの辺の数をNとすると、一般に、 

 

N = n(n-1)/2 と表せることが知られている。 

（①漸化式を用いた証明 

 

頂点がn個あるときの辺の数をAnとすると、 

頂点がn+1個あるときの辺の数は、An+1 = An + n 

と表され、An は初項が 0 で、上の漸化式を満たすから、 

An = n(n-1)/2 

 

②組み合わせを用いた証明（？） 

ｎ個の頂点から二個選ぶ方法はnC2 = n(n-1)/2 

) 

 

 

 次に、完全グラフがなぜ完璧に近いルール体系になるのか説明する。 

 

 今目標としているのが、詰みのリスクを小さくすることである。 
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詰みとは、すべてのルール改正の基準が同時に満たせなくなった時、発生するものであ

り、ルール改正の基準が満たせなくなる確率が１より小さく、互いに独立であるとする

と、１より小さい数をより多くかけたほうが小さくなるので、詰みのリスクを最小限に

するためには、基準の数を最大限にすればよい。 

 よって、同じ頂点の数に対し、基準（線分）の数を最大にできる完全グラフがルール

体系を考えるうえで大切になると私は考える。 

 

 

 

 

B. 最もルールを改正しやすい順序と最短経路問題 

 

 今から、あるルール体系について、一つ以外のすべてのルールの基準が詰んでいると

き、どのような順序でルールを改正していけば目的のルールを改正できるか考える。 

 

 ここで、グラフ理論の最短経路問題の考え方が応用できる。 

 

 最短経路問題とは、重み付きグラフの与えられた2つの頂点間を結ぶ経路の中で、重

みが最小の経路を求める最適化問題である。 

 重みとは、ここでは、その基準を改正するまでにかかる労力であると解釈する。 

 

 何かしらの方法で客観的に重みを計測することができれば、今実在する様々なアルゴ

リズムを用いて最短経路を求めることができる。 

 

 

⑤グラフ理論を用いたルール体系の例 

 

 ここでは、以上のことを用いて私が考えた例を挙げてみる。 

①では日本国憲法が持つ問題点を挙げたので、ここでは日本国憲法を私なりに改善した

ものを紹介する。 

 

 まず、日本国憲法をいくつかのルールに分割することを考える。 
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日本国憲法の内訳 

● 第１章 天皇（１条－８条） 

● 第２章 戦争の放棄（９条） 

● 第３章 国民の権利及び義務（10条－40条） 

● 第４章 国会（41条－64条） 

● 第５章 内閣（65条－75条） 

● 第６章 司法（76条－82条） 

● 第７章 財政（83条－91条） 

● 第８章 地方自治（92条－95条） 

● 第９章 改正（96条） 

● 第10章 最高法規（97条－99条） 

● 第11章 補則（100条－103条） 

となっているので、11個のルールに分けることを考える。 

 

 次に、詰みになるリスクを最小限にするため、11個のルールからなる完全グラフ

を作る。このとき、ルールは 11×(11-1)/2 = 55 個の基準ができる。 

 これは一つの基準しか持たない今の日本国憲法よりリスクが少ないといえる。 

 

⑥まとめ 

 以上のように、私はルール体系を完璧なものに近づけるため、それをグラフ理論

の知識を用いて議論することを提案した。 
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 ここで紹介した二つ(A,B)のグラフ理論の知識はほんの一部に過ぎず、ルール体系

に応用できるものはほかにも数多くあると考えている。 

この論文は現実性に欠ける。 

⑦参考文献 

・総務省 憲法改正国民投票法 

・朝日新聞デジタル、2018年4月29日 17時17分 

 

・朝日新聞、2018年2月17日 17時10分 

 

・井上 純一様による講義ノート 
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広島大学附属福山高等学校 

5年「提言I」 

 

         日本の書店のこれからあるべき姿とは                   

                          5年B組23番 青栁智紗乃 

１、はじめに 

１－１ 研究の目的 

 電子書籍の普及などによって書店の数が減っているというニュースを聞く。私自身も近所に

あった本屋が閉店した経験がある。朝日新聞の記事には「街の書店は、子どもが絵本や児童文

学を通じて活字文化の魅力に接する場であり、ネットが苦手な人の情報格差を埋める機能もあ

る。地方都市では地域の人が集い交流する場でもあった。手にとって未知の本を読み、関心の

領域を広げる機会も得られる。」とある。この役割は失われてよいものなのだろうか。 

  
              資料１  

  

 また、資料１は2006年から2016年までの日本の出版物売上推移を表したグラフである。全体的

に売上が激減する中児童書のみ増加傾向にあることが分かるが、この理由の一つとして考えら

れるのが祖父母が孫に本を贈る場面の増加である。贈り物は贈る側と贈られる側双方にとって

価値の高いものが選ばれることから、祖父母世代（高齢者）と孫世代（年少者）が他の世代に

比べて本や本を手に入れる手段に馴染みがないのだろうと考えられる。本研究では、現在の日

本の書籍や書店の様子からなぜこのような状況が生まれているのか、また全ての人が本（新刊）

に触れることのできる状況を作るためには書店がどのような姿であるべきかを探っていく。 
 

１－２ 言葉の定義 

書店：書物を売る店のこと。「本屋」も同義とみなす。また本研究では新刊を売る店のこと     

を指し、古本屋は除いて考える。 
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電子書籍：専用の電子機器やタブレットなどの携帯端末、パソコンなどで読むことのでき       

るデジタルデータ化された書籍。 

オンライン書店：インターネットを利用して本や雑誌の通信販売を行う小売り業者あるい          

はそのような業者のウェブサイト。 

電子書店：電子書籍の配信を行う業者。 

リアル書店：実店舗をもち、実際に書籍や雑誌を並べて売っている書店。現物を手にとる        

ことができる書店。 

大型書店・中小書店：明確な定義はないが、本研究では資料２の分類を基準に、実店舗を            

有 す る 書 店 の う ち 面 積 が 3 0 0 坪 未 満 の も の を 中 小 書 店 、 3 0 0 坪 以 上 の も の          

を大型書店とする。 

 

２、現在までの書店に関する状況 

２－１書店数の減少               

 下に示す資料２は日本著者販促センターによる1999年から2017年までの日本の書店数の推移を

表したグラフである。約20年間で書店数が半数近くに減少していることが分かる。グラフの数

字は本部や外商（店舗販売は行わず小学校や中学校に教科書のみを収める）も含めたものであ

るため、実際に私たちの目に触れる「店売を行う書店」はさらに少ない状況である。また朝日

新聞（2017年8月24日）によると書店が地域に一店舗もない「書店ゼロ自治体」が2017年時点で

全体の２割強を占める420か所にのぼったという。このような自治体は香川県以外の46都道府県

にそれぞれ一ヶ所以上ある。 

 

             資料２ 

 資料２で示した通り全国の書店が減少を続けているが、特にその傾向が顕著に見られるのが中

小書店だ。資料３は日本出版インフラセンターのデータから作成された2003年から2011年までの

書店の実店舗数と坪数ごとの推移を表したグラフである。実店舗数全体の推移に反して面積が3

00坪以上ある店舗は増加傾向にあり、大型化・複合化が進んでいることが読み取れる。大型

化・複合化された書店は都市部にできることから主に人口の少ない地域の中小書店の減少が書

店ゼロ自治体を生み出していると考えられる。 
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     書店の実店舗数と坪数ごとの推移 2003年~2011年 

  
                資料３ 

 

２－２減少の理由 

 中小書店が激減した理由として主に考えられるのがインターネット・電子書籍の普及による

コミック売り上げ減少と雑誌市場の縮小である。星野（2013）によると日本の書店は海外のも

のと大きく異なる点が多く、その中でも特徴的なのがコミック・雑誌を販売している点だ。海

外の「book store」は基本的に書籍のみを販売している「書籍店」である。日本の中小書店、

いわゆる「町の本屋さん」はコミック・雑誌が売り上げの大部分を占めているが、この存在自

体が日本独自のものなのだと述べられている。しかし雑誌の販売部数は年々減少し、資料３に

あるように雑誌の中で上位の売り上げを記録する「週刊少年ジャンプ」などの少年誌も発行部

数が落ち込んでいる。また中小書店に関してはコンビニエンスストアが雑誌を販売するように

なったことも売上の減少に影響していると考えられる。 
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        資料４ 

 

雑誌市場の縮小の理由としてはインターネット・SNSの発達により無料で情報を手に入れる手段

が増えたことや電子書籍化が挙げられる。電子書籍市場は近年拡大を続けているが特に電子化

が進むジャンルがコミックである。(資料５） 

 後に例を示す通り大型書店の中には電子書籍事業と提携するものもある中、売り上げの大部

分がコミック・雑誌でありながらその手段を持たない中小書店が衰退していくのは当然の流れ

といえるだろう。 

                                

電子書籍市場規模のジャンル別内訳（インプレス総合研究所によるデータから作成） 

 

                 資料５                *文字もの等：文芸書・実用書 

 

 

２－３ 書店の新たな形 

 このような状況下で、日本の書店は元々の「書物を売る店」から変化しながら生き残ってき

た。現在どのような書店が存在しているのか、実店舗をもつ書店のうち、近年みられる特徴的

な書店の具体的な例を示す。 
 

①ハイブリッド型総合書店（大型書店） 

 ハイブリッド型総合書店とはオンライン書店とリアル書店（実店舗）が連携した書店のこと

で、現在では紀伊國屋書店、丸善ジュンク堂など売上高ランキングで上位を占める書店（資料

６）の多くがこの形態をとっている。なお、資料は2015年のデータを元に作成されているが2021

年現在も順位の変動はほとんどみられない。 

 

    書籍・雑誌小売業の売上高ランキング（2015年，東京商工リサーチ） 
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                  資料６ 

 

・株式会社紀伊國屋書店 

 海外にも店舗がある業界最大手の企業。紀伊國屋書店の会社綱要によると1996年にネット書

店「Book Web」、2010年に電子書籍販売サイト「BookWeb Plus」を開設しており、高い売り上

げを保持し続けている。 
 

・honto 

 大日本印刷株式会社（DNP）が株式会社丸善ジュンク堂書店、株式会社文教堂及び株式会社ト

ゥ・ディファクトと共同で運営するハイブリッド型総合書店。別々の電子書籍サービスとリア

ル書店が連携している。トゥ・ディファクトHPによると、共通IDで各書店での利用情報が簡単

に一元管理できたり、どの書店でも使えるポイントサービスや本棚サービスなどの様々なサー

ビスを受けることができる。 

 

          資料７          

  

①から大型書店は電子書籍サービスと提携し、紙書籍と電子書籍両方の利点を取り入れた経営

を行っている。利用者は読む本の種類に合わせて本の形態を選ぶことができる。実店舗は大型

化が進むため都市部に集中する。また資料６のランキングで紀伊国屋書店に次いで２位の未来屋

書店のように、イオンなど大型ショッピングセンターの店舗内で展開されている場合もある。 
 

②書店を「副業」とする企業 

・カルチュア･コンビニエンス･クラブ 
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 「TSUTAYA」、「蔦屋書店」を経営する企業。2013年からブックカフェ「カルフェ」を100店

舗に拡大している。様々なシーンで利用できるＴポイントカードの存在によって店舗数を拡大

してきた。売上の数字は紀伊國屋書店を上回るが、映像作品やコミックのレンタル事業、出版

など書籍販売以外での利益が大きいため資料６のランキングからは除外されている。 
 

・ページ薬局（書籍販売の規模としては中小書店） 

「普段本屋に行かない人にも、薬局に本を置くことで偶然の出会いを提供する」をコンセプト

に薬局の機能に加えて本の販売も行う大阪府の調剤薬局。本の種類は多岐に渡り、図書カード

の利用も可能である。2020年6月に開局。 

 

                                  資料８ 

 

中小書店の規模では書籍販売のみで経営を続けることができないため、②に示した通り別の企

業が副業という形で書籍販売を行ったり、書籍に限らない商品展開を行うことで経営を安定さ

せている場合がある。また書店を副業として経営する場合は利用者の層が限定されるため、ペ

ージ薬局の例では健康に関する書籍といったようにより需要に沿った配列を行うことができる

と考えられる。 
 
 

 

③個性的な本屋（小規模書店） 

・かもめブックス 

 東京・神楽坂にある校閲の会社が経営している本屋で、カフェが併設されている。「新しい

本との出会いや楽しみ方」を提供することを目指しており、様々なイベントや展示が行われ

る。 
 

・B&B 
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東京・下北沢にあり「これからの街の本屋」を目指している。名前の由来は 

「BOOKS&BEER」であり、ビールなどのドリンクを飲むことができる。本の著者や編集者などの

ゲストを招き、毎日イベントを開催している。 
 

③は小型店舗ではあるが、併設されたカフェの経営やイベントなどその店独自の書籍販売以外

の機能・付加価値が重視されているため人々の注目を集めている。また特徴としてこのような

形態の本屋は都市部に多い。 
 
 

３、考察と結論 

 ①〜③の例から分かるように、多くの書店が紙書籍の売上減少に対して様々な工夫を行って

いる。紙書籍の需要が完全になくなることも考えられないため、今後も書店という存在は残っ

ていくだろうと考えられる。しかし、現状ではこれらは基本的に都市部にあり、地方は先述の

ように書店ゼロ自治体が増加する状況にある。また、書店の少ない地方に住んでいる人々が新

しく本を手に入れるためにはオンライン書店や電子書籍サービスを利用するための電子機器、

または都市部の書店へ行くための交通手段が必要になるが、それらに馴染みがなく利用できな

い人が多いのが高齢者と年少者の層であるといえる。以上のことから、本研究の目的である

「全ての人が本に触れることのできる状況を作る」ために必要な存在はかつての中小書店に代

わる「地方にある実店舗」であると考える。 

 ここで私が提案するのは、②のような書籍販売を副業とする店を増やすことだ。大型書店を

地方に作ったり小規模な店舗で書籍販売のみを行うのは難しいが、例に出したページ薬局のよ

うな他業種に書籍販売を加える方法ならば安定した利益を得ながら様々な年代が紙書籍に触

れ、手に入れる機会を増やすことができると思う。③で例に出したかもめブックスを作った柳

下恭平氏は2015年に「ことりつぎ」という「ちいさな本屋を作るための選書・注文からの在庫

管理や販売ノウハウ提供までを揃えたトータルサービス」を始めている。ことりつぎのHPによ

ると本の販売は文具や雑貨などに比べると利益は少ないが、店舗に来る客のニーズと相性が良

く世界観を作る補助になるため、コアなファンとなる顧客の獲得に繋がるという。このサービ

スは自転車屋、雑貨屋、一冊の面出しや10冊のブックコーナーなど、どのような店舗や売り方

でも適用できる。ことりつぎは現段階では都内近郊の店舗での導入を想定しているようだが、

このようなサービスが地方にまで広まれば町に本がある状況を作り出せるのではないかと考え

た。 

 私は実店舗を持つ書店の一番の魅力は「自分が想定していなかった本との出会いがある」と

いうことだと思う。インターネット上の検索記録を元に表示されるおすすめでは、もちろん自

分の好み・需要に合った本が出されるため便利だが、装丁やタイトルに惹かれて未知のジャン

ルの本を買うという場面は実物を眺められる実店舗でしか体験できない。またインターネット

を利用しないことで他の人が書いた評価や感想を知る前に自分の価値観で買うかどうかを選択

できる場にもなる。目当ての本を買うという目的でのみ考えるのならオンライン書店や電子書

籍サービスの方が合理的なのは確かだが、書店の持つ想定外の出会いや本が並ぶ雰囲気などの

魅力を愛し、衰退を防ごうと努力している人が多くいる。現在の書籍状況では現在減少してい

る「本だけを売っている」店を地方で取り戻すことは不可能かもしれないが、「町のお店」が

「町の本屋さん」という面も持ち合わせることで、今までとは違う新たな形で多くの人にとっ

て本が身近な存在になって欲しいと思う。 
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コミュニケーション能力とアサーション 

             

                               ５年 B組 24番 阿部 七香 

 

 

序論 

近年大学入試で求められる力は、計算力や知識だけではない。大学共通入試テストを見てもわかるように思考力や

応用力の力も求められている。概して言えば、これらの力はすべて必要なのだ。ただ、これは私の憶測に過ぎず、実

際に社会で生きて行くには、どんな力が必要なのか、そしてそれを身につけるにはどうすればよいのか。これらについ

て研究することにした。 

                     本論 
序論で述べたように、社会は知識や決まりきった答えのみならず、我々に何を求めているのだろう

か？社会で求められている能力を就職の際に求められるものとし、企業側が学生に対して求めている

ことを調べてみた。その結果次のようなことが判明した。 

まず、下の図を見てほしい。これは、企業側が学生に何を求め、また就職試験の選考時に何を基準

としているのかを表したグラフである。この二つの図からわかるように、企業側は圧倒的に学生のコ

ミュニケーション能力を重視していることがわかる。図１では、多少の上下はあるものの、着実にそ

のニーズが高まっていることがよく読み取れる。また、図２の表からも、コミュニケーション能力

は、二番目に求められている「チームで働く力」の弱二倍程度も重要視されていることが分かる。 

そしてコミュニケーション能力の次に大切な能力は、主体性やチームで働く力など、協調性や行動

力である。また、このような力は、就職や仕事場のみならず、人と良好な関係を築くことにも大いに

役立ち、人生をより充実したものにすることも可能にしてくれる。 

 

 
 
 

以上のことから、コミュニケーション能力らはこれからの社会でかなり重要だと分かった。しか

し、それらがいくら大事と言われても、人間感の関係の希薄化がささやかれる今、その能力を高める

ことは容易なことではない。下の図は、職種別に分けられたコミュニケーションの得意不得意度を表

した図である。この中では、四段階の苦手、やや苦手、やや得意、得意に分けられている。この図か
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らわかることは、どの図でも、比較的苦手な人のほうが多いということだ。社会で絶対的に必要だと

言われている能力にも関わらず、大多数の人が苦手意識を感じている。 

 
 
 

そもそもコミュニケーション能力とは一体何を意味しているのだろうか。それは、下図のよう

に３つの「聞く」「話す」「伝え合う」力から成り立っている。聞く力とは、相手の話をただ聞く

だけでなく、また理解をする力。話す力とは、相手に自分の気持ちを的確に伝える力。伝え合う

力とは、相手の話を理解する、聞く力を踏まえて、相手に質問をしたり、感想を言ったりする力

である。これらの力は相互的である必要がある。ある学校で行われたアンケートでは以下のこと

が分かった。聞く力に関しては、半数以上の生徒が身についていると思っているが、一方で話す

力に関しては、身につけたいと思いはするものの、あまり持っていいないと感じている生徒が多

い。ほかの聞く、読む、書く力に比べて一目瞭然である。 
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それ故、話す力を高める方法に焦点をあてることとするが、それでは話す力を養うにはどうすれば

いいのだろう。そこで、いろいろ調べてみた結果、私は、「アサーション・トレーニング」を１ヶ月に

一回ほど、授業で取り入れるということを提案したいと思う。 

アサーション・トレーニングとは、自分も相手も大事にした自己表現をするためのトレーニング

で、要するに互いの意見を主張、尊重しつつも、よい関係を保っていくためのトレーニングある。で

は、アサーション・トレーニングにおけるより良い関係とは何だろうか。ここで下の図を見てほし

い。三つの図の中で傾いているものがある。これは、それぞれノンアサーティブ、アサーティブに分

けられ、自分もしくは相手に負担がかかっている、いわば対等ではない関係が築かれているというこ

とだ。そして、真ん中の図のことをアサーティブといい、天秤が傾くことなく、バランスの取れた会

話を表している。この形を目指すことで、相手と良い関係を築きながら、また自分をより表現するこ

とができる。   

アサーションでは、考え方の土台（前提）があり、この考え方の基本をアサーティブ・マインドと

いう。コミュニケーションをするときには、このアサーティブ・マインドを常に意識することが大切

で、何か迷ったり困ったりしたときには、この考え方に立ち返って判断するのがよい。 

 

 
アサーション・マインド１｜誠実であること 

 

誠実である、とは自分の感情に正直になることで、周りの人にどう思われるかを気にしない、自分に 

嘘をつかず、自分の本当の気持ちを認め、また相手に対してもそう促すように努めること。 

 

アサーション・マインド２｜対等に接すること 

自分も相手も等しく人間としての尊厳を持っていることを自覚し、相手によって態度を変えることな 

く接すること。 

  

アサーション・マインド３｜率直であること 

率直であることのために、アサーションでは、自分と相手の両方を大切にすることをベースに考え

る。 

感情や主張したいことに率直である、と言っても、自分の感情にだけ正直であっては、相手の感情を

尊重しないことになってしまうため、相手の感情を尊重しつつ、自分の主張を率直に言うことが求め

られる。  
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アサーション・マインド４｜自己責任 

自分の意見を率直に言ったところ、自分が望んでいなかった反応が返ってくる場合もあるが、その結果

に対して、自分が発言した結果だと受け入れる必要がある。だからと言って、自分が悪かったのかもと

自分を責める必要もない。なぜなら、相手が受け入れるか拒否するかは、相手の判断であってあなたの

領域ではないからだ。自分と他人の領域を分けて考える、そしてどんな結果になったとしても、自分の

気持ちも相手の気持ちも尊重する、そんな姿勢が必要である。 

 

結論 
これからの時代に必要とされている、コミュニケーション能力は、昔は高めることが容易ではなかっ

たが、今ではたくさんの取り組みがなされており、アサーション・トレーニングはその一つである。 

アサーション・トレーニングはまだ学校教育や、その他の施設でも取り入れられることは少なく、そ

の効果が知られていないが、いろんな学校が実践的に取り入れることで、実態も明らかになりコミュ

ニケーション能力を高めるよりよい方法を見つけることができ、今後の教育にも役に立つのではない

かと感じた。まだまだ実験的取り組みだが、コミュニケーション能力を高め、よりよい人間関係を築

くためにアサーション・トレーニングを教育現場で積極的に導入してみるのはどうだろうか。 
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広島大学附属福山高等学校 

5年「提言Ⅰ」 

数値で見る笑いの実態 

                               5年B組26番 大田真子 

 

１．序論 

 「笑う門には福来る」と言うが、「笑い」は健康面についても福をもたらしてくれるのか、

もし「笑い」と健康に何か関係があるならどのような効果が期待できるのか、疑問に思い調べ

てみると、笑うことは健康にとって次のようなメリットがあるということが分かった。 

＜「笑い」のメリット＞ 

①脳の働きが活性化 

 脳の海馬が活性化されて記憶力がアップする。意志や理性をつかさどる大脳新皮質に流れる

血液量が増加し、脳が活性化される。 

②血行促進 

 思いきり笑ったときの呼吸は、深呼吸や腹式呼吸と同じような状態で、体内に酸素がたくさ

ん取り込まれるため、血のめぐりがよくなって新陳代謝も活発になる。 

③自律神経のバランスが整う 

 自律神経には、体を緊張モードにする交感神経とリラックスモードにする副交感神経があり、

両者のバランスが崩れると体調不良の原因となる。通常起きている間は交感神経が優位になっ

ているが、笑うと交感神経が促進し、その後急激に低下することにより、リラックス効果をも

たらすので、交感神経とのスイッチが頻繁に切り替わることになり、自律神経のバランスが整

う。 

④筋力アップ 

 笑っているときは心拍数や血圧が上がり、呼吸が活発となって酸素の消費量も増える。静か

に過ごすより笑っているほうが、カロリーの消費量が多くなる。大笑いするとお腹や頬が痛く

なるように、腹筋、横隔膜、肋間筋、顔の表情筋などをよく動かすので、多少ながら筋力を鍛

えることにもなる。 

⑤幸福感と鎮痛作用 

 笑うと脳内ホルモンであるエンドルフィンが分泌される。この物質は幸福感をもたらすほ

か、”ランナーズハイ”の要因ともいわれ、モルヒネの数倍の鎮静作用で痛みを軽減する。 

（※ランナーズハイ：継続的な運動によって引き起こされる一時的な多幸感であり、喜び、深

い満足感、高揚感といったポジティブ感情を経験する感情的状態である） 

⑥免疫力の向上 

 笑うとNK細胞が活性化される。NK細胞は白血球の一種で、がん細胞や細菌に感染した細胞を

死滅させる力がある。つまり、笑うと免疫力が高まり、様々な病気に対して強い体ができる。 
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「笑い」と健康には以上のような関係性があるらしい、と分かった所で、『世間的には「笑い」

と健康はどのくらい関連付けて考えられているのだろう』と疑問に思った。いくつかの記事の

検索システムを使い、「笑い」という言葉が記事に含まれている件数と「笑い」と「健康」の

両方の言葉が記事に含まれている件数を調べて比較することにした。 

（利用した検索システム） 

・聞蔵（朝日新聞）・毎索（毎日新聞） 

・ヨミダス（読売新聞）・中国新聞＋日経テレコン21 

 

＜調査結果＞ 

検索ワード 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 中国新聞+日経 

笑い 89444 66971 71117 24043 

笑い＆健康 4879 3041 3601 1028 

他に比較対象がないので、この結果だけでは「笑い」と健康がどのくらい関連付けられている

のか、ということはよく分からなかった。そこで、「笑い＆〇〇」という形で様々な言葉と

「笑い」との関連を記事の件数をもとにして比較し、世間的に「笑い」はどんな言葉と関連付

けられているのか、研究してみたいと考えた。 

 

 

２．調査方法 

＊記事件数を元に「笑い」と何が関連付けられやすいか、データを取って数値で比較する。 

 

＜利用する検索システム＞ 

・聞蔵（朝日新聞）・毎索（毎日新聞） 

・ヨミダス（読売新聞）・中国新聞＋日経テレコン21 

 

３．結果・考察 

①結果 

 「笑い＆〇〇」の形で、「笑い」という言葉を含む記事のうち、「〇〇」という言葉も含ん

でいる記事が何件あるかを調査した。そしていくつかのカテゴリーに分けて結果をまとめた。 

 

・「笑い」 

検索ワード 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 中国新聞+日経 

笑い 89444 66971 71117 24043 
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・「笑い＆健康や病気、介護関係」 

検索ワード 

(笑い＆〇〇) 

朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 中国新聞+日経 

元気 8687 5805 6756 2196 

健康 4879 3041 3601 1028 

病気 3310 2000 2266 571 

介護 2832 1509 1782 572 

治療 2073 1306 1347 414 

長寿 863 524 690 170 

ウイルス 706 595 626 198 

寿命 435 336 305 72 

鎮痛 43 15 23 3 

 

「元気」や「健康」という言葉が関連付けられやすい。また、健康とは真逆の「笑い＆病気」

の数値が高いことも気になる。 

 

・「笑い＆笑顔や心情」 

検索ワード 

(笑い＆〇〇) 

朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 中国新聞+日経 

笑顔 9339 7120 8939 3154 

楽しい 5904 4048 5041 1401 

幸せ 4247 2826 3083 1022 

きれい 3067 1842 2183 607 

おいしい 2056 1382 1534 401 

ポジティブ 257 150 71 53 

 

「笑顔」や「楽しい」など明るいイメージの言葉が関連付けられやすい。 

全体的に数値が高め（ポジティブを除く）。 
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・「笑い＆趣味や娯楽」 

検索ワード 

(笑い＆〇〇) 

朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 中国新聞+日経 

歌 17991 10234 12546 3430 

テレビ 15698 9951 12912 3414 

音楽 7673 4022 4986 1391 

ドラマ 5541 3706 5257 1418 

休み 5254 2580 3289 700 

スポーツ 4966 3227 3442 1020 

ライブ 4581 2649 3117 903 

旅行 3941 2222 2740 680 

お笑い芸人 3294 2071 2058 634 

ラジオ 3195 2015 2390 515 

趣味 2692 1996 2447 556 

バラエティー 2051 1448 2562 607 

読書 1145 1184 980 189 

スマホ 833 218 276 53 

美容 686 384 478 144 

推し 429 256 332 39 

 

「歌」「テレビ」「音楽」など私たちにとって身近なものが関連付けられやすい。また、「バ

ラエティー」より「ドラマ」の方が数値が高いことに驚いた。 

 

・「笑い＆人付き合い」 

検索ワード 

(笑い＆〇〇) 

朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 中国新聞+日経 

子供 20908 7922 15843 839 

学校 16712 9631 11341 2563 

家族 12106 7957 9211 2675 

友達 8396 2061 2490 740 
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恋 5795 3284 4281 1093 

いじめ 1510 955 964 250 

独身 844 479 536 136 

 

「子供」「学校」「家族」「友達」などの言葉が関連付けられやすい。「子供」が特に多いこ

とが気になる。 

 

・「笑い＆その他（カテゴリー分けが難しかった言葉）」 

検索ワード 

(笑い＆〇〇) 

朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 中国新聞+日経 

雨 6813 3084 3773 1220 

勉強 5950 3694 4369 978 

晴れ 2233 1319 1602 490 

収入 1629 915 925 248 

曇り 313 335 187 52 

 

「雨」「勉強」という言葉が関連付けられやすい。どちらの言葉もなぜ「笑い」と関連付けら

れているのかがよく分からない。 

 

②考察 

 学校、家族、友達など人との関わりがある場面を表す言葉や、元気、健康、笑顔、楽しい、

幸せ、などポジティブなイメージのある言葉は「笑い」と多く関連付けられていると言える。

しかし、笑いとは一見関係なさそうな言葉でも、多くの記事がヒットしたものがあった。そう

いった意外性のある言葉や特に記事件数が多かった言葉などについて注目し、「笑い」との関

係性について調べたい。 

＜意外だった言葉＞ 

・「笑い＆病気」 

・「笑い＆勉強」 

＜特に記事件数が多かった言葉＞ 

・「笑い＆子供」 

＜個人的に調べたい言葉＞ 

・「笑い＆健康」 

 

 記事検索サービスを使って、それぞれの言葉の記事を調べてみた結果、「笑い＆病気」と

「笑い＆健康」は同内容の記事が多かったため、「笑い＆健康」にしぼって調査していく。 
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（「笑い」「健康」「病気」の3つの言葉が全て含まれていた記事の例） 

 

＊週刊AERA（2020年11月16日発行・聞蔵より引用） 

 笑顔の効果については、米カンザス大学のタラ・クラフト氏らの研究がある。ストレスを感

じる作業を行った後、箸を横にくわえて口角を上げたグループは、笑顔にならないくわえ方を

したグループよりストレス度合いや心拍数が下がっていた。 

 笑いと健康を研究する東京家政大学の大西淳之教授は言う。 

「目の周りの眼輪筋と口角を上げる大頬骨筋が動くと、実際に楽しいかどうかにかかわらず、

楽しく笑っているときと同じような脳の状態になります。さらにゲラゲラ笑うと、糖尿病患者

の食後血糖値の上昇が抑えられるなど、病気で損なわれた機能を適正化する効果が確認されて

います。声を出して笑うときには短く息をたくさん吐くので、副交感神経が優位になり、スト

レスが和らぐとも考えられます」 

 

 

③「笑い」と健康の関係性 

 論文の1番始めにも述べたように、笑うことは身体的にも精神的にも健康にとって多くのメリ

ットがあることから、医療現場や介護現場など様々な場所で「笑い」が健康のために用いられ

ている。主な病気と「笑い」がもたらす効果について次のような実験結果があった。 

 

＊糖尿病患者の血糖値が低下 

2型糖尿病患者を対象に、血糖値を測定する実験を行った。 

1日目は糖尿病に関する講義を、2日目は漫才を聴いてもらうと、1日目の空腹時血糖値と食後血

糖値の差は平均123mg/dl(デシリットル)だったのに対し、2日目は平均77mg/dlであった。 

（※糖尿病‥インスリンが十分に働かないために、血液中を流れるブドウ糖という糖（血糖）

が増えてしまう病気。インスリンは膵臓から出るホルモンであり、血糖を一定の範囲におさめ

る働きを担っている。） 

 

＊リウマチ患者の痛みが軽減 

関節リウマチ患者に落語を聴いてもらい、その影響を調べたところ、ストレスホルモンとも呼

ばれるコルチゾール値が基準値の範囲内まで下がり、リウマチを悪化させる物質が劇的に下が

った。さらに、体が楽になったり痛みが軽い状態が続いたなどの成果を得た。 

（※関節リウマチ‥免疫の異常により、主に手足の関節が腫れたり痛んだりする病気。進行す

ると、骨や軟骨が壊れて関節が動かせなくなり、日常生活が大きく制限される。また、炎症は

関節だけでなく、目や肺などの全身に拡がることもある。） 

 

 

 

 

- 182 -



＊がんへの抵抗力を高める免疫力がアップ 

男女18人を対象に、漫才や落語を見た後のNK細胞の活性と免疫力に関わるリンパ球を調べる実

験が行われた。NK細胞は14人が上昇し、免疫カのバランスを示す指標値についても、ほとんど

の人が正常範囲に近づいた。 

（※NK細胞‥リンパ球に含まれる免疫細胞の一つで、生まれつき（ナチュラル）外敵を殺傷す

る（キラー）能力を備えているため「ナチュラルキラー（NK）細胞」と呼ばれている。 

NK細胞は体内を幅広く行動し、がん細胞やウイルス感染細胞などの異常細胞を発見すると、真

っ先に、単独で攻撃を仕掛ける。T細胞、B細胞といった他の免疫細胞も癌などの異常細胞に対

して攻撃を仕掛けるが、抗原抗体反応（過去に異常細胞と認識したものにしか攻撃を仕掛けな

いこと）により動きが制限されてしまう。それに対してNK細胞は、抗原抗体反応がないため、

直接目的箇所に向かうことができ、自由かつ柔軟に攻撃をすることが出来る。） 

 

 

また、日々の健康習慣として、笑うためのトレーニングには以下のような方法があった。 

＊顔の筋肉をほぐす 

人の顔には表情筋という筋肉があり、この筋肉をほぐすことで笑いやすくなる。口を「あ・

い・う・え・お」とゆっくり大きく開けてみたり、鼻の下をぐーっと伸ばしてみたり、顔全体

の筋肉を自由に大きく動かす。毎日繰り返していれば、だんだん笑いやすい表情になってくる。 

 

＊大笑いしてみる 

思い出し笑いでも作り笑いでも良いから、とりあえずお腹がよじれる程の大笑いを1分間続けて

みる。かなり大変だが、笑うきっかけをつかむ良いトレーニングになる。 

 

 

 

＊お笑いのテレビ番組や落語を聞く 

普段あまりテレビを見ない人でも、娯楽番組や落語などを見てみる。そして、面白い時には遠

慮せず、声に出して大笑いする。 

 

面白くなくても、笑顔を作るだけで効果はある。笑うことでプラス思考にもなれ、痛みも和ら

ぎ、免疫力もアップする。日々なるべく笑顔でいることが大切である。 

 

 

④「笑い」と勉強の関係性 

 「笑い」「勉強」のどちらの言葉も含む記事の内容を調べたところ、「笑い」と勉強が直接

関係しているというより、『「笑い」は遊びの要素であり、遊びは勉強につながる』『教室

（勉強をする場）には「笑い」が求められている』など、間接的に「笑い」と勉強が関連付け

られている記事が多く見られた。 
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＊「笑い＆勉強」の記事例 

・遊びの要素の一つにコミュニケーションがあります。ふれあい、笑い、大声をかけ合う。 

複数の子どもたちで遊ぶと、会話の中から新しい遊びが生まれることがあります。（想像力や

好奇心などの）非認知能力が高まっていくのです。数字や距離を考え、鬼の動きを考える。遊

びはすべて勉強につながります。そうやって何事も遊びと捉えられるようになったら、どれだ

け楽しいか。遊びって本当に大事なんです。（2020.1227.朝日新聞朝刊） 

 

・――勉強も大変だし感染にも注意が必要。教室がピリピリするのは仕方がないのでしょうか 

 先生たちにはもっと余裕をもって授業をしてほしい。そのための学習内容精選です。あと、

教室には笑いがほしい。子どもたちの学校に対するプレッシャーがなくなっていくんです。 

――笑いで救われることもあるのでしょうか 

 バカなことでみんなで笑い合うと、子どもも教員も心がほぐれて癒やされます。自由で許さ

れる雰囲気が生まれる。それも、今、学校で必要とされていることだと思います。 

（2020.1106.朝日新聞朝刊） 

 

 

 「笑い」と勉強の直接的な関係性についてはよく分からなかったが、「笑い」は教育や遊び

の場においても重要視されており、それが最終的に勉強につながったり、勉強の効率を上げた

り、勉強しやすい雰囲気を作ったりする、ということが分かった。 

 

⑤「笑い」と子供の関係性 

 「笑い」と子供については学校関連や体験関連の記事が多く見られた。多くの行事や体験活

動、式典やコンテスト、大会などに子供が関わっているため、その子達が取材を受けていたり、

小学校に取材が来ていたりするケースも多くあった。私自身も小学生時代、ゲスト先生がいら

っしゃって体験教室が行われた時などに地元の新聞が取材に来ていたことを覚えている。そし

て、そういった場に子供たちはとても楽しんで参加していて、記事に「笑いで溢れていた」

「笑いながらそう話してくれた」「笑いが絶えなかった」などと書かれることも多いのではな

いか、と推測する。 

 

＊「笑い＆子供」の記事例 

・行ったことがある施設でも、先生や友人たちと訪れれば違った見方ができるだろうし、自分

の住む所に修学旅行で宿泊するというのは、コロナ禍の中でしかできない貴重な体験になるだ

ろう。地域経済にとっても「地産地消」の修学旅行は意義があると思う。子どもたちがこの修

学旅行を、笑いながら振り返る日が早く来てほしいと願っている。 

（20200810．朝日新聞朝刊） 
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・小学生向けの落語配信を３月にスタート。噺家仲間との配信落語会にも出演を重ね、画面越

しに笑いを届けた。そして、生の舞台を見たくてもそもそも行けない人が多いことに気がつい

た。幼い子供やその親もそうだ。（20200716．朝日新聞夕刊） 

 

 

 また、「笑い」と子供の関係性について茂木健一郎氏(脳科学者)に話を聞いている興味深い

ネット記事を読んだ。 

 

「笑い」は、子どもの成長と発達において重要な役割を果たします。 

人間の子どもは、他の動物に比べて未熟な状態で生まれてくるので、大人になるまでに学ばな

ければいけないことがたくさんあります。毎日、緊張と不安にさらされますが、それを乗り越

えなければ成長できません。 

そこで、「笑い」が必要なのです。新しいことへの挑戦には失敗がつきもの。そこで「へへっ、

失敗しちゃった！」と笑い飛ばせれば前向きに生きるエネルギーが生まれ、失敗を糧にするこ

ともできます。 

つまり、「笑い」が多ければ多いほどかしこくなり、可能性も無限大に広がり、楽しい人生を

送れるようになるのです。(https://family.php.co.jp/2019/05/post15.php) 

 

 

 失敗してもポジティブに笑って前を向くことは意外と難しい。子供のうちから「失敗は成功

のもと‼」と前向きな意識を身につけておくことは将来にとってとても効果的であるように思う。 

また、この記事内には「育脳において大切なのは、自分の欠点や失敗を笑い飛ばせるようにな

ることです。こういう笑いは、自分を客観的に見てコントロールしながら周囲と協調していく

力（メタ認知能力）を育み、人間性の成長につながります。これに対して、他人をおとしめて

楽しむ笑いというのは、自分の不満を解消するためのもので、単なる自己満足にすぎません。

人間性の成長につながらないどころか、相手を傷つける最悪の行為です」とも書かれていた。

くれぐれも子供に他人をおとしめて楽しむ笑いを身につけさせないように気を付ける必要があ

る。 

 

４．まとめ 

 記事件数を比較することで「笑い」は明るく前向きな感情や、人が集まる場面と関連付けら

れやすい、ということが分かった。また、「病気」や「介護」などの一見「笑い」とは関係が

なさそうな言葉も、「笑い」を病気の治療に取り入れていたり、介護に活用していたりするこ

とで、特に近年、より関連付けられるようになっている。「笑い」と健康についての研究は現

在たくさん行われているため、今後はもっと関連が強くなっていくのではないか、と思う。

「笑う門には福来る」を健康の面で検証することからこの研究はスタートしたが、「笑い」は

健康だけでなく、勉強や子供の成長の面でも効果が期待できるのかもしれない。「笑い」は自

分も相手も周りの人も楽しくさせ、また、笑うことには様々な健康効果がある。普段から「笑
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い」を取り入れた生活を送ることは本当にメリットだらけであるように感じる。これからは、

作り笑いでも苦笑いでも良いから「笑い」を意識的に日常生活で行うように心がけていきたい。 

 

５．参考文献 

・https://kenko.sawai.co.jp/healthy/200908.html (2021年1月26日) 

・https://www.japa.org/tips/kkj_1008/ (2021年1月26日) 

・http://www.japanclinic.co.jp/counseling/detail.php?id=135 (2021年1月26日) 

・https://style.nikkei.com/article/DGXMZO83094230S5A210C1000000/ (2021年1月26日) 

・https://family.php.co.jp/2019/05/post15.php (2021年1月26日) 

・https://kodomo-manabi-labo.net/smiles-bring-happiness (2021年2月5日) 

・https://teniteo.jp/c01/m001/eX2V4 (2021年2月5日) 
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広島大学附属福山高等学校 

5年提言Ⅰ 

笑いとユーモアについての研究 
 

５年 B組 27番 栗原志帆 

1. 研究背景・動機 
 突然だが、おもしろくなりたいと思ったことはないだろうか。おもしろい1人とは話して

いて楽しいし、逆にサムいやつと話すのは苦痛である。また、おもしろい人は些細なこと

から面白いことを見つけることができるため、つまんない人より豊かな生活を送っている

ように思える。実際、笑いがストレスの軽減に貢献しているという研究は古くからされて

いる。「笑いとストレス解消効果についての研究 大平哲也」によると、落語を見る前後

で唾液中のストレスホルモン値を比較したところ、その値が有意に低下し、また普段から

よく笑う人ほど下がる割合が大きかった。また、「笑いと笑顔のストレス解消効果～精神

生理学的検討～ 広崎真弓 」では笑うことだけでなく笑顔を作ることだけでもストレス軽

減効果がある可能性が報告されている。 

 逆に、ストレスを感じる場面において積極的にユーモア2を使用することでそのストレス

を回避、または軽減しようとするという主張もされている。例えばサラリーマン川柳は、

会社や家庭などでの苦労や悲哀をユーモラスに表現されているものとしてよく知られてい

る。 

≪第 33回優秀作品≫ 

我が家では 最強スクラム 妻・娘 (コラプシング（50代／男性）) 

パプリカを 食べない我が子が 踊ってる （一歳毎日パプリカビデオ（20代／女性）） 

このようにユーモラスにストレス状況を表現することで状況の認知的再評価を可能とし、

ストレスを感じにくくしているといわれている。 

また、いくつかの研究ではユーモアセンスの高い人はストレスフルな出来事においてネガ

ティブな気持ちになることが少ないことが示されている。 

 その他には「笑い」が健康の関係にプラスの効果をもたらすという研究が今なお続けら

れている。笑い療法を確立した人物として有名なノーマン・カズンズは 50歳の時に「硬直

性脊髄炎」という 500 人に 1 人しか治らないという難病にかかったが、笑うことで病気の

痛みが和らぐことに気づき、積極的に笑うことを実践していった結果、見事難病から回復

した。 

 このように「笑い」や「ユーモア」にはいろいろなメリットがあるといえる。ここで私

は「おもしろい」ってなに？という疑問を持った。人は何を面白いと感じ、なぜ笑うのだ

ろうか？そこで私は「笑い」や「ユーモア」をテーマとして調べることにした。 

 

1「おもしろい」という感情についていわゆる interesting か funny かの区別は特にせず

「おもしろい」とされる全般的な感情として広くとらえていく。 
2 本研究では「ユーモア」を「滑稽と思われる、人の笑いを誘うと考えられるような話や

行動、そのようなおかしな刺激を創造し理解する心的過程、そしてその楽しみにおける感

情的な反応などのすべて」 （Martin，2007） として定義する。 
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2. 本論 
2-1 文脈によるおもしろさの感じ方の変化 

人が何を面白いと感じるのかを理論化できれば、その理論に沿って行動すれば面白

くなれるのではないか？「【腹筋崩壊】アンケートをもとに「究極の面白画像」を

作りました」という記事ではツイッター上で一番面白いひらがなや数字などのアン

ケート調査を実施し、結果をもとに誰もが笑ってしまうような画像を作成すること

を試みていた。 

結果は下のようになった。 

 ひらがな アルファベット 色 数字 干支 

1 位 ぬ Q 虹色 8 辰 

2 位 を J 茶色 3 巳 

3 位 ん P ピンク 0 申 

出来上がった画像を見ると、面白いといえなくもないが、もともと意図していた

「誰もが笑ってしまうような」画像とは少し違うものができてしまった。この記事

では、結果について「笑い」を含むポジティブ感情を研究している雨宮俊彦教授に

意見を聞いている。教授によると、面白いという感情は文脈に強く左右されるそう

だ。例えば、一番面白いひらがなとして最も多くの票を集めたひらがなは「ぬ」で

あったが、これは「ぬ」をいうひらがな自体が面白いわけではない。ひらがな単体

にはおもしろさを感じる文脈が存在していない。現に、この論文中にも様々なひら

がなが含まれているが、おもしろいと感じただろうか？それならなぜ「ぬ」が面白

いかというと、「一番面白いひらがなは何ですか？」という質問によって「おもし

ろいひらがなを考える」という特殊な文脈が発生してしまっているのだ。そのため、

この方法では思うような結果が出なかった。 

「おもしろいもの」が漠然と存在していて、それをしたら面白くなれるわけではな

い。人が面白いと感じるかどうかはそのときの文脈や空気によって変わってくるの

である。 

▼出来上が

った画像 
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2-2 ユーモアと個人 

ユーモアとその人のパーソナリティーとにはどれくらいの関係があるのだろうか。

「ユーモアと笑いの意味の再検討――ユーモア行動（表出・感知）と社会的スキル

との関係を参考にして――（阿部洋子・仁平舞）」では社会スキルとユーモアに関

係がある可能性を示している。ユーモアをその目的によって攻撃的ユーモア、遊戯

的ユーモア、支援的ユーモアに分類し、どのユーモアを好むかと社会スキルについ

てのアンケートを行い分析した。ここでは攻撃的ユーモアとは他人をいじったり攻

撃したりすることを目的としたユーモアで、遊戯的ユーモアとはダジャレなどそれ

自体を楽しむことを目的としたユーモア、そして支援的ユーモアとは他人を励まし

たり元気づけることを目的としたユーモアとする。攻撃的ユーモアを好む人ほど社

会スキルか低い傾向がみられた。また、支援的ユーモアを好む人ほど社会スキルも

高い傾向があった。 

「ユーモアと社会心理学的変数との関連についての基礎的研究（谷忠邦・大坊郁

夫）」ではさらに詳しく性別や長く住んだ地域などとユーモアセンスの関係、また

ユーモアと対人関係の関係を調べている。それによると、。男性についてはブラッ

ク･ユーモアや他者を攻撃するような内容のユーモアを好む傾向にあり、女性は言

葉遊びやしゃれなどを言ったり、聞いたりして楽しむ遊戯的ユーモア・センスが高

い傾向がある。また、関西への居住が長い人と関東への居住が長い人のユーモアセ

ンスを比べた結果は有意的な傾向はみられなかったが、データ取得地別での比較で

は、関西の人より関東の人のほうが遊戯的ユーモアセンスが高かった。これは、巻

頭には様々な地域から来た人が集まるため、より関係を円滑に進めるためであると

考えられる。ほかに、支援的ユーモアをより好む人のほうが外向性が高い傾向があ

ったが、外向性が高い人が支援的ユーモアを好むのか、支援的ユーモアを好むこと

で外向性が高くなるのかの因果関係ははっきりしないとしている。 

このように、個人の性格やステータスによって好むユーモアが違ってくる。 

 

 

3. まとめ・今後の展望 
人が何を面白く感じ、笑うかはその時の文脈やその人の趣味嗜好にとても強く左右される。

そのため面白さを一般化するのは難しく、簡単に面白くなれるわけではないことが分かっ

た。 

しかしながら、文脈が存在しているときに人はどのように面白さを感じるのか、また、ど

のように文脈が作られるのかについては今回の研究では明らかにできなかったので、今後

の研究課題とする。 

 

4. 参考文献 

笑いとストレス解消効果についての研究 大平哲也 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/warai/10/0/10_KJ00000803466/_pdf/-char/ja 

笑いと笑顔のストレス解消効果ー精神生理学的検討ー 広崎真弓 

https:/www.jstage.jst.go.jp/article/warai/9/0/9_KJ00003259232/_pdf/-char/ja 

対人ストレス対処のために産出された ユーモアの分類と出現頻度 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/warai/22/0/22_KJ00010033970/_pdf/-char/ja 

【腹筋崩壊】アンケートをもとに「究極の面白画像」を作りました 

https://omocoro.jp/kiji/126207/ 

ユーモアと笑いの意味の再検討 ―ユーモア行動（表出・感知と社会的スキルとの関係を参
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考にして― 阿部 洋子・仁平 舞 

https://atomi.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main
_item_detail&item_id=1345&item_no=1&page_id=13&block_id=21 

ユーモアと社会心理学的変数との関連についての基礎的研究 

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/4082/jjisp08_129.pdf 
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六次産業の現状と課題 

5年B組 黒川歩乃 

 

1.はじめに 

六次産業という言葉を聞いたことがあるだろうか。 

「六次産業」とは1次・2次・3次それぞれの産業を融合することにより、新しい産業を形成しよ

うとする取り組みのことである。近年の日本の農業の問題、特に儲からないという部分を解決

するのに有効なビジネス体系の1つだ。利点としては、付加価値の上乗せによる所得向上・それ

に伴って雇用の創出・風土や伝統文化の保全・地域の活性化の大きく4つが挙げられている。政

府が六次産業化を促進するほどである。 

このように可能性はある程度知られ、だんだんと事業所数も増えているが、やはり課題はつき

ものだろう。そこで、六次産業の実態を整理し、何をすれば効果的か・何に注意すればよいか

が分かるようにし、それを踏まえてどの様な準備をすればよいのかを提言していきたい。 

 

本論-1. 六次産業の実態と課題 

まず、実態を知るためにインタビューを行った。私の祖母の紹介で相手のお宅でお話を伺っ

た。 

相手｜仁科憲治さん(公益社団法人浅口シルバー人材センター  竹パウダー製造事業  班長) 

事業内容｜竹の切り取り・工場で竹パウダーへ加工・販売 

販売商品｜竹パウダー（肥料）製造方法 

生産方法｜浅口シルバー人材センターという高齢者たちの団体が竹が生い茂って大変なところ

から申請を受ける。それを整備する。そこに生えている2年物の孟宗竹が原料。それを竹パウダ

ー製造機「バンブーミル」＠こうずみ工場で粉砕。そして約1か月発酵させると完成。 

価格｜単価材料費0＋人件費＋機械費＋利益など＝10kg2000円(卸売業者にはさらに利益をつけ

て10kg4000円) 

販売先｜笠岡の道の駅 

    かも川手延そうめん 麺蔵人 

      卸売業者1社 

    直接つないだバイヤー農家さん 

課題｜販売を一生懸命しなければならない 

   リピーターやファンを作るのに苦労する 

   データを数値で取るのが難しい。 

   (ほかの肥料と混ぜて使うため、おいしさを検証して数値化するとき原因が竹パウダーな   

のか他の肥料なのかわからない。天候などの要因も絡んでくる。など) 

         育てる作物によって肥料に必要な成分は変わる 

 

次に、六次産業が失敗してしまうのはなぜかを調べるために、失敗例を調べてまとめてあるサ

イトを閲覧した。以下は要約である。 

六次産業に失敗する理由のパターンは大きく3つある。 

● ビジネスモデルが曖昧なまま（明確な経営方針なしで）に商品を作ってしまっている 

● 生産計画が甘い 

● 消費者のニーズを組み切れていない 

ビジネスモデルとは、どんな事業で収益を上げるか、事業のターゲット層をどこに設定す

るか、どのような製品やサービスを市場に提供するかなどについて論理的に体系化したもので
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ある。これを考えるときに消費者（ターゲット）のニーズを読み取り、そこから生産計画を立

てる。 

よって、事業計画・創業時にきちんとビジネスモデを考えることが大切であることが分かる。 

 

ここからは、失敗事例の原因のネットの記事とインタビューから、 

[1]創業時には何を考えればよいのか 

[2]どのように経営を行えばよいのか 

という2つの疑問が浮かび上がったため、それぞれについて研究していきたいと思う。 

 

本論-2. 創業について 

創業とは何をするのかを体験するために、Sta-sh02という創業体験プログラムのに参加した。

15歳以上24歳以下の学生を参加者対象とし、メインイベントでは、大人の方々のサポートのも

と、福山市にちなんだ各5つのテーマでそれぞれ実際に事業モデルを作り上げるイベントであ

る。ここでは2020年10月10日・11日に行われたメインイベントを取り上げる。私は「デニム

チーム」に参加した。 

最初に事業コンセプトを考えた。事業コンセプトは、どのような市場・人（＝ターゲット）を

対象にして、何を目的に、どのような商品・サービスを提供するのかを一言（一文）で表した

ものだ。私たちは「社会人五年目以上のファッション好きな大人（アラサー）のファッショニ

スタの男女に届ける、福山デニムを使ったアメリカンバイカーテイストのライフスタイルブラ

ンド”BACK SCHON”を立ち上げる」というコンセプトにした。 

次に事業コンセプトを基に販売戦略・情報発信戦略を練る。販売戦略とは、商品やサービスを

どのようにして販売するのか、方法を考えることで、具体的にする必要がある。私たちは、

「福山市に店舗を設ける」ことにした。そこで行うのはおおきく2つ。「デニムセットアップの

販売」と「デニム酒の提供」である。デニム生地の生産から加工、販売までをすべてウクヤマ

で行いデニムのプラットフォームをつくる。そして福山で生産されている日本酒やクラフトビ

ールとコラボして作ったデニム酒で顧客同士の交流の場をつくる。この2つによる「口コミ」効

果で情報発信を図る。なお、ここでいう「口コミ」はSNS上の誰かの投稿や評判が多く含まれ

ている。 

ここまで、順番に案が出てきたわけではない。たくさんのアイディアを順に整理し、ビジネス

モデルを明確にしていくことが大切である。 
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続いて価格戦略をおおまかに検討し、目に見えるよう、資料にする。ここでは「簡易損益計算

書」という表にした。 

最後に、作った簡易損益計算書から先10年間の

見通しを立てていく。事業を拡大して提供する商

品やサービスを増やしていくのはこの段階で行

う。 

 

 

BACK SCHON簡易損益計算書 / デニムチーム大

学生作 

 

 

 

本論-3. 経営について 

 現在どのような経営形態がとられているのかを

調べた。 

 
上のグラフは農林水産省が2018年に356の六次産業を実施している事業者に経営体系について

調査をし、撤退した32の事業者を除く324の事業者から得られた回答を表している。 

グラフから、約7割の事業者が何らかの組織形態をとっていることがわかる。 

そこで、法に基づく制度について調べることにする。 

法人とは？ 

農業生産法人として活動するのが、6次産業を行う上で有効となる。法人とは、主体を持つこと

を法で認められている組織のことである。法人化によって、今まで個人事業としてしてきた事

業を法人組織のなかで引き継いでいくことができる。「会社を設立する」ということと必ずし

も一緒ではない。 

法人化のメリット 
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農業生産法人団体...農業経営を行うために農地を取得できる法人のこと。取得に必要な条件

は、4つ 

(1)組織形態...5つある。 

● 株式会社 

● 有限会社 

● 合資会社 

● 合名会社 

● 農事組合法人 

(2)事業案件...おもたる事業が農業と農業関連事業（法人農業と関連する農畜産物の加工販売な

ど） 
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(3)構成員要件...出資者や社員のすべてが「農地等を提供した個人（農地を売ったり貸したりし

た人）」,または「原則として年間150日間以上の農業常時従事者」 

(4)業務執行役員要件...農業生産法人の業務執行役員の過半が農業常時従事者、または「農業協

同組合」でなければならない。これは農業を守るためのものである。 

※農業常時従事者...農業（経理等の事務を含む）、農畜産物の加工、販売等の関連事業をあわ

せ、原則として年間150日以上従事する人を指す。 

 

次に経営のヒントを得るために、本を読み、成功事例を整理する 

項目は4つ 

A. 商品やサービス 

B. 販売方法 

C. 情報発信方法 

D. 課題とその解決策・改善法 

事例1.杉山ナッツ 

A.無農薬無添加の落花生を100%使用して作るピーナッツバター 

B.スーパーマーケットへの売り込みから始まる。徐々にリピーターがつき、加えて料理店(海外

を含む)への導入も広がる。ウェブサイトでの販売も行っている。 

C.ウェブサイト：http://www.sugiyamanuts.com/ ＋Instagram公式アカウント＋Facebook

公式アカウント＋Twitterの＃(ハッシュタグ)投稿。最初は「口コミ」で広がったようだ。 

D.初期投資 

 →貯金(高収入職に就いていたためそれなりに蓄えがあった様子)＋最初2年ほどは兼業で  

別の仕事を受けつつ、事業を施行。 

 農地をなかなか借りられなかった 

 →無名の時はたくさんの農地の地主をあたった。名が売れると借りやすくなる。 

 育て方、加工の方法を開発する必要がある 

 →基礎は本やYoutubuで学んだ。スマホからテレビへとばし、画面拡大をしたりスロー再  

生したりした。２年目、３年目に独自の実験を繰り返し、データ化することで最適な収  穫

時期や肥料分量、味のためのレシピを記録、管理できる。 

 労働時間が非常に多かった 

 →6時から11時＋15時から18時まで計8時間とした。体調を考えて、暑い時間帯は休む 

  人事、人材育成 

 →事業拡大に伴い、2人のスタッフを採用(2017年)。どちらも農業初心者。農業経験は   

オーナーが教えている。違う視点をもつ3人で話し合って世界一のピーナッツバターを  作る

ためのヒントを探している。また、オーナーの妻やその友達に手伝ってもらい、子  守とパ

ッケージング・発送作業でローテーションを組み、全員に時給を支払うといった  工夫をし

ている。 

事例2.阿部梨園 

A.農園で育てた梨、米、野菜 

B.直売所・ウェブサイトでの販売 

C.ウェブサイト：阿部梨園 | 最高級梨の生産・直売＠栃木県宇都宮市 (abe-nashien.com) ＋

クラウドファンディングの資金で作った知恵袋サイト＋LINE公式アカウント＋メディアへの掲

載・出演 

D.課題を100個リストアップして改善へ着実に取り組む。阿部梨園の知恵袋 | このサイトにつ

いて (abe-nashien.com) に公開されている。 

事例3.梶谷農園 

A.ハーブ。後々エイブルフラワー（食べられる花）や野菜を追加 
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B.ネットショップ＋海外レストラン（三つ星や一つ星を含む）へ卸す＋海外の投資家が買って

くれる・投資してくれる 

C.ウェブサイト：梶谷農園オフィシャルサイト (kajiyafarm.jp) ＋Instagram公式アカウント

＋Facebook公式アカウント＋Youtubu公式チャンネル＋SNS上の＃投稿や評判（＝口コミ）＋

有名レストランへ卸しているという経歴を使う 

D.農園で作ったハーブは日本の市場が求めているものと一致しないため、卸先を開拓する必 

要があった 

 →カナダへの留学で英語・ラテン語に通じていることと創業者の父と知り合いである、パ  

リの三つ星レストランシェフへハーブを持って行く。試食後の感想とシェフとの写真を  載

せたポストカードを日本全国のシェフに送るというアピールを実行。 

 働き方 

 →週休二日、勤務時間5時から11時 

 人事・人材育成 

 →研修生を含めスタッフは10人。コミュニケーションをしっかりとることを心がけ、創  

業者がいなくても仕事が回るように工夫。 

 たくさんのシェフからハーブ開発の要請がある 

 →国内外から種を仕入れ、世界中の文献から育て方を調べたり他の人から情報を得たりし  

て毎年10～20種類のハーブや植物栽培のテストをする 

3.考察 

本論[1]、[2]の結果より、六次産業をするときの準備の方法を探り、手順の一例を提案する。 

 まず創業する。本論で述べたとおり、たくさん出てくる案を順に整理することが必要にな

る。順は以下の通りだ。 

1) 事業コンセプトを定める。そのために、 

2) ターゲット・目的・提供する商品やサービスの3つを決める 

3) 事業コンセプトを基に販売戦略・情報戦略を立てる 

4) 価格戦略を検討し、資料にする 

5) 資料を基に5～10年後の見通しを立てる 

 次にどのような経営形態をとるかを決める。 

 最後に六次産業実行中に生じてくると予測される課題についてその解決に有効な方法をいく

つか提案する。 

● 農業に関する知識が不足を補うためには 

○ 動画やハウツー本、文献で学ぶ 

○ 知識のある人に教えてもらう 

○ 経過をデータ化する 

■ 収穫に最適な時期や肥料分量、味のためのレシピなどを記録、管理でき

る 

● 卸先や販路を自ら開拓する必要があるときは 

○ アピールをする 

■ 何度も営業に行く。最初は断られても当たり前。 

■ 人脈を使う 

■ 少し有名になったら、それを活用する 

○ 情報を開示する 

■ 公式アカウントやウェブサイトを作る 

○ 口コミで広げる 

● 労働力不足を解消したいときは 

○ 身近な人、協力してくれる人にパートとして働いてもらうのも一手 

○ 事業を小規模から始める 

○ 雇う余裕が出てきたら正社員を採用する 
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● 技術・ノウハウをもった人材を確保したいときは 

○ 育成に力を入れる 

■ コミュニケーションをしっかりとり、教える 

■ 外部主催の研修への参加を促す 

 

4.結論 

 六次産業の実態と課題、それを解決する方法を踏まえ、手順を述べてきたが、これはまだ不

十分である。そこを詰めて初めて準備ができるだろう。 
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      宇宙が汚れている                     

～これからの宇宙産業の発展のために～ 

            研究者   5年B組34番 唐下 希颯  

 

１.序論 

 宇宙ビジネスの世界規模での市場規模は2010年に約27兆円だったのが、2017年で約38

兆円まで成長しており、このペースで進めば2030年代には約70兆円以上に達すると言われ

ている。 

 また、アマゾンの創設者である、ジェフ・べゾス氏は、宇宙経済圏を拡大するという目的

で、５００億円にものぼる資金投資を行い、「ブルーオリジン」という会社を設立した。加

えて、グーグルは２０１４年に、５００億円でシリコンバレーの小型衛星ベンチャー、スカ

イボックスを買収している。その他、フェイスブック、マイクロソフトやアップルを含む、

BIG5と呼ばれる企業がこぞって、宇宙産業に参入している。このことから、宇宙産業が大

きく注目されていることがわかる。 

    例）民間企業の宇宙産業の介入（SpaceX、インターステラ） 

         宇宙エレベーター （日本：大林組）  

            火星移住計画     （NASA) 
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          イン ターネットの普

及   図１ モルガン・スタンレーによる宇宙ビジネスの市場規模予想（2017） 

 しかし、宇宙産業の急速な発達にともなって、使われなくなった人工衛星やロケットの一

部などが、宇宙空間に取り残された「宇宙のごみ」がこれからの宇宙開発に対して大きな障

害となってきている。このままなにも対策が取られなければ、宇宙ゴミは増加し続け、持続

的な宇宙開発が出来なくなるだろう。これからの宇宙産業の発展のために宇宙ゴミの問題に

向き合うことは避けられない。先延ばしにするのではなく、今からこの問題に立ち向かい、

早急に解決策を講じていくべきだと考え、特に回収の観点からこの研究に取り組むことにし

た。 

 

○スペースデブリの問題について（被害や発生状況について） 

 デブリの定義 (正式に合意された定義はない）                          

地球周回軌道あるいは大気圏再突入軌道にあるすべての人工物で、それらの破片や構成品を

含む。（国連スペースデブリ低減ガイドラインより引用）デブリの語源は中世フランス語

で、破片という意味を持つ。              

  

 デブリの危険性  

（１）超高速度（秒速７km以上）で周回しているので、デブリが衝突する場合には相対速

度は秒速10～15kmもの超高速衝突となる。これはピストルの10倍以上の速 度であり、小
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さなデブリでも巨大な運動エネルギーを持っている。衛星や宇宙ステーション等に衝突する

とキケンである。  

（２）地上からよく見えにくい（１０cm程度がはっきり見える限界）ので衝突を回避する

ことが困難な場合が多い。 

（３）簡単には除去出来ないので大気抵抗の少ない高度６００km以上に投棄すると数十年

から数百年、あるいは数千年も軌道は周回する。静止軌道（高度約35,786kｍ）の軌道では

永久に落ちてこない。 

 ➜挙げられる３つの問題点 

 ①宇宙にある機器の損害 

 衛星放送、天気予報、GPSの情報、船舶や飛行機、農漁業の管理など、あらゆるシーンで

衛星の観測情報が活用されている。しかし、スペースデブリが衝突することで、これらがあ

る日突然使えなくなってしまう可能性がある。 

 ②宇宙計画の中止 

 小さなスペースデブリで地球が覆われ、地球低軌道を横切れなくなってしまい、月面基地

構築や火星探査などの宇宙計画が出来なくなってしまう可能がある。近年、地球以外の星で

暮らす未来が現実味を帯びてきているが、実現不可になってしまうだろう。 

 ③地球への落下 

 人工衛星が大気圏に再突入する際、ほとんどは燃え尽る。しかし稀に、地上まで残骸が落

下することがある。人的被害を与える事は稀だが、スペースデブリ落下による死亡事故や 

建物の破損やそれによる被害も過去に存在する。そのため、スペースデブリの数が増えてい

くほど、被害件数が増える危険性が考えられる。 
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  デブリの数  

 現在、宇宙を周回している人工衛星はおよ

そ１４００基あるのに対して、デブリの数

は、2014年末で17000個強あると公表され

ているが、それ以外に6000個の物体が発生

源が特定出来ない等の理由の為に公表されて

いない。検知できない物体は1㎝以上は50～

70万個、1㎜以上は１億個を超えるとされている。左図では、2020年では、観測できるも

ので約25,000個であり、推定で５兆8000億個以上あるとされ、全体として増加傾向にある

ようだ。 

                         図2 宇宙ゴミの数の変位     

 

 

 デブリの分布状況  

 遠地点高度40,000kmまでの軌道上の物体の分布状況は低軌道（高度2,000km以下）と

静止軌道（赤道上の高度35,786㎞の円軌道）とくに集中している。低軌道では、地球観測

衛星やナビゲーション用衛星、移動体通信衛星、国際宇宙ステーションの運用がされてお

り、静止軌道では、気象衛星や警戒衛星、通信・放送衛星に利用されている。稼働中の衛星

にデブリが衝突すれば、私たちの生活に大きな影響を及ぼすことになるので、特にデブリの

回収、対策をとるべきところである。 

 

 

 

 

 デブリが注目されるようになったきっかけ  

 2009年人工衛星衝突事故（英:2009 satellite collision）は、宇宙空間で発生した初めて

の人工衛星同士の衝突事故である。2009年2月10日16時55分 (UTC) 、北シベリアのタイ
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ミル半島上空約789キロメートルの宇宙空間で、1997年に打ち上げられ運用中であったア

メリカのイリジウム社の通信衛星イリジウム33号と、1993年に打ち上げられ既に使われて

いなかったロシアの軍事用通信衛星コスモス2251号が衝突した。衛星同士のドッキング実

験や体当たりで相手の衛星を破壊する衛星攻撃兵器などによる意図的な衝突を除き、人工衛

星本体同士の衝突は人類の宇宙開発史上初めてのことであり、この衝突により少なくとも数

百個以上のスペースデブリ（宇宙ごみ）が新たに発生したとみられている。                                    

（Wikipediaより引用）                                                        

 これからのスペースデブリ問題                                        

近年、小型衛星を数十機から最大数万機も打ち上げ、いわゆる「メガ・コンステレーショ

ン」によって通信や地球観測サービスを展開しようという企業が相次いで出現しており、米

国の「スペースX」など、すでに打ち上げを始めている企業もある。衛星の数が増えれば、

その分デブリが衝突したり、衛星がデブリ化したりする確率も上がるため、ケスラーシンド

ロームが起こりやすくなり、ますます深刻な問題になる事が予想される。 

（ケスラーシンドロームとは、すでに軌道上にあるデブリ同士の衝突によりデブリの数が増

えてしまう自己増殖のことである。ケスラーシンドロームが開始している場合、今後打ち

上げを一切やめたとしてもデブリの数が増加してしまうため、 今後スペースデブリを発生

しないように気をつけるだけでは不十分で、すでに軌道上にあるデブリを除去する必要があ

る。ただし、宇宙機同士のような大きな衝突は今のところ数年に一度発生すると予測されて

いる程度の頻度であり、 ある日突然衛星が次々に壊れていくようなスピードではない。）        

（１章は関連書籍『スペースデブリ～持続可能な宇宙活動を目指して～』 

                         著者 加藤明の内容をまとめた） 

 

 

 

 

2.本論 
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◯今までのデブリ対策や回収方法ついて 

 ●アストロスケール 

 宇宙空間で光るいろいろなもののなかから「ゴミ」を見極め、近づいて相対速度

をゼロにしてつかまえる。その後に回転速度もゼロにする。ゴミをつかまえ、安定

させ、大気圏に入れて燃やす技術が必要だ。専門スタッフの支援も得て、衛星打ち

上げ前に金属製の軽量プレートを付け、磁石でゴミを捕獲する方法。また、宇宙空

間に漂うゴミに近づいて行って捕まえる自社技術が活かせれば、衛星寿命延長サー

ビスも提供できる。静止軌道上には衛星が約500あるが、打ち上げ15年目くらいに

燃料が切れ寿命を迎える。だがそうした衛星のなかには正しい位置に軌道制御して

やればまだ使えるものがある。 

 

●スカパーJSAT～レーザー照射による除去～ 

 スカパーJSATは、スペースデブリ(不要衛

星等の宇宙ごみ)を、レーザー照射により除去

する人工衛星の設計・開発を開始した。世界

初の試みで、2026年のサービス提供を目指

す。 

 不要となった衛星などにレーザーを照射す

ることで「レーザーアブレーション」を発生

させ、軌道を変更して大気圏へ突入させ、処

分する。レーザーアブレーションは、物質に

レーザー光を照射した際、照射された物質がプラズマ化や気化することで、物質表面から放

出される現象。これにより物質に推進力を発生させ、軌道を変える。接触しないため安全性

が高いことや、スペースデブリ自身が燃料となるため、経済性が高いという。              

図3  レーザーによるデブリの回収 
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●JAXA ALT 導電性テザー                                                                                                                                                                                                                                                                             

宇宙デブリ（宇宙ゴミ）を掃除するためのシステムの1つとして期待されているのが、「導

電性テザーシステム」である。導電性テザーシステムとは、「テザー」と呼ばれる長い紐状

の物体を衛星から展開し、電気を流して地球磁場との間のローレンツ力（荷電粒子が磁場中

を運動するとき磁場により受ける力）を発生させて、軌道変更のための力を得ることをめざ

したシステムだ。テザーの先端で大型宇宙デブリを捕獲し、地球大気圏に投棄して宇宙デブ

リを除去することが考えられており、世界の宇宙開発研究機関や大学において、さまざまな

計画・検討が進められている。                                                                                                                                                                                         

 

JAXAの見解：デブリ除去は世界でもまだ実施例はないが、

今まで検討されているデブリ除去技術は、ロボットアームに

よる捕獲・推力方向を制御しながらの軌道換・大量の燃料等

が必要のため、1機あたり数百億円かかると言われている。 

技術的にも困難だが、技術的には可能だがコストが受け入れ

られないと述べている国もある。導電性テザーであれば、燃

料・大電力不要、微小推力のため取り付けが容易のため、小

型衛星でも実現できると考えており、技術的、コスト的に優

れていると考えている。                                                                                                                                                                                                                                

図４      テザーによる回収                                                                             

 最近のNews:この技術を使ってスペースデブリ除去を目指すTethers Unlimited Inc.が、

軌道上でのテザー実証実験に成功した。放っておくよりも24倍以上速く軌道変更できたそ

うだ。通常、使用不能になった衛星は軌道によっては何百年も軌道に放置されたままであ

る。同社のテザーを使用不能になった衛星に取り付けることによって、軌道を迅速に変更す

ることができるようになれば、すでにあるゴミを減らしていくことに貢献することだろう。

同社はミレニアムスペースシステムズ、TriSept、RocketLabと協力してさらなる低軌道で

の実証を予定している。                       
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●髪の毛より薄い「膜型宇宙船」  

人間の髪の毛の太さよりも薄い薄膜を使って捉えると

いう宇宙船「Brane Crafts」で地球の大気圏に落とそ

うという研究が進められている。Brane Craftsは、そ

んなスペースデブリを風呂敷のように包み、地球に落

下させて大気圏に突入させることで燃やしてしまうと

いう「宇宙船」です。宇宙船とはいえ、Brane Crafts

には操縦席も格納庫もなく、あるのは厚さわずか10

ミクロンという薄い膜でできた90cm四方の船体と、その膜の上に形成された太陽光パネ

ル、船体の動きを制御するコンピューターのみとなる予定だ。                                                                                                              

図５ 膜型宇宙船 

膜には２種類の金属を利用した「筋肉」のような機構も取り入れられるとのこと。電位差に

よって生じる金属の収縮を利用することで、スペースデブリを捉えたときに逃がさないよう

に包み込む。そうしてスペースデブリを捉えたら、Brane Craftsは2枚の膜でできた船体の

間に封入された液体燃料を噴射装置から噴射することで推力を発生させ、飛行速度を落とす

ことで徐々に高度を落とし、10日間かけて地球の大気に突入させることでゴミを燃やしき

ってしまう。 

 

長所：1枚あたりの重量がバナナ一個分ほどしかない上に、非常に薄い構造となっているた

め、複数をまとめてロケットで打ち上げることで、コストを削減することも可能になるこ

と。 
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短所：宇宙には強い宇宙線が飛び交っており、これが電子機器に悪影響を与えるのだが、薄

い膜しか持たないBrane Craftsに搭載される電子機器を守るための装置をいかにして実現

するのかは現段階では未定。また、非常に小さくて未知のスペースデブリに衝突された際に破れ

ずに済むかどうかわからない。                               

 

材料を変えてゴミを減らす 

● 世界初の木製の人工衛星 

京都大学と住友林業株式会社は、「宇宙

における樹木育成・木材利用に関する基

礎的研究」に共同であたる研究契約を締

結。「宇宙木材プロジェクト（通称：Li

gnoStella Project)」を開始した。202

3年に木造人工衛星「LignoSat（リグノサット）」を打ち上げ、2024年3月31日まで宇宙

環境下での木材物性評価や樹木育成研究を行う。                                                             

図６ 木製人工衛星 

  

京都大学は、2016年、宇宙飛行士の土井隆雄氏が京大宇宙総合学研究ユニット特定教授に

就任。新規テーマ「宇宙における木材資源の実用性に関する基礎的研究」を立ち上げ、現

在、大学院総合生存学館において真空中での木材の力学的性質や低重力・低圧力下での樹木

の生育に関する基礎研究を進めている。住友林業は、木の総合的な活用を目指し広く研究開

発を進める拠点として筑波研究所を1991年に設立。創業350周年を迎える2041年を目標に

木造超高層建築物をシンボルとした研究技術開発構想W350計画を推進している。 

 今回、両者の“木の価値を高める研究技術を開発し、宇宙での森林形成や木材利用の道を

拓き、人類の持続的な発展に寄与する”というビジョンが一致し、両者のリソースを集結し

て「宇宙木材プロジェクト（LignoStella Project)」を開始することになった。 

 プロジェクトでは、宇宙空間での木材利用の可能性を明らかにし、将来、宇宙で木材を活

用する基礎的な知見を得るため、2023年に世界初の木造人工衛星を打ちあげる予定。木材

は電磁波・地磁気を透過するため、人工衛星を木造にすればアンテナや姿勢制御装置を衛星
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内部に設置でき、衛星構造を簡素化できる。また、運用終了後、大気圏に突入する際、完全

に燃え尽き、燃焼時に大気環境等の汚染源となりうる微小物質（アルミナ粒子）が発生せ

ず、よりクリーンで環境に優しい人工衛星の開発につながる。 

 このほか、宇宙環境下における木材の研究を通じて、木造建築向け超高耐候性木質建材の

開発等、地球環境下での木材の利用拡大、高い専門性を持つ次世代人材の育成などにも共同

で取り組んでいく。 

※LignoStella（リグノステラ）は、Ligno（木）と Stella（星）からなる造語 

※LignoSat（リグノサット）は、Ligno（木）と 人工衛星（Satellite）からなる造語 

           

 

 

 

 

 

 法律の整備と世界の規制  

 JAXA 「スペースデブリ発生防止標準」                                  

NASA  「 軌道上デブリの抑制のためのガイドラインと評価手順」 

  国連 「スペースデブリ低減ガイドライン」 

 様々な国や地域で様々な法律や基準が設けられているが、世界的に統一されたものはな

く、早急な法や基準の整備が必要である。 

    

 

 

 

 

 

 

 

4.提案 
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 これまでデブリの除去方法、つまりデブリの

大気圏への再突入方法に焦点を当てて取り組ん

できた。しかし、落下物体は大体が燃え尽きる

が、2018年までに250から300基の人工衛星の

破片がポイント・ネモと呼ばれる、ニュージー

ランドとチリの中間点、南緯48°52′西経123°2

3′の南太平洋上に落とされている。ポイント・ネ

モは世界の大洋で最も陸地から離れた地点で、

到達不能極の一つで、いわば「人工衛星の墓場」である。生物が比較的住んでいないかつ、

飛行機や船の航路にもなっていないことから、適していると考えられているが、私この場所

でデブリの回収を試みたい。宇宙がきれいになっても、ポイント・ネモがゴミ箱になってい

るのは、個人的に納得がいかない。この現状を打破する    図７ ポイント・ネモ 

ために、2つ提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

①System001の応用  

 海に落ちてきた宇宙ゴミを回収するために

海洋プラスチックの回収方法を利用すること

を提案する。オーシャン・クリーンアップと

いうNPO組織では、海洋プラスチックの回収

を主に行ってる。そこで開発された、「Syste

m 001」は、全長600mの巨大なフロート。

深さ3mのスカートが付いていて、見た目は巻

き網漁船のようだが、もちろん魚をとるのが目的ではない。フロートに付いたスカートが下
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への流れを作り、魚をその流れに沿って外へ逃がし、浮遊するプラスチックだけを回収す

る。 

                     

                                                                                                         図8   System 001 

 

System 001の大きな特徴は、その運用方法  だ。System 001は無人／無動力で、風と波

によってＵ字型を作り、漂いながら浮遊プラスチックを集める。ソーラーパネルから電力を

得て衛星通信を行い位置と状況をレポートする。その情報を元に回収船が定期的にSystem 

001に向かい、ゴミを回収してリサイクルに まわす計画である。2018年から試験的に運

用が行われて、実際に成果をあげている。この方法を応用すれば、海洋での宇宙ゴミの回収

が実現できると考える。 

 

②海で蟻地獄 

ポイント・ネモで巨大な渦潮を複数発生させ、蟻地獄のように落下してくる宇宙ゴミを渦の

中心で回収する。蟻地獄とはウスバカゲロウの幼虫のことだ。軒下等の風雨を避けられるさ

らさらした砂地にすり鉢のようなくぼみを作り、その底に住み、迷い落ちてきた地表歩行性

節足動物に大顎を使って砂を浴びせかけ、すり鉢の中心部に滑り落として捕らえる。この 

すり鉢のようなくぼみ を宇宙ゴミの落下予測

地点で人工的に渦潮を 発生されば、回収でき

るかもしれない。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                図9 蟻地獄 
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５.結論 

 持続可能な宇宙開発のために宇宙ゴミの回収に焦点をあてて、研究を行ってきたが、実際

に多くの対策が考えられ、試行されていることが分かった。しかし、費用の問題で実施がな

されていなかったり、一般の人は、関心が低くく、そこまで深刻に捉えられていないという

現状も見えてきた。これからの宇宙開発において大きな障害になることは明白なので、早急

な対策がとられることを期待している。また、多くの人がこの問題を認知し、取り組む人や

組織が増えることを願っている。 

 

6.参考文献（最終閲覧日） 

https://sorabatake.jp/17696/（2月26日） 

 

https://www.sfinter.com/topics/post-955/（2月26日） 

 

http://yumenavi.info/lecture.aspx?GNKCD=g007495（2月26日） 

https://sorabatake.jp/10082/（2月26日） 

https://www.skyperfectjsat.space/news/detail/sdgs.html（2月26日） 

https://gigazine.net/news/20170906-brane-crafts/（2月26日） 

 

https://sfc.jp/information/news/2020/2020-12-23.html(2月26日） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3169744（2月26日） 

 

https://engineer.fabcross.jp/archeive/180914_great-pacific-garbage-patch.html 

（2月26日） 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%83%90%E3%82%

AB%E3%82%B2%E3%83%AD%E3%82%A6（3月9日） 

 

関連書籍 

「スペースデブリ～持続可能な宇宙活動を目指して～」 著者 加藤明 
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貧困解決にスポーツの視点を 

５年B組 林あすみ 

１．序論 

  国連で開かれたサミットで決められた、国際社会共通の目標であるSDGｓには、項

目の一つ目に「貧困をなくそう」が挙げられている。貧困は国際的に重要な課題のよう

だが、経済的な支援、制度は様々な場所で行われているため、この問題に対する解決策

を別の視点で考えた結果が「スポーツの力」を利用することである。国際連合によると

スポーツは11の力を持っているとされる。ただ、専門家がスポーツに注目し始めたのも

ここ10年ほどのことなので、「スポーツの力」の可能性はまだまだ見込めると考える。

そこで、本研究の目的は貧困問題解決の方法としてスポーツを利用した具体的な策を提案

することである。そのために、スポーツを利用した開発の事例やスポーツの価値についての先

行研究をもとに、①貧困、②スポーツの力、③スポーツからの貧困解決、の３つに章立

てして進める。 

 

２．本論 

①貧困 

・貧困の定義 

   貧困は次の二つに分けられる。 

  相対的貧困－その国や地域の水準など、相対的な基準で比較して、大多数よりも貧しい        

状態のことを指す。（所得で見た場合、等価可処分所得の中央値の半分         

（貧困線）に満たない状態のこと） 

  絶対的貧困－生きるのが困難なレベルで生活水準が低いことを指す。（今日の夜食べる        

ものがない、住む場所がないなどの状況） 

 ここでは絶対的貧困について言及する。 

   

  絶対的貧困は国連機関のUNDP（国連開発計画）では「教育、仕事、食料、保険医

療、 飲料水、住居、エネルギーなど最も基本的な物・サービスを手に入れられない状態の

こ  と」と定義される。また、SDGｓの第一項目である「貧困をなくそう」では、世界

銀行 が定めた「１日1.25ドル未満で生活している状態」という指標が用いられている。

（   2015年の改定により現在は1.90ドルになっている。） 

 

- 212 -



・貧困の状況 

  全世界の貧困の推移と地域別の貧困の変化についてデータをもとに明らかにしていく。 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図１貧困者数（全世界） 

 

 全世界の貧困の推移 

  この30年余りで世界人口は1.5倍以上になっているにも関わらず、貧困人口は大幅に減 

少しており、貧困率は42.5％から9.4％になっている。しかし、SDGｓのターゲット１‐１ 

では2030年までに貧困をあらゆる場所で終わらせることが目標とされているため現状で 

満足であるとは言えないだろう。 
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  図２ 地域別貧困者数推移 

 

 地域別の貧困人口の変化 

  地域別の人口増減に差があるため一概には判断できないが、貧困問題において課題と  

なっている地域はサハラ以南のアフリカといえるだろう。また、貧困人口、貧困率ともに 

大幅に減少している東アジア・太平洋諸国地域での貧困解決の方法は他地域の貧困解決に 

参考になるかもしれない。 

 

  したがって、SDGsの目標を達成するためのあと一歩として、サハラ以南のアフリカを 

ターゲットにし、貧困解決の方法を探る。 

 

・貧困解決への取り組み 

  これまで為されてきた貧困解決への取り組みについて、前述した通り東アジア・太平洋 

諸国の事例を中心に考察していきたい。. 

  東アジア諸国は過去30年以上にわたって驚異的な経済発展を遂げてきた。その過程で 

アジアの人々には様々な支援が行われてきた。貧困支援の面では食糧の配布はもちろん、 

ミルクや卵などタンパク源となる家畜の飼育支援や家庭菜園での野菜栽培とその調理指  

導、子どもの栄養や健康管理の研修が食糧支援として実施される。また、トイレの設置と 

利用、手洗いなどの衛生習慣の啓発、井戸の水質調査と浄水フィルターの配布、妊産婦の 

健診の促進などの衛生支援が行われる。他にも、作物の栽培に関する研修や、フェアト  

レードを用いた適正な価格での販売を進める団体もあるという。 

  しかし、このような支援はアフリカでもされているため、別の視点からの取り組みが必 

要だと考える。
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②スポーツの力 

 貧困解決に対する別の視点として特にスポーツの力に注目する。 

 国際連合によると、スポーツは次の11の力を持っているとされる。 

 表１ スポーツの力 

 

１ 教育 
初・中等教育における心身のバランスのとれた発育や、青少年を取り巻く課題の解

決にスポーツが広く活 用されている。 

２ 健康 
心身の健康の維持のみならず、人々が健康に対する興味・関心を持つきっかけとし

て期待されてい る。 

３ 公衆衛生 
医療費の削減や衛生環境の改善など公衆衛生問題への包括的アプローチを可能にす

る。 

４ HIV／エイズ 
HIV／エイズの予防教育、感染経路や症状に関する正しい知識の習得、エイズ発症

者に対する偏見や差別の 解消などがスポーツの場を活用して行われている。 

５ 環境 

スポーツを通じて環境問題や生物多様性に関する啓発が行われている。特に、近年

注目を集める「スポー ツツーリズム」や自然資源の保護など開発分野との関係は

深い。 

６ 経済開発 
スポーツ用品の生産、インフラ整備、イベントの開催などスポーツ関連産業の発展

が新たな雇用を生み、 地域経済を活発化させることが期待されている。 

７ 紛争解決 
紛争中・紛争後に被害を受けた人々が、スポーツという構造化された場に参加する

ことにより、緊張や暴 力、トラウマといった問題の緩和が期待されている。 

８ 民主化教育 
民主主義の基盤となる他者への尊敬、寛容、公平などの考え方をスポーツから学

び、紛争の解決法を共に 見つけるための訓練の場となっている。 

９ 
難民・国内避

難民 

スポーツを通じて難民・国内避難民へのケアを行うとともに、特に難民キャンプの

他民族、多宗教、多言 語の環境下における融和を目的とした活動が行われてい

る。 

１０ 平和構築 
対立関係にある民族が互いを知る第一歩としてスポーツを通じた交流に期待が高ま

っている。 

１１ ジェンダー 
性別による差別や搾取、ハラスメントや暴力に対する問題意識の形成や課題解決を

目指したスポーツ関連 活動が行われている。 

 

 

・スポーツの力で発展を遂げた事例（JICAより） 

 ①ブラジル（経済開発） 
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  サッカー王国としての存在感、そして勢いがブラジルの経済成長を後押し、いまや世界  

経済を牽引する新興国となった。 

 ②ボスニア・ヘルツェゴビナ（平和構築・紛争解決） 

  1992年から3年間続いた内戦中の家に閉じこもった生活の末に生まれた”another war”つ  

まり、ストレスのたまった暮らしの中で横行した家庭内暴力を危惧した地方団体が子ど  

もたちに提供したサッカーができる機会は、子どもたちの精神的支えとなった。 

 

     このようにスポーツは様々な力を持っており、（人間福祉学研究５号１巻＜特集論

文： スポーツの力＞「文化としてのスポーツ」）によると、これらのスポーツの価値は

「個  人的」「教育的」「社会・生活向上」「経済的」「国際的」「鑑賞的」の６つの構

成概念 を演繹することができるという。 

  

図３ スポーツが個人や社会・経済にもたらす「価値」 

 

 

③スポーツからの貧困解決 

・アスリートの影響力 

 アスリートは最高のパフォーマンスをすることによって、人種・宗教・政治・性別を超え

て多くの人々に感動と一体感をもたらす。ただし、彼らの影響力を踏まえれば、アスリート

にできることはこれだけではない。たとえば、スポーツ団体やアスリートは、社会が抱える

問題に対してどのように解決していけるか、が問われているだろう。スポーツは「社会の公

共財」であるからだ。では、どうすれば社会への還元として彼らは問題解決に貢献できるだ

ろうか。一つは、アスリートと一般社会の間の壁をなくし、接点を増やすことだと思う。現
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在、アスリートと私たちの過ごす環境は別のもののように感じられ、また、それを当然だと

思っている人も多い。しかし、この認識が社会問題解決のきっかけの足止めとなっているよ

うに思える。 

 

・「する」「支える」「みる」スポーツの観点からの貧困へのアプローチ 

  貧困へのアプローチには「する」「支える」「みる」の観点が考えられる。まずは、そ 

れぞれについて具体的に見ていく。スポーツを「する」ことで得られる直接の効果として 

は、プロのスポーツ選手になることで収入を得ることが期待される。実際にホームレス  

ワールドカップでも、大会後にプロ契約をし活躍している選手がいる。しかし、成功する 

のはきわめて少人数であり、貧困解決に有効であるとは言えない。よって、スポーツを  

「する」ことの精神面への働きかけに着目して解決策を考えていきたい。スポーツを「す 

る」ことで内面的変化を経て、貧困を脱却することは様々な国で目標とされている。例え 

ば、ジンバブエでは社会と関わるための自尊心の回復、香港ではライフスキルの獲得、カ 

ンボジアでは雇用や教育の機会を得ることが目標とされている。そこでスポーツを「支え 

る」観点としては、こうした目標を達成するスポーツの場を提供すること、そしてスポー 

ツを「みる」観点として、世界の人々が幅広くこのような活動について知ることが重要だ 

と考える。 

 

・貧困問題の解決策 

  以上のことを踏まえ、貧困問題の解決策として貧困地域、特にサハラ以南のアフリカ地 

域でのスポーツの場を提供するイベントの開催を提案する。具体的には、その地域で人々 

を集め、スポーツ教室や小規模のスポーツ大会を開き、コミュニケーションを増やすこと 

を考えている。ただし、スポーツイベントを開催するためには多くの人の協力が必要とな 

る。そこでまず、スポーツを「みる」人を増やすためにアスリートの影響力を活かす。現 

役のアスリートの活動が難しければ、引退後のアスリートが仕事の一環としてスポーツイ 

ベントの開催に携わり、様々なメディアを通じて世界中の人にその活動について広める。 

イベントについて知った人は、イベントを「みる」または何らかの形で支援をすることに 

よってスポーツを「支える」。こうして貧困地域にスポーツを広めることが、貧困解決の 

第一歩になるのではないか。この、アスリートとして長年活躍した後に、貧困地域で活動 

するという一連の流れを特別なことではなく一般的なこととして認知できるようにするこ 

とが初めの目標である。 

  また、今回の提言では達成できなかったが、今後の研究ではこの次の段階の解決策とし 

て独創的かつ効果的なものを考えていきたい。 
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広島大学附属福山高等学校 

5年「提言Ⅰ」 

不登校と乳幼児期の関わり 

ー現代の教育問題から考える子どもが幸せに生きるための子育て 

5年 B組36番 林原伊吹 

1.序論 

 近年、学校教育の現場では、現代の先進国ならではの課題が多く生じています。例として児童・生徒

の精神障害(摂食障害、起立性調節障害等)、発達障害の増加(自閉症、破壊的行動障害、神経発達障

害等)、非行、若年妊娠、機能不全家族等が挙げられます。経済発展に伴い、社会的地位や収入など人

生を学歴によって左右されやすい学歴社会となりました。グローバル化が進む中、世界で活躍する人も

増えていく一方で、先ほど挙げたように苦しみを抱えて現実と向き合っていながら生きている人も増えて

います。 

 私はこのような状況に、社会変動に伴う育児の変化、特に乳幼児期の親子関係が影響を与えている

のではないかと考え、この研究テーマを設定しました。早期改善すべき課題は多くありますが、今回はこ

の中でも不登校・登校拒否を取りあげます。不登校が本人の将来に及ぼす悪影響は、主に、不登校を

経験していない人と比べ、非正規雇用や無職である割合が高く暮らし向きが悪くなること、学歴が低くな

る傾向にあること、婚姻率が低いことの３つがあります。在学中だけではなくその後の人生も左右される

ような、大きな影響を及ぼします。 

 不登校の原因としては、学校での人間関係、学業不振等の原因が指摘されていますが、その中で家

庭生活との関係が考えられるものに着目し、親子関係が子どもに与える影響を調べる。 

私は、まだ日本が今のように豊かではなかった時代は家庭においても学校においても子どもに対しての

暴力が多かったという印象があります。今では、親の虐待(身体的虐待・性的虐待)や教職員の体罰は

報道で取り上げられ、世間から非難されます。文部科学省の調査によると、2018年、国公立私立すべて

の小中高等学校、特別支援学校、その他義務教育学校での体罰の発生件数は767件でした。また、体

罰に係る教職員の処分の件数件数は2002年から2011年の9年間、大体350～400件代で大きな減少は

見られませんでした。体罰は昔から行われていたことが予測できます。最近になって社会問題化したの

は教師の体罰による生徒の自殺が起こったからです。この数十年で社会は大きく変わりました。そんな

中、学校でも家庭でも昔の子どもと同じ育て方をしていたら、それは子どもにとって大きなストレスとな

り、それが先ほど挙げたような不登校、精神障害の発生を促進しているのではないかと考えました。ま

た、いじめやその他の人間関係で困難があっても、親子関係が良好であれば親に相談したり、親でなく

ても、他の人を頼ることが出来れば、自殺や不登校の発生リスクを減らすことにつながるのではないで

しょうか。 

 

2.本論 

不登校の現状と原因 

 まず、不登校は文部科学省により定義が示されており、「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは

社会的要因・背景により、児童生徒が登校したくてもできない状況にあるために年間30日以上欠席した

者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」をいいます。 

 2018年時点で、不登校児童数は44841人、中学校の不登校生徒数は119687人でした。小学校・中学

校ともに、2012-2018年の間で、合計51839人、6年連続での増加でした。この6年で不登校児童は23598

人、中学校の生徒は28241人増加しました。また、2018年時点で、高等学校の不登校生徒数は52723人

でした。小学校・中学校では近年、不登校児童・生徒が増加していますが、高等学校では増加・減少を

繰り返しており、小学校・中学校ほどの増加はみられません。しかし、高等学校では中途退学という、学
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校側の対処または生徒本人の選択があるので、不登校の原因になりえること、例えばいじめなど、その

ような問題が小学校・中学校と比較して少ない、良い状況であると言い切ることはできません。 

 
 

 

 
 不登校が引き起こされる原因としては文部科学省の調査において、学校生活に係る要因(いじめ、いじ

めを除く友人関係をめぐる問題、教職員との関係をめぐる問題、学業の不振、進路に係る不安、クラブ

活動・部活動等への不適応、学校のきまり等をめぐる問題、入学・転編入学・進級時の不適応)、家庭生

活に係る要因(家庭の生活環境の急激な変化、親子関係をめぐる問題、家庭内の不和)という区分が行

われています。下の表は平成30年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調

査による不登校の要因に関する統計です。 

 
表から分かるように、小学校ではおよそ55％、中学校ではおよそ30％、全体で37.6％の児童生徒が、家

庭に係る状況を回答しています。不登校の児童生徒のうち、これだけの人数が、家庭に何かしらの問題

やいづらさ等を抱えているということです。 

 

乳幼児期の保育と人格形成 
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乳幼児期の発達課題 

 乳幼児期の親子関係(特に母子関係)はその後の人生を生きていくうえで、対人関係を築くベースにな

り、幼少期の母との愛着関係は後の人格形成に関わってきます。 

 人間の発達は、「身体各部の発育の状況」、「運動能力の発達」、「論理的な思考の段階」、「心理社会

的な状況」、「精神発達の構造的様相」などの観点から区分されており、各発達段階には、生まれてから

死亡にいたるまでの心身の構造的または機能的変化の過程である、発達課題があります。身体の発達

にみられる量的、形態的、機能的変化とともに、精神的には知的、情緒的な変化などが発達年齢に応じ

て進みます。このような心身の発達は，子どもが成長するに従って、心や体の両面にわたって互いに関

係しながら変化します。 

乳幼児期の発達課題として、以下の項目が挙げられます。 

0～2歳 3～6歳 

・親などへの愛着の形成 

・人に対する基本的信頼感の獲得 

・他者の受容による自己肯定感の獲得 

・身辺自立への訓練・学習 

・欲求に基づく適度の自己主張と自己抑制 の学

習 

・遊びの発達、子どもどうしの相互交渉の 深まり 

・基本的な生活習慣の定着・確立 

・善悪の区別についての学習と良心の芽生 え 

この表からも分かるように、愛着形成、基本的信頼感・自己肯定感の獲得など、乳幼児期には人生にお

いて重要な発達課題があります。乳幼児期には保護者・養育者を一次的な愛着対象として愛着パター

ンが生まれ、心理的な分離個体化の過程でその安全保障と慰撫の経験のパターンは愛着表象として内

面化されます(心に取り入れて自分のものにする)。その後の思春期では自律への方向づけが強まり自

己同一性が形成される過程で愛着の対象も家族内から家族外へと移動し、その内的表象も再編成され

自己が組織化される移行期に入ります。この第二の分離個体化の力動的過程で、愛着は再び大きな意

義を持ちます。 

 それぞれの発達段階における発達課題は、それを達成できれば、子どもは、自己承認や社会的承認

によって自信を持つことができ、のちの発達課題の達成につながっていきます。しかし、達成できなけれ

ば、劣等感や社会から拒否された感情を持ち、後の発達課題の達成・習得が困難になります。 

 

愛着障害 

 乳幼児期の発達課題の一つである、親などへの愛着の形成。それが十分に達成されなかった場合に

起こりうることとして愛着障害があります。乳幼児は、生理的欲求を訴え満たされることの繰り返しによっ

て特定の人との心理的な信頼関係やきずなを構築します。これが他者とのコミュニケーションの第一歩

となり、親との愛着関係を基盤に自立心、人間関係や社会性を発達させます。この考え方を愛着理論と

言います。愛着とは脅威に対する自己防衛や生殖の戦略として、ストレス対処に関わる多様な身体・心

理・社会的機能に関連するものです。また、安全基地として保護的に機能する養育者・パートナー・家

族・同世代集団・地域社会などの二者関係・三者関係の相互作用を含む、多次元的・生態学的な事象

でもあり、自律とともに生殖や養育の能力を備え始めると、愛着行動は対人関係において自らが愛着対

象として機能する可能性という新たな意味づけを持つようになります。愛着は人間が生まれながらに備

えているわけではなく、成長過程で周りの人との関わりを通じて獲得していくものです。そのため、特に

幼少期に不適切な環境や関わりなどによってうまく愛着関係が形成できていないことで、その後の人間

関係や社会性の発達に困難が現れることがあります。これが愛着障害です。 

 

心の世代間伝達 
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 自分自身の母親との愛着形成などがその子どもにも影響を与えることを心の世代間伝達といいます。

両親の別離や否定的養育経験がある場合、その影響は大きくなります。自分が子育てをする立場にな

っても親としてのモデルを描けず、役割意識を築くことが出来ないため、子どもに愛着を感じず、適切な

育児をすることが出来ません。このことを社会的ハイリスク妊娠といいます。 

 

 

マズローの欲求段階 

 アメリカの心理学者であるA.H.マズローは、人の欲求は五段階の

層をなしているという欲求五段階説を提唱しました。人の基本的欲

求は、1.生理的欲求 2.安全の欲求 3.所属と愛の欲求 4.承認と尊敬

の欲求 5.自己実現の欲求の五段階にわけることができます。一般

的に、1の欲求が満たされれば、2の欲求が強く発現し、その後同様

に3、4、5と進むとされています。 

 戦時中は日本も食料が配給制になり、また、現代より衛生環境が

悪いなど、毎日の生活も困難でした。欲求五段階説でいうと、1、2

の生理的欲求、安全の欲求も十分満たされていたとは言えません。多くの場合では、そのような状態で

3、 

4、5の欲求は発露しにくく、これらの欲求が満たされないという欲求不満も起こりにくいです。しかし、現

代では、先進国となり生理的欲求と安全の欲求が満たされない環境で育つことが少なくなりました。つま

り、3、4、5の欲求が強く発露し、これらの欲求が満たされないことによる欲求不満が起こりえるのです。 

 

社会の変化とその影響 

 戦後、日本は、エンゲル係数の低下などから分かるように生活水準が向上しました。しかし、その中に

は子育てをするうえで障害になるものもあります。主に、女性の社会進出・共働き、家事の外部化、核家

族化、地域社会の変化、晩婚化・未婚化による合計特殊出生率の低下、ストレス社会化の6つです。長

年続いた女性差別撤廃の努力の末、選挙権の獲得や雇用上の差別が減少し、女性の社会進出が進み

ました。共働きの家族も増え、経済的な余裕が生まれると、外食や家事代行など家事の外部化が進み

ました。かつて日本では家庭や地域の伝統的な子育てが展開されていました。しかし、このような社会

変動と共に次第に国民的事業として「保育」が展開され、核家族化による家庭環境の崩壊などを改善す

るため、文部科学省・厚生労働省を中心に多くの政策や保育実践が行われたことから拡がっていきまし

た。今では生後間もないうちから保育所に預けられたり、小学校から受験をさせる家庭があったりという

ように、教育でも同じように外部化が進んでいます。他にも核家族化により三世代で生活する家庭が減

少したり、地域での関わりが減少したりしたことで以前は親や地域の協力を得ながら出来ていた子育て

がしにくくなっています。合計特殊出生率が低下し兄弟が3人以上いる家庭も少なく、以前は普通であっ

た、長男や長女が年下の兄弟の面倒をみるということも例外的になってきました。人間関係や生活リズ

ムの乱れなどストレス因子も増え、子育てをするには厳しい環境になってきています。 

 これらの社会変動の影響を受け、育児が孤立していたり、保護者の養育力が低下しています。夫婦や

母親のみのに育児の負担が集中しやすく、親しい人から知識を得ることも困難なため、しつけに対する

自信喪失を抱えたままでいたり、不安や悩みを抱える保護者が増加しています。 

 

不登校と幼少期の関係 

「不登校へのメッセージ」 

 不登校はどの子どもにも起こりうることです。以下の二つのどちらかの状況があれば、それは不登校

になる兆候である可能性があります。 
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①子どもは、小さい時からおりこうさんであり、ほとんど手がかからなかった。すべてのことは自分です

る。だからやりやすい子で、ワガママを言ったりはしない。おとなしい。 

②子どもに手がかかって仕方がなかった 

 子どもの性質として、常に親の注目や関心、共感を必要としているということが挙げられます。例え

ば、自閉症や不登校の子どもの親は、赤ちゃんの入浴は、作業のように行い、技術面は完璧でも、赤ち

ゃんに語りかけるということをしません。そのような親は子どもに関心がない、つまり、子どもを愛するこ

とが出来ていないのです。筆者は「子どもを愛する」ということが出来ていない親に子どもに対して愛情

を示すための3つの行動をするように促します。①子どもと一緒に寝ること。②一緒にお風呂に入って、

優しく洗ってあげること。③身体を優しく撫でてあげること(背中および腹部、約20分間を1日3回)。これを

実行しようとする時、今まで子どもを愛することが出来ていなかった親は、子どもを愛するということがど

れだけ難しく、また、自分が子どもを愛することが出来ていなかったということを実感します。不登校の子

どもは、このような親の行動の変化に対して主に3パターンの反応を示します。①親の愛情を素直に受

け入れて満足する子は、すぐ登校を始めます。②寝る、風呂に入る、撫でるという三種の具体的な愛の

行動のいずれかの方法に対して拒否感を示す子ども、③三種の方法すべてに対して、拒否感だけでな

く、親がそれでも接近しようとすると、「怒り」や「反感」を示し、素直に受け入れない子どももいます。愛情

の不足や不適切な子育ての結果、形成された子どもの人格・性格、起こる子どもの反応は他にも多く挙

げられています。例えば、保育所や幼稚園に通うようになった時、用事などで人に預けられる時など、母

親と離れる際に、恐怖心・寂しさ・不安により離れることを嫌がる、「分離不安」。これは親に愛されなか

った子どもにみられます。 

 子どもを愛していない親の子育て、また、子どもたちが親の愛を感じられない子育てとはどのような育

て方だったのでしょうか。また、それによって子どもたちはどのような反応を示すようになるのでしょうか。

子どもにとって良い親は、子どもの衝動、欲求、感情を是認し、受容することができます。そのような親

に育てられた子どもは安定した人格を形成することができます。反対に、子どもの感情を理解し受容す

ることができない親は、子どもの情動をうるさがったり、𠮟りつけたり、実力で処罰して押さえつけたりし

ます。そうすると子どもは究極において、親が「愛情」を与えてくれなくなることを恐れて自分で情動を抑

えるようになります。また、自分が養っている、自分は大人であり子どもは未熟であるという理由で無理

やり意見を押し付けます。そうすると、子どもは、わびしさ・みじめさを、心の中にしまい込んでしまわざる

をえなくなります。長い間、このような不快な感情にずっと耐えていれば、辛抱強い子になります。しか

し、その性格は、決してもって生まれたものでなく、幼少期からの家庭環境が作り出したものなのです。 

 一方的に意見を押し付けたり、子どもに愛情を持って接していない親は、子どもとのコミュニケ―ション

が不十分です。子どもとのコミュニケーションの妨げになってしまう親の話し方には次のようなものがあ

ります。 

「あんたみたいな子はもう知らん」 

「勝手にしなさい」 

「イライラする、何とか言ったら」 

「メソメソして、そんな子は嫌い」 

「そんなことでどうするの、ガンバレ」 

「気にしない、気にしない、平気よ」 

「そんなことでどうするの、皆を見てごらん」 

「できないできないと言っていて、いつになったらできると思うの。やってみなければわからないじゃな

いの」 

「意地悪されたなんて逃げ腰だからよ。そんな態度だから相手につけこまれるのよ」 

参考文献より引用 
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子どもに関心を持たず、放置しようとする態度。子どもに対する否定。子どもの不安など感情に寄り添い

共感しようとしない態度。他人と比較し、自分の子どもを非難する、など子どもの立場に立ってみれば傷

ついて当たり前の話し方です。親は子どもが困っていること、心配なこと、身体の不調、人間関係がうま

くいかないことを、進んで聞くべき立場です。上記のような話し方をしていると、子どもは自分の弱音を吐

いたり、悩みを話したりしなくなってしまいます。強く自立した子に育てようと上記のような話し方をする

と、子どもは次第に、心の中で「弱い自分」を忌避し、自分を嫌うようになって、逆に弱い子になり、自立

できなくなります。また、このように親が子どもの話に耳を傾けない態度を続けていると、子どもは自分

の中で、親に告白することを禁止するようになります。嫌なことがあっても話せないのはコミュニケーショ

ンが悪かった結果であり、これが(経済的な)無駄や矛盾を生むことになります。習い事を親の意志で始

めさせて、十分コミュニケーションがとれている子は、自分に合わなかったり自分のしたいことではないと

きに親に相談することが出来ますが、コミュニケーションが不十分で親に相談出来ない子は仕方なく、し

たくもないことを続けるというようなことが起こります。例え、いじめや人間関係がしんどくて不登校や引

きこもりになったあとで、親が「相談してくれれば…」と思っても、相談できない関係を作ったのは、他でも

ない親自身です。このように、辛い危険な状況を自分独りで耐えて生きようとする子が、助けを求め健全

に育つ子とは反対に不登校になってしまいます。 

 子どもは生得的に、常に自分を守ってくれる「親」がそばにいてほしい、と思っています。しかし、子ども

を守るという姿勢に欠ける親に育てられると、子どもは、自分で自分の身を守るという姿勢をとるように

なります。もし安全を保障されなければ、子どもは周囲を警戒するため絶えず五感を働かさなければな

らなくなり、このような警戒心から「自力救済」の態度が生まれます。表面上は手のかからない子です

が、自力救済は「問題行動」であって、「自力救済」を伴う自立は、母子関係に問題があることを示すも

ので、自力救済の態度は、放任、無視の結果です。実際、自分の失敗、弱点、困っていることを素直に

親に打ち明けることをしたくない、と思っている子どもは多くいるそうです。 

 最近は「イジメ自殺」がメディアなどでも取り上げられ、大きな問題となっています。しかし、根本原因の

すべては、「学校」や「イジメる子」だけが問題ではありません。イジメは昔からあったものです。最近にな

って大きく取り上げられるようになったのは、「自殺」や「不登校」の引き金になっているからです。 

死ぬ、という選択肢をとらなければいけないほど苦しんでいるなら、誰かに打ち明けて欲しいと周りは思

うでしょう。しかし、母親が母親らしくない母親であり、他に頼れる人がいなければ、無力な子どもは「死」

を選ばざるをえないのです。このような子どもの自己犠牲は親の愛が乏しいことから起こります。必要以

上に親に迎合することになり、自分の衝動、欲求、感情を抑えている状態、これが不登校や自殺の遠因

になるのです。 

 子どもは他の親を知らないので「親」とは自分の親のような人間だとしかわかりません。親が冷たくて、

強制的で、非民主的であれば、子どもは世間の人は、皆、冷たくて、強制的で、非民主的だと思うし、親

が温かくて、許容的で、理解力があり、子どもに共感する民主的な人であれば、世間の人もそのような

人ばかりだと思うようになります。また、親から十分な愛情(注目、関心)を与えられないと、子どもは次第

に親を信頼できなくなります。子どもは温かい親を通して「根源的信頼感」を獲得し、精神的な安定を得

ています。つまり、親への信頼感を通して、自分の住む「社会」が信頼に価すると信じられるようになる

のです。 

 では、手遅れにならないため、子どもを守るためにどのような接し方をするのが適切なのでしょうか。こ

こまでの内容から分かるように、子どもを自立させるためには、十分な愛情を与え、温かい心で保護しな

ければなりません。食事を与えたり、服を着させたり、身の回りのお世話をすることは育児の一部であっ

て、最も大切なのは、話しかけたりして、赤ちゃんの状態に着目し、関心を注ぐことです。情動の表出を

いつも肯定的に受け入れ、応答する「表現的なかかわり」が大切で、それが欠けると、発達上、重要な

支障があります。親からの愛情を感じることが出来、親を信じることが出来てはじめて、子どもは、学校
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や社会を信じることが出来るようになります。また、そうなることで、「自己」を信じることが出来、自信を

持って友人とも付き合うことが出来ます。 

 学生時代には不登校にならなくても、社会人になって、出社拒否や「閉じこもり」になったりする場合も

あります。そのような場合でも生育歴を検討してみると、幼少期に原因があることが分かります。子ども

の不登校の一因は母親が子どもを好いていない、ということもあるのです。 

 

不登校と親子関係の関連性 

 以下のような不登校と親子関係に関する研究があります。この先行研究から、自己肯定感が低いこ

と、また、家庭環境などによって情緒発達が健全に促進されずに育ったことがストレス耐性の低下につ

ながり、不登校との因果関係がみられます。 

…先行研究には、不登校を社会学的現象として捉えた森田（2003）の研究、学校 でのストレス耐性に

着目した嶋田（1998）の研究、不登校傾向と親との愛着の関連性を示した五十嵐・萩原（2004)の研究

などがある… 

…子どもの養育環境は、安全・安心が確保されにくい状況である。その中で 、子どもにとって最も重

要な養育者である母親との不適切な関係性、疎遠な父子関係、対象喪失体験によって情緒発達が健

全に促進されなかったことが窺える。その結果、子どもは心身共に未熟で自己肯定感が低く、対人関

係が苦手だと感じている。集団適応が必要な学校において過剰なストレスに晒され、頭痛・腹痛・不

眠などの身体症状を呈して不登校になる。さらに進学後も対人 関係や心身症状の悩みを持ち、不適

応感が解消されるわけではないことが明らかになった。… 

 不登校発生過程で、当事者は一貫して不健康な心身の状態と対人関係上の問題を抱えていること

が明らかになった。心身症状は家庭や学校でのストレス反応であり、不登校発生に結びっく症状であ

ろう。また、不登校経験者は対人関係能力の基盤となるアタッチメント形成が困難な環境にある。スト

レス状況下でアタッチメント機能が不活性なまま、ネガティヴな情動の低減（数井 ・遠藤 2007）がされ

ず、自己肯定感やストレス耐性が低下し、対人関係が上手くいかず不登校に至ると考えられる。した

がって、子どもの人格形成（個人要因）の基盤である家庭要因を背景に、ストレッサーの負荷から対

人関係の失敗と心身症状を呈し、不登校状態に至ることが示唆された。 

 

具体的な子育ての例 

 子どもたちがこの時代を心身ともに健康に生きるために必要なもののひとつが「自己肯定感」です。日

本の子どもたちは自己肯定感が低く、文部科学省もそのことを問題視しています。先ほどの子どもの情

動を受け入れる態度に加えて、具体的にどのような子育てが効果的なのでしょうか。 

 

「子どもの「自己肯定感」を高める子育て」 

 「自己肯定感」を育てることは、「甘やかす」ことや子どもにいつも「いいよ」と言うこと、甘やかしたり、言

いなりになったり、困難な状況から救ったりすることではありません。自分の頭で考えずに機械的に親の

言いつけを聞く従順な子どもを育てることでもありません。 

子どもの人生に必要な4つの資質 

・キレない力―感情と振る舞いのバランスをうまく取る能力 

・立ち直る力―生きていくうえで避けられない問題や困難にぶつかっても、すばやく回復する能力 

・自分の心を見る力―自分の心のなかを見つめて理解してから、学んだことを生かしてよい判断をし、

自分の人生をしっかり管理する能力 

(自分の感情や環境をうまくコントロールする能力。社会的および感情的知性、心の健康のために必要

となる要素。創造性や幸福、意義や意味に満ちた人生を送るのに必要なもの。) 
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・共感する力―ほかの人の考えかたを理解してから、思いやりを持ってそのときにふさわしい行動を取

る能力 

プラス脳とマイナス脳 

・プラス脳ー周りの人の話に耳を傾けて、きちんと判断し、ものごとを受け入れることができる。柔軟性、

適応性、一貫性、活力、安定性をもたらす。 

前頭前野(※)と呼ばれる脳の部位の神経活動によって作り出される状況。多くの部位を互いにつないで、好奇心や

立ち直る力、思いやり、自分の心を見る力、偏見のない心、問題を解決する力、道徳を身につけさせる。この機能

をうまく働かせる方法を学ぶと、子どもは自分の感情と体をうまくコントロールしながら、より注意深く内面の衝動に

耳を傾け、より自分らしく生きられる。 

※前頭前野…計画づくり、思考、想像に関わる。対して扁桃体は愛、怒り、呼吸、恐怖、まばたき(感情・無意識なも

の)に関わる。 

・マイナス脳ー周りの人とかかわると過剰な反応をしやすくなる。「生存」と「自衛」に集中して、脳の神経

系が、とっさに「闘争・逃走・硬直・失神反応」を起こし始め、ものごとに柔軟に対応できなくなる。 

原始的な脳の領域が活発になった状態。自分に自信が持てないことから、新しい知識を押しのけたり、人からのア

ドバイスをはねつけたりするなど攻撃と拒絶によって世界に対処する。頑固さ、不安、競争、脅威によって世界観が

作られているので、難しい状況に対応し、自分やまわりの人をきちんと理解することができなくなる。マイナス脳で

はうまく心を切り替えられず、それに対応する健全な方法を見つける代わりに、現状に不平を言ったり、新しいこと

に向き合ったり、間違えたりすることを異常なほど心配したりする。 

「キレない力」 

 キレやすい子になる要素には、1 発育年齢、2 気質、3 心的外傷、4 睡眠障害、5 感覚処理障害、6 健

康・医療上の問題、7 学習、認知、その他の障害やずれ、8 苦しみを増やす、または反応が鈍い保護

者、9 周囲の要求と子どもの能力の不一致、10 精神障害があります。子どもの脳の前頭前野はまだ未

発達であるので、保護者が手助けをし、一緒に気持ちを整えることが重要です。大きな感情に襲われて

いる間も親がそばにいるとわかれば、子どもは安心できます(＝愛情深い「なだめる存在」になる)。具体

的には抱きしめてなだめ、耳を傾けて共感し、愛されていると感じさせて「つながり」をつくることが効果

的です。 

 遊びは、人間や他の哺乳類の動物の適切な発達になくてはならないものです。遊びたいという欲求と

衝動は、根深い原始的な哺乳類の衝動で、生存や仲間とのつながりへの本能的な衝動と同じく、扁桃

体にかかわっています。これは前頭前野の成長にも直接影響して、より統合された脳の発達を可能にし

ている部分です。遊びは認知のスキルを育て、言語能力と問題解決能力、さらには計画づくりや予測、

結果の予期、予想外の出来事への順応など、高度な実行能力を高めます。また、ストレスを和らげ、遊

んでいる間に、子どもの人づきあいのスキル、人間関係のスキル、言葉を操るスキルが向上します。し

かし現代では、習い事・塾、宿題、テレビ・ネット・ゲームによって子どもの自由時間が失われています。

子どもの発達に必要な「遊び」をさせるためには、以下の質問に当てはまらないように意識する必要が

あります。 

1．この子はストレスがたまっている？ 

2．この子は忙しすぎて、遊んだり創造的になったりする自由な時間がなくなっている？ 

3．この子は十分な睡眠が取れていない？ 

4．この子のスケジュールはいっぱいすぎて、友達やきょうだいと気ままに過ごす時間がな  くなって

いる？ 

5．家族みんなが忙しすぎて、決まった時間に夕食がとれない？ 

6．子どもにっしょっちゅう「急いで！」と言っている？ 

7．自分自身が忙しくてストレスがたまっているので、子どもとのやりとりの大半がイライラしたりキレた

り、になっている？ 
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子どもに発達に必要な時間 

1．集中の時間ー目的に向けて作業にしっかり集中するとき、人は脳に深いつながりをつくる挑戦をし

ている 

2．遊びの時間ーのびのびと独創的になり、新しい経験を遊びながら楽しむとき、人は脳に新たなつな

がりをつくっている 

3．つながりの時間ーまわりの人と親しくつながるとき、周囲の自然界とのつながりに感謝するとき、人

は脳のつながりの回路を活発化させ強化している 

4．運動の時間ー有酸素運動で体を動かすとき、人は多くの点で脳を強くしている 

5．思索の時間ー心のなかで静かに考え、感覚、イメージ、気持ち、思考に集中すると き、人は脳の

統合を促している 

6．くつろぎの時間ー特に目的なく、集中しないで、心をさまよわせるか、ただくつろいでいるとき、人は

脳を充電している 

7．眠りの時間ー脳に必要な休息を取らせているとき、人は学んだことを整理し、その日の経験から回

復する 

眠りは脳の衛生を保っているので十分に睡眠を取らないと、ありとあらゆる脳と体の動き、たとえば、注意を払

う、記憶する、学ぶ、我慢する、柔軟になる、食べたものをきちんと消化する能力に不具合が起こる。1．詰め込

みすぎのスケジュール、2．混乱した、または騒がしい環境、3．親の勤務時間、4．就寝時間をめぐるゴタゴタ、5．

クールダウンの時間が足りない 等の理由によって子どもの睡眠は妨げられます。 

 

「立ち直る力」 

 子どもがマイナス脳で自己肯定感の低い状態にあると、予測できない複雑な事態に怖気づ いて、体

や感情、意志をコントロールできなくなります(不安の循環が自己肯定感を低くする)。親は子どものなか

に、立ち直る力を育てて、逆境や失敗に立ち向かうためのスキルがあることを教える必要があります。 

 子どもの問題のあるふるまいを、まだこれから育てるべきスキルがあることを伝えるコミュニケーション

と考える。(この視点を持てば、子どもがただ大騒ぎして親をつらい目に合わせているわけではなく、助け

を必要として苦労していることがわかる。また、このような考え方は、信頼に基づいた子育てを可能にす

る。) 

 

子どもが不安などを感じている時の親の対応 

後押しーいつもとは違う状況や挑戦に向き合ってみるよう勧める。立ち直る力、強さ、たくましさ、やり抜

く力を養う挑戦をあえてさせる。はっきりした態度をとることや新しい挑戦をすることに不安があっても、

自分の意見を主張できるよう、礼儀正しく強い人間になれると理解できるよう教える。そうすることによ

り、子どもは自分で挑戦してみれば何かができることを学ぶ。 

クッションー神経系があまりにも不愉快な苦しみを経験しているとき、心の準備ができていないのに親が

後押しをしすぎると、逆効果になり、子どもはもっとおびえる。子どもの能力を超えている場合は、一人で

切り抜けるよう求めてはいけない。 

親が立ち入って問題解決すれば、子どもがむずかしい状況に向き合い、自分で解決する機会をうばって

しまいます。しかし、いつもただ後押しをしていれば良いというわけではありません。どんな状況でも、そ

の子にとって何が最善か、何がその子の成長と、能力の拡大につながるかを考えることが必要です。 

 子どもが保護者からの揺るぎない愛情を感じていれば、幸せで満ち足りた気持ちになれるだけでなく、

感情面、社交面、学業面にも良い効果があります。この愛情が子どもに確かなきずなを与え、自分がし

っかり守られているという安心感と穏やかな気持ちを抱かせるので、特に子どもが苦しんでいるときにそ

れを感じさせてあげること大切です。また、神経学的に、繰り返し確かなきずなを感じることで、脳は適
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切な接続をつくるといわれています。親が後ろで支え、愛してくれると知っていれば、不安になったら、親

がいるとわかっていれば、強いきずなで結ばれた親子関係が安全な基盤になって、子どもはそこから未

知の世界へ思いきって出ていくことが出来ます。このように子どもは自信とやり抜く力をはぐくみ、心地よ

い場所から踏み出して、新しく居心地の悪い、怖いと思う何かに挑戦していきます。 

 

マインドサイトー自分とまわりの人の心に気づいて理解する能力。 

 ①洞察…自分の心を理解し、認識し、抑える能力。 

 ②共感…まわりの人の心を理解する。その人の感情を察し、同じ気持ちになる。 

 ③統合…個人の脳内や人間関係など、異なる部分をつないでいっしょに働かせる。 

 これらの練習をすることを「マインドサイトを持つ」と言います。マインドサイトがあれば、自分の感情や

まわりの環境に振り回されずにいられるので、自分の感情や衝動とうまく向き合い、まわりの人との関

係を改善できるようになります。 

 

「自分の心を見る力」 

自分の心を見る力の目的は、自分の気持ちを抑え込むことではありません。「自分の心を見る力」があ

ると、自分の気持ちや環境と向き合ったとき、無力なままでいる必要がなくなるので、人づき合いが楽に

なります。自分の内面の世界で何が起こっているのかを見てから、有害な無意識の衝動にむやみに従

うのではなく、意識と意図に基づいた決断ができるという、自分の心を見る力と反応の柔軟性を幼いうち

に育ててあげれば、感情面でも人づき合いの面でも、成功の基礎をつくれます。 

 

「共感する力」 

他人に共感することは自分を大切にすること、道徳的・倫理的な判断をすること 

につながります。共感には 

1．視点の取得ーほかの人の目で世界を見る 

2．感情による共鳴ーほかの人の気持ちを感じる 

3．認知による共感ー人の全体的な経験を理解する、または知的にとらえる 

4．同情による共感ー人の苦しみを感じて、和らげたいと思う 

5．共感の喜びー人の幸せや成功、健康に喜びを覚える 

の5つの面があります。共感する力は多くの場合、ネガティブな感情を味わうことから直接生まれます。

親が過保護であると、子どもはいら立ちや失敗から得られる教訓や立ち直る力を学べなくなるので、ネ

ガティブな感情をきちんと味わわせることもときには重要になります。 

 共感する力を高めるためには、子どもの脳の人づき合いのシステムを活性化します。 

具体的には、ひどい目に遭った人や、何かの仲間外れになった人が支えを必要としている状況に目を

向けさせます。人づき合いのシステムが活性化すると、子どもはほかの人の気持ちに気づいて寄り添

い、ことば以外の合図も見つけられるようになります(感情的な読心術のようなもの)。それに加えて、共

感のことばを教えます。子どもは他の人の視点に立って気持ちを感じ取れたとしても、その共感を伝え

る「ことば」がまだ発達していないことが多いです。 

 以上のことを含め、子育てをするうえでのポイント、親が知っておくべきことが5つあります。 

1.親としての子どもへの手助けは、まず、それぞれの子どもの個性を認めて尊重することから。 

2.現代では多くの人の幼少期が、自分で何かを発見して成長していく自由な発達と探検の時代ではな

く、親や周りの人の期待に応えようとがんばる重圧と不安の時代になっている。 
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3.現代の親は子どもに「肝心なもの」を与えていない。時間をとって子どもに自己肯定感を高める経験

をさせる代わりに、芸術、スポーツ、学業など、ある種のスキルを“習得”させることがいちばんだと考

えている。 

4.人は自己肯定感が高まっているとき、素晴らしい成長をする。 

5.一生続く回復力と内面の強さをはぐくめば、それが子どもの支えになる。自己肯定感に満ちた状態

へ繰り返し導かれることで、情熱と、問題にぶつかったときの粘り強さの両方をかきたてる。 

 これらを踏まえたうえで、① 親の望みを押し付けずに、子どもが自分の個性を生かして成長できるよう

にする、② 子どもが豊かな人生を送るためのスキルと能力を養う機会を見逃さない 

という二つの親としての目標を達成を達成するために効果的な態度は以下のようなものがあります。 

1．子どもが今の自分と将来なりたい自分を発見する手助けをしている 

2．子どもが参加している活動が、その子自身の内なる輝きを守り、キレない力、立ち直る力、自分の

心を見る力、共感する力の発達に役立っている 

3．みんなが学んだり想像したりできる余裕をあたえている。あまりにも忙しすぎて、ただの子どもでい

る時間がない、ということが起こっていない。 

4．必要以上に、成績や成果を強調しない 

5．子どもがどんな子かより、何をするかの重要性を伝えている 

6．うまくやりなさいとせき立てているなど、子どもとの関係を悪化させるような接し方をしていない 

7．家族が議論していること、好きなこと、時間とエネルギーをかけていることなどの価値について、子

どもと質の高いコミュニケーションを取っている 

8．子どもとコミュニケーションを取るとき、子どもの個性の輝きを強める手助けをしている 

 

3.結論 

提言Ⅰ不登校と乳幼児期の関わりについて 

 先行研究から、不登校と親子関係の関連性が分かります。また、乳幼児期は人格形成に大きく関わ

る、子育てのうえで最も重要な時期であるということも分かりました。従って、児童・生徒が不登校状態に

なっている場合、乳幼児期の保護者の子育ては時に不登校のきっかけや継続している理由になるほど

の関係があり、それ以外のケースでも多少の影響がある場合がほとんどであると言えます。 

提言Ⅱ不登校問題の改善策 

 提言Ⅰに加えて、保護者をはじめとする大人に相談する、頼るということが状況悪化の抑制につなが

ると考えられることから、今日の日本の育児の現状をきちんと把握し、子どもが生きていくために必要な

能力を育成することが出来る関わり方など、保護者に情報提供を行います。保育所や学校など教育機

関が全てのことを指導するのではなく、学校・家庭・地域にそれぞれの役割があることを理解していただ

くことも重要です。また、ひとり親家庭への支援を強化するなど、家庭環境改善に役立つ取り組みを行え

ば、不登校問題以外への副効果が得られる可能性もあります。  

提言Ⅲ家庭科教育の強化・促進 

 本論で挙げたような子どもの積極性などを失わせてしまう子育てを減らすために出来ることとして、家

庭科教育の強化・促進することが効果的であると考えます。現代の社会の状況を考えると、子育てにつ

いてしっかり学ぶ機会がないので、小さな子どもと接する機会がほとんどないまま育ち、何の心得もない

まま出産の年齢を迎える人もいると思います。そのような状態での子育て開始をなくすため、義務教育

である中学校の間に子育てについての知識を学んでおきます。現在でも家庭科では保育について扱わ

れていますが、将来の子育てで役立てるためには、さらに実践的な授業にする必要があると思います。

例えば、近隣の保育施設と連携をとり、学期に一回以上の保育体験を行います。授業で学んだことを実

際の子どもを相手に実践し、振り返り、さらに次の実践で改善していくことで、知識を暗記するだけでは
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終わらない授業に出来ると思います。ここで注意しなければいけないのは、生徒全員が将来必ず子ども

を産む・育てるわけでないし、中には病気など身体的な理由からそもそも妊娠できない生徒もいます。そ

のような生徒の存在は必ず視野に入れ、各学校の状況等に合わせて対応を考えて置く必要がありま

す。家庭科の授業を通して適切な子育てを学ぶだけではなく、他の場面でも生かせる能力を育成できる

多面的なカリキュラムを組んだり、自分の将来に関わらず子育て自体に興味を持ってもらえるような授

業が理想的です。 

提言Ⅳ乳幼児期の適切な関わり方 

▪子どもの情動を受容、共感する態度でいる 

 ・子どもの話すことや人格を否定しない 

▪コミュニケーションをしっかり取る 

 ・子どもの話をしっかり聞く 

 ・一方的に親の意見を押し付けない 

▪無条件の愛情表現をする 

 ・子どもに「良い子でなければ親から愛されない。成績が良くなければ親から大切にされない。」などと

思わせてはいけない 

 ・子どもは他人も同じように良い子でなければ、成績が良くなければ誰にも愛されないと思うようにな

る。 

▪過保護・過干渉・過期待は良くない。逆に、無関心、放置しているしている状態であるのも良くない。 

 ・子どもにとって大きなストレスとなる 

 ・過保護や過干渉であると、子どもの成長の機会を奪ってしまう 

 ・放置していると、子どもは全て自分で解決するのが当たり前になって他人に頼れなくなる 

  (他人に迷惑をかけるな、と教えるのではなく、他人に助けてもらう分、自分も他の人の助けになるこ

とをするように教える。) 

提言Ⅴその他の教育問題に関して 

 児童生徒のストレスの現れ方は様々です。不登校以外に、摂食障害、起立性調節障害、非行など、他

の問題に現れている場合もあります。今回は不登校について取り上げましたが、その他の教育問題に

関しても、育児の改善が役立つ可能性が考えられます。 

 

4.参考文献 

黒川昭登・上田三枝子(1999).「不登校へのメッセージ－『学校へ行けない』のには理由がある」朱鷺書

房 

ダニエル・J・シーゲル／ティナ・ペイン・ブライソン.桐谷知未(訳)(2018).「子どもの『才能』を最大限に伸

ばす『自己肯定感』を高める子育て」大和書房 

 

「不登校の現状に関する認識」 

http://www.kenkoukyouikusidousyakousyuukai.com/img/file45.pdf 

「不登校の現状と地域での対応」『H22年度 内閣府「子ども・若者支援地域協議会全体制整備モデル

事業」第1回中央企画委員会』 

https://www8.cao.go.jp/youth/suisin/pdf/shien/k_1/s3.pdf 

「平成30年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」 

https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/000021332.pdf 

「不登校がその後の生活に与える影響ー学歴達成・雇用形態・暮らし向き・結婚―」 

https://jss-sociology.org/research/87/284.pdf 

「不登校に関する実態調査 平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書」 

- 229 -

http://www.kenkoukyouikusidousyakousyuukai.com/img/file45.pdf
https://www8.cao.go.jp/youth/suisin/pdf/shien/k_1/s3.pdf
https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/000021332.pdf
https://jss-sociology.org/research/87/284.pdf


https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1349956.htm https://www.mext.go.jp/component

/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2014/08/04/1349956_02.pdf 

「1 不登校とは(不登校の定義とタイプわけ)」 

http://www.yokkaichi.ed.jp/e-center/html/futoukou_tebiki/images/01-09.pdf 

「発達障害理解のための講演会 発達障害と愛着障害」 

http://ryo-iku.jp/06_gpress/31/p02-03.pdf 

「J・ボウルビィにおける愛着理論の誕生ー自然科学と精神分析ー」 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/hets/15/0/15_KJ00009889480/_pdf/-char/ja 

「思春期問題の背景にある愛着障害について」 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjghp/24/3/24_230/_pdf/-char/ja 

「母子の愛着形成について これから始まる育児の前に知っておきたいこと」 http://www.jaog.or.jp/wp

/wp-content/uploads/2018/02/20180429precongress.pdf 

「家庭のストレス・マネジメント 3.心の発達」『日本アイ・ビー・エム健康保険組合』 

https://www.ibmjapankenpo.jp/i-support/stress/k01/k01_3_1.html 

「人格形成に影響を与える対象に関する研究」 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsyapp/7/0/7_19/_pdf/-char/ja 

「青年期と乳幼児期のアタッチメントの関係」 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpjsppp/5/0/5_84/_pdf/-char/ja 

「中学生の不登校傾向と幼少期の父親および母親への愛着の関連」 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep1953/52/3/52_264/_pdf/-char/ja 

「乳幼児期の発達課題と保育」 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/reccej/43/1/43_KJ00004363757/_pdf/-char/ja 

「Ⅲ 発達と発達課題 37 子どもの発達と発達課題」 

https://jascg.info/wp-content/uploads/2015/03/875f4ff6c32c1012085a516f05e610a0.pdf 

「エリクソンの発達課題(developmental task)の各段階」 

http://blog.shakti-mandir.com/?eid=949998 

「我が国の家事外部化の動向を探る－家計調査結果から見た『家事に関する支出』」 

http://kakeiken.org/journal/jjrhe/109/109_07.pdf 

「子育て期の夫婦にとっての家事の外部化とその意思決定」 

http://www.wdc-jp.com/jsfs/conf/2019/youshi/pdf/11-2.pdf 

「明治から昭和初期における保育と現代の保育」 

http://www.nakamura-u.ac.jp/~hashimot/members/papers/Vol1/Vol1-4.pdf 

「人格形成の基礎である乳幼児期のよりよい保育を求めて～秘められた思いや意識をどのようにとらえ

てかかわっていくか～」 

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10906242_po_ART0003310107.pdf?contentNo=1&alternativ

eNo= 

「不登校例に関する心身医学的検討」 

「不登校の発症メカニズム一日中の不登校発症要因を検討して」 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpm/33/Abs/33_KJ00001592687/_pdf/-char/ja 

「不登校の内省的語りの質的分析」 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/pamjaep/55/0/55_561/_pdf/-char/ja 

「日本における〈子育ての社会化〉の問題構造―教育と福祉をつらぬく視点から―」 

https://core.ac.uk/download/pdf/15892485.pdf 

「平成18年版 少子化社会白書 第5章 社会全体の意識改革 第1節 社会的な意識改革の必要性」 

- 230 -

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1349956.htm
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2014/08/04/1349956_02.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2014/08/04/1349956_02.pdf
http://www.yokkaichi.ed.jp/e-center/html/futoukou_tebiki/images/01-09.pdf
http://ryo-iku.jp/06_gpress/31/p02-03.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/hets/15/0/15_KJ00009889480/_pdf/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjghp/24/3/24_230/_pdf/-char/ja
http://www.jaog.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/02/20180429precongress.pdf
http://www.jaog.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/02/20180429precongress.pdf
https://www.ibmjapankenpo.jp/i-support/stress/k01/k01_3_1.html
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsyapp/7/0/7_19/_pdf/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpjsppp/5/0/5_84/_pdf/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep1953/52/3/52_264/_pdf/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/reccej/43/1/43_KJ00004363757/_pdf/-char/ja
https://jascg.info/wp-content/uploads/2015/03/875f4ff6c32c1012085a516f05e610a0.pdf
http://blog.shakti-mandir.com/?eid=949998
http://kakeiken.org/journal/jjrhe/109/109_07.pdf
http://www.wdc-jp.com/jsfs/conf/2019/youshi/pdf/11-2.pdf
http://www.nakamura-u.ac.jp/~hashimot/members/papers/Vol1/Vol1-4.pdf
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10906242_po_ART0003310107.pdf?contentNo=1&alternativeNo=
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10906242_po_ART0003310107.pdf?contentNo=1&alternativeNo=
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpm/33/Abs/33_KJ00001592687/_pdf/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/pamjaep/55/0/55_561/_pdf/-char/ja
https://core.ac.uk/download/pdf/15892485.pdf


https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2006/18webhonpen/html/i15111

10.html 

「子どもの育ちをめぐる現状等に関するデータ集」 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/053/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2009/03/09/12

36114_3.pdf 

「子どもの徳育の充実に向けた在り方について(報告) 3.子どもの発達段階ごとの特徴と重視すべき課

題」 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/053/gaiyou/attach/1286156.htm 

「子どもの徳育に関する懇談会 参考資料2 各発達段階における子どもの成育をめぐる課題などにつ

いて(参考メモ)［改訂］」https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/053/shiryo/attach/128

5897.htm 

 

 

「妊産婦のメンタルヘルス―児童虐待予防と妊産婦の自殺を防ぐ―」 

http://www.jaog.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/11/d64b8127ff1756d97f4d67f1ac00b0dc.pdf 

「日本母子における愛着の世代間伝達」 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep1953/48/3/48_323/_pdf/-char/ja 

「マズロー＝ウイルソン欲求理論が含意するもの(1)」 

https://econ.meijigakuin.ac.jp/research/publication/pdf/124-4.pdf 

「平成23年版 子ども・子育て白書 １出生数、出生率の推移」 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2011/23webhonpen/html/b1_s2_1

_1.html 

「第5章 社会全体の意識改革」 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2006/18pdfhonpen/pdf/i1050110.

pdf 

「平成27年国勢調査 世帯構造等基本集計結果」 

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/kekka/kihon3/pdf/gaiyou.pdf 

「国民生活基礎調査 結果の概要」 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa17/dl/02.pdf 

「児童虐待防止対策におけるルールの徹底について」 

https://www.mhlw.go.jp/content/000517278.pdf 

「新たなルールのポイント 平成31年2月8日児童虐待防止に関する関係閣僚会議決定」 

https://www.mhlw.go.jp/content/000486135.pdf 

「児童虐待に関する法令・指針等一覧」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/hourei.html 

「体罰の実態把握について(平成30年度)」 

https://www.mext.go.jp/content/20191224-mxt_zaimu-000003245_H30_taibatsuzittai.pdf 

「体罰の実態把握について(一次報告)(平成25年度) 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/__icsFiles/afieldfile/2013/04/26/1334243_01_1_1.p

df 

「体罰調査の在り方を考える―桜宮高校体罰事案から学ぶもの―」 

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2013pdf/20131202102.p

df 

「体罰について」 

- 231 -

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2006/18webhonpen/html/i1511110.html
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2006/18webhonpen/html/i1511110.html
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/053/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2009/03/09/1236114_3.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/053/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2009/03/09/1236114_3.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/053/gaiyou/attach/1286156.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/053/shiryo/attach/1285897.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/053/shiryo/attach/1285897.htm
http://www.jaog.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/11/d64b8127ff1756d97f4d67f1ac00b0dc.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep1953/48/3/48_323/_pdf/-char/ja
https://econ.meijigakuin.ac.jp/research/publication/pdf/124-4.pdf
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2011/23webhonpen/html/b1_s2_1_1.html
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2011/23webhonpen/html/b1_s2_1_1.html
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2006/18pdfhonpen/pdf/i1050110.pdf
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2006/18pdfhonpen/pdf/i1050110.pdf
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/kekka/kihon3/pdf/gaiyou.pdf
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa17/dl/02.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000517278.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000486135.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/hourei.html
https://www.mext.go.jp/content/20191224-mxt_zaimu-000003245_H30_taibatsuzittai.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/__icsFiles/afieldfile/2013/04/26/1334243_01_1_1.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/__icsFiles/afieldfile/2013/04/26/1334243_01_1_1.pdf
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2013pdf/20131202102.pdf
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2013pdf/20131202102.pdf


https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai1/siryou4-2.pdf 

「不登校・引きこもりと家族のあり方」 

https://www.myri.co.jp/publication/myilw/pdf/myilw_no56_feature_1.pdf 

「自己肯定を高め、自らの手で未来を切り拓く子供を育む教育の実現に向けた、学校、家庭、地域の教

育力の向上(第十次提言)」 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo14/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2017/07/11/138

8011_10_1.pdf 

「日本の子供たちの自己肯定感が低い現状について｣ 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/chousakai/dai1/siryou4.pdf 

 

- 232 -

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai1/siryou4-2.pdf
https://www.myri.co.jp/publication/myilw/pdf/myilw_no56_feature_1.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo14/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2017/07/11/1388011_10_1.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo14/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2017/07/11/1388011_10_1.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/chousakai/dai1/siryou4.pdf


広島大学附属福山高等学校 

提言Ⅰ 

紫外線との上手な付き合い方  

                       5年 B組 37

番 平井 佐和 

1.序論 
今日では白い肌が美とされて日焼けを避ける風潮がある。また、紫外線を浴びるとシミ

やソバカス、皮膚癌への危険性が高まることが認識されて、日焼け止めを塗る人が増えて

いる。現在、多くの日焼け止めやＵＶ加工の商品が売られ、日焼け止め市場の競争が激化

しているが、以前には黒い肌がたくましくて良いとされて日焼けサロンが流行した時期も

あったそうで、当時には考えられない状況であると思う。 

これまで私はソバカスを作らないように日焼け対策を心掛けてきたが、紫外線にはビタ

ミンＤを作る効用があり、健康に生活していく上で必要不可欠であることを知り、バラン

スを保つためにはどうしたらよいのか興味を持った。この研究を通して、紫外線の特徴を

踏まえ、これからの上手な紫外線との付き合い方を提言したいと思う。 

 

２本論 
（1）紫外線対する意識調査 

小学生から大学生までの生徒に紫外線について

知っていることを調査したところ、全学年にお

いて「紫外線は体に有害であるという認識」を

もっていることがわかった。（奈良教育大学 

森本弘一氏の「紫外線の認識について」日本教

育強化教育学会誌 22 号 第 1 号による）幼少の

ころから、紫外線による悪影響が強調、教育さ

れている結果で、「紫外線は防がなければなら

ない」という考えが定着していると考えられ

る。 

また、紫外線は、①曇った日は日焼けしにく

い、曇った日は日焼けしにくい、②冬の紫外線

は危険ではない、③日焼け（ｻﾝﾀﾝ）は健康的で

ある、④高原は涼しいく平地より日焼しにくい、⑤日焼け止めｸﾘｰﾑを塗れば大丈夫 など

という認識を持っている人が多いが、①実は曇った日も紫外線の 80％以上が通過、②水は

殆ど紫外線を防がない、③水面の反射は紫外線のばく露を増やす、④冬の紫外線は弱いが

雪による反射で約 2 倍にばく露が増える、⑤日焼け（ｻﾝﾀﾝ）は私達の身体が紫外線による

被害を防ごうとする防御反応である、⑥日焼け止めは紫外線を浴びることが避けられない

時に日焼けを防止するもので、太陽に長時間当たるために使用する物ではない。このよう

に、紫外線における私達のイメージと実際は異なっているため、しっかりと事実を把握し

た上で行動することが求められる。 

（２）紫外線とは 

太陽の光には、目に見える光「可視光線」と目に見えない赤外線、紫外線があり、紫外線

は波長が 400nm 以下の短いものをさす。紫外線には UVA、UBA、UVC の三種類があり、UVA

は大気による吸収をあまり受けずに地表に到達するが、生物に与える影響は小さい。ま

た、UVB は成層圏オゾンにより大部分が吸収され、地表への到達は少ないが、生物に大き

な影響を与える。UVC は成層圏及びそれよりも上層のオゾンと酸素分子によって全て吸収
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され、地表には到達しな

い。この中で、日焼けに

対して注意すべきは波長

が 290～320の UVA であ

る。 

  

右図は札幌、つくば、那

覇における UVB 量の経年

変化を示している。1997

年から 2017年までの間、

UVB 量は増加傾向にあ

り、近年のフロンガス使用

中止によるオゾンホールの

縮小の効果はまだ見られな

い。最近は、紫外線とオゾ

ンホールの相関関係が小さ

く、他の要因があるのでは

ないかと言われている。 

 

 

右図は 2020年の月別 UVB 量を示してい

る。UVB 量は 6 月から 8 月に多いことが

わかる。5 月と 6 月は雨の日が多く、紫

外線に慣れていないので油断しがち、炎

症を起こしがちなので要注意である。そ

して紫外線の強さは緯度や季節、天候、

場所などによっても大きく影響を受けて

おり、赤道に近く、高地ほど紫外線が強

い。季節では夏は紫外線が強く、冬は弱

い。また、1日の中では 10 時から 14時

の間で紫外線が強い。薄い雲でもＵＶＢ

の 80～90％が通過する。屋外では太陽か

ら直接届く紫外線量と空気中で散乱して

届く紫外線量がほぼ同程度になっており、地表面の種類によっても紫外線の反射率は大き

く異なる（新雪 80％、砂浜 10～20％、コンクリート、アスファルト 10％、水面 10～

20％、草地・芝生・土面 10％以下であり、標高が 1000ｍ上昇する毎に紫外線量は 10～

20％増加する。）ため状況に応じて対策を取るべきである。 

 

（３）紫外線の悪影響、好影響 

①紫外線による悪影響、良影響は以下のようなものがあげられる。 

  具体例 

好

影

響 

光老化 シミ、しわ、皮膚癌などの原因 

光線過敏症 日光による色々な皮膚症状 

眼への悪影響 角膜炎、白内障、翼状片 

免疫反応への影響 皮膚の免疫反応抑制 

日焼け ｻﾝﾊﾞｰﾝ・ｻﾝﾀﾝ（最近は白い肌を望む女性が多い） 

ビタミンＤの合成 ｶﾙｼｳﾑを作るのに必要なﾋﾞﾀﾐﾝＤを合成 

 

紫外線 
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悪

影

響 

光線療法 治りにくい皮膚病（ｱﾄﾋﾟｰ皮膚炎など）の治療 

（４）紫外線の持つ悪影響  

①光老化 

紫外線の UVA は、肌に急激な障害を与える作用は弱いが、太陽から届く紫外線の約 9 割を

占め、肌に蓄積的なダメージを与え。肌の奥の真皮にまで侵入し、肌のハリや弾力を失わ

せて光老化を引き起こす原因になる。これに対し UVB は、太陽から届く紫外線の約 1 割と

量は少ないが、肌への作用が強いため、短時間でも肌が赤くなるサンバーン（日やけによ

る炎症反応）や、数日後に肌が黒くなるサンタン（色素沈着反応）を引き起こす作用があ

る。数日間続くサンバーンの消失に伴って、メラニン色素の沈着が始まり皮膚が褐色にな

っていくのがサンタン（後発型黒化）と呼ばれる日焼けで、皮膚に生成された自然の日焼

け止めであるが日焼け止め効果は極めて小さいと言われている。」とある。また、皮膚の

色は人種、生活環境によって異なるが、白い肌では UV-Aの平均 30 から 40%が反射され、

黒い皮膚では 16%程度しか反射されないが、白い皮膚は反射によって、黒い皮膚は吸収に

よって紫外線障害から皮膚を守っていると言われる。しかしサンバーンを起こす UV―B の

皮膚透過性は皮膚色に無関係と言われており、皮膚癌を起こすような過度の日焼け行為は

全ての人が避けるべきことである。そうはいってもスキンフォトタイプにより焼け方が違

うので自分のタイプを把握し、個人にあった対策をとることが重要であるといえる。 

なおこれまで必要とされてきた幼児の日光浴は、太陽紫外線の有害性が明らかになるにつ

れ、見直しが必要とされ母子手帳には記載されなくなった。 

スキンフォトタイプ 赤外線被曝後の皮膚反応 日 本 人

（％） 

Ⅰ すぐに赤くなり、決して黒くならない 18 

Ⅱ（ DNA 損傷リスク

高） 

すぐに赤くなり、わずかに黒くなる 28 

Ⅲ（日本人に多め） 赤くなった後、いつも黒くなる（15 分～20 分でサ

ンバーン） 

30 

Ⅳ あまり赤くならず、すぐ黒くなる 16 

Ⅴ 滅多に赤くならず、非常に黒くなる 7 

Ⅵ 決して赤くならず、非常に黒くなる 1 

②皮膚癌         近年皮膚癌の患者数は増加の傾向にある。 
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皮膚癌の原

因はがんの

タイプによ

って異なる

が、明確な

発症メカニズムは解明されていない。しかし、多くの皮膚癌は紫外線によるダメージが発

症に関与しているとされ、紫外線を浴びやすい顔や首などにできやすい傾向にある。皮膚

癌を予防するためには日焼け止めや帽子、ラッシュガードなどの衣類を用いた紫外線対策

をすることが大切である。また、日差しの強い日は長時間の外出を避けるようにしたほう

がよい。（京都大学医学部付属病院、皮膚科 大塚篤志先生）よって皮膚癌予防の観点か

らも顔や首の日焼け対策が重要であるといえる。 

 

（５）紫外線の好影響 

①ビタミンＤ 

ビタミンＤの主な働きはカルシウム代謝の調整である。体内のカルシウムは消化管、

骨、腎臓の働きによって保たれ、食物から摂取したビタミン D2と皮膚で合成されたビタミ

ン D3が肝臓と腎臓で体内で２回の作り替え（水酸化）を経て活性型となり、カルシウム調

整効果を発揮する。カルシウム摂取不足やビタミンＤ不足になると骨が弱くなる、これが

骨粗鬆症の原因の一つとも考えられる。最近ではビタミンＤは筋肉にも作用し、高齢者の

転倒予防にも役立つことや、ビタミンＤ不足の妊婦から生まれた赤ちゃんの骨量が低くな

ると報告されている。さらに母乳のみで栄養を摂取する赤ちゃんやアレルギーなどで食事

制限をしている子供はビタミンＤ不足になりやすいとも言われている。 

③ビタミンＤの特徴と摂取量 

2020 年度日本の食事摂取基準検討会報告書によると、ビタミンＤの大きな特徴として、ビ

タミンＤは紫外線の作用でかなりの量のビタミンＤが産生されるため、成人の食事での推

奨摂取量は適切な日照ばく露を差し引いた値として 8.5㎍/日とされた。 

ビタミンＤは魚類ときのこ類に多く含まれるが、カルシウム代謝の点では、食事からだけ

では不足気味であり、皮膚での生成のほうが、食事で摂取するよりも効果的と考えられて

いる。よって日光によるビタミンＤ合成も上手に利用することが必要である。また日光の

良い点として、サプリメントによるビタミンＤ摂取は過剰症が懸念されるが、紫外線によ

る皮膚での産生は調節されているので日照によるビタミンＤの過剰症はおこらない。 

また、近年ビタミンＤ欠乏症が世界中で約半数の人に認められ、その数は上昇傾向にあ

る。原因としては①野外での活動性の低下②大気汚染③ＵＶカット製品の使用④人口の高

皮膚癌 年齢別罹患数 

 （全国推計値）（男女計） 

急激に増加している→ 
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緯度傾向ではないかと言われているため、食事摂取に加え、日光による産出に注目するこ

とも重要である。 

 

（６）ビタミンＤを得る時の問題点 

①ドルノ線 

ビタミンＤの生成に効果のある波長 300 ナノメートル付近の紫外線ＵＶＢを発見したの

がカール・ヴィルヘルム・マックス・ドルノであり、その線をドルノ線と呼んでいる。こ

れに対し、人体に有害な紫外線ＵＶＢも同じ波長（285-315 ナノメートル）に値する。つ

まりビタミンを生成する強さと、人体に有害な強さが同じということが問題である。この

問題をうまく克服し皮膚に害を及ぼさないで、ビタミンＤの産出を得る方法はあるのだろ

うか。 

（７）ビタミンＤ摂取に必要な日光推奨照射時間 

現在、環境省、日本ビタミン学会、骨粗鬆症財団、ＷＨＯなど様々な機関において、日光

推奨照射時間が提示されている。しかし部位、地域、回数、時間、その他の要件が異なっ

ており、その場所の条件がそれぞれ異なっているため、どこの部位をどの時間照射すれば

よいのか確定することはできない。一例をあげれば、環境省は日本で平均的な食事を摂取

し、両手の甲に１日１回であれば、日向で１５分、日陰で３０分となっている。 

 

（８）紫外線との上手な付き合い方 

①紫外線情報 

現在は地球環境センターのホームペー

ジビタミン D 生成・紅斑紫外線量情報

｜国立研究開発法人 国立環境研究所 

地球環境研究センター (nies.go.jp) 

において、顔と両手の甲に相当する皮

膚の照射、更に両腕、足など広げた場

合の照射時間のビタミンＤ生成に必要

な紫外線照射時間の数値を確認するこ

とができる。この情報を参照し基準と

することも役立つ。 

 

②ＵＶ測定器 
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地球環境センターのホームページ記載の「紫外線照射時間」のグラフは日本の各地１２局

（北海道３カ所、青森県、茨城県、神奈川県、愛知県、滋賀県、大阪府、宮崎県、沖縄

県）のデータであり、各々のいる場所（高知、海辺、アスファルトなど）条件が異なると

紫外線量も異なっている。現在は各自で紫外線の強さが数値で分かるＵＶ測定器が販売さ

れているので、その場所での測定を行動すればより安心である。 

 

③日焼け止め製品 

最近は様々なタイプの紫外線防止用化粧品が売られており、ＵＶカット効果がＳＰＦやＰ

Ａ+++でわかりやすく表示されている。日常生活、屋外でのスポーツやレジャー、炎天下

でのレジャー、マリンスポーツ、スキーや登山などそのシーンに合わせてえらぶとよい。 

肌を守る効果の目安 紫外線の種類 表示：数値が大きいほど効果が高くなる 

SPF(Sun Protection 

Factor)値 

太陽 UV-B SPF50 より高い値は SPF50+と表示される 

PA(Protection Grade of 

UV-A)値 

太陽 UV―A これまでは 3 段階だったが 2013年から 4

段階 PA+～PA++++になった 

  

また、現在ビタミンＤ合成を阻害しない新しい技術で作られた日焼け止めも発売されてい

る。290nm から 300nmのＵＶ光の安全な量を通過できるように設計されている。このよう

な商品も組み合わせて利用することでビタミンＤを効率よく摂取できる。 

 

 

３.結論 
「美肌とビタミンＤ摂取のバランスを考えた生活を送る。」 

この研究を通して、私は「紫外線には肌への悪影響もあるが、ビタミン D の生成など人間

にとって必要不可欠な役割を担っている」ということがわかった。紫外線を浴びすぎるこ

とは良いことではないが、適量を浴びることは必要で、紫外線の弱いときはビタミンＤが

不足がちになるため、ビタミン Dを含む食品やサプリを積極的に摂り、少し長めの日光浴

をするなど健康に気を使った生活が望まれる。さらに、早寝早起き、朝起きたら窓を開け

て日光を浴びことを心掛けたい。 

ここで、健康的な生活を送るために、２つの製品を提案する。１つはスマホへの紫外線警

報装置の搭載である。ウォーキングやハイキングなど、野外で過ごす際、または家の中で

日光の当たる場所にいる場合など、曝露した紫外線を測定し、危険範囲を超える前に警報

が鳴るという機能である。スマホはいつでも持ち歩く人が多いので測定も正確にできる

し、事前に警報が鳴るため浴びすぎを防ぐ事ができるだろう。２つ目はビタミンＤを作る

ＵＶＢの安全な量のみ通過できる衣類の開発である。着るだけなので日焼け止めを塗る手

間を省くことができ、近年問題になっている日焼け止めによるビーチの汚染対策にも効果

的であると言える。このような衣服や、手袋、帽子、日傘を使用してバランス良く健康を

増進する事ができたらなと思う。 

また、紫外線の強い時は外出時間を変更するなどフレキシビリティのある社会や人間関係

を構築し、町の中においても日陰のある建物を多く作るようにするなど、社会全体で紫外

線にとの付き合い方について再考し、取り組みを推進することが良い。昔の家には、近所

の人が気楽に来て、お茶を飲んだりできる縁側があったが、現在は窓の少ない閉鎖された

家が多く見受けられる。よって、取り組みの一環として近所の人とお茶を飲んだり、お喋
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りしながら適度な日光浴のできる縁側のようなものを公園に作ってみてはどうだろうか。

そして近所の人々とコミュニケーションをとりながら、健康的な生活を送ることができる

社会にしていきたい。 
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広島大学附属福山高等学校 

5 年「提言Ⅰ」 

GDP と幸福度の実感の乖離  

新しい指標の設定についての提言 

 

５年 B 組３９番 山下 こころ 

 

1.序論  

 昨年、短期留学でフィリピンを訪れた際、国内で一番貧しい人々が住むスラム街を訪問

させていただいた。暗くて陰気な雰囲気を想像していたが、実際は子供たちが明るい笑顔

で迎え入れてくれた。お家を訪問させてもらい、生活で大変なことを聞いた時も経済的な

困難はあるものの家族と暮らしている今は幸せだと答えてくれた。このような発展途上国

の実情とは反対に、日本のような先進国ではブラック企業や自殺の増加など必ずしも物質

的かつ精神的に豊かな生活を送っているとは言えない状況がある。このような差を目の当

たりにして、私は現代の社会において幸せとは何なのだろうと思うようになった。現在は

一般的な経済の豊かさの指標としては GDP が多く使われているが、実際の生活と GDP で

見る表面的な生活の豊かさには大きな乖離があると感じた。実際、現在 GDP によって把

握できない各種の経済現象（資源の世界的枯渇、地球温暖化、格差拡大など）が問題とな

っている一方、人間が本来目指すべき豊かさ、幸福など経済面以外の側面も多い。私は

GDP に次ぐ今の人々の生活に根付いた新たな生活の豊かさを評価する指標を設定したいと

思うようになった。それを特定することで発展途上国の経済発展の方向性の決定、先進国

においての持続可能な国家の形成に役立つのではないかと思った。 

 よって私は持続可能で誰もが生きやすい社会を世界全体で目指すために目安となる、

GDP とは異なった生活の豊かさの指標について考えたい。 

 

２．本論 

本論に入る前に、この論文において「幸福度」とは、精神的幸福感である「主観的幸福度」と

金銭的な満足感である「生活満足度」の二つを包含したものを想定する。 

 

・なぜ生活の豊かさを測る必要があるのか 

 発展途上国の発展、先進国においての持続可能な国家形成において、経済成長だけでは

解決できない問題が存在する。わかりやすい例は貧困や格差の問題だろう。国家として経

済成長しても国民一人一人が金銭的余裕を持たなければ貧困の問題はなくならない。その

ような問題を解決するのが社会政策である。社会政策の目的としては、国民を様々なリス

クから守り、生活の向上を図ることである。社会保障制度を充実させるには、国民の生活
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の質を正確に把握することが重要である。よって、それをなるべく正確に図ることができ

る指標が必要なのである。  

 

 ・GDP の問題点 

まず、GDP がなぜ生活の豊かさを測る指標として問題があるのかについて考察する。

GDP には 

「①GDP はあくまでも経済活動を測る指標である 

 ②人々の生活水準を正確に測るためには、現在の幸福が将来でも維持できるかといった

持続可能性を考慮する必要があり、GDP や所得・消費だけではなく、自然資本や人的資源

なども考慮する必要がある 

 ③GDP のような平均値のみでは人々の生活水準を把握しきれない 

 ④GDP には家事などの家計労働や余暇などといった市場を通さない活動が考慮されてい

ない」 

（file:///C:/Users/20162102/Downloads/WP2015-02.pdf より） 

などといった問題点がある。このような点から、現在世界的に GDP が国家の発展の指標

として多く用いられているが、本当に GDP がその国の国民の幸福度を反映しているとは

言えないことがわかる。 
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 また、先進国では「イースタリン・パラドックス」、別名「幸福のパラドックス」と呼

ばれる現象がみられている。これは 1970 年代にアメリカの経済学者リチャード・イース

タリンが提唱したものであり、「GDP（所得）の伸びと幸福度（満足度）は一定の所得水

準までは正の相関関係がみられるものの、それを超えると相関関係がみられなくなる」と

いう学説である。 

 このように、GDP と生活満足度＝幸福度が徐々に相関しなくなる原因として、大きくは

「相対所得仮説」と「順応仮説」の 2 通りがある。 

 前者については、人々は自身の所得を経年ではなく、他社との相対で比較するため、自

分の所得が上がっても周りが同じように上がれば幸福感の高まりは薄らいでいくというも

のである。 

 一方、後者は、人々は所得の伸びとともにその生活水準に適応していき、慣れが生じて

くるというものである。 

 

・各国の取り組み 

 国内外における幸福度指標化の事例を類型化し、具体例を見ていく。 
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 まず、今まで国内外で行われてきた幸福度指標化の事例を類型化すると、客観的指標が

主体のもの、主観的指標が主体のもの、さらに両者を組み合わせたものがある。 

 

（https://www.kasseiken.jp/pdf/library/guide/23fy-09.pdf より） 

 

 次に、各国の取り組みを詳しく見ていくことにする。 

・ブータン 

 国民総幸福量(GNH)を１９７０年代から提唱。経済成長を重視する姿勢を見直し、伝統

的な社会文化や民意、環境にも配慮した「国民の幸福」の実現を目指す考え方。環境保

護，文化の推進など 4 本柱のもと，9 つの分野にわたり「家族は互いに助け合っている

か」「睡眠時間」「医療機関までの距離」など 72 の指標が策定されている。国家が GNH

追求のために努力することは憲法にも明記され，政策を立案，調整する GNH 委員会が重

要な役割を担っている。これまでに、パイロットサーベイ及び 2 回のフィージビリティ調

査が行われている。 

【パイロットサーベイ】 調査時期：2006 年 9 月～2007 年 1 月 対象：15 歳以上の 350 サ

ンプル 質問項目：57 調査地区：20 県中 9 県 【第１回調査】 調査時期：2007 年 12 月～

2008 年 3 月 対象：15 歳以上の 950 サンプル 質問項目：72 調査地区：20 県中 12 県 【第

２回調査】 調査時期：2010 年 12 月頃終了予定 対象：8,000 サンプル 質問項目：249 調

査地区：20 県 

（https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol79/index.html 

https://www.kasseiken.jp/pdf/library/guide/23fy-09.pdf より） 
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・フランス 

フランスでは、2008 年にジョセフ・スティグリッツ（コロ ンビア大学教授）やアマルテ

ィア・セン（ハーバード大学教 授）らによる「経済パフォーマンスと社会の進歩の測定に

関 する委員会（CMEPSP）」を発足させ、GDP に代わる新たな 指標のあり方を検討し

た。 その背景には、サルコジ大統領の「GDP に代表される現在 の統計では経済社会の実

態がうまく捉えられていないのでは ないか」との問題意識があった。 

 

・日本国内 

①内閣府 

 内閣府では、 2010 年 12 月に有識者からなる「幸福度に関 する研究会」を発足し、新

しい成長及び幸福度に関する調査 研究を推進するための検討を進めてきたが、2011 年 12

月に 『内閣府 幸福度に関する研究会報告』として「幸福度指標 試案」を公表している。 

 

②荒川区 

 荒川区では GAH（荒川区民総幸福度）を区政の根幹にかか わるコンセプトとして位置

づけ、平成 18 年度以降「荒川区政 世論調査」の調査項目に、幸福度に関する調査を盛り

込んだ。 さらに、ブータンの GNH などを参考にしながら、政策への反 映を意図した幸福

度の指標化に取り組んでいる。 

 

・これまでの事例に共通に盛り込まれている項目 

 これまで国内外で施行されてきた指標体系を見てきたが、これらに共通して盛り込まれ

ている項目を分析すればより効果的な指標ができるのではないかと考え、各指標を分析・

比較した。 

 

 これより、「主観的幸福度」はすべての指標には当てはまらないものの、個人の全体的

幸福感を表す主要項目ととらえることができる。また、「経済」「健康」「教育」の 3 項

目はすべての指標に共通して盛り込まれており、特に重視すべき項目と考えられる。「環

- 244 -



境」「安全・安心」「ガバナンス」「コミュニティ・関係性」もほぼ網羅されており、上

記３項目と同様に、重要な項目として位置づけられている。 

 

 

 

・指標体系案 

 上の項目で分析したこれまでの指標を総合して、より良い指標の提言をする。 

 まず、包括的項目である「主観的幸福度」は、人々の人生における幸福感を表してお

り、項目として不可欠である。また、「経済」「健康」「教育」「環境」「安心・安全」

「コミュニティ・関係性」「ガバナンス」の 7 項目は、多くの指標に取り入れられてお

り、重視すべき項目と考える。 
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・指標設定における注意点 

 ①主観的指標と客観的指標のバランス 

  これまで見てきたように現在様々な国で幸福度指標の設定が行われている。なぜ世界

統 一での策定ではなく、地域・国ごとの動きとなっているかというと、幸福度には分課

さや  地域特性が関係してくるからである。多国間・地域間の比較を前提とした場合、客

観的指 標による評価が必要となってくるが、地域の特性の違いを考慮すると、主観的指

標を中心  にその土地独自の指標を設定し、主観・客観の両側面から評価する必要がある

と考える。 

 

②持続可能性の考慮 

 幸福は現世代だけのものではなく、将来世代にも担保されるものでなくてはならないの

で、持続可能性の考慮が重要となってくる。 

 

③指標データの適切性 

 幸福度測定において、1 番疑問として多いのは「人の感情をどのように評価し、数値化

するのか」ということだろう。例えば「あなたは幸せですか」という質問をし、10 段階で

答えてもらったとしても、日本人は控えめに点数をつける傾向にあるなど、心理的なもの

が関与してくる可能性が十分に考えられる。このように定性的なものとされる個人の主観

- 246 -



的かんじょうや 価値観を数値化し客観的指標として利用することは、十分な検討が必要

とされると考える。 

 

３．結論 

このように、GDP の問題点と、それに代わる指標について調べてきて、私が強く感じたこ

とは、果たして一つの指標にこだわる必要があるのかということだ。調べれば調べるほ

ど、現在の社会は多様化しており、国民の「豊かさ」を評価するために考慮しなければな

らない要素は山のようにあり、それを一つの指標を用いて総合的に評価することは難しい

と感じた。もしできたとしても要素の一つ一つが正確に反映されたものではなく、どこか

にひずみが出てきてしまうと思う。重要なのは社会的に見た妥当性であり、その指標を使

って得た結果をどのように現在の環境の改善に生かしていくかということである。どんな

項目を改善するために指標を活用するのかという目標を明確にし、適切に指標を用いるこ

とで一層効果的か使用ができるのではないかと考える。より多面的な視点から現在の状況

をとらえるために複数の指標を使いこなしていくことがこれからの私たちの生活をよりよ

くするために必要なことなのではないかと思う。 
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経済格差の是正と経済発展の両立 
社会主義的経済による経済発展モデル 

 
５年Ｃ組３番 井上 惇平 

 

1. 序論 
 人間社会が経済的に発展し始めてから、経済格差は重大な問題であり続けている。経済格差は無

論、貧しい人々の不幸を生み出すが、それだけではない。古代ギリシアにおいては無産市民を大量

に発生させて重装歩兵軍団を崩壊させたといわれ、民衆の経済的没落による政治能力の低下とそれ

に伴う詭弁家の活躍とともにギリシア諸都市国家を衰退させたといわれる。このように、古代にお

いても人間社会は経済格差の問題に直面してきた。現代でも、経済格差は教育格差を引き起こして

有能な人材が埋もれてしまう、社会不安、スラムの発生など、様々な問題を引き起こしている。そ

して、これらの問題は個人の問題ではなく社会全体の問題なのである。よって、経済格差の問題は

個人の生活の充実のためだけではなく、社会の安寧、発展のためにも解決すべき問題なのだ。それ

は各国政府も十分に理解しているはずで、格差是正のための取り組みは各地で行われている。それ

にもかかわらず、世界では経済格差は拡大傾向にあり、それは、一昔前には一億総中流と呼ばれた

日本でも同様だ。これは、いまだに世界の国家が経済格差問題に対する根本的な解決策を打ち出せ

ていないことを意味する。そして、経済格差に立ち向かった取り組みの一つに、社会主義経済があ

る。これは、経済格差を地上から一掃することで経済的な平等を実現しようとしたものであるが、

これは、知っての通り、経済が行き詰まり、ソビエト社会主義共和国連邦(以下ソビエト連邦)の崩

壊をもって失敗で幕を閉じた。そこで、私は、理論上は平等を実現することはできるが経済的に行

き詰まってしまった社会主義経済の問題点を、経済は発展するが一部に富が集中する資本主義経済

の考え方を用いて解決することで、経済発展と格差問題の解決という一見相反する二つの事柄を両

立できると考えた。 

 

２．本論 

 ２－１．はじめに   
   この論文を書くに当たって、まず明記しておかねばならないのは、社会主義国家はとんど情報公    

開をせず、グラスノスチで情報が公開されたとしてもかなり情報量が少ないので、GDPなどのデー  

タは推測が主になってしまい、資料によって少なからず データにばらつきが出てしまうという  

ことである。この論文の根幹をなす基本的な データが推測になるのは大変遺憾だが、いかんせ  

ん情報がないので、これを受け入れて書いていく。ご了承願いたい。 

 ２－２．当初の研究 
   この研究は、自由放任の資本主義経済と社会主義経済のいいとこどりをしようという発想から始  

まった。そこで、社会主義国であるソビエト連邦や中華人民共和国が経済を資本主義経済寄りに  

シフトしていった一連の経済改革、特に、前者の社会主義体制を維持しつつ経済の資本主義化を  

目指したペレストロイカ、後者の実際に経済発展を成し遂げた改革開放を中心に調べ、最適な経  

済の資本主義化の度合いを知ることで、資本主義経済と社会主義経済の両者のいいとこどりの道  

を探ろうという魂胆である。 

 ２－３－１．中華人民共和国について 
   まず、中国についてである。中国では、毛沢東時代の大躍進政策や文化大革命によって疲弊し  

た経済を立て直すべく、様々な改革を行った。まず、農業である。中国の農村部では、人民公社  

という組織があり、農民の管理や農民への食料の配給などを行っていた。皆平等に食料が支給さ  

れる、共産主義の思想を絵にかいたような組織だ。しかし、皆平等に食料が支給されるというこ  

とは、言ってしまえば、頑張って働かなくても頑張って働いた人と同じ量の飯が食えるのであ   

る。そんな状況下で農民の勤労意欲が湧くはずもなく、共産党の誤った農業指導も相まって中国  

の農業生産は大打撃をこうむってしまった。工業でも土法高炉の設置の促進など失策が相次ぎ(一  

連の失敗に終わった農業、工業での大増産政策を大躍進政策という)、さらに文化大革命の混乱も  

あり、中国経済は大きく疲弊ししてしまった。社会主義の本質的な問題が出てしまったのだ。こ  

うして、中国経済は立て直しを迫られた。 

   そこで行われたのが、鄧小平を中心に始まった改革開放である。改革開放とは、中国の経済体  

制を社会主義計画経済から市場経済に移行し、外国からの投資や技術移転も受け入れて経済発展  
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を目指すものである。ここで勘違いしてはいけないのは、市場経済を導入したからと言って中国  

が社会主義を捨てたわけではないということだ。中国では、市場経済の下でも社会主義は達成で  

きるとし、市場経済と社会主義経済の混合経済のような経済体制を敷いていて、ドイモイ後のベ  

トナムも似たような経済体制をとっている。 

   改革では、まず人民公社が解体され、農民それぞれに経営権が付与された。これによって、農  

民は飯を食うには頑張って働かなければならなくなり、勤労意欲が増進された。また、農民が土  

地に縛られなくなったため、農村部の莫大な余剰人口が賃金収入を求めて都市部に流入し、これ  

が労働力となって中国の経済発展の一つの原動力となった。また、第二次、第三次産業では、国  

有企業のみだった経済に民営企業が参入し、競争が激化した。そして、硬直化して競争力が低下  

した国営企業においても改革が行われ、競争力が増強された。また、主に沿岸地域において経済  

特区などが形成され、華僑や海外の事業者による資本の投下、技術移転の受け入れを進めた。こ  

れらの経済政策によって、中国はそのポテンシャルを解き放ち、世界有数の経済大国に躍り出   

た。中国は、共同体による経済の管理からいわゆる自己責任の経済へと移行することによって競  

争を促進して経済発展を成し遂げた。そして、これらは当然、経済格差の問題を生み出すことに  

なった。特に都市部と農村部での格差が深刻で、現在でも重大な問題となっている。また、改革  

開放が始まって天安門事件で一度改革が停止するまでの間、中国では投資の過熱やインフレが起  

きている。 

  中国の株価指数の推移。天安門事件後ではあるが、株価が乱高下する時期があることがわかる。 

  画像 from https://ecodb.net/stock/ssec.html 

 

   中国では、それでいて社会主義経済の面影も残っていて、経済発展はその地域の地方政府が主  

導する。そこで他地域の地方政府と競合し、より良い成績を納めた地域の役人が出世するという  

形をとっている。この制度も中国の経済発展に一役買っているのだが、同時に社会主義国家にて  

特によく見られる問題を生み出している。それは、汚職だ。資本主義経済に比べて、社会主義経  

済では政府が経済に対してより大きな力を持っているために汚職が多いのだ。一般に汚職が横行  

すればするほど経済成長は妨げられるが、中国では役人も市場経済の下で結果を出さないといけ  

ないので、汚職の害を超える経済成長が実現できてしまっている。また、政府が持つ力が大きい  

ため、公務員の所得が他の階層の人々に比べてとびぬけて多くなっている。 
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              中国の階層別の収入。国家機関職員の収入がとびぬけて多いのがわかる。 

              画僧 from http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/81005176.pdf 

 

 ２－３－２．中華人民共和国のまとめ 
   中国では、市場経済の中で行政が経済成長を主導するという、社会主義経済と資本主義経済が   

同居したような経済体制が敷かれている。この経済体制によって中国は目覚ましい経済成長を遂  

げた。その一方で、悪く言えば「中途半端」な経済体制により、一般の国民の間での格差、投資  

の過熱、物価の不安定化などの資本主義的な課題と、汚職や公務員への富の集中という社会主義  

的な課題を一度に抱えてしまった。よって、中国モデルは経済発展のモデルにはなり得るが、格  

差の是正は期待できそうにない。 

 ２－４－１．ソビエト社会主義共和国連邦について 
   ソビエト連邦は、社会主義陣営の盟主として長年、アメリカと冷戦を繰り広げてきた。そんな  

昔の超大国は、１９９１年に崩壊し、歴史の１ピースとなった。世界初の社会主義国は、世界恐  

慌にあえぐ世界をしり目に急成長を遂げ、独ソ戦前には工業生産力でドイツを超えた。そして、  

独ソ戦で２０００万人とも言われる犠牲を出しながらも勝利し、戦後には力強い復興を遂げた。 

   そのソビエト連邦は、経済的に行き詰まったことで崩壊してしまった。ソビエト連邦などの社  

会主義圏では計画経済を採用している。これにより、ソビエト連邦では世界恐慌のように経済が  

一度に崩れることはなかった。しかし、計画経済の下では、企業は計画を達成すればよい、つま  

り計画の生産量を実現すればよいから、質より量を重視するようになる。これによって資源の浪  

費が起こり、技術革新も遅れてしまう。また、計画の達成を重視するあまり、計画を達成しやす  

いように目標を低く設定するという現象も発生している。そして、農業政策の失敗により、貴重  

な外貨を消費して資本主義国家から穀物を輸入する羽目になった。さらに、ソビエト連邦を上回  

るスピードで経済発展を遂げたアメリカが軍事予算を増やしてソビエト連邦に軍事的圧迫を加え  

た。これにより、ソビエト連邦側も軍事予算を増額せざるを得なくなり、アンドロポフ時代には  

軍事予算が国家予算の７割を占めるまでになってしまった。これが財政への圧迫となり、ソビエ  

ト連邦経済の成長の鈍化に拍車がかかってしまった。このようなことがあり、経済が大きく崩れ  

ることはなくとも、ソビエト連邦はゆっくりと首を絞められてゆき、ついに力尽きてしまったの  

だ。 

   ソビエト連邦も、停滞する経済にただ手をこまねいていたわけではない。資本主義経済との妥  

協は、古く戦時共産主義で疲弊した経済の立て直しのために行われた新経済政策の段階から見ら  

れる。そして、スターリン批判を行ったフルシチョフの改革。これは、その反動のブレジネフ政  

権の時に停止してしまった。この長期政権の時に、計画の基準を量から売り上げに移そうとする  

運動もあったが保守派の反対にあって挫折している。この長期政権となったブレジネフ時代に、  
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縁故主義の蔓延もあって経済は停滞してしまったといわれる。下のグラフを見ればわかるよう   

に、１９８０年代、ちょうどブレジネフ政権時からソビエト連邦の GDPは減少に転じている。それ  

から、改革を志すアンドロポフも改革に本格的に着手する前に亡くなり、その跡を継いだ保守派  

のチェルネンコは経済無策に陥った。そして、ゴルバチョフである。彼は、市場経済の導入を目  

指した。しかし、市場経済の導入は一部にとどまり、それがかえって経済の混乱を生み、物不足  

によるインフレが発生してしまった。こうして、ソビエト連邦は、改革派と保守派の経済改革を  

めぐる争いの歴史とともに終焉したのだ。 

   ソ連の GDPの推移。適切なリードの無い社会主義経済はこのような運命にある。 

    画像 from https://jp.gdfreak.com/public/detail/sp010001000119900207/2 

 

 ２－４－２．ソビエト社会主義共和国連邦のまとめ 
   中国と違って崩壊してしまったソビエト連邦。中国との違いは、思い切った改革が実行できな        

かったことにあるだろう。改革は保守派につぶされてしまうのだ。そして、いま、ロシアは世界  

有数の格差大国だ。それは、実は社会主義を謳うソビエト連邦にも格差があったこともあるが、  

中国の時も出てきた、公務員への富の集中があるのではなかろうか。旧ソ連で富を得ていた一部  

の共産党幹部のような人々がソビエト連邦崩壊後にオリガルヒと言われる財閥を形成したという  

話も聞く。ソビエト連邦からは、通常の社会主義経済では、経済が一気に崩れることはないが、  

それ以外ではほぼ良いことがないことがわかる。   

 ２－５．まとめ 
   中国、ソビエト連邦と見てきて、見えてきたのは社会主義の可能性と限界だ。 

   良い所は、まず、経済の安定感だ。ソビエト連邦の記述でも述べたように、ソビエト連邦の経    

済は目立って崩れてはいない。中国で投資が過熱した時にも、政府が火消しに成功している。こ    

のように、政府がコントロールする経済はトラブルに対処しやすく、安定するのだろう。また、    

優れた指導の下では急速な経済発展が可能で、中国のモデルはその指導を引き出しやすくしてい    

る。また、社会主義では既存の階層構造を一度壊すので、誰にでも可能性が開ける。グルジアの  

靴職人の息子であるスターリン、もとは小学校の校長だった毛沢東、ウクライナ出身のフルシ   

チョフ、貧農出身のチェルネンコなど、あらゆる場所から国家の最高指導者すら狙えるのだ。こ  

れは機会均等という一種の平等である。また、社会主義体制下では女性も社会の構成要員として  

社会進出が促されるのも高評価に値するだろう。 

   逆に、悪い所はまず、権力が絶対的であることだろう。絶対的権力は絶対的に腐敗するという  

言葉があるが、まさにその通りで、中国の汚職も、ソビエト連邦での改革の失敗も原因はこれで  

ある。そして、競争がないことだ。寝ていても飯が食えてしまう状況で人は働かないし、技術革  

新は起きない。実際、中国もロシアも、停滞した経済を打開する策として程度の大小はあれ市場  
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経済を導入して競争を促した。そして、最後の方まで通常の社会主義に固執したロシア、東欧地  

域はいま、経済的にも苦しく、いいとこなしの状態になってしまっている。社会主義経済体制の  

下で停滞してしまった経済には、政府による適切な導きが必要なのかもしれない。 

３．提言 
   私は、以上のことから、中国の経済体制をもう少し社会主義経済寄りにした経済体制を提案す  

る。まず、企業は規模によって異なる売り上げの目標の通知を受ける。ここでポイントなのは、  

計画を立てるのは企業ではなく政府であるということだ。これは、目標を達成しやすくするため  

に低く目標を設定するのを避けるためである。そして、全ての企業は市場経済の下で競合する。  

そして、年度末の決算で目標の達成度合いによって格付けされて、それをもとにその企業に翌年  

配当される資金と社員の賃金が決まるという仕組みである。そして、これからわかるように、企  

業への投資は国家が行う。投資の過熱を防ぐためだ。つまり、企業は全て国有企業となる。そし  

て、賃金は役職によって法律で定められる。企業の格付けと共に、格差をつけて競合を促進する  

狙いがある。法律で決めるのは、会社内で一部の人間に富が集中しすぎないようにするためだ。  

公務員の給与も法律で決められる。これも、公務員に富が集中するのを防ぐためだ。 

   この経済体制は、企業や労働者を市場で競合させ、その結果を政府が管理するものだ。これに  

よって、「許容できる格差」を生み出し、勤労意欲の増進と技術革新を促しつつ、一部に富が集  

中して特権階級化することを防ぐ。 

４．課題 
   このシステムの問題点は、まず政府の負担が大きいことだ。売り上げの計画は当然、業種や企   

業の規模によって異なる。さらに、企業の格付けもして賃金まで決めるとなると、負担は想像も  

つかない。そして、次の問題は、賃金や公務員の給与を誰が決めるのかという問題である。どの  

地位にいる人が決めるかで賃金は大きく変わってくる。様々な地位にいる人をバランスよく集め  

て決めなければならないが、会議は紛糾するだろう。さらに、経済と政治の癒着という問題は、  

この経済システムでは解決されない。そして、これが最も大きな問題だが、新たに国有企業だけ  

の市場に参入するのが難しい点だ。特に、外国の企業の参入は難しい。外国の企業に限って国有  

化せずに市場へ参入させた場合、国有企業たちが崩壊する可能性がある。それと関連してだが、  

国有企業が海外の市場でどれだけの競争力を持つのかも全く未知数である。つまり、自国の市場  

を他の経済圏に開放するのには大きなリスクを伴うのである。 

 

５．参考文献(著者の敬称略) 
  論文「ペレストロイカの結果」海道 進 

  link https://core.ac.uk/download/pdf/76208218.pdf 

    
  論文「中国：改革開放３０年の解雇と展望」加藤 弘之 

  link http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/81005176.pdf 

 
  記事「ソ連経済について」神戸大学経済経営学会 

  link http://www2.kobe-u.ac.jp/~yoshii/j/lecture/ruseco_soveco2.html 

 
  論文「ソ連から見た鄧小平の経済改革(１９８４年～１９９２年) 

     ：中ソ比較経済改革史の予備的考察」浅川 あや子 

  link https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjce/50/2/50_2_35/_pdf/-char/ja 
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広島大学附属福山高等学校 

5年「提言Ⅰ」 

 

石炭火力のすすめ 

石炭火力は地球の未来に有用な資源である 

 

5年 C組 5番 小畠千宙 

 

１．序論 

 ここで石炭火力の様々な方向への利害を考察し、石炭火力が地球の未来に有用な発電方法であること

を提言する。 

 

①国際社会の石炭火力についての動向 

・2016 年「パリ協定」について(1) 

  パリ協定は、持続可能な開発及び貧困撲滅のための努力の文脈において、気候変動に対する世界全

体での対応を、以下を含め強化することを目的とする旨、第２条に規定されている。 

▶世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分下回るよう抑え、また、1.5℃に抑える 

努力を追求すること 

▶食糧生産を脅かさないような方法で気候変動の悪影響に適応する能力と気候への強靱性を高め、温

室効果ガスについて低排出型の発展を促進する能力を向上させること 

▶資金の流れを温室効果ガスについて低排出型である発展に適合させること 

 

  脱炭素社会の実現に向けて、パリ協定の長期目標と整合的に、火力発電からの CO₂排出削減に取り

組む。そのため、非効率な石炭火力発電のフェードアウト等を進めることにより、火力発電への依存

度を可能な限り引き下げること等に取り組んでいく。 

 

・COP25での化石賞について(2) 

  化石賞は、地球温暖化問題に取り組む世界 120か国の 1300を超える NGOのネットーワークである

CANインターナショナルが、温暖化対策に消極的な国に与える不名誉な賞。授賞理由は、梶山経済産

業大臣が記者会見で「石炭火力発電など化石燃料の発電所は選択肢として残していきたい」と発言し

たこと。 

 

・イギリスの石炭全廃(3) 

 2020 年 6月 10日に石炭火力を全廃、今のところうまくエネルギーを供給できている。 

  

以上より、現在の国際社会は、石炭資源を廃止していこうとする動きにあることがわかる。 
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②日本の石炭発電の現状について 

・発電方法別割合(4) 

 右の円グラフは、２０１９年の日本の 

電力消費における発電方法の内訳であ

る。グラフから、石炭火力発電が消費電

力の 1/4以上を占めていることがわか

る。 

 

 

 

 

 

 

２．本論 

①なぜ石炭火力が国際的に冷遇されるのか? 

 次の視点で一次エネルギー発電を評価する。 

1.エネルギー安全保障(安定した電力確保) 

2.経済性(コスト) 

3.環境性(地球温暖化→二酸化炭素排出量) 

 

 1.エネルギー安全保障 

〈石油〉(5)                   

  埋蔵国の 48.3%が中東に偏っており、可採年   

数が 50.0年と比較的短い。エネルギーの安 

定的な供給が危ぶまれる。 
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〈天然ガス〉(5) 

  中東、欧州に埋蔵国が偏よっており、あわせ    

て、72.3%を占める。また、可採年数も 50.9   

年と、比較的短いため、安定した供給に疑問 

が残る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〈石炭〉(5) 

  各地域に埋蔵量が広く分布しており、可 

採年数も 132年と比較的長いことがわか 

る。そのため、石油、天然ガスと比較し 

て、最も安定的なエネルギーの供給が期 

待できる。 
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・原料価格の推移(5) 

 

  約 40年を通して、石炭の平均価格が最も低く安定している。 

 

2.経済性(6) 

他の化石燃  

料による発 

電と比較す 

ると、石炭 

火力が最も 

発電量当た 

りの費用が 

低く、特に 

燃料費にか 

かる費用が 

抑えられて 

いる。 
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3.環境性(6) 

 他の化石燃料による火力発電の利用の際 

に排出される CO2量に比べて、石炭火力   

の利用の際には、1kWhあたり 943gとも  

っとも CO₂を多く排出していることがわ 

かる。このことから、石炭火力の環境性 

は低いと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②石炭火力の環境性 

 ①での考察のとおり、環境性の問題の克服が課題。これを技術でカバーできないか考える。 

石炭ガス化複合発電(7) 

<説明>(13) 

IGCC(石炭ガス化複合発 

電)とは、石炭を「少量 

の酸素」と「熱」を加 

えて蒸し焼きにするこ 

とで、一酸化炭素 

（CO）と水素（H2）を主 

成分とする「燃料ガ」 

ス」を生成し、燃料と 

する技術。石炭をガス 

化することで、従来の 

石炭発電に比べ、高い 

変換効率と、天然ガス 

による火力発電並みの CO2排出量を実現している。2020年まで大崎クージェン株式会社などにより技 

術開発が行われ、実用化の目途が立っている。また、量産することができれば、従来の石炭発電並み 

のコストが期待される。 
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③IGCC の利用による CO2排出量の予測(7.8.9.10.11.12.13) 

 上で紹介した技術を用いることで、石炭火力のデメリットである CO2排出量を LNG火力同等、もしく

はそれ以下に抑えることが可能である。しかし、現実では、旧型(CO2排出量が多い)火力発電所の利用

や炭素の直接燃焼が続けられている。そこで、これらのエネルギーを、現段階で技術の完成、実用化の

目途が立っている IGCCの利用により賄うことができれば、CO2排出量を大幅に削減できると考える。 

 

1.中国の最終消費について 

 中国の多くの過程や工場では、石炭をそのまま燃やすことによってエネルギーを得ており、これらの

エネルギーを IGCCにより賄ったと仮定して、排出される CO2の減少量を計算する。 

 

中国の石炭(直接燃焼)の使用量 

    40000億 kg    ×     28.3%     ＝  11320億 kg …① 

(中国全体の石炭使用量) (8) (直接燃焼の占める割合) (8) (石炭の使用量)         

 

① から得られるエネルギー 

11320億 kg ×    (26.6×10⁶)J/kg       ×   30.0%  ＝     (90333億×10⁶)J     …② 

(石炭の使用量) (石炭 1kgあたりのエネルギー) (8) (熱効率) (8) (直接燃焼によるエネルギー) 

                      

②のエネルギーを生み出すために必要な IGCCによる電力 

(90333億×10⁶)J    ×(2.78×10⁻⁷)kWh/J＝   25112億 kWh  …③ 

(一般炭によるエネルギー)   (単位変換)     (IGCCによる電力) 
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③による CO2排出量 

     25112億 kWh  ×         0.650kg/kWh           ＝       16322億 kg      …④ 

 (IGCCによる電力) (IGCCの 1kWhあたりの CO2排出量) (7) (IGCCによる CO2排出量) 

 

石炭を直接燃焼した時の CO2排出量 

   11320億 kg  ×  2.409kg(CO2)/kg(一般炭)  ＝    27269億 kg    …⑤ 

 (石炭の使用量)（石炭 1kgあたりの CO2排出量）(9) (石炭燃焼による CO2排出量) 

 

④⑤より 

 27269億 kg－16322億 kg＝10947億 kg 

  10947億 kg÷27269億 kg＝40.14% 

 

ここで 

世界全体の CO2排出量…328000億 kg 

 10947億 kg÷328000億 kg＝3.34% 

 

以上をまとめると、 

・同量のエネルギーを得る過程で排出する CO2は約 10億トン減る。割合にして約 40%減。 

・この減少量は、世界全体の CO2排出量の約 3パーセントに当たる。 

 

３．結論 

  石炭は安全で持続的な供給、経済性において他の化石燃料より優位にあり、劣っている環境性につ

いても、その使用方法において特定の技術を用いることで、CO2排出量をおさえることが期待できる。 

そこで、現在の石炭という資源そのものを批判する国際意識を、石炭の将来の有用性を意識し、その使

用方法を統制していく姿勢にかえていくことを提案する。 
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人工知能による見える化と労働環境改善 

                   5年C組14番 名和 慶人  

 

 はじめに 

 現在、我が日本国では労働環境にて『労働者不足』と『長時間労働』という二大課題を抱

えている。そこで、私は人工知能を人材の紹介及・育成及び業務方法の共有化や標準化に用

いることでビジネスにおける『見える化』を加速させ、労働環境の改善がなされると考察し

た。 

 

 労働環境問題の実態 

 まず、現在の日本における労働環境において、労働者不足と長時間労働がどういった状況

であるのか。 

 

生産年齢人口についてのグラフ(財務省より平成28年度) 

 
労働力人口の推移(財務省) 

 
 上図の人口グラフから15～64歳の生産年齢人口(上図 緑)は減少傾向にある。しかし下図

の労働人口グラフからは一度減少したものの、現在の労働者は増加傾向である。これは、共

働きする夫婦の増加や定年延長が理由であると推測される。 
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厚生労働省 

 
 このグラフは完全失業率(黒)と有効求人倍率(赤)の推移についてのものだ。見ての通り

失業率は減少傾向にあり、求人倍率は伸びている。これは企業側が労働者の増加を上回るほ

ど人材を求めているためである。つまり、体感的に感じる『労働者不足』という問題は事

実である。 

 

労働者一人当たりの労働時間の推移(厚生労働省) 
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  (ニッセイ研究所) 

 
 

 労働時間において、上の『労働者一人当たりの労働時間の推移』を参照すると、基本的に

労働時間は減少傾向にあることが分かる。しかし、下のグラフから非正規雇用労働者 (薄い

黒の折れ線) の人数が増加し、労働時間が減少していることが分かる。しかし、正規雇用労

働者の労働時間はほとんど変化していないのだ。 

 

 

 

 

 

 

 以上のことから我が日本国の労働者不足と長時間労働は事実であり、私はこの問題を解決

するためには作業効率を向上させるべきだと考えた。わざわざ外部から人を雇わずとも上

手く仕事を回すことができれば人材を雇う必要が無くなる事は必然であり、仕事を早く解決

することは労働時間の短縮にも繋がる。そして、作業効率を向上させる一つの方法として、

私はAIを活用した『見える化』を実行することを提案する。 

 

 

「見える化」「可視化」とは？ 

 

「見える化」「可視化」とは、主に企業活動において、どのような業務がどのような流れで

行われているのか「業務プロセス（計画、実施、評価など）の実態」をグラフや図表などを

用いて目に見えるようにすることだ。目に見えるようにすることで問題点に気づき、問題点

を共有できて改善のための対策を効果的に行える。 
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「見える化」によって得られるメリットについて。 

 

1．課題の発見と把握 

 業務プロセスを「見える化」することで課題の発見と把握ができる。そして、「見える

化」で組織内の全員が問題点に対して共通の認識を持てることで問題点の改善を効率的・効

果的にすることができる。 

 問題点の改善だけでなく、抽象的な表現が多く使われる企業のミッションも「見える化」

することで、具体的な行動に結び付けられる。また、企業全体の長期的な戦略目標として設

定するKGI（重要目標達成指標）をKPI（重要業績評価指標）としてブレークダウンし「見え

る化」することで、目標達成のための具体的で効果的な行動を起こすこが可能に。 

 

2．業務方法の共有化や標準化 

 一般的に日本の企業は、業務に関する詳細なマニュアルを完備していない。そのため同じ

業務にもかかわらず人によって異なる方法で行われている。業務を「見える化」することで

属人的に行われている業務を最も効率のよい方法に標準化できる。 

 

3．人材の育成 

 「見える化」で業務方法の共有化・標準化ができれば最もよい効率的な方法ですべての従

業員が業務をできるようになる。また、新入社員への教育も効率化できる。 

 

4．作業リスクやミスの軽減 

 今まで多く生じていた作業上のリスクやミスを「見える化」することで改善ができる。ま

た、作業リスクが高く、ミスの生じやすい業務のため一部の従業員しかその業務ができない

場合、そのプロセスの非効率が組織全体を非効率にする。「見える化」することで、特定の

従業員にしかできなかった作業が、誰にでもできるようになる可能性ができる。これにより

業務のボトルネックを解消が可能になる。 

 

5．コストの削減 

 「見える化」によって業務の無駄をなくせれば、不必要な残業や人員の削減でコスト削減

が可能となる。 

 

 

 このことから多くの会社が見える化を徹底させることにより労働者不足、長時間労働とい

った問題の改善だけではなく、更なる企業の発展が望めると考える。 

 「見える化」は「可視化」とは異なり、単に業務を見えるようにするだけではなく現状を

改善するために行わねばなない。そのためには、「現状を把握」し、そこから「問題・課題

を発見」する。次に「問題・課題の真の原因を発見」する。そして、「理想の姿に近づける

ために真の原因を解決できる案の立案と実行」をし、「理想の姿に近づいたのか確認」する

ことが必要だ。 
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 なお、問題・課題は対策が見えるまで詳細に分析する必要があり。そして、対策を実行す

れば終わりではなく、その効果も「見える化」して評価することも重要である。 

 

 

 

 

 

「見える化」をするための具体的な方法 

 

「プロセスマップ」の作成 

 「見える化」をするには、現場で実際にどのように業務がなされているのかを知る必要が

ある。それを可能にするのが、プロセスマップだ。 

 プロセスマップとは、社内または特定の事業や組織のプロセス（業務）の全体像とその関

係性を視覚的に示した図のことだ。1つのプロセスでは、その開始から終了までに行われる

作業を明示し、次のプロセスとの関係を線でつないだりする。すぐれたプロセスマップにす

るには、そのプロセスに関係していない者でもプロセス全体の流れ・関係が分かるように作

成しなければならない。また、問題・課題を把握できるように時間、コスト、必要なスキ

ル、人員数などの情報も含まれていることが必要だ。 

 

「スキルマップ」の作成 

 業務ではなく業務を遂行する従業員に視点を当てたのがスキルマップだ。スキルマップと

は、従業員のスキルが一覧して分かるように作成された表のことだ。スキルマップは、横軸

か縦軸の一方にスキルを示す項目を記載し、もう一方に従業員の名前を記載する。従業員の

スキルレベルは共通のものさしで数値化をして記載するのがよいですが、数値化が困難であ

れば◯か×の記載をする。 

 スキルマップは、「見える化」で明らかになった問題・課題で人的な要因に関係する事項

の解決を図るために必要なツールである。スキルマップがないと計画的な人材育成や適切な

配置転換が不可能となる。 

 

 

 

 考察 

 私は、見える化を進めていくうえで重要なプロセスマップ及びスキルマップの作製、そし

て、得られた情報の管理を人工知能に任せるべきだと考えた。 

 人工知能が得意な分野は、単純労働・データの処理スピードと正確性・共通点を見つけ

ることである。よって、与えられたデータから原因追及や最適解を求めることは人工知能の

得意分野だ。 

 実際に、NTT西日本グループではAIを使って業務状況を見える化するサービスを既に始め

ている。このサービスは、専用ソフトをパソコンにインストールすることで､操作ログをク

ラウドへ送付しAI分析を実施｡従業員のパソコンでの業務･働き方のデータを視覚的に把握す

ることで業務の棚卸しが可能となるという｡(2019/07/16時点で特許出願中)  
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料金は初期費用が1万円、月額基本料金が1社あたり月額2000円、ライセンス料

は、月額1台1400円（すべて税別）で、1年以上の利用が必要らしい。中小企業で

も無理のない値段設定ではないだろうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 結論 

 

 AI技術は発展の一途をたどっている。将来的には、社内の業務効率化だけでなく行政に

も活用されるであろう。例えば、AIの見える化によって市役所を管理すれば無駄な重複業務

や確認ミスなどの失態を減少させ、迅速で正確な国家政策を施行することも可能になるであ

ろう。しかし、多くの人はAIに仕事を任せることに対して不安を覚えている。これは主にAI

に対して『無知』であるからだと私は考える。AIは素晴らしい技術であり人類に対して強力

な影響力を有する。よくわからない強大な存在に自らのことを任せることは難しい。それゆ

えに、まず企業からAIを活用し業務をこなすことで、国民がAIに対して理解を持つようにな

れば、会社内だけではなく国全体の効率的社会が形成されると考える。 

 したがって、私は企業のAIによる見える化を進めることを推奨する。 
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広島大学附属福山高等学校 

5年「提言Ⅰ」 

年齢にとらわれないための教育からのアプローチ 
５年Ｃ組23番 吉田聖悟 

 

１、序論 

 私は昨年日本の定年制度について調査をし、諸外国のものと比較したことで、日本が年齢で評価する風潮が

あまりにも強いのではないかと感じた。私たち学生の年代においてもいわゆる学年による上下関係が無条件で

構築されている。その敬意が実際のその人の人柄などに対するものであれば良いのだが、形式に沿ったのみの

ものであれば、それは不要であると考える。この論文ではこのような「まず学年や年齢の序列に従う」という考えを

変えていく方法について考えていく。 

 この考えはさまざまな要因によって生じていると考えられる。日本や中国などで根付いている年上を敬う思想や

それに基づく日本語の敬語の使用もそのうちに入るだろう。思想、文化について私が具体的に何かできるとは思

わないが、私はこの考えを教育を通じて変えられないかと考えた。というのは、私の経験として中学校で学年に

対する考えが大きく変わり、先輩後輩の関係をより重んじる風潮があるように感じたからである。その影響は少な

からず学生時代が終わっても残っているのは年次を重視する集団を「体育会系」と呼称することからも分かるだ

ろう。よって、その段階で学年で判断する考えを変える取り組みが行えれば状況が変わると考えたのだ。その取

り組みに「飛び級」と「アクティブラーニング」の二つの制度を適用できないかを提言する。 

  

２、本論 

２－１ 飛び級制度について 

 進級の評価には主に２つの考えが取り入れられている。「履修主義」「修得主義」の２つだ。 

履修主義：課程を履修すればよく、目標に関して成果を上げなくてもよい。 

修得主義：課程を履修した上で、目標に関して単位を修得することが必要。 

（１）日本国内 

 日本の進級の評価制度は、教育場面によって異なり、次にまとめる。（１ 

小・中学校：履修主義であり、毎年1学年ずつ自動的に進級する。 

高校：修得主義。原級留置はあるが飛び級はない。 

大学：修得主義。いくつかの大学で飛び入学や早期卒業の制度が取り入れられている。 

例）令和2年度入試における飛び入学実施大学（２ 

  千葉大学（文学部・理学部・工学部・園芸学部） 

  日本体育大学（体育学部） 

  京都大学（医学部） 

  他５校、５学部 

 飛び入学制度は「一人一人の能力・適性に応じた教育を進める観点から特定の分野で特に優れた資質を有

する者に早期に大学入学の機会を与え、その才能の一層の伸長を図ろうとするもの」で、対象者は「大学の定め

る分野における特に優れた資質を有」し「高校に2年以上在学したこと」が必要である。（文部科学省HP（３より） 

 その制度の利用例として、2014年、スキージャンプの高梨沙羅選手が日本体育大学へ飛び入学している。日

体大では出願要件に「本学が展開する教育研究の分野（体育及びスポーツ科学）において特に優れた資質（オ

リンピック及びこれに準ずる国際大会における上位入賞の経験等）を有すると認められる者」を挙げており、W杯

総合2連覇を達成した高梨選手は条件をクリアした。（４ 

  このように、日本での飛び級の採用例は大学、大学院での飛び入学、早期卒業のみである。内閣府のデー

タによる13～15歳の在籍学校の内訳を国別にまとめたグラフ（図1（５）によると日本は99.5％が中学・高校に在籍

している。それに対し、その他の国では大学や短大などに進学している生徒がいるのが分かる。このように日本

のみに見られる年齢によってなれる学年に上限が決まっている状況は好ましくないと考える。 

- 269 -



 

（２）国外 

 飛び級を採用している国は多い。日本のように大学での飛び入

学、早期卒業に限らず、初等教育から取り入れている国もある。そ

の中の一つとして、ここではオランダを紹介する。 

 オランダでは初等教育で約１０％の、そして中等教育の０．１％の

生徒が飛び級を経験している。さらに、留年を経験した生徒も見ら

れ、生徒の半数が初等、中等教育で留年をしている。この数値の

理由の一つに初等教育の期間がある。オランダでは初等教育が４

歳から１２歳の８年間で三年生から本格的な勉強が始まるので、そ

の前に児童が見合った思考力などの成熟が進んでいるかを教師

が慎重に判断し、保護者に相談するなどして、学力のずれを早め

に調整している。（６ 

 

（３）飛び級の導入に関して 

 日本の義務教育に飛び級を導入することを考える。ここで飛

び級を導入する目的について注目したい。私の論文において

の目的としては「年齢に関わらない教育」を作ることであるが、

国の制度としては「児童、生徒の習熟度に合わせた進級」を実

現することである。しかし、この目的で飛び級を導入するには、同時に原級留置制度の導入も考えることになる

だろう。このとき、原級留置では在学年数が伸びるため、家庭に負担がより多くかかってしまう。よって、国は教育

費に関する何らかの補償をする必要があるだろう。これはあまり現実的とは言えない。 

 さらに、飛び級、原級留置を適用するにふさわしいかどうかという判断は一概に学力だけでは行えず、個人を

丁寧に評価する必要がある。この作業は重労働を課されている教師には負担が重い。 

 

(４)飛び級の部分的適用 

 生徒が学年を飛び越すことができないのなら、もとの学年に属していながら、特定の習熟の進んだ教科にのみ

学年を替えて授業を受けられる制度ではどうだろうか。現在、小中学校で習熟度別指導の導入が進んでいる。

これは生徒の習熟度によって異なる指導、例えば、各学年段階の基礎的・基本的な内容を確実に身に付けて

いくための「補充的な指導」や、学習をより進めていくための「発展的な指導」など、個に応じた指導を行う制度で

ある。（７ 実現の可能性はあると考えるが、この制度では小学校と中学校のように学校間での連携が難しい。 

 この難点に対して、注目される授業の仕組み、リモート授業は学校間の連携ができる制度として活用できるの

ではないか。近年では「高大接続改革」として高校生のうちに大学の授業を体験できるプログラムも生まれてお

り、私も体験した。私の体験した授業は、大学教授の録画した講義を視聴し、その後専用のサイトで授業内の課

題や感想を記入する方式を採っていた。高校の科目にはない内容であったのだが、授業を通して内容を理解

するには十分であった。 

 

２－２ 「新しい学力」からの取り組み 

（１）「新しい学力」とは 

 社会において必要な力は一昔前のものから大きく変わってきているとされる。知識重視の学力から思考力など

を問われるようになっていることは大学の共通試験がセンター試験から共通テストへと変更されたことからも分か

るだろう。そしてその新たに必要であるとされる学力が「新しい学力」である。 

 1989（平成元）年の学習指導要領によると新しい学力観は「自ら学ぶ意欲の育成や思考力、判断力の育成に

重点を置く」学力観であるとされている。それまでに学力試験などで求められていた知識重視の学力から変化

し、問題解決能力を柱として「生きる力」を養成していくとされている。この問題解決能力についてOECD（経済協

力開発機構）の資料には「解決の方法がすぐには分からない問題状況を理解し、問題解決のために、認知的プ
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ロセスに関わろうとする個人の能力であり、そこには建設的で思慮深い一市民として個人の可能性を実現するた

めに、自ら進んで問題状況に関わろうとする意思も含まれている」と書かれている。このように①状況の把握・理

解する力、②解決するための思考力、③問題にかかわる意欲の３つが「新しい学力」のポイントであるとまとめる

ことができると考える。 

 

（２）アプローチ 

 「新しい学力」を身に付けるために、文部科学省はアクティブラーニングという取り組みを推進している。ここで

言うアクティブラーニングとは、具体的な学習内容ではなく「課題の発見・解決に着目した主体的・協働的な学

び」という学び方の概念である。アクティブラーニングでは、「深い学び」「対話的な学び」「主体的な学び」の３つ

の視点があり、これらの点から授業を改善していくことが推奨されている。（８ 

 私はこの３つの中で特に「対話的な学び」に焦点を当てた。「対話的な学び」を促進する学習方式にはグルー

プディスカッションやプレゼンテーションなどがある。このように人との話す場は自分の意見をもち他人の意見と

比較してさらに考えを深められる場でもある。このような活動をすれば、自分や相手を尊重すると予想でき、それ

は複数の学年が同じ場にいてもそうだと考える。それによって、それまでの年齢で判断するのではなく個々人で

評価できると実感できる。このようなことから、私の論文では「対話的な学び」を進める学習方式を活用する。 

 

（３）具体的方策 

 サンプルとして広大附属福山中・高等学校において行うプログラムを提言する。当校の特色は、中高一貫校で

あるので、ある程度成熟している幅広い学年の生徒が参加するプログラムを企画できることである。 

 私が提案するのは、グループ分けされた生徒が年間などある程度の期間の間、さまざまな話題についてグル

ープディスカッションをするプログラムである。 

 

〈具体的な手順〉 

1. １グループの人数は５～８人で、２～３学年をまたいだメンバーの構成 

2. トピックは、学年間で知識などの差異ができるだけないようにする（時事の問題やおすすめまたはお気

に入りの本についてなどが考えられる） 

3. 生徒にファシリテーター（司会役）や、意見を主張する役割をランダムに与える。 

4. 意見の主張は複数の立場から行う 

 

（意図） 

 プログラム自体について、目的はプログラムを通じて他学年の生徒とのやりとりを増やし、学年による先入観を

なくしていくことである。その目的の達成のためのルールの意図を説明する。 

１→当校には６学年の生徒が所属しているが、６学年も違ってしまうと年齢が離れすぎていると感じた。しかし２～

３学年だと普通の公立中・高等学校と変わらないのではないかという疑問があると予想できる。しかし、６学年ある

ことでグループの中で最下級であったり最上級であったりとグループのバリエーションがあり、その中で変わらな

い体験ができれば年齢に関わらない実感がより得られるのではないかと考える。また、６年間を通してプログラム

を体験することで３年間の場合より熟練するのは確実だろう。 

２→トピックが学術的なものに偏ってしまうと、普段の学習内容で知識の差が生まれ、発言頻度や発言力に差が

できて、活発な議論は生まれにくいと考える。 

３→ディスカッションの進行は先生や上級生が一方的に行うのではなく、対等な立場としてディスカッションに参

加できるように役割は回ごとにランダムで担当する。各役割に複数人つくようにする。役割の中ではファシリテー

ターは最も重要な役割となる。様々な面から述べられる意見をまとめ、ディスカッションを円滑に進める役割であ

る。また、議論あまり参加できていない生徒に話を振るなど、ディスカッションを活発にする役割も担うことができ

る。 

４→主張の立場の分け方はトピックによって変化する。例えば、「日本に飛び級制度を取り入れるべきか」というト

ピックに対しては、賛成・反対の二面であるが、「おすすめ・お気に入りの本」というトピックには個人で意見を持
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ち寄るという分け方ができる。そのどちらにおいても、自分と異なる意見をねじ伏せたり、論破したりするのではな

く、互いに客観的に評価し合い、よりよい結論に至ろうとする姿勢が必要である。 

 

〈留意点・拡張できる点〉 

● 基本的に参加する生徒の意欲がプログラムの効果に関わってくる。（このことはアクティブラーニング全

般について言える。）よって、議論を活発にさせるような働きかけが必要である。 

● それぞれのディスカッションにおいてトピックに対する事前準備が話し合いの活発化には必要である。よ

って、トピックや役割の振り分けは事前に行う。トピックが時事であると情報収集はしやすいだろう。 

● ディスカッションにおける教師の役割は生徒のみでは手におえず、議論が行き詰ったときにサポートし

たり、議論をしつくしたとみられるグループへさらなる疑問の提供をしたりなどが考えられる。よってこれら

の役割を果たすために、教師も事前の準備は必要である。 

● プログラム序盤は新入生はシステムに不慣れであり、手助けが必要であるので、同じグループ所属の上

級生がサポートをする。 

● グループ分けの時点で各個人が興味のある分野を調査して興味の方向が同じ生徒を集め、トピックを

それに合わせると生徒の意欲も出しやすくなると考える。逆に異なる興味を持つ生徒を集めることで、同

じテーマについてそれぞれ異なる面から意見を交わすことも考えられる。 

 

（４）今後の展望 

 ここまでディスカッションを利用したプログラムを考えてきたがこれは何の経験もない素人の机上の空論である

のは否めない。よってこの案について先生方にアンケートを行い意見を募ることは、案に現実性を持たせるには

必須である。アンケートの質問を下に載せる。 

〈先生方への質問〉 

１，この案は次の観点から目的にあった効果が見込めるか。 

・活発なディスカッションをすることは学年を越えても可能である。 

・この活動を通して学年に対する壁を軽減することができる。 

・ディスカッションのトピックは適切である。 

２，普段の授業の中で意識的に生徒同士のコミュニケーションを必要とする活動を取り入れているか。 

「はい」→どのような効果を見込んでいるか。 

 

３、結論 

 教育を通じて学年の壁を取り払うために２つの方法を考えた。1つには習熟度別指導の延長として、教科ごとに

学年を越えて学べるような制度を導入する方法である。2つ目は「アクティブラーニング」を参考に授業とは別の

プログラムとして学年をまたいだグループでのディスカッションを行う方法である。この取り組みによって生徒間の

評価が学年から個人に対してのものへと変化すると期待される。つまり、本人の能力や性格などにのみによった

評価である。この考えが社会全体に広がれば、固定された価値観を変化させるという点でいろいろなハラスメント

に苦しむ日本を良い方向に動くだろう。この論文では主にプログラムを考えるのみで終わったので、これからは

第三者からの意見を集めることが必要である。 
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広島大学附属福山高等学校 

5年「提言Ⅰ」 

 

ストレスと上手に向き合っていくには 

        ５年Ｃ組３１番 清板 梨央 

 

１ はじめに 

 ストレスという言葉を知らない人はいないような時代となった現代で、多くの人が感じているであ

ろうストレスと上手に向き合っていくためには何が必要なのか。この研究は、高校生を対象として実

施した調査を参考にしながら、ストレスとの向き合い方を提案するという目的で行った。ストレスを

全く感じないという状況はほぼありえないものである。そのなかで、ストレスの原因をきちんと把握

し、休養をとり、相談できる相手を持つことなどが、ストレスと向き合う方法であろう。それぞれの

状況に合わせながら、各々に必要な対策をとることが大切である。 

 

２ 研究のきっかけ 

 もともと心理学に興味があったこともあり、ストレスについても関心があった。私たちの多くがス

トレスを感じていると思われるが、実際はストレスについてあまり知らないように思える。ストレス

を抱えたとしても、ストレスについて深く考えたりする機会はなかなかない。さらに、昨年から世界

に大きな影響を及ぼした新型コロナウイルスの流行により、ストレスを感じる頻度や度合いは大きく

なったのではないかとも考えられる。ストレスというものが非常に身近になった現代で、ストレスに

関して研究をすることは、今後の自分にも、そしてストレスを感じる人々にも役立つものがあると思

い、この研究を進めることにした。 

 

３ ストレスの概要 

 『ストレス』とは、外界からの刺激に対して心やからだが示す「反応」のことであり、「テスト」

や「仕事」などの外界からの刺激は『ストレッサー』と呼ぶ。ボールを例にすれば、ボールを押す力

が「ストレッサー」、ボールが変形することが「ストレス(反応)」ということになる。つまり、日常

生活の中で出会う出来事（ストレッサー）が自分の対処能力を超えた脅威であると感じた場合に、ス

トレス反応と呼ばれる症状や行動を生じさせるということである。しかし実際には、生体反応である

「ストレス」と外界要因である「ストレッサー」は混同して使われている。ここでも、特に区別する

ことなくストレスという言葉を使っていく。 

 次にストレスの要因についてみていく。ストレスの要因は多岐にわたる。主には、物理的要因、心

理的要因、生物的要因、化学的要因である。＜資料１＞からもわかるように、ストレスにつながる出

来事は実に様々である。これらを見ても、ストレスが全くないという状態はあり得ないことが考えら

れるだろう。実際、寝ている時だって重力を感じるし、寒い・暑いという感覚も感じるだろう。スト

レスをなくすことは不可能である。ストレスをなくすことができないならば、すぐにストレスを解消

できる方法も存在しない。 

 また、ストレス反応は、心理、身体、行動の面で表れる（資料２）。心理的反応には、不安・落ち

込み・怒りの代表的な負の感情が混合状態で出現するといったものがある。身体的反応には、動悸や

めまいなど様々な症状があるが、病院に診察にいっても身体の病気として把握できないことや、自分

自身がストレッサーに気づいたり、思い浮かべたりすることで、症状が急激に現れることもある。行

動的反応には、アルコールやギャンブルへの依存や生活リズムの乱れなどが見られる。このように、

ストレッサーに対する反応も実に様々である。 
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＜資料１

＞ストレ

スの要因

ーアドバ

ンテッジ

リスクマ

ネジメン

ト   

＜資料２

＞ 

ストレス反応ーこころの”あんしん”プロジェクト 

 

４ アンケート調査 

 研究の参考とするため、広大福山５年Ｃ組の生徒（男子２３人、女子１４人）を対象にアンケート

調査を実施した。内容は、ストレスの感じ方、ストレスに対する考え方を中心としたものである。こ

の調査から、私自身と同世代である高校生が、ストレスに対してどのように考えているのかを把握し、

高校生にも伝わる提言をすることがこの調査の目的である。 

 

５ 調査結果 

 以下は、アンケート調査の結果である。今回は、主に男女それぞれで結果を出した。 

 まず、「今ストレスを感じているか」という質問に対しては、＜資料３＞のような結果であった。

ストレスを感じている割合は、男子のほうが高かった。また、ストレスの度合いも男子のほうがやや

強いようだ。 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

          男子        ＜資料３＞        女子 
 

 次に、「ストレスの原因は何か（「勉強や受験

のこと」、「人間関係」、「仕事」、「その他」

から最もあてはまるものを選択）」という質問に

対して、＜資料４＞のような結果が得られたが、

複数回答をしたものがあったため、正確なデータ

とはいえない。また、この質問は男女合わせた結

果を出している。回答数の違いにより、若干の偏

りが生じていると思うが、勉強や受験のこと、そ

して人間関係に関してストレスを感じている人が

多いということは顕著に現れている。「その他」

と い う 回 答 に は 、 自 身 の 健 康 や 趣 味 に 関 す る 内 容 が 見 ら れ た 。                         

＜資料４＞ 
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 「今忙しいか」という質問に対して、＜資料５＞のような結果が得られた。男女間でわりと大きく

差が出た。男子に比べて女子のほうが忙しいと感じている人が多いようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          男子        ＜資料５＞       女子 

 

 「ストレスを相談する相手がいるか」という質問に対しては、＜資料６＞のような結果が得られた。

驚くことに、女子は全員が相談できる相手がいた。一方男子は、約半数しか相談できる相手がいない

ことが分かった。相談相手の有無が男女間で最も差

が出たものであった。 
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        男子          ＜資料６＞        女子 

 

 「ストレスの有無に関わらず、きちんと休めているか」という質問に対しては、＜資料７＞のよう

な結果が得られた。男子の７割が「いいえ」と答え、女子は回答数が半分ずつに分かれた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          男子        ＜資料７＞         女子 

 

 「ストレスは悪いものだと思うか」という質問に対しては、＜資料８＞のような結果が得られた。

女子のほうがストレスを悪いものだと思っていることが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         男子         ＜資料８＞        女子 
 

 「コロナ禍でストレスを感じていたか」という質問に対して、＜資料９＞のような結果が得られた。

男女ともに、ストレスを感じている割合は、コロナ禍よりも現在のほうが圧倒的に大きかった。 
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          男子        ＜資料９＞        女子 

 「ストレスを解消する方法があるか」という質問に関しては、＜資料１０＞のような結果が得られ

た。男女ともに、解消法がある人が多いが、女子の

ほうがやや多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         男子        ＜資料１０＞       女子 
 

 「自分はストレスに強いと思うか」という質問に関しては、＜資料１１＞のような結果が得られた。

男女ともに約半数ずつに分かれたが、女子のほうがやや強いと感じている人は多いようだ。 
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          男子       ＜資料１１＞        女子 

 

６ 考察 

 今回のアンケート調査から、考えられることをまとめていく。今回は主に男女別に集計したため、

それぞれの特徴を比べることによって考察をしていく。 

 まず、この調査で最も重要である、ストレスの有無とその度合いについては、ストレスを感じてい

る人の割合、そのストレスの度合いともに、女子よりも男子のほうが高かった。この違いが何からの

影響なのかを考える。 

 「今忙しいか」という質問の結果をみると、全体的に、女子のほうが忙しいと感じているのが分か

る。また、ストレスを悪いものだと思っている割合も女子のほうがやや高い。では、なぜ女子のほう

がストレスを感じない傾向にあるのか。 

 例えば、ストレスを相談する相手は、女子は全員が「いる」と回答したにもかかわらず、男子は

「いる」と回答した人が約半数しかいなかった。また、男子よりも普段から休めていたり、ストレス

を解消する方法があったりと、女子のほうがストレスを発散するのが上手なのではないかと考えられ

る。そして、そういった傾向が、「自分はストレスに強いと思うか」という質問に対して、「はい」

と回答した人の割合が女子のほうがやや多いという結果にもつながっているのではないかと考えた。 

 

７ 提案 

 アンケート調査を参考にしながら、研究を進めていく中で、私は次のような方法がストレスと向き

合ううえで大切になるのではないかと提案する。 

①ストレスの発散場所をつくる 

  日頃感じるストレスを相談できる相手、ストレスを解消できる方法など、自分の感じるストレス 

が少しでも軽減するものを見つける。 

②しっかり休養をとる 

  これは言うまでもないが、ストレスと上手に向き合うには必要不可欠である。 

③自分のストレスの原因を認識する 

  ストレスのことばかり考えすぎずに、その根本であるストレスの原因についても考え、その原因 

 から解決していくことも大切だろう。 

➃自分のストレス状況を考える機会をつくる 

  そもそもストレスについて考える機会はあまりないのではないだろうか。自分から積極的にスト 

レスについて考えることで、ひとつひとつのストレスに上手に向き合うこともできるだろう。 

 

８ まとめ 

 今回の研究を通して、アンケート調査もしながら、ストレスと上手に向き合う方法について考える

ことができた。アンケート調査からは、ストレスに対する考え方や行動とストレスを感じる度合いの

関係について、様々な結果を比較しながら考えることができた。その結果として、自分の考える最適

な方法を先ほどのように述べた。現代において、ストレスはいつも隣にあるが、これが生活に支障を

与えるだけのものにとどまらず、それを上手に活かすようにできたら良いと思う。今後も、気になる

部分を研究していきたいとも思う。 
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広島大学附属福山高等学校 

5年「提言Ⅰ」 

悪と正義 
―スーパー戦隊シリーズから考える「悪」と「正義」― 

5年 C組 34番 西岡有紗 

 

1．序論 
 この問題を提言で扱おうと思ったきっかけは久しぶりにテレビで戦隊作品を見たことだ

った。昔はただ「物語」として作品を楽しんでいただけだったが、成長して世の中の様々

な側面を学んできた高校２年生の私は作品にどんなメッセージか込められているのか、そ

れらが風刺する社会はどのようなものなのかに興味を持った。偶然にも提言の研究テーマ

を決める時期だったので本格的に調べてみようと決意した。 

私は当初、約 45年の歴史を持つスーパー戦隊シリーズの悪役の設定から時代ごとの

「悪」がどのように変化してきたのかを考察し、世の中における「悪」とは何なのかを明

確にすることを研究の目的にしようと考えていた。しかし、調べていくうちに「悪」や

「正義」とは決して一方向からの視点のみでは語ることのできない多面的な概念であるこ

とに気付いた。そこで、様々な文献やスーパー戦隊シリーズの登場人物が戦う理由などを

調べ、「悪」と「正義」を自分なりに、自分主体という立場を固定したうえで定義する事

を目標として研究を進めることにした。先行研究をもとに悪や正義という言葉の捉え方の

変化について考え、時代の移り変わりとともに社会が求めるヒーロー像の変化をつかみつ

つ、「『自分』にとっての『悪』と『正義』」とはいったい何なのか、突き詰めていく。 

 

 

 

2．本論 
2－① 「悪」と「正義」の辞書的意味 

悪    

①(名)好ましくない物事。否定すべき物事。道徳・法律などに背く行動や考え。⇔善 

②(名)演劇で、敵役、悪役。 

③(名)悪口。悪態。 

④(接頭)名詞に付いて、畏敬の念を抱かせるほど荒々しく強い意を表す。 

〈広辞苑より〉 

 

正義 

①正しい道義。人が従うべき正しい道理。 

②他者や人々の権利を尊重することで、各人に権利義務・報奨・制裁などを正当に割り当

てること。公正。公平。 

③正しい意味。正しい解釈。経書の注釈書の名に多用された。 

〈広辞苑より〉 

 

 

 

2－② スーパー戦隊シリーズにおける敵の目的の変化 

 東映によって制作され、テレビ朝日系列で放送される主に子供向けの特撮ヒーロー番組

であるスーパー戦隊シリーズは「秘密戦隊ゴレンジャー」(1975～1977)から「魔進戦隊キ

ラメイジャー」(2020～2021)に至るまで 44の作品が作られている。放映開始当初のゴレ

ンジャーを除き一年ごとに戦隊が更新され、その都度敵も変わるので子供向けにわかりや
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すくした「その時代の大人が考える悪」が作品の悪役に反映されやすいのではないかと考

えた。そこで歴代の戦隊を調べ、一覧表にした。 

 

番号 戦隊 敵(組織) 敵の目的 

1 秘密戦隊ゴレンジャー 黒十字軍 人間社会の完全破壊と地球征服 

2 ジャッカ―電撃隊 クライム 世界征服による地球の植民地化 

3 バトルフィーバー 秘密結社エゴス 世界の混乱 

4 電子戦隊デンジマン ベーダー一族 地球征服 

5 太陽戦隊サンバルカン 機械帝国ブラックマグマ 世界征服 

6 大戦隊ゴーグルファイブ 暗黒科学帝国デスダーク 地球征服 

7 科学戦隊ダイナマン ジャシンカ帝国 地球征服 

8 超電子バイオマン 新帝国ギア 世界征服 

9 電撃戦隊チェンジマン 大星団ゴスマ 全宇宙の支配 

10 超新星フラッシュマン 改造実験帝国メス 改造実験により大帝ラ―・デウスを宇宙最強の生命体に

すること 

11 光戦隊マスクマン 地底帝国チューブ 地上を支配し暗い闇に変える 

12 超獣戦隊ライブマン 武装頭脳軍ボルト 人類支配 

13 高速戦隊ターボレンジャー 暴魔百族 世界征服 

14 地球戦隊ファイブマン 銀帝軍ゾーン 銀河宇宙の征服 

15 鳥人戦隊ジェットマン 次元戦団バイラム 地球征服 

16 恐竜戦隊ジュウレンジャー バンド―ラ一味 人類滅亡(母のねじれた愛情) 

17 五星戦隊ダイレンジャー ゴーマ族 世界支配 

18 忍者戦隊カクレンジャー 妖怪軍団 人類滅亡と妖怪王国の建国 

19 超力戦隊オーレンジャー マシン帝国バラノイア 地球支配かつ人間を奴隷にする 

20 激走戦隊カーレンジャー 宇宙暴走族ボーゾック 平和な星を花火のように爆発させることが趣味 

21 電磁戦隊メガレンジャー 邪電王国ネジデジア 三次元の現実世界の支配 

22 星獣戦隊ギンガマン 宇宙海賊バルバン 魔獣ダイタニクスの復活、宇宙を荒らしまくる 

23 救急戦隊ゴーゴーファイブ 災魔一族 破壊そのものを目的とする 

24 未来戦隊タイムレンジャー ロンダ―ズファミリー 己の欲望の赴くままに金もうけをする 

25 百獣戦隊ガオレンジャー オルグ この世に漂う邪悪な思念や衝動がもつパワーが実体化し

た魔物 
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26 忍風戦隊ハリケンジャー 宇宙忍群ジャカンジャ 忍者の究極奥義とされる「アレ」を探し求めて多くの星

を荒らす 

27 爆竜戦隊アバレンジャー 邪命体エヴォリアン 地球征服 

28 特捜戦隊デカレンジャー アリエナイザー(宇宙犯罪者の

総称) 

特になし 

29 魔法戦隊マジレンジャー 地底冥府インフェルシア 帝王ン・マの復活と地上世界の征服 

30 轟轟戦隊ボウケンジャー ネガティブシンジケート プレシャスを金銭目的や世界征服など様々な目的で収集

する集団の総称 

31 獣拳戦隊ゲキレンジャー 謎の青年ロン(不死身) 世界を滅ぼす「破壊神」を育てる 

32 炎神戦隊ゴーオンジャー 蛮機族ガイアーク 汚れた環境を好み公害をまき散らそうとする 

33 侍戦隊シンケンジャー 外道衆 人間界の支配 

34 天装戦隊ゴセイジャー 4団体の地球征服軍(割愛) 地球侵略 

35 海賊戦隊ゴーカイジャー 宇宙帝国ザンギャック 全宇宙の支配 

36 特命戦隊ゴーバスターズ ヴァグラス 現実世界の侵略 

37 獣電戦隊キョウリュウジャー デーボス軍 地球の支配種(人類)を滅ぼす 

38 列車戦隊トッキュウジャー シャドーライン 闇が支配する世界を創る 

39 手裏剣戦隊ニンニンジャー 牙鬼軍団 幻月を復活させる 

40 動物戦隊ジュウオウジャー 宇宙の無法者デスガリアン 地球侵略 

41 宇宙戦隊キュウレンジャー 宇宙幕府ジャークマタ― 全宇宙支配 

42 怪盗戦隊ルパンレンジャーvs警

察戦隊パトレンジャー 

異世界犯罪者集団ギャングラ

― 

罪を犯す 

43 騎士竜戦隊リュウソウジャ― 戦闘民族ドルイドン 地球支配かつ人間を奴隷にする 

44 魔進戦隊キラメイジャー ヨドンヘイム 地球侵略 

 

全体を通して、地球征服や全宇宙の支配など不当に絶対的な権力を手に入れようと暴力

に訴えているものが多かった（広い解釈をするといくつかの例外を除いてほとんどである

といえるだろう）。戦隊シリーズの制作陣、しいては世の視聴者はいつの時代も最大級の

「悪」とは手順を踏まずに自己願望を他人に押し付けることである、すなわち自分の欲望

を無制限に追い求めることであると解釈していたと読み取った。しかし、期待していたよ

うな時代による明確な変遷は残念ながら自分でははっきりと読み取ることができなかっ

た。そこで、ヒーローの戦う理由の変遷を時代に沿って分類し、その変化と社会とのつな

がりがある程度示されている先行研究をもとに考えを深めていこうと思う。 

２－③ 関連論文からの分析 
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 平侑子の『スーパー戦隊シリーズにおける「正義」と「悪」の変遷』を参考にする。７

年ほど前に執筆されたものなので 2012年の海賊戦隊ゴーカイジャーまでの 35戦隊につい

ての傾向が述べられている。（以下本文要約） 

・海賊戦隊ゴーカイジャーは 35年のスーパー戦隊シリーズの総括ともいえる内容となっ

ており、過去の全ての戦隊に変身できるという特徴がある。本作の中に「レジェンド」

として過去の戦隊ヒーローがゲスト出演するが、彼らが戦っている姿には多少の違和感

がある。ヒーローたちが戦っている背景、つまり世界観や彼らの倫理が昔と現在とでは

異なるため、場違いに見えるのだ。 

・ヒーロー達はその時の社会を反映し、時代に合った「正義」を体現する。35年前の戦士

たちは今の「ゴーカイジャー」と同じ世界観で戦うことはできない。 

・スーパー戦隊シリーズは長年ストーリー展開や設定に一定の「型」を持ち続けている。

どの特撮ヒーローよりも踏むべき段階や守るべき設定が多く、これを長年従順に守り続

けている点はスーパー戦隊シリーズの一つの特徴であるといえる。 

・ほぼ 36年間休むことなく放送し続けているということは、時代ごとに根強く支持され

続けてきたのだともいえる。スーパー戦隊は「型」を守りつつもそれなりに時代を反映

し、長い年月をかけてその時代の「ヒーロー」を描いてきた。このシリーズを題材に

「正義」と「悪」を考察することは可能であろう。 

・この柔軟性の低い特撮ヒーロー番組では、番組の大前提となるテーマや世界観に着目す

べきだと考える。放送するための「型」がすでに決まっているのだから、その「型」に

当てはめる前の世界観こそが、制作側が柔軟に発想できる点である。つまり、「何故、

このヒーローが敵と戦っているのか」という、各シリーズの大前提に置かれている「正

義の理由」こそが、スーパー戦隊シリーズにおいて社会の変遷を最も反映しやすい部分

なのである。 

・スーパー戦隊シリーズは始まってからの 35作品を彼らの「戦う理由」をもとにおおま

かに以下の 4つの時代に分けることができる。 

 

 

期間 年代 戦う理由 

第 1期 1975年～1990年前後 地球を守るため 

第 2期 1990年前後～1990年代半ば 因縁があるため 

第 3期 1990年代後半～2000年代前半 秩序を守るため 

第 4期 2000年代前半～ 混乱（共通点なし） 

 

  

  

この論文の内容、とくに「戦士の戦う理由」による時代変遷の区分についてより深く考

える。平氏はそれぞれの区分について次のように説明を加えている。 

 

第 1期…「地球を守るため」という絶対的な正義をもっており、戦う理由や建前が必要な

く、戦士になることにも迷いはない。ひたすら「悪」を倒している。 

第 2期…「絶対的な正義」「絶対的な悪」という建前が奪われ、ヒーローが悪と戦うため

の理由付けが必要になってくる。ヒーローと敵には始めから何らかの因縁が設定

されていて、非現実的な世界観の中で過去の因縁を理由に敵を退治する。 
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第 3期…「正義」と「悪」の問題を、秩序を守るか否か、モラルに従うか否かの問題に捉

え直し、「秩序を守るため」に戦う。「絶対的な正義」を振りかざすことはな

く、自らの意思で敵を倒すことができず所属する組織に敵を送還する、という手

段を用いるヒーローもいた。人間が最低限持ち合わせている倫理を「正義」の基

準として活動する。 

第 4期…第 1期から第 3期の「正義」と「悪」のあり方を手当たり次第に試しながら新た

なヒーロー像を模索している。 

 

上記の変化を前提とし、どうしてそのような変化が起こったのかを先行研究をもとに読

み解いていく。 

まず、第 1期の戦士たちは「悪」や「正義」に意味を求めておらず、敵は最初から悪で

ヒーローは最初から正義であることが前提であり、「地球を守る」という大義を掲げるこ

とに何の躊躇も抱いていない。 

しかし、第 2期ではこの前提が崩れ始める。1960年代ごろまでは人々は歴史という大き

な物語のもとで「国民」としてのアイデンティティを持ちつつ生きていた。国家の存在が

自分の生きる意味、と言えば言い過ぎであるだろうが、それに及ばなくとも国家政治がも

っと身近で、自身の生活に直結していた時代であった。しかし、国家に個人の生を意味づ

ける生活は冷戦終結後のグローバル化とネットワークの普及により次第に崩壊し始める。

国家という絶対的な正義を失ったことにより、人々は何が正しくて何に価値があるのかわ

からなくなり、「自分の信じたいものを信じる」ようになった。すなわち個人によって信

じる「正義」が異なっており、世間一般から認められる「正義」や「悪」のテンプレーシ

ョンが存在しなくなったということだ。民衆から受け入れられる正義や悪を明確に打ち出

しにくい時代において「ヒーローと敵の因縁」という設定は「正義」と「悪」を戦わせる

ための苦肉の策だろう。因縁を最初に示しておけばヒーローと敵は戦う理由ができる。ま

た、第 2期では非現実的な世界観において戦うヒーローが多くみられる。現実とはかけ離

れた設定を用いることで、現実ではすでに崩壊していた「正義」と「悪」の二項対立を

「現実ではない」という縛りを設けてでも成立させたかったのだろう。 

さらに第 3期のヒーローは「悪」を「不正義」と捉えなおして対峙している。不正義と

はすなわち「秩序を守らない」と言いかえられている。この時代のヒーローにとって「不

正義」という事実が悪なのであり、「不正義」を働いた存在自体が悪ということではな

い。もちろん敵を「殺す」＝「悪をやっつける」といった従来の定義が用いられた戦隊も

あったが、「悪事を働いたものを逮捕する」ことやヒーローよりももっと権限のある機関

に「裁きを委ねる」ことで「悪をやっつける」と言いかえる戦隊も見られた。人の持つ最

低限の倫理、モラルというあいまいなものを「正義」の基準として活動することこそ「絶

対的な正義」の消失を意味していると言える。 

第 4期のヒーローは時代に沿ってテーマが決められたようには見られない。1～3期の

「正義」と「悪」のあり方を手当たり次第に試しながら、世間に受け入れられる、時代に

合った「正義」を模索しているのだろう。ここでは詳しくは触れないが、同局制作の平成

仮面ライダーシリーズではこの傾向が顕著であり、「世の中のため」という大義名分を捨

てて「自分の欲望を満たすため」に武器を手にし、傷付け合うこともしばしばある。2012

年の海賊戦隊ゴーカイジャーでは戦士が宇宙人の設定であり「地球を守ってやる義理はな

い」と公言している。彼らは「宇宙最大のお宝を手に入れる」という自分たちの欲望を満

たすために剣をふるっているのであって、地球を守ることはその副産物にすぎない。この

設定は平成仮面ライダーシリーズにかなり似通ったものがあり、今後も「正義の味方」で

あった戦士たちが戦う理由の面に置いての大幅な変革を遂げて「自分のため」に戦うよう

になるのか、従来の型を守るのか、今後の動向に注目が集まるだろう。 
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自分で軽く調べた歴代の戦隊の変遷に加え先行研究を詳しく読み解き、自分なりの解釈

をすることで「時代」と「大衆」にあわせた正義のあり方が理解できたと思う。世間に受

け入れられるヒーローがその時代の「正義」を表していることは明白であるが、ここから

今の時代は「自分のために戦う」ことが称賛され、自己犠牲の精神が喜ばれないようにな

ってきていることもうかがえる。すなわち、「自分」にとって都合のよいことが「正義」

であり、都合の悪いこと、自分に害をなすものが「悪」とみなされるのである。自分第一

に生きることをどこまで是とするのか、見極めが必要であるだろう。 

 

 

２－④ 関連書籍による分析 

 白倉伸一郎著「ヒーローと正義」における彼の考え方をまとめる。白倉伸一郎はスーパ

ー戦隊や仮面ライダーシリーズなどの特撮において脚本を担当しており、彼の考える正義

と悪についてこの本で述べている。（以下本文抜粋） 

 

・「平成の勧善懲悪」とは、すべてを都市型社会生活のルールの上に順序だて、そこから

逸脱しようとするものを、あるいは排除し、あるいは納得ずくで管理下に置こうとす

る―という思想である。 

・自身の満足を得るためにルールを破るのが悪であり、ルールを破るために満足を得るの

がヒーローの正義である。 

・私たちの世界の中にある共同体が越境した時、私たちはその共同体に属する個人を

「悪」とみなす。 

・混沌が悪であり、秩序が善である。混沌を秩序化する事が正義なのだ。平たく言えば、

私たちの正義とは「整理整頓」に等しい。〈わたしたち〉化された混沌がヒーローであ

り、〈あいつら〉のままでいる混沌が悪なのだ。 

 白倉氏が述べている「正義」は先ほどのヒーローの考察における第 4期以降の正義、す

なわち平成仮面ライダーシリーズにおける正義のありかたと酷似している。「こちら側」

と「あちら側」というように自分と同じか、そうでないかで世界を分断したうえで自分側

にとって都合がよいことが正義、都合が悪いことが悪とみなされる。自分と同じ考えを持

っている人の方が関わりやすく、自分にとって心地よいことは私たちも日常生活で感じる

ことであり、それを「正義」といかにも聞こえがよさそうな言葉で置き換えているだけに

すぎない。 

  

 

 

3．結論 
 平氏の論文と白倉氏の書籍をもとに「正義」と「悪」を「自分視点」で定義すると、

「正義」は自分にとって都合のよいことであり、「悪」は自分にとって都合の悪いことで

あるといえるだろう。これまで日本では国家を一つの大きな「正義」として国民の足並み

をそろえ、大義によって正義を定義し、それと相反するもの、反乱分子を悪と名付けて排

除しようとしてきた。しかし、次第に国家という大きな指標の影響力が衰え、一人ひとり

が異なる方向を向いて正義を唱えるようになると統制が取れなくなり、新たに世間が「悪」

とみなす分かりやすい定義が必要となった。それが「不正義」という自分に都合の悪い出

来事自体、考え方自体である。個人を攻撃するわけではなく一般に広く浸透している倫理

を指標に用い、行動や思想を非難する事でなんとか「正義」と「悪」を明確に二分化して

きた。現代ではその指標の統制力も弱まり、個人が自分にとって都合のよいものを「正

義」、悪いものを「悪」とあくまでも自分視点で定義するようになり、ますます混乱を極

めている。今後、今以上に定義の個人化や自己優先的な考え方が広まれば社会が助け合い

のもとで成り立つことが難しくなってくるかもしれない。人々を助けるために生まれたヒ
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ーローが自分の欲望を優先しすぎて他人を傷つけるとなれば本末転倒もいいところである。

早い段階で周囲との協調を試み、正義の定義が「自分にとって」ではなく「みんなにとっ

て」になることを期待する。しかしそのためには個人の意見の統制が必要となり、根本的

な解決には至らない。適度に助け合い、適度に自分の意志を通すことができる社会での

「正義」と「悪」を追及することが、万人にとって過ごしやすい社会を成り立たせる上で

必要だと考える。 
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遺伝子組換え作物に対する漠然とした不安を解消するには 

 
5年 C組 36番  原 梨桜 

 

１．研究の目的 

 遺伝子組換え作物が世界中で普及している現在，日本においてもその影響は大きい。し

かし，約５割の人々は遺伝子組換え作物に対して批判的，否定的な姿勢を取っている。反

対派の理由として最も多いのは「漠然とした不安」である。そこで, なぜ多くの人が遺伝

子組換え作物に対して漠然とした不安を抱えるのかを考察し，漠然とした不安を解消する

方法を考える。 

 

 

２．遺伝子組換え作物とは 

①遺伝子組換え技術とは 
 遺伝子組換え作物（以下組換え作物）とはその名の通り遺伝子組換え技術（以下組

換え技術）を用いて作られた作物のことである。遺伝子組換え研究促進室によると遺

伝子組換え技術(以下組換え技術)とは、「ある生物から目的とする遺伝子を取り出

し、別のターゲット生物のゲノムつまり遺伝情報に導入することでその生物に新たな

性質を付与する技術である。従来の品種改良であれば交配可能な品種同士を掛け合わ

せて得られる形質しか生成できず、その上一世代ずつ交配させていかなければならな

いので時間もかかっていたが、組換え技術なら交配できない品種の遺伝子を組み込む

ことも可能で狙って遺伝子を操作するため時間もそれほどかからない」(遺伝子組換え

研究促進室)とある。 

 従来の品種改良と組換え技術の大きな違いは,遺伝子を直接操作することである。従

来の品種改良は同種または辺縁種間のみでしか交配はできなかった。交配すると,遺伝

子の情報は半分づつ子世代に取り込まれる。そのため獲得したい形質を意図して得る

ことはできない。目標とする形質獲得のためにそれに近い遺伝子を持った植物または

生物同士を何度も交配させる必要があったのだ。 

 一方で組換え技術は発現させたい遺伝子を植物または生物の中に意図的に組み入れ

ることができる。従来の品種改良のように何世代にも渡って交配する必要がなく,さら

に異なる生物や植物間での交配も可能にする。人為的に植生物に遺伝子を組み込むの

で,自然に得ることができる以上の栄養や形質を生物や植物に与えることもで可能で,植

物や生物の改良の多様化や新たな品種による私達の暮らしの発展にもつながると考え

られる。 

 

②組換え作物について 

 初めて発売された組換え作物は 1994年に米国で発売されたフレーバー・セーバ

ー・トマトで発売されてからまだ 20数年しかたっていない。よって,組換え作物は比

較的新しい技術であると言える。 

 組換え作物の利用にあたっては安全性確保のため法律が策定されており，各国が審

査している。日本では組換え作物に対して農林水産省と厚生労働省が３つの視点から

安全性を判断している。１つは食品としての安全性で「食品安全法」によるもの。２

つ目は飼料としての安全性で「飼料安全法」によるもの。そして３つ目は生物多様性

への影響「カルタヘナ法」に基づくものである。それぞれの法律の中でいくつかの判

断項目があり、その全てをクリアしていなければ組換え作物は使用を許可されない。 
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 また,組換え技術を用いた作物の活用例には以下のようなものがある。 

 

〈活用例〉研究段階のものも含む 

・変色しないリンゴ ・病気に強いトウモロコシや大豆  

・冷凍耐性酵母 

・ゴールデンライス（主に東南アジアやアフリカの栄養不足を解決するため） 

・中性脂肪や血圧を下げるイネ 

・アレルギー反応を減らし

た大豆やコメ 

・花粉症を緩和するイネ 

 

 組換え作物の中で最も利

用されているのは除草耐性

と害虫抵抗性を有するもの

である。しかし，このよう

に作物の味を向上させるも

のや，私たちの健康を促進

するためにも応用されてい

る。これらの例からも分か

るように，組換え作物は私

たちの生活の可能性を広げ

てくれるのだ。 

 
 

③私たちを取り巻く組換え作

物の現状 

 現在世界各国で組換え作物の栽培と利用が進んでいる。とうもろこし，大豆，綿花など

を中心に，アメリカやブラジル，そしてインドなどを軸として栽培面積は年々拡大してい

る。2018年は 26カ国（内５カ国先進工業国,21カ国が開発途上国）が栽培している。輸

入大国である日本でも組み換え作物の輸入は進んでいる。例えば食用油やスナック菓子，

甘味料の原料などに使われている。家畜の飼料として使われることもある。 

  

３．反対派の声 

①反対派の声 

 このように私たちの周りに組換え作物がすでに出回っているにも関わらず，国民の約５

割が組換え作物に対して「不安」と考えている（内閣府食品安全委員会の意識調査 24

年）というデータがある。私自身も普段から組換え作物を口にしているとは思っていなか

ったし，この調査を始めるまで，根拠はなかったがなんとなく食べたくないな，と思って

いた。私の場合はこのように不十分な知識と漠然とした不安から組換え作物に対して拒否

感を抱いていたが,他の人々はどう思っているのだろう。家族や友人など身近な人数人に口

頭で質問してみたところ,やはり組換え作物に対して十分な知識を持つ人はおらず,むしろ

「組換え作物のことはよく分からないがなんとなく反対」という私と同じような意見を出

す人が多かった。この事実についてもう少し詳しく調べた。 

 下の表は組換え作物に対して不安を感じている人たちに聞いた,組換え作物に対して不安

を感じる理由をまとめたものだ。平成 21年度のデータを見ると 49.2%の人が科学的な根

拠に疑問を感じていると回答している。次いで 19.1％の人が食品の安全性に関する情報が

不十分であることを理由に上げている。 
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 さらに,下のグラフは遺伝子組換え農作物のリスクをめぐる一般市民の見解を示したもの

である。ここで「遺伝子組換え食品が安全である」と答えた一般市民は 37%であったのに

対し,専門家は 88%が安全であると答えている。 

 以上のことから多くの人は組み換え作物に不安を感じております,またその不安は情報の

不十分さや科学的根拠への疑問が招いていると考えられる。実際,組換え作物に対して十分

な情報を持っていると考えられる専門家の大多数が安全であると答えていることからも,情

報量によって組換え作物への意識は左右されているように見える。 

 ここで私は,専門家たちと同程度とまでは言わずも多少の知識を持っていて組換え作物を

否定するならそれは消費者の自由だが,情報不足によって漠然とした不安を抱え,その不安

が組換え作物への拒否感を生み出していることに違和感を感じた。漠然とした不安によっ

て組換え作物という私達にとってメリットをもたらしてくれるかもしれない技術の発展を

滞らせてしまうのではないかと考えたのだ。また,組換え作物が私達の身の回りには溢れつ

つある今,漠然とした不安によって組換え作物を否定することは,普段の「食」に対する意

識をないがしろにするということになるのではないのだろうか。 
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②組換え作物を「なんとなく」で否定したら困る理由 

 先に述べたように,組換え作物を漠然とした不安から否定することにより画期的な技術の

発展及び浸透を阻害しうる。現にゴールデンライスという栄養失調を改善するためにビタ

ミンを多く含んだイネの実用化は,その技術が「遺伝子組換えを使ったものだから」という

理由で遅れた。 

 また，世界で人口が増えている中でこれからはより多くの安定した食の供給量も必要と

なる。組換え作物を使えば収穫量を増やしたり，開発途上国の多い地域で育成が難しかっ

た作物も栽培可能となり，世界の食料問題の解決の一つの手段としての期待も大きい。 

 根拠のない漠然とした不安が増大することによって組換え作物の実用化を根拠なしに否

定してしまうと,組換え作物の持つこうした可能性を気づかぬうちに潰してしまう恐れがあ

る。 

 

 

③なぜ漠然とした不安を抱えるのか 

 なぜこのように，確実な根拠のない

不安をもつ人が多くいるのか。そこに

は３つの原因があると考えられる。１

つ目は食べ物のパッケージの原材料表

示に「遺伝子組換えでない」と書いて

あること。２つ目はメディアの報道の

仕方。そして３つ目は組換え技術につ

いて情報を得る機会があまりないこ

と。前者の２つの理由の根本には３つ

目の理由である十分な情報を持ってい

ない事が考えられる。３つの理由につ

いて考察する。 
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ⅰ）原材料名の表示 

１つ目の，原材料表示に「遺伝子組

み換えでない」と書いてあることに

ついて。日本では組換え作物を一定

量以上含んでいる商品について，

「組換え作物使用」の表示をしなけ

ればいけないという決まりが定めら

れている。しかし，含んでいないも

のについて表示義務はないのだ。表

示する理由については企業ごとに

様々であると思うが，こういった記

述を目にすることで，「でない」と

書いてあるということは実は組換え

作物は有害なのではないか，という

考えを消費者は持つ。そのため，組換え作物に対する不安が表れる。 

 

 

ⅱ）メディアやインターネットの情報 

 ２つ目はメディアの報道やインターネットの情報である。世の中にあふれている組換え

作物に関する情報のうち，メディアやインターネットには賛成派と反対派にはっきり意見

が分かれているものが大半を占めている。情報媒体の性質上賛成派と反対派にはっきり分

かれることは仕方ないかもしれないが，その記事の中には情報があいまいなものや組換え

作物は「良いもの」「悪いもの」というバイアスを通った情報が掲載されている。そのた

め，根拠があいまいな賛成派，反対派の意見だけを鵜呑みにしてしまうことで漠然とした

不安を抱える原因になると考えられる。 

 

 

ⅲ）情報に触れる機会がない 

 ３つ目は組換え作物や組換え技術について詳しい情報を得る機会があまりないことだ。

これが人々の「漠然とした不安」の原因の根底にある。インターネットで調べれば農林水

産省のホームページや様々な論文，更には新聞やテレビなど組換え技術の情報に触れるこ

とはいくらでもできるが，普段生活していて自分から積極的に調べてみようと思い立つ人

は多くない（2009青山ら）。また,先程述べたようにインターネット上に出回っている情

報の中には極度に賛成または反対の主張をしており,その根拠は明確でない情報もあるため

に情報の判別が難しいこともあるだろう。 

 

 

４．なんとなくの不安を解消するには（打開策について） 

 以上に述べた理由から，人々が組換え作物に抱く漠然とした不安を解消するために一番

効果的な方法は，やはり組換え作物についての情報を知ることである。インターネットの

他に組換え技術や組換え作物の情報に触れる機会といえば，学校の授業が思い浮かぶ。 

そこで私は学校の授業において何か工夫をすることで，組換え作物や組換え技術に対する

漠然とした人々の不安の意識を変えることはできないかと考えた。さらに,学校で教わる機

会のない人々，つまり大人たちに向けた情報提供の場としてはサイエンスカフェや企業向

け講習会での情報交流を提案する。 
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＜提供するべき情報＞ 

・組換え作物のしくみ 

・安全性確認はどのように行われているのか 

・使うことでどんな事ができるのか 

・どんな不安が懸念されているのか。また,その懸念があればそれを肯定または否定する根 

拠 

・組換え作物とうまく付き合う方法 

 

①中高生向け 

＜学校教育における工夫＞ 

 ここでいう学校とは中学校と高等学校のことを指す。小学生に遺伝子の話や組換え技術

のプロセスを紹介してそれぞれの意見を持つことはやや難解であると考えたため，今回は

組換え技術のプロセスの理解やそれを取り巻く現状について理解する力合あると考えられ

る中高生を対象に組換え作物の情報提供の方法を考える。 

  

１）日本における組換え作物の教育 

  右の表は遺伝子組換え

に関連した授業経験の有

無について内閣府が中学

校，高等学校教員に行っ

たアンケートである。こ

のアンケートによると全

体の 75％が教えたことが

あると回答した。このこ

とからも，授業において

組換え作物に関する情報

を提供することは，実現

可能であり，多くの生徒

に対してその機会を与え

ることができると考えら

れる。また，理科の授業

だけでなく家庭科や社会

において取り扱われる値

もかなり高い。 

 次に具体的な授業において扱う内容に関してまとめる。右の表は図２－１と同じ対象に

調査した授業内容についての調査結果である。この調査では科目別に授業内容が調査され

ており，科目によって授業で教えた内容に大きくばらつきがあることが分かる。遺伝子組

換えに関連した授業経験の有無が中学，高校内で一番高かった理科においては「遺伝子と

は何か」や「遺伝子組換えの基本原理」などいういわゆるプロセス,事実を教える割合が圧

倒的に多かった。 では実際に理科の授業ではどのような教材が使われているのだろう

か。一番使用率の高い教材である教科書に着目する。日本の中学校の教科書を見てみると

遺伝子や遺伝子組換えについての欄には組換え作物が「安全である」や「使うべきではな

い」などといった記述はない。あくまで客観的な事実である遺伝子組換えのプロセスや活

用例のみが記載されていた。一方，イギリスの中学校の教科書を見てみると日本と同じよ

うに客観的な事実が書かれていたのに加えて「組換え作物に関して発信されている情報に

は筆者の持っている意見による偏りがある場合があるのでその情報を見極めていくことが

大切である」といった記載があった。さらに,「科学者と市民の交流が組換え食品の選択な

どの際に情報に基づいた選択を促進する」，といった人々の「意識」に関わる記述もあっ
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た。 

 これらの資料から日本の

学校における組換え作物の

情報提供に関して分かるこ

とは２つある。１つ目は理

科以外の科目も含め,組換作

物を授業で取り扱う機会は

多いこと。２つ目は多くの

授業で扱われるであろう教

科書には組換え作物のプロ

セスなどしか載っていない

こと。これだけでは組換え

作物に関するプロセスは学

べても，実生活の中で消費

する際の意識につなげて考

えることは難しい。そこで

私は理科の授業と家庭科の

授業で連携することで，組

換え作物について正しい知

識を身に着けつつ，実生活

の中での意識についても考

える場を提供できるのでは

ないかと考えた。 

２）提案 

 具体的な方法としては理科の先生と家庭科の先生間で連携を取り，理科の授業で組換え

作物のできるプロセス，つまり「事実」を教えた後に家庭科の授業で組換え作物の安全性

について交わされている議論や食品表示制度，偏った情報などの「意識」に関わることを

教える。このとき，特に家庭科の授業では意識に関することを授業で取り扱うので，あく

までも教師は中立的な立場を主張することが望ましい。 

 主に家庭科の授業において組換え作物についての情報を提供する際に「賛成派と反対派

双方の意見がある」という結論のもう一歩先まで踏み込むにはどうしたらよいのかを模索

する必要がある。そこで，自分は組換え作物の利用についてどう思うかについてグループ

ディスカッションを行うことにより，一方的な情報提供ではなくて主体的に自分の意識に

ついて考えることが出来るようになる。このような連続的な授業の流れを作ることで正し

い知識を持った状態で自分の意識について考える機会が与えられるため，自分の意識が根

拠に基づいたものである，と自信を持つこともできる。また，学校で組換え作物の情報を

提供する狙いは生徒自身に情報を普及させるほか，その生徒たちが学んだことを家で共有

することで家族，特に消費者層の大人たちにも情報を浸透させていくことがあるのだ。 

 

 

 

②大人向け 

 学校に行って学ぶ機会はないが，中高生よりも消費者として食にかかわることの多い大

人たちに対してはサイエンスカフェと企業向けの説明会を打開策として提案する。 

 

＜サイエンスカフェ＞ 

 サイエンスカフェとはその名の通りカフェなどのアットホームな場所でその分野の専門

家と市民が集い，あるトピックに関して意見などの交流を行う場である。私がサイエンス
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カフェを提案した理由は大きく分けて２つある。一つ目は，仕事や家事が忙しくて時間が

ない大人でも，カフェなどの出向きやすい場所で会が行われることによって気軽に参加で

きると思ったからだ。２つ目の理由は直接専門家と交流をすることで，市民と専門家の間

にあるギャップを埋めるためである。下の表は市民に対して，組換え作物に対する意識と

専門家たちはどう考えているかについての調査をまとめたものである。この表から，専門

家と市民の間には 51％の見解の相違があることが分かる。この数字はかなり大きいと言え

る。直接専門家の意見を聞くことで，互いの意識のズレを知ることは市民にとっても専門

家にとっても新たな発見や自分たちの意識に足りないことは何だったのかを知る機会にな

るだろう。デメリットとしては，専門家たちがカフェに出向かなければならず，少人数で

の交流となるため，多くの人々と交流するには膨大な時間と労力を要することだ。また，

興味がない人たちはわざわざ来てくれないかもしれない。そこで知識を普及させられなか

った人々に対しては，中高生が学校で学んだことを家で話すことによってある程度の意識

の改善を期待する。 

 
 

 

＜企業向け説明会＞ 

 これは主に一般市民ではなく，食品会社などの組換え作物を扱うことのある企業で働く

大人に向けて行うことである。企業向け説明会の主な目的は，組換え作物に対する正しい

知識を改めて知ってもらい，自分たちの意識に偏りがないかを再確認してもらうことと消

費者の意見とうまく付き合う方法を模索していくことである。これは専門家が企業に出向

く，またはリモート形式で社員に対して行う。組換え作物のプロセスを説明するのはもち

ろんだが，それに加えて学校やサイエンスカフェとの違いは消費者の意見とどう付き合っ

ていくべきかを説明することだ。これは主に表示制度のことを指している。 

 実は今，組換え作物反対派の人々の非売運動や漠然とした不安をあおるなどということ

を理由に，「組換え作物でない」という任意表示をなるべく消去しよう，という動きがあ

る。しかしこれは消費者の食の選択を奪っているということになるのではないだろうか。

企業は利益を追求することも大切なので，なるべく消費者の意見に添うような同行があ

る。このような「消費者の選択の自由」と「反対派の意見」の板挟み状態にある原材料名

表示の問題について専門家と意見を交わす機会も得ることが出来るのだ。これは企業にと
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って有益な議論をする機会になるのではないだろうか。 

 

 

 

５．まとめ 

 組換え作物について多くの人が漠然とした不安を抱く理由は主に情報不足によるものだ

と分かった。そこで，正しい知識を伝達していくことが，この漠然とした不安を解消する

ことに効果的だと考えた。そこで中高生には学校の授業の工夫によって，大人に対しては

サイエンスカフェと企業向け説明会を打開策として提案した。正しい知識に基づいて各々

が自分の食生活に関わる遺伝子組換え作物に対して意識を持ち，漠然とした不安を持たな

い人が増えることを願っている。 
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広島大学附属福山高等学校 

5 年「提言Ⅰ」 

 

「ソーシャルメディア上のデマ拡散を防ぐため、その仕組みを知ろう」 

 

5 年 C 組 37 番 松井彩花 

 

1.序論 

 この課題に興味を持つようになった一番のきっかけは、コロナウイルスの影響でそれに関する様々な

デマがソーシャルメディア上で飛び交っているというのをニュースで聞いたということだ。例えば身近

なことであれば、トイレットペーパーが実際は在庫がたくさんあるのになくなるだとか、海外では「ア

ルコール飲料はウイルスを死滅させる効果がある」という情報で多くの感染者がメタノール飲料を飲み、

死亡している。デマは時には人の命にもかかわる厄介な問題なのだということを思い知らされた。 

 私はソーシャルメディアによって人々が誰でも軽い気持ちで信憑性のない情報を発信しているのでは

ないかと考え、その理由について本研究で追及した。本研究では、私たちがソーシャルメディアの仕組

みを理解することによってソーシャルメディアを利用する際に、デマが暴走しないように考慮のある行

動をとれるようになろうということを目指す。 

 

２.本論 

 

ソーシャルメディア上でデマが爆発的に拡散する理由とは？ 

 

①速く広く拡散 

 ソーシャルメディアは、既存のマスメディアよりも先に情報が流通する。図のように、例えば SNS→

まとめサイト→テレビといった順番で、どのメディアよりも早く情報の流通が行われる。一般人のつな

がりをベースとしているソーシャルメディア上で多くのユーザーの間でいち早く話題となり、大きくな

ってから他のメディアで取り上げられる。 
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ソーシャルメディアには、ツイッター、フェイスブック、インスタグラム、ラインなど、様々な SNS

の種類があるが、特にツイッターは速報性が高く、拡散性が強い。ツイッターにはリツイートという、

誰かがあげた情報を自分も投稿して、自分とつながっている人へその情報を受け渡すことのできる機能

があり、もし誰かがデマを流したらそれが簡単に広まりやすい仕組みとなっている。「炎上」もこのよ

うにして起こる。「炎上」は社会に「悪」だと思われるような投稿をすることで、批判が殺到すること

だが、ソーシャルメディアでは個人の特定がされにくく（匿名性がある)、仮に特定されたとしても法

整備が進んでいないため、軽い罰金で済むことがあるため過激な誹謗中傷になることも多い。 

 

https://mag.sendenkaigi.com/kouhou/201805/pr-times/013276.php 

 

②信憑性の軽視 

 マスメディアは企業や広告主が消費者に対して一方的に発信するものだが、ソーシャルメディアは消

費者も簡単に発信者となることができる。誰でも発信できるということは、嘘の情報も発信されやすい。

（加えて匿名である意識、多くの人に見られる可能性に気づいていないということが後押しをする。）

ソーシャルメディア上で情報をシェアしようとする理由は、有用な情報を伝達することだけでなく、

「自分の表現」「社交やコミュニケーション」などもある。人気者になりたいだとか、好きな芸能人や

インフルエンサー（世間に与える影響力が大きい行動を行う人物）の発信することなら、信じてそれを

リツイートするようなこともあるだろう。このグラフは、SNS 利用者がどのような基準で拡散する情報

を選んでいるかを示しているが、内容に共感できるか、面白いかの割合が高いことが分かる。よってソ

ーシャルメディア上では情報の信憑性がいつも重要視されるとは限らないと言える。 
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https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/nc242250.html 

 

 

 

 

 

③勘違いを誘発 

 対面して会話するときには起こり得ないような勘違いが発生する危険性がある。ソーシャルメディア

は文面によって意見や情報が交換されるので、時には言いたいことがうまく伝わらないことがある。例

えば「面白くない」という文章を見たところで、これは疑問文なのか否定文なのかは判断がつかない。

その前の文脈があればどちらかということを判断できるが、ソーシャルメディアではリアルタイムに情

報が更新されていて、それ以前の情報のやり取りの様子が見えないこともある。よって途中からやり取

りに加わったユーザーが勘違いを起こしてしまう。そうして生まれた勘違いによって思わぬトラブルが

引き起こされる可能性もあるのだ。 

 

 

行われている対策は？ 

 

企業・団体はデマ拡散防止のために何を行っている？ 

 対策の一つの例としては、デマを検出するプログラムが開発されている。過去どのようにうわさが拡

散していったのかを調査した、高い正確率でデマを検知できるシステムである。95％ほどの正確率をた

たき出しているものもある。5つの大学、4つの企業が共同で研究開発にあたっているのが、「Pheme」

という Twitter のデマを検出するプログラムである。情報ソースやツイートの会話、ツイートされてい
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る言語を追跡し、ツイートの発言者までたどり、発信者が信じられる人物であるかどうかという判断を

する。こうして、いち早く情報の信憑性を確かめることができるようになる。 

 

 また、ツイッター社では米大統領選挙の際、リツイートの仕様を一時的に変更した。今まではリツイ

ートはボタン一つ押すだけでできていたが、コメント付きでリツイートする「引用リツイート」の画面

が表示されるようになり、リツイートまでワンステップ増やす仕様となった。コメントを入れずにリツ

イートすれば、今まで通りにできるのだが、反射的なリツイートを防ぎ、情報が確かなものかを一呼吸

置いて考えてもらいたいという意図から、この仕様変更に至った。 

 

  

 

https://news.yahoo.co.jp/byline/okadayuka/20201021-00203964/ 

 

 

 

 

 

 

 

３.結論 

 

私たちには何ができる？ 

 デマを根本的になくすことはできない。今日からソーシャルメディアは禁止と言われたとしても、デ

マの爆発的拡散がなくなるだけで嘘の情報は行きかい続けるだろう。ソーシャルメディアによってデマ

←ツイッター公式アカウントによる、 

仕様変更を知らせるツイート 
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の影響力が大きくなっただけで、デマは昔からあるものだ。よって根本的な解決法ではなく、ソーシャ

ルメディアの特徴を考慮して、デマの爆発を和らげる方法を考えた。そのためには、企業や団体の努力

よりも私たち一人ひとりの心掛けが大事だと私は思う。 

 

ファクトチェック 

 デマに騙されないようにするためには「ファクトチェック」の能力が重要である。日本には、ＦＩＪ

（ファクトチェック・イニシアティブ）という、ファクトチェックの普及活動を行う非営利団体がある。

それによると、ファクトチェックとは、「公開された言説のうち、客観的に検証可能な事実について言

及した事項に限定して真実性・正確性を検証し、その結果を発表する営み」と定義されている。つまり、

嘘と真実を見抜く能力のことである。 

 

 

FIJ はファクトチェックの基本的なルールとして３つのポイント

をあげている。 

 

1) 事実と意見の区別 

2) 証拠に基づく検証 

3) ファクトチェック記事の３要素 

 

 一番目の事実と意見の区別は、何らかの「証拠」によって第三

者が確認できる、事実を述べた言説である「事実言明」と個人的な価値観に基づく「意見表明」のどち

らであるかを見分けることだ。「意見表明」の場合、ひとによって見方が違い、正しい、正しくないと

いうことをいうことはできないため、ファクトチェックの対象外とする必要がある。 

 

 二番目の証拠に基づく検証は、調査によって収集・入手できる証拠に基づいて「事実言明」を検証す

ることである。情報を信じる前に、どうしてそれは正しいのかという証拠を探さなければいけない。 
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まとめ 

 私たちはソーシャルメディアを使う上での注意点をしっかり理解できているかどうか確認する必要が

ある。一時的な思い付きで、よく考えずに情報をシェアするということをなくすことが何よりも重要だ。

ソーシャルメディアは、自分だけの日記でも、友達だけとの交換日記でもない。ソーシャルメディア上

では、アカウントに鍵をつけていない限り多くの人に見られる可能性がある。独り言のような感覚で安

易な発言をしてはいけない。人を不安にさせるような投稿は、取り返しのつかないことになるかもしれ

ないので絶対にやってはいけない。簡単に誰かの情報を信じ込んでそれをまた自分のフォロワーへ流し

たり、誰かの発言をそこだけ切り取って広めたりするのも危険である。ソーシャルメディアが無くては

ならない時代となってきている今、私たちは自分の行動を一度見直すことが必要だ。 

  

● 匿名性 

● 公開性 

● 信憑性がない      

● 情報流通の迅速さ 

● リアルタイムで更新      

           ・・・等の隠れた危険性を意識して利用することが大切 

 

   

 

４．参考文献 

 

＊単行本 

天野 彬(2017) 『シェアしたがる心理~SNS の情報環境を読み解く 7 つの視点~』 宣伝会議 
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白井(2007)Twitter ネットワークにおけるデマ拡散とデマ拡散防止モデルの推定 

大向 一輝(2020)「ウェブらしさ」を改めて考える －2010 年代のウェブと社会－ 

岸本頼紀(2020) ソーシャルメディアのリスク 

 

＊ウェブサイト 

総 務 省  SNS で の 情 報 拡 散 の 状 況  情 報 拡 散 の 基 準 
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FGI ファクトチェックの定義 https://fij.info/introduction/basic/ 
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子ども兵士を廃絶するには 
5C 38番 村上 塔子 

１．序論 

日本では事故や事件で人が１人亡くなれば，次の日には必ずメディアによって全国規模

で報道される。亡くなった人が子どもであればさらにその衝撃は大きなものとなる。 

 しかし、1989 年の第 44 回国連総会において採択された『子どもの権利条約』における

「武力紛争における子どもの関与に関する子どもの権利に関する条約の選択議定書」では

第 2 条に「締約国は、18 歳未満の者を自国の軍隊に強制的に徴集しないことを確保す

る。」，第 4 条に「1 国の軍隊と異なる武装集団は、いかなる状況においても、18 歳未

満の者を採用し又は敵対行為に使用すべきでない。」，「2 締約国は、１に規定する採

用及び使用を防止するため、すべての実行可能な措置（１に規定する採用及び使用を禁止

し並びにこれらの行為を犯罪とするために必要な法律上の措置を含む。）をとる。」，

「3 この議定書におけるこの条の規定の適用は、武力紛争のいかなる当事者の法的地位

にも影響を及ぼすものではない。」と定められ，196 か国がこれを締結しているにも関わ

らず，アフリカ諸地域には未だ 20万人もの子ども兵士が存在している。彼らは支配されて

いる組織からの洗脳を受け自我を失い，人を殺すことを強要される。この事実から，社会

的に弱い立場にある子どもを武力紛争への関与から絶つ必要があり，それを実現するには

条約による文書上の規制ではなく、具体的な手段を用いなければならない。 

 本論では「イラン・イラク戦争」，「湾岸戦争」，「イラク戦争」，「シエラレオネ内

戦」の内情から子ども兵士が徴兵された背景，戦争が起きた背景を読み解いて子ども兵士

廃絶に向けて世の中はどのように対応すべきか提言する。 
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２．本論の概要 

１章：子ども兵士とは 

①子ども兵士の定義 

②子ども兵士の現状 

  

２章：子ども兵士の徴兵された例 

・民族紛争(月村太郎の著書『民族紛争』の定義より，民族紛争には国家間戦争も含む)の

例 

ⅰイラン・イラク戦争 

ⅱ湾岸戦争(アシュバル・サラム) 

ⅲイラク戦争 

Ⅳシエラレオネ内戦-Blood Diamond- 

 

３章：子ども兵士はなぜ徴兵されるか 

①子ども兵士の需要供給を取り巻く環境 

②なぜ民族紛争が起こるか 

 

4章：国際的な子ども兵士廃絶のための取組 

→提言① 民族紛争を廃絶させるためにはどうすべきか(政治的な視点) 

提言② 元子ども兵士に対するケアはどうすべきか(我々のような直接関係のない人からの

視点) 

 

３．本論 

１章 子ども兵士とは 

①子ども兵士の定義 

“正規、非正規を問わず、あらゆる軍隊に所属する 18 歳未満の子どものこと (認定 NPO

法人テラ・ルネッサンスより) ” 

尚、この定義の中には戦闘に直接関わらない兵士(非戦闘員)も含まれる。 

また、子ども兵士の中には少女もいる。 

 

②子ども兵士の現状 

子ども兵士の武力組織の中での役割は主に以下の５つである。 

・敵対勢力のスパイや情報伝達 

・地雷原を歩かされ、地雷除去装置として使われる 

・最前列で行進させられ、弾よけとして使われる 

・武器や食料のなど重い荷物運び 

・少女兵の場合、性的虐待や強制結婚をさせられる 

 

子どもは従順で洗脳されやすく、小柄で機敏なので強制的に徴兵が可能で、すぐに”補充”

ができるため、消耗品として扱われる。また、規律や上官の命令に反したり、任務を怠っ

たりする子どもに対しては、他の子どもへの見せしめとして、厳しい体罰、体の一部の切

断、場合によっては死刑にする軍隊もあり、他の子どもに罰を与える役目を担わせること

もある。 

次に示すのは、一武装勢力にとっての成年兵と少年兵の２財モデルである。中央３つの

曲線は無差別曲線というものであり、一個人にとって等しい効用(満足感)をもたらす２つ

の項目の組み合わせを示す曲線である。ここでは一武装勢力にとって成年兵(a)と少年兵
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(ｃ)の効用が等しくなる募集数、つまり a1,a2,a3と c1,c2,c3の対応する点をそれぞれＰ，

Ｑ，Ｒとしている。それぞれ中央の太い曲線は所得―消費といい、財の価格が一定という

条件の下で所得のみが変化するとき、ある消費者が選択する最適な財の購入計画を表した

曲線である。ここでは一武装組織の予算とそのときその武装勢力にとって最適な兵力の構

成を表している。右に行けば行くほど予算が多いということになる。 

 
ここから分かることは、武装勢力の予算が増える(P→Q)と子供兵士の動員数は減る

(c2→c3)ということである。このことは資金に余裕がある限り武装勢力はその構成を基幹

兵力である成年兵士で占めようとするということを意味する。この予算と子供兵士の動員

数の関係から、経済に停滞がみられる発展途上国では、成年兵に比べて劣位である子供兵

士の動員が多いことが説明できる。 

子ども兵士が徴兵される場合は次の２通りのパターンがある。 

(１)自ら志願して兵士になる場合 

 この場合では、貧困の末、子どもが自ら志願することが多い。 

失業率の高い貧困地域では子どもたちは兵士になれば最低限の衣食住が確保できると期

待し、就職先として入隊する場合がある。 

また、人々から食糧やお金をゆすり取るための武器を目当て入隊することもある。 

貧困でなくても、身内を殺された子どもがその復讐のために兵士になることもある。 

 

(２)誘拐されて、強制的に兵士にさせられる場合 

 この場合では、政府軍や反政府軍勢力がたまたま見かけた子どもを連れ去ったり、町や

学校に侵入して大人数を強引に誘拐したりして子ども兵士にする。 

まず、武装勢力は誘拐した子どもに身内を殺害させたり、身内の四肢を切断させたりし

て他人を殺害することへの抵抗を無くしてコントロールする。そして、アルコールやドラ

ッグを用いて洗脳し、その組織への強い帰属意識を芽生えさせる。 

 

２章 子ども兵士の徴兵された例 

次にイラン・イラク戦争，湾岸戦争(アシュバル・サラム)，イラク戦争，3.21 自爆テロ

(アル・カイーダ)，スーダン人民解放軍，ジャンジャウィード，シエラレオネ内戦-Blood 

Diamond-の７つの事例をもとに子ども兵士の徴兵される戦争ないし暴動の傾向を見てい

く。 

ⅰイラン・イラク戦争【ホメイニ親衛隊】 

 (以下枠内は『世界史の窓』ホームページから引用) 

 

 

 

 

 

 

＊１９８０年９月から８８年８月まで９年間にわたって続いた、イラン＝イスラーム

共和国とイラクの戦争。９月１７日、イラクのサダム＝フセイン大統領が軍にイラン

領内への侵攻を命じ、２２日から戦闘が本格化した。国際連合安保理は緊急に停戦を

決議、イラクはうけいれたがイランの最高指導者ホメイニ師は拒否し、戦闘が長期化

することになった。 

 戦争前半はイラク軍が優勢、後半はイラン軍が巻き返すという経過で進んだが、こ

の戦争で初めて隣接する国が互いにミサイルで攻撃しあった最初の戦争となった。ま

たイラク軍により化学兵器が使用され、被害が多くなったのも特徴である。 
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子ども兵士たちはホメイニ親衛隊に配属され、地雷の埋まった地面を歩かされて地雷処

理に使用された。 

 

ⅱ湾岸戦争【アシュバル・サラム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イラクはアシュバル・サダムという子ども兵士組織を編成した。 

この構成員は軽火器で武装した 10～15 歳の子どもであり、隊員数はバクダッドだけでも 

8,000 人に達した。 

 

 

ⅲイラク戦争 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イラクでは子どもが兵士として用いられ、多国籍軍と対峙した。子どもはイラク国内の反

フセイン勢力も用いており、米国が支援していたイラク解放戦線も子どもを募集していた

とされている。フセイン政権下では、1990年代半ばより 10 歳の子どもを対象とした 3 週

間の軍事訓練が実施され、その中では訓練や消火器の取り扱いの他、バース党の政治教義

教育も行われた。 

 

Ⅳシエラレオネ内戦-Blood Diamond- 

(以下枠内は『シエラレオネ内戦 ウイキペディア』より引用) 

 

 

 

 

 

 

＊１９９１年１～２月、クウェートに侵攻したイラクに対しアメリカ軍主体の多国籍

軍が攻撃をくわえた戦争。冷戦終結後の地域紛争が深刻化した。イラク共和国の独裁

権力を握るサダム＝フセイン大統領は、１９９０年８月、突如としてクウェート侵攻

を行った。それに対してただちに国際世論の反発が高まり、国連はただちに安保理が

イラク軍に対し撤退勧告を行い、さらに経済制裁を決定した。 

 ２００３年３月２０日、アメリカ合衆国のＧ.Ｗ.ブッシュ（子）政権が、イラクが大量

破壊兵器を保持しているとして空爆および地上軍によって侵攻し、そのサダム＝フセイ

ン政権を倒壊させた戦争。アメリカ合衆国は国連安保理決議に基づかず、「テロとの戦

争」の一環として、イギリスなどの「有志同盟」による軍事行動として実行した。５月

には戦闘が終了、後にフセイン大統領を拘束し、新たなイラン政府も成立したが、その

後もイラン情勢は安定せずにテロ活動がやまず、アメリカ軍・イギリス軍などが依然と

して駐留を続け、問題は長期化している。 

シエラレオネ内戦は、西アフリカのシエラレオネで 1991 年から 2002 年まで起きた内戦

である。 反政府勢力、革命統一戦線（RUF）と政府軍との交戦で、ダイヤモンドの鉱山

の支配権をめぐって大規模な内戦に発展し、7万 5000人以上の死者を出した。 

- 307 -



 

RUF にはたくさんの子ども兵士が配属され、ドラックなどで洗脳されたあと残虐な行為を

強要された。 

 

 

3章 子ども兵士はなぜ徴兵されるか 

ここでは、子どもが兵士として徴兵される背景と民族紛争が起きる要因について考察し

ていく。 

まず、比較的子ども兵士が徴兵される背景を紹介する。 

 

①子ども兵士の需要供給を取り巻く背景 

子ども兵士の需要供給を取り巻く背景には次の 2種類があると言える。 

⑴紛争を取り巻く環境 

環境とは主に経済のことである。経済政策の失敗により貧困が問題となっている国では

貧しい子どもたちは自分たちを保護してくれる武力組織に加わりやすい。そういった地域

ではストリートチルドレンが存在し，彼らは武力組織が子ども兵士を募集する際の恰好の

餌食となる。 

また、1 章で成年兵と少年兵の 2 財モデルを用いて述べたように，武装勢力の予算に余

裕がないときに子ども兵士の需要が増えるので，国が貧しいときは武装勢力側にとっても，

子ども側にとっても子ども兵士を動員させやすい状況が出来上がることになる。 

 

⑵近年の武器の進化 

 1 章で子ども兵士は成年兵の補助戦力であると述べたが，近年は武器の進化によって子

ども兵士は補助戦力を逸脱した存在となっている。 

 成年兵と同等の戦力が発揮できるとなれば，子ども兵士にはむしろ利点がある。それは

成年兵と違って報酬を要求しないことだ。子どもは強制が容易である。 

 このことから近年はより子ども兵士を用いやすい環境になっている。 
 
これらが武装勢力の子ども兵士を利用する背景である。 
では、なぜ武装勢力が子どもを徴兵しなければならないような民族紛争が起きるのか必要

条件と十分条件に分けて要因を整理し、実際に起きた子ども兵士を徴兵した民族紛争の例

がその要因にどれほど当てはまっているのかを検証する。 
 
②なぜ民族紛争が起こるか 
民族紛争が発生する必要条件として「民族の居住分布」，「民主化」，「歴史・宗教」

の 3つの要因を挙げる。 
 
⑴「民族の居住分布」～民族の居住分布における混住パターン～…a1  
 主に多民族国家における複数の民族の居住分布のパターンは集住，混住，散住の 3つに

分類できる。 
 集住はそれぞれの民族の居住地の境界線がはっきりしているのでいわゆる「陣取り合

戦」 
にあたる紛争は起こりにくい。散住は成員同士の物理的な距離が離れているので、組織を

集めることができず、民族紛争を起こすこともできない。そして紛争を起こすきっかけも

ない。 

 民族紛争が起こりやすいのは混住パターンである。複数の民族の居住密度が比較的近い

場合、その場所を巡る「陣取り合戦」が発生する。 

 

⑵「民主化」～民主化が起きたとき，民主制時代の政権担当が民族的少数派だった場合～
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…b1 
民族紛争は少なからずその国の体制変動がかかわっている。ここでは特に民主化に関し

て焦点を当てていく。民主化が起きたということはその前に非民主制の時代があったとい

うことである。その非民主制の時代に，「他民族的多数派が政権を担当していた場合」，

「多民族的少数派が政権を担当していた場合」2通りに分類することができる。 

この場合，後者の方に民族紛争が起こる危険があるといえる。 

民族的多数派が政権担当の場合、政権移動はその組織内でしか起こりにくい。むしろ、

民主化を逆手にとって自身の政策を正当化することもできる。例えば、選挙などを使って

支持を集め、支配を正当化することなどだ。 

一方で、民族的少数政権担当の場合、民主化には国政選挙が伴う。そうなれば民族的少

数派は支配的立場から降りなければならないので、この結果に抵抗する。民族的少数派が

非民主制時代に暴力的な政治をしていたなら、彼らは民族的多数派の報復を恐れることに

もなる。結果これら 2つの観点から民族紛争に発展する可能性は高くなる。 

 

⑶～2つの民族の間に歴史的な対立構造があった場合～…c1 
 両民族の間に紛争の過去、宗教的な対立構造があった場合に，その対立意識を取り去る

のは困難である。現在にその両者の組み合わせの対立構造ができれば、短絡的に感情が高

まって激しい武力衝突があっても不思議ではない。 
 
 次に民族紛争が発生する十分条件を挙げる。民族紛争が発生する十分条件として「当事

者が感ずる恐怖」，「民衆の行動」，「民衆の行動をまとめるリーダーシップ」の 3つが

ある。 
 
⑴当事者が感じる恐怖」～相手がいつ攻撃してくるかわからないという恐怖がある場合～
…a2 
内乱状態で世間が不安定な時，人々は少なからず恐怖を感じ，多々それが過敏になって

しまうこともある。両勢力が敵対関係にあるが故に対話不足で互いの状況把握ができず

に，相手の軍拡に敏感になってしまうこの状況を「安全保障ジレンマ」と呼ぶ。安全保障

ジレンマでは、一方が自衛のために行った軍拡をもう一方が自身への攻撃のためのものだ

とみなしてそちらも対抗して軍拡を行う。結果，前者が自衛のために行った軍拡がかえっ

て前者にとって安全保障の低下を招くことになる。安全保障ジレンマの機能する条件は、

相手の行動の攻防の区別がつきにくいこと，攻撃側が有利であるという確信が浸透してい

るということである。 
安全保障ジレンマの例から，民衆の恐怖が思わぬ暴動に発展する可能性がとても高いこ

とがわかる。 
 
⑵民衆の行動をまとめるリーダーシップ～反政府的エリートが存在する場合～…b2 

a2で述べた，民衆の恐怖が引き起こす思わぬ暴動というのは，民衆の意思が一つにな

っているだけでは成り立たない。その民衆のエネルギーを民族紛争という形にしてい

く存在が必要である。その存在はエリートでなければならない。民族紛争はある程度

の財源がなければ起こせないからだ。 
したがって、反政府的エリートの存在が民族紛争の発生をより強固なものにしていく。 
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湾岸戦争，イラク戦争はイラン・イラク戦争の派生だと考えるとイラン・イラク戦争の

要素と全く同じになった。 
これだけ民族紛争発生の条件に子ども兵士が徴兵された戦争が当てはまれば，紛争予防

が子ども兵士の廃絶につながるのではないかと考えられる。 
 
 
 
 
 
4章：国際的な子ども兵士廃絶のための取組 
 子ども兵士廃絶とはいえ、その明確な政策が 1つに絞られることは決してない。そこ

で，世界が子ども兵士廃絶のためにとるべき政策を「紛争予防」，「元子ども兵士へのケ

ア」という面から提言していく。 
 
①子どもたちを紛争に参加することから守るためには 
子どもが兵士として徴兵されることを予防する方法は 2つの側面に分かれる。一つは子

ども兵士が徴兵される環境を取り除くこと，そして 2つ目は子ども兵士が徴兵されるそも

そもの原因である民族紛争そのものを予防することである。 
 子ども兵士が徴兵される環境，つまりこれまで述べて来たように一国の経済状態を改善

することであり，それは国の混乱を防ぐこと，すなわち紛争を防ぐことにつながる。 
したがって，第一に民族紛争の発生源を取り除くべきだ。これより，子どもたちを紛争

から遠ざける方法は民族紛争予防策という点に絞って紛争地域がどのような政策をとるべ

きか提言する。 
 
民族紛争予防策は，パワーシェアリングという考えに基づいて構築されるべきである。

パワーシェアリングとは、各民族の利害対立を取引や譲歩を通じて緩和し、個々の民族の

利害を超えた全体の利益を見つけるという考え方である。ここでは主に「連邦制，文化的

自治，多極共存性」の 3つの民族紛争予防策について説明する。 
・『連邦制』 
連邦制とはある国家を領域的範囲に分け，その領域ごとに権限を与えるというものだ。

そのことによって連邦政府の横暴から領域内の少数派を守ることができる。 
・『文化的自治』 
 文化的自治とは政治的自治と文化的自治を分割し，文化的自治を民族別の連合体に任

せ，政治的統治である立法や行政は領域的な自治に基づいて処理をするというものだ。 
・『多極共存制』 
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 多極共存制とは分断された社会の中で民主主義を実現させるための方法である。民族を

政治組織化したうえで，組織間との交流を通して政治を運営していく民主制である。 
 多極共存制の特徴は「大連合」，「相互拒否権」，「民族的比率に基づく比率配分」，

「各民族の自律性」の 4点である。大連合とはすべての主要民族の代表に執政権を与える

こと，相互拒否権とは少数派の合意なき決定を予防すること，民族的比率に基づく比率配

分とは政治職と公的資源を各民族に比例配分するということ，各民族の自律性とはある民

族にとって重要な問題やある民族だけにかかわる問題に関してはその民族に自決権を与え

るというものである。 
 
私はこの 3つを紛争予防のための政策として提言する。特に 3つ目の多極共存制は初め

から民主主義が保証されているので，3章で述べた，少数派が政権を握っているときに民

主化が起こった時の紛争発生の恐れを解決する最善の方法なのではないかと思う。 
 
②元子ども兵士に対するケアはどうすべきか 
 
＊元子ども兵士が抱える社会的な問題 
・ 地域コミュニティからの偏見や差別 
 除隊後に受ける「元ＬＲＡ」「人殺し」「ＬＲＡの子どもを持つ女」というコミュニティ

ーからの差別は深刻である。地域住民からの「人殺しの仲間だから，この村から出て行

け」といった言葉を浴びせかけられるようないじめを受けることがある。 
・基本的な教育を受けていない  
 軍事訓練以外の教育を全く受けておらず，基本的な読み書きができないことに加え、子ど

も時代を軍隊という特別な環境で過ごした結果、「権力さえあれば何でも手に入る」とい

った暴力的な思考が身についていて、感情をうまく人に伝えるというコミュニケーション

力が不足している。そのため、再び暴力に走るといった状況が少なくない。このような背

景の中、一部の地域では，帰還後の貧しい生活に耐え切れず，自ら再び軍隊に志願する子

どももいる。 
 
 
 
＊元子ども兵士が抱える精神的な問題 
・家族がいない孤独 
子ども兵を抜けることが必ずしも入兵中の子供兵士にとって幸せにつながるとは限らな

い。家族がいなかったからという理由で子ども兵になる子どももいる。相対的に見たその

子の人生にとって子ども兵士をやめるべきでも，子ども兵の中で出会った仲間から離れる

ことはその子にとっての唯一の家族から離れることにつながりかねない。 
・身体的、精神的トラウマ 
「人殺し」の現場に居合わせる、自ら人を殺める、四肢切断を強要される、食料を略奪す

る、レイプされるなど，反政府軍で受けた身体的および精神的な傷の深さは深刻である。

帰還後も、悪夢にうなされたり，精神的に不安定になりやすいという特性が見られる。ま

た、HIVなどに感染したり，強制結婚によって本人が望まぬ子どもができる場合もある。 
 
 
これを受けた対応 
・国際 NGO、現地 NGO管轄のリハビリ施設に入居すること 
リハビリ施設でやることとはトラウマカウンセリング，治療、それまでできなかった教

育，栄養補給である。 
 しかし，これで元子ども兵士の物質的な補助はできるが問題点が多く残る。施設内の子

供同士は互いにどちらが多く人を殺したかなどで喧嘩になり，さらなる精神的負担がかか
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ったり，更生施設自体が新たな子ども兵士の供給源になったりするのである 
 この状況を改善する，すなわち NGO施設の設備をよりよくするためには確実に国際的

な援助が必要である。そして、子ども兵士が社会復帰するには復帰するコミュニティに正

確な子ども兵士への理解が必要である。 
 これを実現するために，私は，世界中の人々が子ども兵士の悲惨な状況から目を背け

ず，この問題についてよく知り，考えることが必要であると主張し，このことを二つ目の

提言とする。 
 
  

４．結論 

 子ども兵士を廃絶するためには主に 2 つの面からアプローチできる。1 つは民族紛争予

防，もう 1つは元子ども兵士のケアである。 

 民族紛争予防では連邦制，文化的自治，多極共存性を紛争地域が取り入れるべきである。 

 そして，元子ども兵士のケアとしては既存の NGO 施設が彼らの一時的な援助はしてい

るが，本当の意味で彼らが社会復帰するためにはさらなる支援と地域からの理解が必要で

ある。それを実現するために子ども兵士問題を多くの人がよく知るべきである。 

 

 

５．あとがき 

今回この研究テーマを選ぶにあたって家族を含む私の周りの人から強い反対を受けた。

「あまりに重い」テーマなのでその現実を目の当たりにしたことのない私が深入りすべき

ではないという理由だった。 
 しかし私はこの研究をして，この問題について見識を深めたことはプレゼンなどを通し

てほかの人たちの前で子ども兵士について伝えることにつながり、本当にわずかだが子ど

も兵士廃絶のために貢献できたかと思う。 
むしろ，たくさんの人々は子ども兵士問題についてよく知り，結果的に紛争地域への外

部からの何らかの働きかけにつながるようにしなければならないと思う。 
そのためにこの私の論文が役に立ったらとてもうれしい。 

 
 

６．参考文献 

・『民族紛争』著：月村太郎 出版：岩波新書 

・論文『子ども兵士問題の解決に向けて』著：小野圭司 

・論文『分断社会における民主主義の安定--権力分有をめぐる民主主義の展開--』著：中村

正志 
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広島大学附属福山高等学校 

５年「提言Ⅰ」 

 

 

オンライン授業の有効化に向けて 
～コロナ禍で見えてきた新しい教育～ 

                                 ５年Ｃ組３９番 山口菜摘 

1． 序論 
今年度は新型コロナウイルスの流行拡大により、一時期は全国的に学校が休校にならざるを得ない 

状況にまでなってしまった。学校によって、学習への対応は様々であったが、私が特に興味を持ったのは「オン

ライン授業」である。オンライン授業は技術が発展した現代だからこそ可能である施策だが、研究前の私の考え

だと対面で受ける授業に勝るものはないと思っていた。しかし、研究を進めていくうちにオンライン授業のあらゆ

る可能性を発見することができた。もちろんメリットがあればデメリットもあるのだが、これから先この状況下でいつ

また休校という形になるかわからない。また、オンライン授業というものが実行可能である以上、それをこれから先

教育に存分に生かしていきたいものだ。教育の可能性を広げるオンライン授業の使い方について提案したい。 

※なお、ここではオンライン授業の内面的な教育効果にのみ触れる、設備的・技術的な問題については考えな

い。 

 

2． 対面授業 
〇対面授業のメリットとデメリットについて 

長所 短所 

・質問がいつでもできる。 

・仲間と一緒に勉強することでやる気が出る。 

・その場の生徒の理解に合わせて授業内容や深度

を変えられる。 

・実習など体験型の授業ができる。 

・学校へ行くために、通学時間や交通費がかかる。 

・席によって板書の見えやすさが違う。 

 →板書の見えやすさが生徒の成績の伸びに大きく

関わっていることが分かった。 

 

 

〇板書の見え方について 

 ある研究よると、座席の位置によって板書の見やすさが違い、それによって生徒の成績の伸びに 

差異が生じたことが明らかになった。 

【参考論文：ディジタル教材と生徒の理解度 北辻研人(大阪暁光高等学校)】 

 

 

右図は教室の黒板中央に単焦点吊り下げ型のプロジェクタを使

用し授業を行った際の座席位置による見え方を生徒のアンケート

をもとに表したものである。 

 中央の席が最も見えやすいのは明らかである。また、アンケート

結果として顕著に表れているのが右ラインと左ラインの見え方の差

である。これは、左側から外交が入り右側の生徒がその反射で見

えにくいことが影響していると考えられる。 

 

 

右図は先程の席配置・板書の見え方において生徒の成績にど

れほどの伸びの差があったのかを示したものである。結果から、中

央で低く出ているのは意外であるが、中央前と後ろで高い伸びを

示していることがわかる、また、左右の座席の成績の伸びについて

だが、左側の座席位置の方が右側より高い点数の伸びを２か所で

示しており、これは座席の位置による板書の見えやすさに対応す

る。 

 これらの結果から、座席位置による見え方や見え易さが少なく

とも生徒の学習に関係していることがわかる。 

 

- 313 -



3． オンライン授業 
〇オンライン授業とは 

 インターネットを介して教育学習を行うこと。オンライン授業には２種類ある。 

 ・同時配信型…教員は講義室や研究室からビデオや音声を使ってリアルタイムに授業を配信する。学生は自

宅等からビデオや音声を受信する。 

 ・オンデマンド授業…教員はインターネット上に資料や講義ビデオ、課題を配布する。学生は好きな時に好き

な場所からアクセスし学習する。 

なお、ここでの「オンライン授業」は「オンデマンド授業」に絞って研究を進めていくことにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇オンライン授業の学習効果 

オンデマンドストリーミング方式の授業の効果を明らかにした研究を参考にする。 

【参考論文：ストリーミング技術を用いたオンライン授業の教育効果 

     秋山秀典・寺本明美(熊本大学大学院自然科学研究科)・小薗和剛(ハ代工業高等専門学校)】 

 

 

・研究対象：熊本大学工学部電気システム工学科３年生 

 

・対面授業をオンライン授業における試験結果 

 あるテストの平均点を成績としてまとめ、対面授業とオンライン授業の教育効果の比較を行う。 

 

対面授業とオンライン授業における試験結果 

オンライン授業（オンデマンド授業）の特徴は、いつでも 

どこでも何度でも受講できることである。右図は、に成 

績の受講回 

数が成績に与える影響を調べると共に、受講回数ごと平均点を示した

ものである。受講回数が増えるにつれ 

て成績の平均点も上がっており、オンライン授業の特徴を 

示している。つまり、何度も受講できるオンライン授業は 

学習に効果的であり、成績向上が期待できる。 
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対面授業とオンライン授業における試験結果 

左図は対面授業とオンライン授業の点数分布である。試験問題は意識的に

各年度同程度の内容としたが、年度米の難易度の定量的な評価は困難であ

る。しかしながら、試験で出した問題が解ければ授業を十分に理解していると

考えられ、オンライン授業での成績は期待した以上のものであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらの結果から、オンライン授業は対面授業と同等あるいはそれ以上の教育効果があるといえる。 

その要因として考えられるのは、オンラインで配布される資料の学習補助効果や受講回数である。 

 

 

 

〇オンライン授業への生徒のモチベーション 

先ほどの実験（オンデマンドオンライン授業実施）後に生徒にとられたアンケートからいくつか見え 

てきたことがある。 

・「オンライン授業と対面授業どちらが学習しやすいか？」 

 →オンライン授業の方が学習しやすい或いは大変学習しやすいと答えた学生は、８０％に達した。 

（主な理由） 

 ・都合の良い時間に受講出来る。 

 ・自宅でも受講できる。 

 ・何度も聞くことができる。→いつでもどこでも何度でも授業を受けられるオンライン授業（オン 

デマンド授業）の特徴がよく出ている。 

 ・自分のペースで出来る。 

 ・席の都合で黒板が見えない声が聞こえない等がない。 

 ・やる気があるときに受講するので集中できる。 

 

これらの意見から、オンライン授業は生徒たちにとっても効果を感じていることが分かる。オンライン授業ならでは

のメリットは学習に大いに役立つのだと感じた。そして、私が驚いたのは「やる気があるときに受講するので集中

できる」という意見だ。自分のタイミングで受講できることは生徒にとってとても都合のいいことなのかもしれない。 

 

しかし、一方で私が初めに予想したような意見もあった。 

 →約９パーセントの人は対面授業の方が学習しやすい或いは大変学習しやすいと答えている。 

「やる気があるときに受講するので集中できる」という意見がある一方で、「いつでも聞けると思うと怠けて後回し

にしがち。」「人と人とのつながりに暖かさを感じる」という意見もあった。 

 

オンライン授業はかなりの効果が期待できたが、その一方でオンライン授業のデメリットもあるし、全てをオンライ

ン授業にするのは「学校」の価値が失われてしまう。 

→学校の授業とオンラインを組み合わせた教育でそれぞれのいいとこ取りをすれば良い！！ 

これからの研究では、学校の授業とオンラインコンテンツを組み合わせた「双方向授業」について調べ、対面授

業をオンライン授業を組み合わせた教育について提言していきたい。 
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４．双方向授業 

 双方向授業とは、教員が生徒に対して一方的に教え込むのではなく、生徒と教員の間、あるいは生徒同

士の積極的なコミュニケーションが存在する授業のこと。一番簡単に実行できる双方向授業は先生が生徒

に時々質問して答えさせる授業だが、このような授業でも、一人の生徒の答えに対して別の生徒が「私はそ

うは思いません」と別の答えを言ったり、さらには生徒が自主的に質問するようになったり、生徒の質問に別

の生徒が答えるようになれば授業の双方向性が一段と高まったことになる。生徒の学習意欲とコミュニケー

ションの能力の向上に繋がる。 

 

 

・日本の学校では、生徒が授業の後で先生に質問に行くことが多いが、これを授業中にやれば質 問とそ

れに対する答えをみんなで共有できて、他の生徒の学習意欲を高め、クラス全体の学力 向上にも役立

つ。 

↓ 
 

・先生が授業終わりに次の時間の授業内容を生徒に伝えて十分な予習を求めておけば、次の授業 は先

生の短い導入部の後、いきなり生徒の意見や質問から始めて、全員で意見交換をするとい うような徹底し

た双方向授業も不可能ではない。 

↓ 
 

・徹底した双方向授業のためには生徒の予習が重要となる。 

↓ 
・生徒の家庭での予習を助けるためにオンライン（タブレット）を利用！ 

 

これまでの様に、授業は対面形式で行い、予習・復習にオンライン授業（タブレット）を活用すれ

ば、授業がもっと活発化し、生徒の深い理解につながるのではないか？ 
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５．提案 

 これまでに示

したように、オン

ライン授業には

対面授業と同

等あるいはそれ

以上に学習効果があると分かった。ならば、普段対面で行っている基本的な授業部分はオンラインで済ま

せて、対面授業ではそこでしかできないことをすることで、効率の良い学習につながるのではないだろう

か。例えば、オンラインを使ってあらかじめ予習をしておき、学校の授業では分からなかったところの質問や

生徒同士の意見交換をするなど、対面ならではのメリットを存分に生かす。オンラインを用いることで、今ま

でよりさらに対面コミュニケーションが増えるということ。これは効率が良いだけでなく理解もより一層深いも

のになると思う。何より生徒が自主的に授業に参加することにつながる。今まで一方方向になりがちだった

授業を、生徒から主体的に作り上げていくことができるのが最大のメリットだろう。 
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「「教室型オールインワン授業」を再現しないことがオンライン化の鍵〜学びの要素を適材適所で分割」 

https://ict-toolbox.com/report/2020/04/3822/ 
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広島大学附属福山高等学校 

５年「提言Ⅰ」 

 

 

死刑と世論 
                                 ５年Ｃ組４０番 吉廻南海 

 

研究の構成 

題名 死刑と世論  

１．はじめに 

２．調べたこと 

  (１)法律上の死刑の規定 

３．自分の考察 

  (１)国民の死刑観 

  (２)再犯率  

  (３)死刑に関する情報の公開 

  (４)死刑執行の現場で 

４．提言 

５．最後に(まとめ) 

６．参考文献 

 

第 1章 はじめに 

近年、世界では死刑制度廃止の流れが生まれている。それは、「人一人の命は、地球より重い。」とい

う言葉に象徴されるように、死刑は残忍で非人道的な刑罰であるという認識が強まっているからだ。し

かし、日本には現在も死刑制度が残っている。しかも、平成 21 年に裁判員制度が第 1 審で導入されたこ

とにより、第 1 審での死刑判決は増加傾向にある。国際的にみれば、明らかに流れに逆らう行為と言え

る。 

今回の研究では、日本で死刑制度がなくならない、あるいはなくせない理由を探ろうと思う。死刑には

たくさんの側面があるが、今回は裁判員制度で第 1 審の死刑判決が増加していることに注目して研究を

進めたい。これを探ることで、日本人が潜在的に持っている死刑をはじめとする刑罰にへの意識につい

て、考えたいと思う。 

 

第 2章 調べたこと 

(１)法律上の死刑の規定 

刑法第１１条 死刑は、刑事施設内で、絞首して執行する。 
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     ２ 死刑を言い渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 

 

憲法第 11 条 

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ

とのできない永久の権利として、現在および将来の国民へ与へられる。 

 

憲法第 31 条 

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せ

られない。 

 

憲法第 36 条  

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 

→死刑は”残虐な刑罰に当たるのか”という問題は裁判所によって議論されている。 

 

 

判決文１ 最高裁判所大法廷昭和 23 年 3 月 23 日 

刑罰としての死刑が、一般に直ちに同条(→憲法第 31 条)にいわゆる残虐な刑罰に値するとは考えられな

い。(略)将来もし死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、かまゆでの刑のごとき残虐な執行方法

を定める法律が設定されたとするならば、その法律こそは、まさに憲法第 36 条に違反するものである。 

★つまり、死刑という刑罰そのものを残虐だと認めることはしていない。絞首刑なら OK 

 

判決文 2 最高裁判所大法廷昭和 30 年 4 月 6 日 

現在我が国の採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道的残虐であるとする理由は認められな

い。 

★こちらも上に同様に、絞首刑は残虐でないと判断している。 

 

 

法律ではないけど結構大事にされてるらしい死刑か無期懲役かの基準 永山判決 

1968年から 1969年までに連続射殺事件を起こした永山則夫(すでに刑死)に対しての裁判で裁判所が示し

たもの。 
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死刑か無期懲役かを決めるのは…… 

(1)犯罪の性質、(2)動機、計画性など、(3)犯行態様、執拗(しつよう)さ・残虐性など、(4)結果の重大さ、

特に殺害被害者数、(5)遺族の被害感情、(6)社会的影響、(7)犯人の年齢、犯行時に未成年など、(8)前科、

(9)犯行後の情状 である。 

 

第 3 章 自分の考察 

(１)国民の死刑観 

・死刑制度をめぐる世論調査 

 1994 年以降、5 年に一度実施されている。最新は 2019 年。 

 

容認と回答している人が多いのは、明らかである。 

ただ、この質問についての選択肢は以下の三つ。 

 死刑もやむを得ない 

 死刑は廃止すべきである 

 わからない、一概に言えない 

 

 

 

ここで、「やむを得ない」について調べてみる。 

やむを得ない…望ましくはないが仕方がない。ほかにどうすることもできない。(大辞林第 3 版) 

       そうするより仕方がない。(旺文社標準国語辞典) 

これは、「廃止すべきである」の対になる言葉なのか？という疑問が浮かぶ。もし「死刑もやむを得な

い」を「死刑は存続するべきである」にしたらこの世論調査の結果は今と同じになるのだろか。 
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罪名落ちの増加 

裁判員裁判は 2009 年に始まった制度である。第

一審で下された判決がそれ以降の裁判によって

破棄され、その後確定することを罪名落ちとい

う。これが 10％を上回る水準で推移している。

これは裁判員裁判が始まる以前に比べて、増加

傾向にある。また、2017 年ごろから下がってい

ることが分かるが、これは検察側が起訴する時

点ですでに罪名を下げていることが要因として

ある。 

罪名落ちが起こるということは、第一審で死刑判決等重い判決が増えていることを示している。一般市

民が犯罪について見る目は、裁判官よりも厳しいことが分かる。また、検察側が罪名を下げた状態で裁

判をスタートさせていることは、市民の目が入るようになったことで無理に主張を押し通すことが難し

くなり、公平な裁判の実現に近づいたと言える。 

 

・国民は本当に死刑に反対か。 

菊田 幸一著 死刑と世論(Capital Punishment and Public Opinion) 第 25 巻第 2 号 1987．3 

国民の大多数が依然として死刑を望んでいることから、この感情を無視できないことが、＊法制審議会

での改正刑法の議論で死刑存続を決めた有力な証拠。ここで考えられる命題を検証する。 

①国民は死刑を絶大に支持しているか。 

年々死刑を支持する人は増加傾向にあるが、それは質問の仕方によって回答が異なるという側面もある

らしい。ただ、死刑の賛否を聞いただけでなく、もしあなたが裁判員だったらどうするか、何人とも死

刑に処されるべきでないか、事件の詳細や加害者の性格によるか、などと聞くと支持率はかなり落ちる。

抽象的な質問と具体的な質問の回答が大きく異なるのは、どれほどの情報を持っているかで回答が大き

く異なることを推察させる。 

②世論がどれほど立法にインパクトを与えるか。 

現在死刑を廃止しているイギリスでは死刑廃止の契機となる事件があった。1950 年、ティモシー・エバ

ンスが自宅で娘と妻を殺害したとして逮捕され、死刑が執行されたが、3 年後に別の連続殺人事件で逮捕

された犯人が彼女たちの殺害を認めた。ティモシーは無実にもかかわらず誤った判断によって殺されて
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しまったことになる。この事件を契機に、1969 年、当時の労働党のキャラハン内相が人口の過半数を占

めていた死刑存置者の世論に背いて、死刑廃止を断行した。内相は「議会は時に、世論に先行して行動

し、それを指導しなければならないときがある。」と言っていた。同様のことが、フランス、カナダを

はじめとする多くの国で行われている。このとき議会は、表面的で明白な強い世論よりも、世論を指導

する道を選んだとわかる。 

世論が国民一般の意見をさす言葉であるから、死刑存置派はこのことを根拠に政策を主張する。だけど、

それが本当に科学的に分析されたことはない。 

☆著者が提案する解決策→犯罪被害者給付制度の充実 

 

 

＊法制審議会 

法制審議会とは法務省管轄の組織で、法務大臣の諮問に応じて，民事法，刑事法その他法務に関する基

本的な事項を調査審議すること。定数は 20 人以内で、学識経験者(法律学者、検事、弁護士、裁判官、

企業の役員など)が勤める。任期は２年となっている。 

法制審議会は以上６個の部会に分かれている。 

生殖補助医療関連親子法制部会 

民法・不動産登記法部会 

民法（親子法制）部会 

刑事法（逃亡防止関係）部会 

民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会 

仲裁法制部会 

会員それぞれが別々の場所に所属しているので開かれる回数はそんなに多くない。2021 年 1 月は 4 回開

催される予定になっている。 
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こ の 論 文 で 提 示 さ れ て い る イ ギ リ ス に つ い て 考 え て み た い と 思 う 。

 

イギリスの YouGov という統計サイトでは死刑制度に関する調査がこのような形でとられている。上か

ら順に 

１、警察官の殺害に死刑を再導入すべきか 

２、テロ行為について死刑を再導入すべきか 

３、子どもの殺害に死刑を再導入すべきか 

４、すべてのケースの殺人に死刑を再導入すべきか 

５、複数人の殺人に死刑を再導入すべきか 

となっている。このサイトはあらゆる分野の統計を閲覧することができる。 
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これは先ほどの４番目の項目に当たる統計である。最近の調査(2021'01'04)を見ると、賛成派 33％、反

対派 48％、分からない 19％となっている。この項目の回答形式を見てみると、賛成派、反対派両方にお

いて曖昧と思える点はないので、これらは明確に賛成派、反対派とみなすことが可能である。このデー

タを見てわかることは近年は一貫して反対派が多いことだ。時期によって多少の変化はあるものの大き

な変化は見られない。また、このデータベースでは住んでいる地域、性別、支持している政党、年齢、

社会階層によってまた別のグラフが見られるが、そこでも大きな変化は見られない。
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このデータからイギリスでは特定のケースに絞って統計をとると全体とはまた別の傾向がみられる。全

体としてみると反対派が賛成派を上回っているにも関わらず、警察官、子どもの殺害、テロ行為に対し

ては賛成派が上回り、社会全体の考えを反映していることがわかる。また、これらに該当する事件が国

内で起こったときに賛成派がより増えることもある。 
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このイギリスの世論調査は明確で細かく調べる工夫がなされている。日本でもこれらのような工夫がで

きたらよいのではないか。 

 

(２)死刑に関する情報の公開 

日本の死刑に関する課題のひとつに死刑に関する情報の多くが公にされないことである。執行後に法務

省から誰がどこで執行されたのかということは公開されるが、それ以外のことについては基本的に秘密

にされる。法務省に情報開示請求を行ってもかなり黒塗りの文書が開示されるのが現実である。以下は、

平成 30 年 7 月 6 日にオウム真理教の元信者７名の死刑が執行されたときの法務大臣臨時記者会見である。 

 

【記者】一番最初の質問 

 ５点質問させていただきます。まず１点目ですが，なぜこの人選になったのか。２点目として，刑の

執行なのですがなぜこの時期になったのか。３点目として，今回執行された死刑囚のうち，再審請求中

の者はいたのか，いたら誰だったのか。４点目，現在収容中の確定死刑囚の人数と，再審請求中の死刑

囚の人数は何人いるのか。それから５点目なのですが，今回７人の執行ということだったのですが，一

日の執行の人数としては過去最高になるのか，お答え願います。 

 

【大臣】 

 御質問を５点いただきました。まず１点目の人選についての御質問に対しては，個々の死刑執行に対

する判断に関わる事柄であり，お答えは差し控えさせていただきます。 

 ２点目の，なぜこの時期にという御質問についても，個々の死刑執行に対する判断に関わる事柄であ

り，お答えは差し控えさせていただきたいと思います。一般論として申し上げると，死刑執行に関して

は，個々の事案について，関係記録を十分に精査し，刑の執行停止，また，再審事由の有無について，

慎重に検討し，これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することとしています。

今回も同様の慎重な検討を経て，死刑執行命令を発したところです。 

 ３点目ですが，今回死刑が執行された者による再審請求の有無については，法務大臣である私からお

答えすることは差し控えさせていただきます。 

 ４点目ですが，本日現在，法務省において把握している死刑判決の確定者は，１１７名です。１１７

名の中で収容しているのは１１６名になります。現在，法務省で把握をしている再審請求中の者はこの

うち９２名です。 
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 ５点目の，１回の執行人数という質問については，平成１０年の１１月以降，執行の事実及び人数を

公表するようになったところですが，それ以降で申し上げると，１日で４名執行したことがあります。

これは３回ありました。(→平成 10 年 11 月までは執行したことさえ知らされていなかった。) 

 

【記者】 

 国際的に死刑の執行に対して大きな批判が高まっており，日弁連も死刑については反対する声明を出

している中でのこのような大量の死刑執行について，所感があればお願いします。 

 

【大臣】 

 死刑の存廃については，ただいま御指摘がありましたとおり，国際機関における議論の状況，諸外国

における動向等を参考にしつつ，いろいろな御意見があるものと承知しています。基本的には，各国に

おける国民の皆様の感情，あるいは犯罪の情勢，また，刑事政策の在り方，こういったことを踏まえ，

それぞれの国が独自に決定すべきものであると考えています。そして，国民，世論の多数が，極めて悪

質凶悪な犯罪については，死刑もやむを得ないと考えている中，多数の者に対する殺人や強盗殺人等の

凶悪犯罪がいまだに後を絶たない状況にあり，その意味で罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対

して死刑を科すこともやむを得ないと思っているところです。また，平成２８年，日本弁護士連合会が

人権擁護大会において，死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言を採択されたことにつ

いては承知しています。死刑制度の存廃等については，様々な御意見があると承知しており，日本弁護

士連合会の宣言における御主張については，大変大きな御意見の一つとして認識しているところです。 

 

このようなやりとりから、死刑に関する情報はほとんど公開されないと再確認できる。法務省は何故情

報を公開しないのかについて、情報が公開されれば死刑囚が精神的に不安定になり抵抗したり自殺をす

る可能性があるからと回答している。情報の公開請求が行われても大部分が黒塗りになっているので、

あまり死刑の実態は表に出ておらず報道もなされにくいことがわかる。 

また、会見のなかで法相は「国民，世論の多数が，極めて悪質凶悪な犯罪については，死刑もやむを得

ないと考えている中，多数の者に対する殺人や強盗殺人等の凶悪犯罪がいまだに後を絶たない状況にあ

り，その意味で罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対して死刑を科すこともやむを得ないと思っ

ているところです。」と発言しているので、世論調査の結果は政府の考えを支えるものとなっているこ

とも確認できる。 
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(３)死刑廃止に必要な手続き 

日本で死刑を廃止するには刑法、刑事訴訟法、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の改正

を行うことが必要になる。法律の改正は議会の中で行われるものなので、現在の各党の議席数を考える

と、政府が死刑廃止の政策をとれば議会で可決される可能性はかなり高いものと思われる。だから、日

本でも前述のイギリスように政府が世論を無視して死刑を廃止することは可能である。ただ、この議論

が始まると当然世論は盛り上がるだろうし、民意に背いたと政府が批判されることは目に見えているの

で相当の覚悟を持たない内閣でなければこのような行動を取り、改正を行おうとすることは難しいと思

われる。 

 

(４)再犯率  

死刑に罪抑止力があるのかは、死刑を議論するうえで大きなポイントになる。これを科学的な根拠をも

って説明することは不可能である。 

ここで２つのデータについて考察する。 

まず、2010年の統計の人口 10万人あたりの殺人発生率は、1位のオーストリアが 0.56％、2位のノルウ

ェーが 0.68％、3 位のスペインが 0.72％で、いずれも死刑廃止国である。これは、死刑を廃止しても、

治安の悪化には直結しないことを示唆している。 

もう１つは、一度殺人を起こして出所したあと、もう一度殺人を犯す人は全体の 0.9％と他の犯罪に比べ

て非常に低い(傷害罪、暴行罪は 21.1％)。これは、二度目の殺人を犯した場合は、かなり高い確率で死

刑になると考えるからではないだろうか。 

死刑が犯罪抑止力を持たないことを証明できない一方で、抑止力を持つこともまた証明ができない。よ

って、存置派も廃止派もこれを根拠に議論するべきではないと思う。 

 

 

(４)死刑執行の現場で  

死刑をなくす、または終身刑を科すということは、人は変われるという可能性を否定することになる。

死刑は一般に残虐でないと判断されるが、国民はどれだけの情報をもとにそう判断しているのか。実際、

日本では死刑に関する情報がほとんど公開されない。いわゆる黒塗り文書となって公開される。だから、

国民が死刑について知らないのも仕方がない話だが、実際にはかなり残虐であるようだ。 

 

第 4 章 提言 
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(１)情報の開示 

研究の中で国民の多くが死刑についての情報や実態を知らないでいることを学んだ。情報を知らないま

までいれば、議論に根拠が加わらず、分からないからという理由だけで議論が盛り上がらないと考えら

れる。これを解決するには、国が積極的に情報を開示し、報道などで国民の意識により訴えることが必

要だ。 

 

(２)世論調査の見直し 

第 3 章で世論調査について述べたが、これについて見直す必要があると考える。私が考えている工夫を

並べると、 

①回答項目の変更(死刑もやむを得ない→死刑に賛成である) 

②当事者意識を持つ項目の導入（あなたが裁判員だったらどうするのか？、事件や被告人の詳細による

か？など） 

③範囲の限定された項目の導入（こどもの殺害、警察官の殺害、テロ犯罪者、複数人に対する殺人をそ

れぞれ分けて統計を取る）となる。 

ここで得られたデータは、死刑について議論されるうえでとてもインパクトの大きいものになる。世論

調査の結果は国政に影響するものであるから、データが今と変われば議論が前に進む可能性は十分にあ

る。 

 

(３)私たちはこの問題にいかに対応すべきなのか。 

まず、世論調査の結果を全面的に信頼して、その結果に私たち自身が影響を受けすぎるのは良くないこ

とである。私たちたちはもっと自分のなかで考えを深めるべきだ。また、当初死刑賛成派が大多数を占

めていたイギリスでは 1969 年に廃止されて約 50 年後には賛成派と反対派が逆転し、賛成派は割合が半

分以下になるまで減少した。たった半世紀で世論は大きく変わるのだ。こんな言い方をするのはどうか

とも思うが、世論は所詮そんなもので、たかが世論でしかない。私たちは生まれたときからずっと死刑

制度が存在している中で生きてきたので、あるのが当たり前という考えを持っている人が多いと思う。

しかし、その当たり前を疑うことも私たちが死刑についての理解を深める第一歩であると思う。データ

を鵜吞みにすることなく自分自身で意見を持つことは大切なことなのだ。 

 

第 5 章 まとめ 
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この研究で、私自身が疑問に思ったり、不安に思っていたことにアドバイスを下さった山名先生、田中

先生、岩知道先生に感謝申し上げます。また、グループのメンバーとの意見交換もこの研究を行うにあ

たり大きな力となりました。この研究は、テーマがそもそも難しく、方向性に迷ったことも多くありま

したが、その中で自分なりに解決しようとしたことや学んだことはこれからの自分にとって大きな経験

値の 1 つになると思っています。私自身の足りないところを補う努力をこれから続けていきたいです。 
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日本の産業の空洞化の現状と対策 

5年Ⅾ組 大田孝明 

 

序論 

 近年、日本の産業の空洞化というのは、多くの人が知る問題となっている。しかし、この

問題は、日本全体の大きな規模で起こっているものであり、私たちが実際にこの問題を実感

することは難しい。実際には、日本における産業の空洞化というのはどの程度進んでいるの

か。産業の空洞化の現状を、様々なデータによって調べ、それを踏まえて産業の空洞化に対

する何らかの対策はないか検討するのが、この研究の目的である。 

 

本論 

 この研究で扱う「産業の空洞化」とは、日本国内の製造業について、多くの生産拠点が海

外に移転することによって、国内産業が衰退していく問題とする。 

 

１日本国内の産業の空洞化の現状 

 まず、日本国内の産業の空洞化の現状を、対外直接投資額・国際競争力係数・海外生産比

率の３つのデータから調べる。 

・対外直接投資額 

 

上のグラフは、財務省「対外・対内直接投資の推移」より、1996年から2019年までの日本国内

での対外直接投資額(円)の推移である。対外直接投資とは、対外直接投資とは、国外で事業活動

を行うために企業を買収したり、生産設備などに投資したりすることである。対外直接投資額

が多いということは、国内の生産拠点の海外移転が進んでいると考えられる。グラフからわか
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る通り、強い増加傾向にある。日本産業が全体として、生産拠点の海外移転が進み、産業の空

洞化が進んでいることがわかる。 

 

 

 

・国際競争力係数 
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 このグラフは、財務省「輸出入額の推移」による、1985年から2019年での日本の輸出額と輸

入額の推移と、そのデータによって出た国司競争力係数である。国際競争力係数とは、輸出額

ー輸入額／輸出額＋輸入額によって求められ、輸出に特化か、輸出入均衡か、輸入に特化して

いるかということがわかる。産業の空洞化が進むということは、輸入額が大きくなり、国際力

係数が‐１に近づくことと考えられる。結果として、輸出入額はどちらも増加傾向にあり、国

際競争力係数の変化はあまりない。輸入額のほうがわずかに大きく増え、国際競争力係数もわ

ずかに‐１へ近づいているが、産業の空洞化が進んでいることを示しているとは言えない。 

 

・海外生産比率 
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このグラフは、経済産業省「海外事業活動基本調査」による、1995年から2018年での日本での

海外生産比率(％)を製造業合計と、産業別で、輸送機械・電気機械・鉄鋼・食料品について示し

たものである。電気機械について、途中で業種分類の見直しが行われたため、データに断層が

生じている。海外生産比率とは、(現地法人売上高／現地法人売上高＋国内法人売上高)×100で

求められ、総生産能力のうち、海外での生産に依拠する比率を示している。製造業全体で見る
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と、海外生産比率は増加傾向にあり、生産拠点がより多く海外に移ったことを示し、産業全体

として日本の産業の空洞化が進んでいることを示している。世界と比較すると、アメリカやド

イツは日本より高い水準にある。(内閣府 製造業の海外進出の度合より) アメリカとドイツも

製造業の海外移転の傾向があり、このデータから見ると、日本よりその度合は進んでおり、逆

に日本の度合は、世界の中でトップレベルというわけではないといえる。産業別では、主要産

業の中で、海外生産比率の高い輸送機械、電気機械、情報通信機械と、海外生産比率の低い鉄

鋼、食料品のデータを示している。電気機械は、業種分類の見直しによって、2004年から、情

報通信機械とに分かれている。高い比率を示す輸送機械、情報通信機械では産業の空洞化がよ

り進み、近年では増加傾向にあるが、比較的比率の小さい食料品や鉄鋼では、産業の空洞化が

あまり進んでいないといえる。 

 

・３つのデータから 

 対外直接投資額の推移と海外生産比率の推移が示したように、日本の製造業全体としては、2

000年辺りから現在にかけて、産業の空洞化が進んでいた。国際競争力係数のデータがあまり変

化していなかったのは、輸入額とともに輸出額も同程度に増加していたことから、産業の空洞

化が進むことと、輸出額の総計が減ることが一致していないのだと考えた。生産拠点の海外移

転によって減った分の輸出はもちろんあると思うが、日本から現地に製造の材料を輸出するこ

とや、単に海外市場の拡大による輸出増加など他の要因が考えられる。 

 海外生産比率で産業別のデータを見ると、輸送機械や、情報通信機械など、より産業の空洞

化が進んでいる産業や、鉄鋼、食料品などあまり進んでいない産業があった。 

 

２産業の空洞化の原因は何か 

 続いて、現在の日本の産業の空洞化の原因について調査した。内閣府の「企業の海外生産移

転の背景」によると、次の三つが挙げられており、それぞれについて検証、考察をした。 

 

・日本の人口減少による市場の縮小と海外市場の拡大 

 まずは、海外市場の拡大についてだが、近年、アジア新興国の発展は急速に進んでおり、経

済的にも大きく成長していることから、モノの需要の増加、市場の拡大は間違いなく起こって

いるだろう。しかし、日本の人口減少に伴う市場の縮小とは本当に起こっているのだろうか。

国際貿易投資研究所客員教授 篠井保彦氏の「2035年に向かって縮小する日本経済」によると、
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日本経済の消費は、2020年頃をピークに減少していくと予想されている。日本の市場縮小は、

まだ起こっていないが、長期的にみると、空洞化にも影響しているのだろう。 

 

・円高・為替変動 

 1985年のプラザ合意以降、円高が進んでおり、2011年の東日本大震災時には、1ドル＝75.32

円にまでなり、現在はおよそ105～110円程である。円高が進むと輸出は不利で輸入は有利とな

り、空洞化を助長することが考えられる。 

 次のグラフは、対USドルの円の為替レートである。円高の傾向が確かにみられるが、対外直

接投資額の推移が示した変化ほどの変化はしていない。空洞化の要因の一つではあるが、原因

の大部分を占めているわけではないように思われる。 

 

 

 

 

 

対USドル円相場（新電力ネット 為替レートの推移より）1ドルあたり円 
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・新興国の技術水準向上 

 新興国への生産拠点移転について調べた。対インドでは、在インド日本大使館によると、進

出企業数・拠点数ともに増加しており、対ベトナム、対タイでは、前述の直接投資額の国別デ

ータを見ると、増加していた。 

 

また、日本での製造における「円高」「法人税高」「電気料金高」「賃金高」「関税高」「環

境規制高」が、六重苦と呼ばれている。それぞれについて、確かに世界の基準と比べても少し

高いか同じくらいで、アジアの新興国と比べると、大きく違いがあった。 

 また、産業別の空洞化の進み具合の違いについても考えてみる。生産拠点を海外とすると、

日本に輸入する場合は特に、輸送にコストや時間がかかる。電気機器や輸送機器など、輸送が

容易な産業については大きな問題ではないが、生産物が重く、大きいために輸送が難しい鉄鋼

や、なるべく早く市場に届ける必要のある食料品にとっては大きな問題となり、あまり空洞化

が進んでいないのではないかと考えた。 

ここまでで、述べたことが、日本の産業の空洞化の原因となっている。 

 

３ 産業の空洞化の問題とはなにか 

 産業の空洞化によって起こる問題について、次のようなことが考えられる。まずは、国内の

雇用が減ることによる失業者の増加。アメリカの経済学者 ポール・クルーグマンは、途上国

との貿易拡大によって、賃金が硬直的な国は、失業が増加し、賃金が伸縮的は、労働者間の格

差が広がると言っており、多くの先進国がそうだと言われているように、日本は硬直的だと考

えられる。また、他にも生産ノウハウを失うリスクも考えられる。また、昨今のコロナウイル

ス騒動での、国内の需要のほとんどを中国などからの輸入に頼っていたマスクが不足し、問題

となったなど、世界的な災害、感染症拡大などにおいて、対応に問題がある。しかし、空洞化

の原因を考える上でわかったように、企業の利益追求といった、経済的な利益という側面を考

えれば、メリットもある。つまり、このメリットとデメリットで板挟みになっているのがこの

問題の本質であると考えた。 

 

４ 産業の空洞化はこれから緩和していくのか 
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 産業の空洞化が、この先どうなるかを考える上で、JETRO 2019年度「アジア・オセアニア

進出日系企業実態調査」によるデータを調べた。まずは、海外移転をした企業の現状について、

どのような問題点があるのか調べた。 

・1位「従業員の賃金上昇」 

  三菱UFJ銀行「アジア・オセアニア各国の賃金比較」によると、ここ10年で多くの国が上昇、

2倍以上になったところもある。 

・2位「競争企業の台頭」 

  その競争企業について、同じ日系進出企業と答えた企業が多い 

また、コロナウイルスの影響により、2020年度の調査によると、すべての地域で景況感が悪化

しており、黒字を見込む企業も大きく減少している。 

 しかし、今後１～２年の事業展開について、2019年度の調査では、調査全体で48.9％の企業

は「拡大」と答えている。確かに「拡大」と答える企業の割合は年毎の推移をみると減少傾向

にあるが、「縮小」と答えたのは4.1％、「第三国へ移転、撤退」と答えたのは0.6％。2020年度

の調査では、コロナウイルスの影響により、「拡大」と答えた数は大きく減り、「縮小」と答

えた数は増えたが、それでも「縮小」と答えた企業の割合は10％に満たない。 

JETRO 2019年度・2020年度「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」より、今後１～２

年 の 事 業 展 開 の 方 向 性 に つ い て
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 産業の空洞化、つまり日系企業の海外進出は、すぐに緩和していくとは言えないだろう。 

 

５ 産業の空洞化を克服するには 

 ここまでに調べた、日本の産業の空洞化の現状を踏まえ、この問題に対処するにはどのよう

なことが考えられるだろうか。 

考えていくうえで、三橋貴明氏の「日本が世界をリードする 第４次産業革命 これから始ま

る仕事・社会・経済の大激変」本を読み、そこから私は、二つの視点から、この問題への対処

を考えた。 

 

１ 経済的な観点から 

 １つ目の観点は、空洞化の原因を調べる際にわかった、六重苦などの、日本での生産におけ

る不利な点を解決することで、空洞化に対処しようという考え。ここで考えたのは、高い技術

によって、高付加価値された、新産業に取り組むことだ。例えば、安全機能を搭載した車、水

素自動車、頑丈な新素材、AIロボットといったものだ。日本独自の技術によって、その技術の

情報を守り、日本でしか作れないものを作っていくことで、賃金高などのデメリットを持って

いたとしても、日本で世界各国に優位を持つ産業として続けられる。 

- 340 -



 しかし、１つ目の観点にはいくつかの問題点が考えられる。まずは、新しい技術の開発には、

多くのお金も必要であり、限られた企業しかできないこと。また、日本での新産業を積極的に

進めるということは、旧来の産業については、空洞化が進むことを認めることになること。そ

して、三橋貴明氏の本で紹介されていたことなのだが、企業の利益追求という観点のみから考

えると、技術開発というのは、多額のお金がかかるのに、どれほどのものが返ってくるかわか

らないというリスクを持っており、それよりは既存の技術を買ったほうが良いということにな

る。このように、高い技術による、高付加価値化された新産業というのは、空洞化問題に対し、

有効ではあるが、現状ではあまり現実的でない点も多くあるということだ。 

 

２ 企業の社会的責任という観点から 

 １つ目の観点を踏まえ、企業の社会的責任という観点からも考えた。 

 

三井住友トラスト・アセットマネジメント「CSR(企業の社会的責任)」より 

CSRとは、Corporate Social Responsibilityの頭文字をとったもので、日本語で企業の社会的責任

である。企業は、従業員や株主だけでなく、多くの人々や組織と深くかかわりながら活動して

いる。企業を取り巻く様々な人や組織をステークホルダーといい、日本語では利害関係者とい

う。このステークホルダーに対して、企業が積極的に責任を果たしていくことを求めていくの

が企業の社会的責任という考えである。つまり、企業は利益追求だけでなく、環境問題や人権

問題などに対しても果たすべき責任があるという考えである。産業の空洞化は、国内雇用の減

少など、様々な問題を孕んでおり、これに対しても、企業の社会的責任を考えることができる

と思う。 

 

結論 
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 現在の日本の製造業の産業の空洞化について調べ、複数のデータから、空洞化を示すものが

見つかった。特に、対外直接投資額の推移は大きく変化していた。海外に生産拠点が多く移転

することで、額が大きく増えていると考えられる。また、海外生産比率の産業別についてみる

ことで、産業別にも、輸送の事情などの関係から、空洞化の進み具合に違いがあった。 

 その原因として、いくつかの考えをだしたが、一番大きな要因は、アジア新興国の市場拡大

と技術向上だと考えた。対外直接投資額の推移のデータは、アジア新興国が大きく成長するの

と同時に増加している。 

 空洞化問題の未来の展望としては、数年では緩和しないと考えた上で、経済的な、高い技術

を用いた高付加価値化された製品を作っていくということ、そして、企業の社会的責任という

視点から、企業は利益追求だけでなく、国内雇用の創出などのためにこの空洞化問題に取り組

むよう、企業の新しいあり方を考える必要があるという二つの視点からの、空洞化問題への対

処を考えた。この二つの視点は深く結びついており、これから日本がさらに変わっていく世界

で強く生き残るために、私たち全員に、これからの日本のあり方をよく考える必要がある。 

 

 

 

 

 

 

- 342 -



光の色の条件変化による集中力の変化 
より「集中力」を高めるために 

 広島大学附属福山高等学校 ５年 D組 6番 岡 亨旺 

1.研究背景 
集中力は物事を実行するにあたって最も重要なものかもしれない。集中力があれば物事

に一心不乱に打ち込み続けることができるが、集中力が無くなれば目の前の課題そっちの

けで鉛筆を回しかねない。この集中力を意図的に向上させれば、もしくは集中力を下げる

要因となる物を省く事ができれば、より仕事効率を向上させることができるのではないか

と考えた。しかし集中力とは、なんとも形容し難い物である。複雑な要因が絡み合い、刻

一刻と変わっていくものであり、更に精神的な物である為、分析し難い。脳科学の分野か

ら考える事が出来れば数値化する事は容易であるが、設備も知識も時間も金も無いが為に

こちらからのアプローチは断念せざるを得なかった。 

そこでこの研究では「集中力」を「一定の単純作業においての速度およびミスの量」と

定義したいと思う。 

2.研究目的・意義 
 今回研究するにあたって甲斐先生より参考書類（1）を貸していただいた。この本に記

載されてある集中力の向上方法をまとめると以下のようになった。 

 

「物理的な集中方法」 

「精神的な集中方法」 「動作の集中方法」 

音・色・光による集中術 締め切り効果を応用した集

中術                    

ちょっとした動作の工夫に

よる集中術 

場所の選び方による集中術 報酬効果を応用した集中術  

身の回りの整備による集中

術 

「位置づけ」「意義づけ」

を使った集中術 

 

 快体験を応用した集中術   

 時間の管理による集中術  

 心理的ワクづくりによる集

中術 

 

 イメージ・コントロールに

よる集中術 

 

 助走効果を用いた集中術  

 緊張感の再生による集中術  

 バランスの回復による集中

術 

 

 不安・イライラの“タナ上

げ”による集中術 

 

 余暇の功用による集中術  
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この中で目を付けたのは、集中力の向上ないし低下防止を最も容易に用意・実行できる身

近な物の外的環境の変化である。大部分が心理的な面に依存していて、再現性に劣ってい

た中、外部環境である音・光に目を付けたのだ。また参考になる論文として音に関する実

験を行っていたものがあった。（2）(3)そのうちの 1つに騒音の音量を 75db,80db,85dbで

それぞれ実験をして無音環境と比較するものだった。 

 

この実験の結果は下のグラフのようになった。 

 
グラフが示す通り、80dbを超えると正解数が下がる結果となった。しかし、75dbと無音

環境はほとんど差が生まれなかった。これは、日常生活において無音である状況がほとん

どないためだと結論付けられていた。 

 また別の実験では、50db の複数の種類の音をならして同様の実験をしていた。以下はそ

の実験の結果である。 
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結果として静穏環境と比べ騒音下ではスコアが下がり、工事音と話し声という一般的に

「騒音」と言われる音に関しては空調音・工事音同様一般生活において「普通の大きさ」

と評される 50dbであったにも拘らず、顕著に下がる結果となった。この研究を参考に同様

の手順で光に関する実験を行おうと考えた。 

3.研究手法 
前述の実験及び集中力を定義する際に用いた「一定の単純作業」の測定として内田クレ

ベリン検査を用いる。これは一定時間で 3～9のランダムな１桁＋１桁の足し算の下一桁を

書いていくというもので、健康で性格面・適性面に大きな偏りのない人に典型的に出現す

る曲線型を「定型曲線」として置いた上で、その定型曲線との類似度やズレ、定型にあて

はまらない曲線特徴の現われ方などから、受検者の性格や適性を評価する精神検査として

用いられる（4）ことが多いが、今回は単純作業の課題として用いる。また、検査用紙の問

題はすべての被験者で共通である。 

 

 

 
■実験協力者 高校２年生数人 

■実験材料  

・内田クレベリン検査用紙 

・赤、青、緑のアクリル板 

・筆記用具 

・照明 

・タイマー 

 

■手続き 

①：目を閉じ、30秒間休憩する 

②：内田クレベリン検査を１分×2回実施。（試験方法把握の為） 

③：光を照明のみにする 

④：５分休憩する 

⑤：内田クレベリン検査を１分×2回実施。 

⑥：赤色のアクリル板を照明に取り付け光の色を変更する 

⑦：④～⑥をアクリル板の色を変更し繰り返す。 

112.6

106.2
108

100.5
101.8

90

95

100

105

110

115

静穏環境 空調音 時計音 工事音 話し声

音の種類の変化によるスコアの変化
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物理的条件の変化による集中力の変化を測定するために以上の実験を計画した。しか

し、実験を行うにあたって正確な値を算出するには同じ部屋で同時に行うことで実験環境

の差異を極力減らすことが必要となる。今回の実験を計画した 2020年度では新型コロナウ

イルス感染症拡大により密集した室内で実験を行うことが難しい上にそれの対策として十

分距離を得た状態で行おうにも残念ながらそこまで広範囲の光を調節する事が出来なかっ

たため今回の実験の実施は見送ることとなった。 

4.結論・今後の願望 
 今回は現状の衛生問題を考慮して実験を見送る結果となった。しかし、集中力の変化は

非常に興味のある分野の為、密集せずに行える実験を行ったり、コロナウイルス感染拡大

が終息してから再度計画した実験を行ったりなどするとして再研究に取り組もうと考えて

いる。 

5.引用・参考文献 

（1）多湖 輝（1981）ゴマブックス 『集中力がつく本』 

（2） https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfes/11/3/11_KJ00007484467/_pdf/-char/ja 

生理応答からみた騒音の一位数加算テスト結果への影響 

(3)https://www.jstage.jst.go.jp/article/hps/40/0/40_24/_pdf/-char/ja 音の種類の違いは

集中力に影響するか 

（4）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E7%94%B0%E3%82%AF%E3%83%AC%E3

%83%9A%E3%83%AA%E3%83%B3%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E6%A4%9C%E6%9F

%BB Wikipedia 内田クレベリン精神検査 より 
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医療崩壊に関する研究 

5D 9 菅田雄 

第一章 序論 

 

1.＜はじめに＞ 

緊急事態宣言や自粛といった個人的な生活を変容させるほどの事態に直面した私はコロナ対応

が政府、地方、医療機関、個人等各レベルで最善なのかについて疑問を持つ。そして過去のパ

ンデミックの状況と比較したところ相違点が多すぎて参考にならない。そのため感染拡大に伴

って起こる問題を研究することにした。 

 

 

2.＜研究目的＞ 

医療崩壊の課題を明らかにする。 

課題の解決方法を考察する。 

 

 

第二章 本論 

 

1.＜医療崩壊の定義＞ 

〇Wikipediaによる解説 

医療崩壊（いりょうほうかい）とは、医療安全に対する過度な社会的要求や医療への過度な期待、

医療費抑制政策などを背景とした、医師の士気の低下、防衛医療の増加、病院経営の悪化など

により、安定的・継続的な医療提供体制が成り立たなくなる、という論法で展開される俗語で

ある。 

 

上記の一般的な定義を踏まえた上で今回の感染症における「医療崩壊」を鑑みて、 

今回のような未曾有の感染症の流行を背景にもたらされる医療従事者の数や薬品、医療機器と

いった医療資源の不足によって、普段の治療を通常通り行うことが難しくなったり、重症者へ

の医療の供給が足りていない状態。 

という私の解釈を加えたものをこの研究の医療崩壊の定義とする。 
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2.＜医療崩壊の課題＞ 

私は定義から医療崩壊がもたらす課題を大きく2つに分けた。 

①通常の医療業務に支障をきたす 

②医療資源の不足 

明確な分類はできないので以上の2視点で考えていく、という宣言的意味合いである。 

 

1) ①通常の医療業務への支障について 

まず医療業務を行う医療機関を3場面に分ける。救急、診療所、総合病院。 

 

・救急に関する考察 

医療崩壊が緊急医療の崩壊から始まることは容易に想像できる。 

それでは具体的にどのような問題に直面していたのだろうか。 

実際の救急現場での具体的事例を挙げて考える。 

 

1)発熱や呼吸器症状のある患者は、一般診療所等での診療を断わられることが多くなったため、

救急医療機関とくに初期救急医療施設やER型救急施設では、COVID-19疑いの外来患者への対応

の負担が著しく増加した。 

これはCOVID-19の発生による直接的な影響であり、今回の感染症の強い感染力という特徴がよ

り一層、一般診療所の受け入れ対応を遅らせることにも結び付けられていると考えられる。そ

の実態についてはある診療所の記事があったので後に考察する。 

 

2)救急隊からの搬送依頼の中で、発熱や呼吸器症状を訴える患者を受入れる病院が少なく、救

急搬送困難事例が増加していた。 

このことから、診療所に限らず総合病院ですら、コロナの症状と思われる患者に対する受け入

れ態勢環境が十分に整っておらず救急搬送が困難になっているとわかる。  

その結果、肺炎疑いの患者等は、ほとんどの場合救命救急センターで受入れざるを得ない状況

となっており、本来の重症救急患者の受入れができなくなっている事態が生じた。これは医療

崩壊の発端ともいえる救急崩壊を招いている。特に、心筋梗塞、脳卒中、多発外傷などの緊急

を要する疾患においては、治療のタイミングを逸することが危惧されている。 

 

3)その一方で、無症状、あるいはCOVID-19ではない疾患や外傷として受入れた救急患者が、後

にCOVID-19であったと判明する事例も多くあり、迅速検査の必要性が強調されている。このこ

とは病院内での感染拡大を阻止するという意味合いでも迅速なコロナ検査の必要性を裏付ける

事例である。 
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4)このような現状のなかで、救急医は外来診療から集中治療室での重症コロナ肺炎治療まで、

初期、二次、三次救急の各場面において、COVID-19に立ち向かい、救急医療体制を維持するた

めに日々努力を重ねており、その精神・身体的負担に懸念が高まる。エッセンシャルワーカー

と言われるような人々個人の負担が大きくなっていることは社会全体の危機を意味していると

考える。よって救急医療体制の維持のためにも働き手が少なく負担が集中している現場に余裕

のある現場から医療従事者を分配させるといった融通が効くようにすることもこのような状況

下では必要になってくると考えられる。 

しかし、陰圧室の数は十分でなく、サージカルマスク、N95マスク、ガウンなどの個人防護具は

圧倒的に不足しており、救急医療に携わる医療者の安全が確保できないため人員不足を解消し

たとしてもその人員の安全は確保されないといった課題が生じている。だからまずはそういっ

た医療従事者の安全を確保するための物資の絶対数を増やさないことにはCOVID-19患者への対

応は困難であり、この問題を解決しない限り医療崩壊を食い止めることは難しい。  

 

このように現場の事例から連動的で現実的な課題が浮き彫りになる。しかし参考にした資料は

は4月のものであり現状と比較をすると事態はより深刻化しているとおもわれる。しかしそれと

同時に一般社会でのマスクの普及同様に医療の現場でも医療物資の供給は追いついてきている

と考えられるのでその次の段階である医療従事者の人員の不足による患者の対応に関する問題

に焦点が当てられると考えられる。それぞれの課題の内容に目を向けてみるとやはり今回の医

療崩壊の①通常の医療業務に支障をきたす、②医療資源の不足両方の課題を象徴的に見てとる

ことができる。つまり今回の全体の医療崩壊の解決にあたり、救急医療現場の具体的課題につ

いて検討することの意味の重要性をこのように汲み取ることができる。 

 

下の図は大阪府の緊急医療体制を図式化したものである。 

各県で大阪同様の体制がとられているため県指定の緊急医療体制の一例として扱う。 
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〈モデルと現状に基づく考察〉 

そもそも、救急業務は都道府県それぞれが医療法における医療計画によって、症状と緊急性か

ら3段階に分けて医療体制を整えている。この3段階というのが、一次救急、二次救急、三次救

急にあたる。この段階的構造を踏まえた上で、現状を考える。まず初期救急医療施設（一次救

急）や ER 型救急施設といった施設に、一般診療所などの対応拒否によって負担が大きくかかる

ことになっている。また総合病院でも発熱や呼吸器症状を訴える患者を受入れるところは少な

く、結果として次なる救急段階である二次救急への搬送の増加をもたらした。たしかに日本の

救急は傷病程度別に見ると、重症者の数は少なくはないが、コロナに感染した回復の見込まれ

る軽症者と状況によっては死の影がすぐそこにみえている重症者。この二者については慎重に

考えなくてはならない問題だと思う。このように緊急医療においては診療所の対応不足や病院

の患者受け入れ拒否が、段階的な緊急医療体制を崩し、具体的には緊急搬送困難や緊急崩壊を

もたらすことに繋がっていくということがわかった。この状況を打開するためには救急システ

ムの枠だけに留まらず他の病院や医療機関と綿密な連携を今以上にとっていく必要がある。 

 

 

 

 

 

・診療所に関する考察 

上段でも触れたように診療所にはコロナ患者の受け入れが難しいという現状がある。一体それ

はどんな事情からもたらさられるのか、どのように解決できるかを考察する。 
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太融寺町谷口医院にかかってくる電話に再び「怒りコール」が増えてきている。「どこからも

受診拒否されたんです！」という怒りである。この手の電話が増えだしたのは3月中旬。新型コ

ロナウイルス感染症（COVID-19）の感染者が増えだし、自身も検査を受けなければと考え保健

所（発熱センター）に電話し「検査適応外だから近医を受診するように」と言われ、近くの医

療機関に問い合わせると「発熱患者は診ません」と冷たくあしらわれ、行き場を失くした人た

ちだった。                   

〈日経メディカルの記事 抜粋〉 

 

 

〈診療所の抱える本音についての考察〉 

この1例を見てもわかるように、多くの人が、保健所(発熱センター)に受診をするように促され

たにもかかわらず、赴いた診療所でコロナの疑いのある患者を積極的に診察をしていないこと

に対して、不満を抱いている。このことからも上段の医療機関の連携の不足がよみとれる。診

療所の言い分としてはコロナの疑いのある患者の受け入れの難しさは自分の病院をかかりつけ

医としてくれている患者の存在によるものも大きいだろう。しかし病状を訴える患者を無下に

することもできない彼らは板挟み状態にある。いくつかの診療所は時間帯によって患者さんの

来院するタイミングをずらすなどといった工夫を凝らしてるようだ。日本医師会のHPを確認し

てみると「新型コロナウイルス感染症外来治療ガイド」が2020年5月末に掲載されている。 

 

 

1.診療所などの外来医が、無理なく新型コロナ感染症に対応できること 

2.市民の皆さんが安心して普段の外来診療を受けられること 

3.医療関係者が無事に流行期を乗り切り、次の流行に備えること 

「新型コロナウイルス感染症外来治療ガイド」より抜粋 

 

 

以上の3点はガイドラインの理念であるがここでも、「普段の外来治療」そして医療関係者の安

全に焦点が当てられている。つまり日本医師会としても医療崩壊をそれぞれの診療所の協力に

よって解決に近づけようという意識の下、診療所の道を示すべくガイドラインを作成したと捉

えることができるかもしれない。 

 

  

 

 

・総合病院に関する考察 
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総合病院についての課題で触れるべき話題は救急に関する考察でも述べたが、患者の受け入れ

のシステムについてだろう。救急医療に直接的に波及するその問題の実態は如何なるものであ

るのか。 

 

 

＜コロナ治療と救急医療の破綻の現実＞ 

千葉県では１６日時点で治療が必要なコロナ患者のうち、実際に入院できた人は約12.5％にとど

まる。県内の医療現場からは「コロナ診療と救急医療は既に破綻している」と切迫した声が上

がる。千葉大医学部付属病院が計画するコロナ専用病床は、県内で最大級の６０床。看護師の

人手が不足しがちだ。特に集中治療室（ＩＣＵ）では、人工呼吸器などが必要な重症患者用の

病床５床は満床が続いており、近く８床に拡充する。ＩＣＵでは、コロナ患者１人に看護師２

～３人が対応する必要がある。同病院では、コロナ重症者用病床の拡充のため、現在６６人い

るＩＣＵの看護師を１００人に増やす代わりに、救急科の１４床を４～５床まで減らすとい

う。冬季は心筋梗塞や脳卒中による救急搬送が増えるが、同病院ではコロナ患者以外の救急患

者の受け入れを断るケースが増えた。県内の他の病院も同様の状況といい、横手幸太郎病院長

は「コロナも救急もたらい回しが始まっており、救える命を救えなくなる状況は目前に迫って

いる」と危機感をあらわにした。県内でコロナ診療を行う医療機関の中には、院内感染対策な

どを理由に専用病床を数床程度に限定する病院もあり、患者の受け入れ状況には病院ごとに偏

りがある。横手病院長は「コロナ診療ができなくても、その他の救急患者を受け入れたり、回

復期のコロナ患者を受け入れるなど、すべての病院が役割を果たす体制が必要だ」と訴える。 

2021年1月17日 東京新聞より参考 

 

 

このように総合病院の現場はかなり逼迫した状況であり、救急科の病床の移動や看護師の再分

配といったように従来の形式とは大きく違った形での病院の運営をせざるを得なくなってきて

いる。それがどれだけの影響を病院にもたらすのかは一概に測り切れないが、ある種思い切っ

た選択をしている病院のお陰で実際に助かる命があるということが重要である。コロナ対応は

段階的に分けてすることが可能であれば、患者の受け入れ、の一言で現状を悲観することに留

まらずに、それぞれの病院の状況にあった県下での役割を分担して県として組織的な統制が図

られればこの患者受け入れの問題の解決につながってくるかもしれない。そのために行政が地
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域連携の音頭をとって必要があれば補助をすることも必要になってくる。病院の経営不振に対

しての補助もそうだがここでは、組織化していくための準備資金などの必要性のことである。 

話を戻すと、ここでもやはり個別の病院に限った話ではなく、総合病院を一つ一つの集合体と

して考えるべき課題が、それを解決できる方法があるように思う。 

その一つの具体例が「大阪方式」と言えるだろう。 

 

 

大阪府HP 参考 

通称大阪方式とは今後増加が予想される陽性患者を効率的に管理するため、リアルタイムで健

康観察、入院調整などをおこなうシステム。 

現在療養中の約１０００人の陽性患者のうち、無症状・軽症者はホテルなど宿泊療養施設へ

（例外的に自宅療養）、中等者は医療設備の整った病院へ、重傷者はＩＣＵのあるさらに高度

な医療設備が整う病院へと段階的に振り分けている大阪府。 

これは『大阪方式』と呼ばれる大阪独自の振り分け方だがこのシステムを導入することで、病

院や宿泊療養施設の空き状況を一覧化し、陽性患者をすばやく入院させることが実現できる。

このようなシステムはIOTを利用する課の担当者が指揮をとったという。 

医療現場が困れば他のジャンルの産業が支える。このような考え方は今後ますます重要になっ

てくるだろう。 

 

2) ②医療資源の不足について 

医療資源は足りているのか、適当な配分がなされているのかについて考察する。 

 

1) 日本人75歳以上の死因構成割合の変動（約1500万人対象） 
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→この資料より実に150万人以上の高齢者が肺炎で死亡していることが読み取れる。 

ここで主張したいのは新型コロナウイルスが流行る前からウイルスに感染し、肺炎を発症して

死亡するというケースは日常的に起こっていたという点だ。こういう類の知識が感染症に対す

る正しい認識を生むことにつながると考えられる。 

 

2) 院内感染の実例 

 

3月23日, 東京都台東区内の中核病院の入院患者2名がSARS-CoV-2 PCR検査陽性と判明し, 院内

での発生が明らかとなった。その後4月13日までに入院・退院患者107名, 医療従事者等73名が

陽性と報告される大規模な集団発生となった。 

集団発生が明らかになった直後は, 陽性患者を個室あるいは多床室にまとめて隔離し, 医療従

事者が入室時に個人防護具（PPE）を着用する方法での感染対策が行われた。しかし, 検査の対

象が広がるにつれ陽性者数が増加し, 多くの病棟でPCR陽性の患者が確認された。そのため3月2

8日には, 5階から8階の急性期8病棟を対象に病棟全体を汚染区域とした。医療従事者は3階の専

用ブースでPPEを着用, エレベーターで各病棟へ移動し, 病棟から出る際に各階のエレベーター

ホールでPPEを脱いだ。PPEは防水ガウン, 防水ズボン, シューズカバー, キャップ, 手袋（二

重）, N95マスク, サージカルマスク, フェイスシールドを着用としていた。サージカルマスク

は, N95マスクを汚染から保護するとともに, マスクに装着するタイプのフェイスシールドを用

いるために使用した。患者ケア時は長袖ガウンをさらに着用し, 外側の手袋とガウンを患者ご

とに交換する方法がとられた。 

国立感染症研究所HP 参考 

 
 

この通り院内感染が発生すると、病院全体で入院患者や医療従事者に感染が広がっていき病院

を起点に東京都といった都市の感染拡大につながると考えられる。また医療従事者の間で感染

が広がった事実は他の医療関係者の不安要素になり、医療現場に立ち会う人材の減少につなが

りかねない。 
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3) 軽症患者の数・PCR検査の感度について 

新型コロナウイルス国立国際医療センター レジストリ研究 参考 

 

→これにより入院時の軽症者が81.5％と大多数の入院患者を占めている 

このような状態が医療資源の圧迫をもたらしていることをより明瞭にしている。 

（重症度分類について）厚生労働省HP 参考 

この診察のポイント・臨床状態は無闇に病院に行く軽症者を留まらせるために発信することが

必要な情報と考えられる。 

 

4)   人工呼吸器やECMOの数量 

（糖尿病リソースガイドの記事より抜粋） 
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日本麻酔科学会と日本集中治療医学会は4月3日に共同声明を出し、2つの学会が共同で対応し気

道管理と人工呼吸管理を拡充することを発表した。 

両学会は会員に対して呼吸不全患者に対する人工呼吸管理や集中治療に関するトレーニングや

助言を行い、今後拡大していくCOVID-19による呼吸不全患者に対応していくとしている。 

日本集中治療医学会の西田修理事長は、「イタリアでは集中治療を受けることなく多くの人々

が亡くなっているのが現状です。イタリアは高齢者が多いことも死亡者が多いことの原因と考

えられますが、日本ではイタリアよりも高齢化が進んでいるにもかかわらず、人口10万人あた

りのICUのベッド数は5床程度です。これはイタリアの半分以下であり、死者数から見たオーバ

ーシュートは非常に早く訪れることが予想されます」と、危機感をつのらせる。 

 「現在、日本には約6,500床ほどのICUベッドがあると推定しますが、約4倍のマンパワーが必

要であること、他の重症患者の受け入れも必要であることを考えると、このままでは、実際に

新型コロナウイルス感染症の重症患者を収容できるベッド数は1,000床にも満たない可能性があ

ります。無理に収容すると感染防御の破綻による院内感染、医療従事者の感染、集中治療に従

事する医療スタッフの肉体的・精神的ストレスが極限に達します。この状態を避けるためのあ

らゆる手段を講じる必要がありますが、これは、単に人工呼吸器の台数などの問題ではなく、

マンパワーのリソースが大きな問題であることは明白です」と、強調している。 

糖尿病リソースガイドの記事より抜粋 

 

→このような海外との医療体制との比較を通しても、病床という形での医療資源の枯渇がみて

とれる。 

ここでの問題点は「マンパワー」と繰り返し強調されているが、要するに医療資源を整えたと

ころで治療する実際の一人の医師の負担が増大し、人材が足りなくなってくる未来が近いうち

に訪れることが現実的に危惧されているということである。 

 

 

 

 

第三章 結論・提言 

私はこれまでいかに通常の医療業務をまもっていくのかという観点で話を進めてきたたが、こ

の状況下で従来のやり方の維持をしようとするには無理がある。それこそ千葉大医学部附属病

院のような柔軟な対応こそ今多くの病院に求められていることのうちのひとつに当たるのでは
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ないだろうか。しかし総合病院一つが変わるだけでは当然日本社会全体の課題の解決にはつな

がらない。だからまずはそれぞれの県での病院の組織化を進める必要があると思う。もちろん

その都度変革による副作用については慎重に議論されるべきであることは確かである。例えば

救急の病床を移動させても救急科に影響はないのか、看護師の配属の変更は安易に決定されて

もいいものなのか、これらは各病院長がどれだけ病院の現場の声を聞いているのかや実情や内

情に精通しているのかにかかってくると考えられる。散々他病院との連携が患者の効率的な受

け入れシステムには不可欠であると述べてきたが、まずは自分の病院の状況、県内の病院の状

況に常に気を配った上での病院経営、コロナ対応が必要である。 

これらを踏まえてわたしが提言するのは都道府県の医療機関の情報共有システムの構築であ

る。例えば現行の医療法だと都道府県が国立はともかく公立の病院に対して指示を出すことが

認められていない。しかし各地域の情報を握っているのは地方自治体であり、その組織が自分

の県の状況を踏まえた上で、県内全ての病院にたいして足並みを揃える形で音頭をとることが

効率よく医療機関どうしの連携を高めて、患者の受け入れの問題に有効だと主張する。感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法が一部改正されて、正当な理由

のない協力の拒絶をする病院は勧告、公表をされるように定められた。この法律は今年2月3日

に成立して、2月13日から施行となる。つまり社会も医療機関と行政機関の間の連携を半強制的

に強化しようとしていることがわかる。しかし法的拘束力がないと本当に協力は難しいのだろ

うか。たしかに通常医療診療や、設備の問題などから容易には協力要請に頷けない病院も少な

くはないだろう。そこで、例えば千葉大医学付属病院のように、独自に自分の病院のシステム

を見直して患者の受け入れの取り組みの踏み出すことが病院があるわけだから、そういう病院

にどのように病院を運営しているのかについての話し合い等の機会が近隣の病院同士で設置さ

れることでより多くの病院が効率よく協力できるようになると思う。地域の全ての病院が自分

の病院の状況を共有して、お互いに人員も含めた医療資源の過不足を調整できるようにした

り、院長がオンラインで会議を行うなど、様々方法が考えられる。私は現在の日本の医療現場

や各医療機関の意見を踏まえて、最終的に情報を効率よく共有して、全体を指揮する存在が欠

かせないという結論に至った。以上をもって私の提言とする。 

 

 

 

 

参考 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E5%B4%A9%E5%A3%8A 

 

 2020年4月 一般社団法人 日本臨床救急医学会より 

「新型コロナウイルス感染症に対応する学会員、緊急医療関係者の皆さんへ」 

 

  https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/series/taniguchi/202007/566531.html 

 

https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/series/taniguchi/202007/566531.html 

 

（重症度分類について）厚生労働省HP 参考 
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https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/series/taniguchi/202007/566531.html


 

 

https://toyokeizai.net/articles/-/402702?page=4 

 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031 
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～新型コロナウイルスによる偏見～ 

 

                         

                        5年D組14番 德山 丈 

【前書き】 

 

 今現在、新型コロナウイルス感染症（COVID-19)が世界中で拡大し、ここ日本でも経済や

社会、地域や企業等に多大なる影響を与え、我々にとって非日常な生活が続いている。その

中で私は新型コロナウイルスによる人権侵害が大きな社会問題となっていることに注目し

た。ウイルス感染に対する人々の恐怖心や不安をあおったり、感染者や現地の医療従事者等

の差別が特に多いらしい。これに関するニュースをはじめて見たとき、なぜこのような状況

が起こるのか、と疑問に思った。そして今回の提言のテーマとして選んだ訳なのだが‥調べ

ていくとその原因は想像していたものとは違い、人間にとっては意外と当たり前の行動なの

かもしれない、と思えるようなものでもあった。ということで、どうしてこのような人権侵

害が起こり、どのような方法を使えばそれを緩和することができるのか、考えて自分なりの

提言をしようと思う。 

 

 

【1．新型コロナウイルスによる偏見】 

 まずはじめに、新型コロナウイルス感染症（COVID－19）とは… 

 

 COVID-19 とはSARS-CoV-2と呼ばれるウイルスが原因で起きる感染症で、2019年終盤での

発生を皮切りに、瞬く間に世界中に感染が拡大した。感染すると、発熱や息苦しさ、その他

の症状が現れ、感染が肺に及んで肺炎が起きると呼吸困難に陥る。感染者のほとんどは軽い

症状で済むようだが、中には重症化してしまう人もいる。 

 

〇新型コロナウイルスによる偏見(例) 

  

 一概に偏見とはいってもなかなか想像がつきにくいだろう。  

 新型コロナウイルス拡大の中少なからず多くの人々がこれに苦しんでいる。主に医療従

事者や海外を拠点に働く人々、そして感染者やその親族に対して、対等な立場でコミュニケ

ーションが取れていない。例としては以下のようなことが挙げられる。 

 

・子供の保育園受け入れの拒否  

     保護者が医療現場で働いている、又はもう治ったが親族が感染したことがある家庭に

対し、自分たちにも影響があるのではという心配をする家庭が現れ、受け入れを拒否するケ

ースが多いようだ。他にも同じような理由で普段通りの付き合いができなくなり、孤立によ

り心身にダメージを受ける人々は少なくない。 

 

・ネット上での誹謗中傷 
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    SNSにおけるウイルス感染者や濃厚接触者を特定したり、感染者が非難の声や差別的な

発言を受けたりするケース。海外からの帰国者も世間から大きなバッシングを受けた。次ペ

ージに、BIGLOBE社が20代～60代を対象に行った『SNSで他社から誹謗中傷を受けた経験があ

るか』というアンケートの結果を採り上げている。 

 

      

「SNSで他者から誹謗中傷（根拠のない悪口を言いふらして他者の名誉を傷つけたり、人格

を否定するような言葉で他者を傷つけること）をされたことがありますか」と質問をする

と、「よくある」（4.5%）、「たまにある」（13%）という結果になっている。年代別で

は、20代は「よくある」（10%）、「たまにある」（18.9%）。20代の割合が最も高く、「た

まにある」と回答した人も含めると約30％、3人に1人いるかいないかの高い割合で他者から

の誹謗中傷を経験していることがわかる。 

 

 

○コロナに関する偏見が引き起こす問題 

 

 ・体調を崩しても医療機関に行かなくなる 

  感染者が社会的に悪というイメージが浸透している。仮に体調を崩しても、コロナ感染 

の可能性に恐怖心を抱き、病院に行かなくなる人が増えてしまう。放っておくと命にかか 

わる病気の可能性もあるので大変危険な行為だと思う。 

 

 ・感染者が発生した施設が受ける負担 

  感染者及び濃厚接触者が滞在していた、もしくはそこに兼務している施設や会社は、周 

りの人々のバッシングをたくさん受ける。現にそれによって感染者が出た会社の売り上げ 

が大きく下がってしまったケースがよくあるという。 

 

このまま差別偏見が続くことで、日常生活に様々な負担を抱える人々が増えていくことは深

刻な問題だと考える。 

 

 この様な差別偏見による人権侵害はなぜ引き起こされるのだろうか。  
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誤情報によるもの  

     

 まずはじめに考えたのはウイルスによる誤った情報によるものだ。新型コロナウイルスに

関しては、様々な誤った情報が流れている。 

 次の資料は、総務省が行った、新型コロナウイルスに関する情報流通についての踏査結果

の一部だ。１枚目の資料では、情報への接触に関するものだ。まず読み取れることとして、

やはりほとんどの人々がコロナウイルスに関する情報をキャッチしようとしている、または

しているということだ。そして、その情報の入手先は政府やSNS、テレビ放送からが主であ

ることがわかる。その中で、特にSNSや民間放送でデマやフェイクニュースを見かけること

も多く、それらの真偽が見分けられない、または信じてしまったケースが多いことが多いこ

とが読み取れる。それが家族や友人とのやり取り、不特定多数相手のSNSのやりとりの中で

拡散、共有されてしまうことによって誤情報が拡散されてしまうという流れが垣間見えた。  

    人々は情報に左右されやすく、一見そうは見えない場面でも正しい判断ができなくなっ

てしまうことがよくある。特にこのような自分たちに大きな影響や恐怖をもたらすものであ

ればなおさら。   

 

             コロナウイルスに関する情報を拡散した経験         

 

新型コロナウイルスに対する人々の恐怖 

 

 FCVという恐怖尺度のデータによると、「新型コロナウイルスがとても怖い」、「不安を

抱えている」という回答は約半数に上っている。さらに、右図はアンケートの得点分布だ。

アンケート調査の質問は7問あり、各問題の回答に沿って１～５点の点数がつけられてい

る。この２つのデータからも、未知なるコロナウイルスに対する人々の恐怖心がうかがえる 

。 
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                                                              コロナウイル

スに関 する情報を見

聞きしてとった行動 

 

 このように誤情報を信じて、世の中に大きな影響が起こるケースもある。例えばトイレッ

トペーパーやマスクの在庫がない、というものがそうだ。その情報を信じたがために、たく

さんの人が買いだめをして在庫がなくなる。この悪循環は、何の生産性もない。 
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    また、ウイルスに対する不安感を抱く人も少なくない。感染者や医療従事者の近くで生

活することで感染してしまうのではと考えるのはごく当たり前のことである。 

 不安や恐怖に煽られると人は正しい判断が出来なくなるということがよく分かる。 

    

メディアの過度な取り上げ、SNSでの感染者特定 

 

  最近テレビでよく見かける新型コロナウイルスのニュース。もはやニュース番組はその

話題でもちきりである。そのニュースやワイドショーによる報道の中で感染者に関する過度

な取り上げがあまりにも目に余ると思うのだが。またテレビのワイドショーは憶測が多く、

製作者や出演者の正しい理解が欠けているにも関わらず、あのような報道をするとは何事で

あるか。情報ネットワーク化が進む世界で感染者の特定、そして誹謗中傷へとつながってい

くのである。また「感染は過失でありとても形容しがたい」という一般通念がこの21世紀で

徐々に構成されている気がしてならないのだ。 

  

  感染者に関する情報は確かに必要だとは思うが、どこまで、どのように報道すれば良い

のかそのラインは曖昧だ。 

 

 

 

 

 

 

〇偏見を抑制するために 

  

１、事実を確実に広める 

 

 原因である「１、誤情報の拡散」に対して、発信源は政府の公式サイトや医師会等信頼で

きる機関や団体による正しい情報を提示し、誤情報の拡散への注意喚起をより積極的に行う

ことが大切だと思う。メディアに関しても不確かな憶測発言の撤回または倫理的な報道・事

実に基づいた発信を意識する必要がある。しかしここには少なからず問題点がある。それは

どれが真実の情報でどれが誤った情報なのかの見分けが付きにくい所にある。必ずしも政府

の情報が正しいとは限らず、さらに正しいと思われる情報の真偽においても、時間とともに

変化していくこともしっかり考える必要がある。 

 

 誤った情報にユーザーが惑わされないように、SNSはいくつかの対策を考えている. 

1例として、米Twitter社は左下の表のように、情報をMisleading Information(誤った見

解）、Disputed Claim(議論中）、Unverified Claim(未確認）の三つに分類し、ラベルを付

ると発表した。さらにそのtweetを選択すると、右下のイメージのように、最新の見解やそ

れに関する世の中の動向を確認することができるというシステムだそうだ。前に述べたよう

に、誤った情報が拡散される一番大きな要因はSNSなので、このような新しい機能は他の媒

介にも応用されるとより良い効果が得られると思う。 
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米ツイッター社の対策 

（左は情報の分類に関する表、右は情報をタップした時に見ることができる内容のイメージ）     

 

２、感染経験者の経験談を広める 

 

 まず、なぜこのような社会的混乱が起きているのか、と考えたときに人々の未知の存在へ

の恐怖心が大きな影響を与えているのでは二課と思う。コロナ渦での混乱を避けるには、正

しい情報を皆が知ることが１番だと考える。例えば、コロナウイルス感染のリスクについて

だ。感染してしまうともう後がないのではないか、という恐怖心を抱いている人はとても多

いだろう。メディアの報道やインターネットの存在が大きな理由となっているように感じ

る。しかし、実際のところは高齢者こそ致死率は高いものの、インターネットを多用する世              

代の致死率はきわめて低いことが分かる。 
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             年代別に見る新型コロナウイルス感染者数と致死率の割合 

   

 このように、ウイルスへの正しい理解が足りないがゆえにおこる問題は多いと思う。その

やめに一番効果的なのは、実際に感染した人々が実情を発進することだと思う。特に今正し

いとされている情報も定かではない中で、こうした人々の話は、一番参考になるかもしれな

い。 

 

３、有名人を巻き込んでの情報拡散 

   

  有名人や、インフルエンサーがSNSやメディアで現状や誹謗中傷の撤廃を訴えることも大

きな効果があると考えている。例えば、コロナウイルス感染を経験した人々との対話を発信

するのもいいかもしれない。とにかく、憶測や誤情報の混在によりどの情報が正しくてどれ

が誤りなのかがわからない中で、世間に影響を与える人々が情報を発信することで少しでも

抑えることができるはずだ。  

  

○最後に 

 

 今回はこのコロナ渦における人権侵害についてまとめた。まず、コロナウイルスという未

知に対する恐怖心がこの問題の根底にあること、そしてそのために正しい判断ができなくな

ってしまうのは人間の性格上としてはごく普通のことだという感想を抱いた。と同時に私は

メディアやＳＮＳが人々に与える影響力の大きさに驚いた。だからこそ、この問題の解決に

はそれらの力を利用した解決方法が１番有効なのではと考える。このような偏見等を含んだ

全権侵害に関する問題には終わりがなく、根本的な解決はとても難しいことがわっかた。の

で、まずそのための一歩として、人々の意識を変えていくことが先決だと思った。 

 

 

 

                      

 

https://news.yahoo.co.jp/byline/kazuhirotaira/20200923-00199227/ 

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2005/12/news055.html 
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https://www.biglobe.co.jp/pressroom/info/2020/08/200826-1 

https://chosa.itmedia.co.jp/categories/society/106463 

https://plaza.umin.ac.jp/~dp2012/covid19survey.html 
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広島大学付属福山高等学校 

５年「提言」 

 

 

新しい教育の指針 

ICT教育のについて考える 

 

５年 D組１６番 松岡 凜 

 

 

1.序論（なぜ教育のICT化を推進すべきなのか） 

 今回の課題研究で私は、「教育のICT化」を進めることで引き起こされるさまざまな影響について調査した。そもそも、

「教育のICT化」とは、どのような意味なのだろうか。文部科学省はそのことについて、｛「ICT」とは、Information and Co

mｍunication Technology の略で、情報伝達技術のことであり、教育のICT化とは、それを教育に導入することである。

そして、日々の情報収集や、コミュケーション、生活上必要な手続きなど、日常生活における営みを、ICTを通じておこ

なうことが当たり前になっているなかでは、子供たちには、ICTを受け身でとらえるのではなく、手段として積極的に活用

していくことが求められている。｝と書いている。つまり、将来確実にICTを用いることになる今の若い世代に、幼少期か

らICTに慣れさせておくことは教育の一環として必要であるということで、それを促進することは教育業界の義務であると

いえる。ほかにも、後に説明するような様々なメリットがある。このことから、この論文を通して、教育のICT化のメリットと

デメリット、その改善案について考えて、教育のICT化を促進する手助けをしようと思う。そして、ICTをどのように利用し

ていけば、より効果的で効率的な学習ができるのかを考えて、それを提言とする。 

 

 

 2.本論 

 ①教育のICT化を進めるメリット 

  教育のICT化を進めることによって、私たちは様々なメリットを得ることができる。今回はそのメリットを「授業に関する

メリット」、「ICT機器に慣れること関するメリット」、「労力軽減に関するメリット」の3つに分けることにする。 

 まず、「授業に関するメリット」について考える。 
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      上のグラフは、文部科学省が発表した、ICT教育を行った時と行っていないときの、客観テストの結果である。

この授業では生徒一人一人が、ICTを用いて図や表を大きく表示して、理解を促すようにした。これ結果からわかるよう

に、ICT教育を行ったほうが、より一層、生徒の理解度を向上させることができる。特に「知識・理解」と「関心・意欲」の

観点での伸び幅が大きいことがわかる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、「ICT機器に慣れることに関するメリット」について考える。序論でも述べたように、現在、ICT機器の進化やインタ

ーネット環境の整備は急激なスピードで進んでいる。上のグラフは、総務省が発表している、「子供がICT機器に親しむ

ことはためになると思うか」というアンケートを保護者におこなった結果だ。これによると、赤い太枠で囲っている、全体
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の９２．7パーセントが、子供へのICT教育に賛成しているとわかる。よって、教育のICT化を進めることについて、生徒の

保護者はおおむね賛成しているといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  最後に、「労力軽減に関するメリット」について考える。提示したグラフは、「ICT教育を導入した後の負担感の変化」

を表している。このグラフから、教育現場いおいて負担となっていた、指導要領への記入や通知表への記入が、ICT導

入後には、半数弱が負担感が軽減されると回答した。このことから、教育のICT化によって、教員の負担が軽減されて、

より質の高い教育を提供することが可能になると予想される。 

 以上の３つの視点以外にも教育にICT化によっては様々なメリットが考えられるので、教育のICT化は、必要不可欠な

ものだと考えられる。 

 

②今日のICT化のデメリットと打開策 

 教育のICT化を進める上では、様々なメリットがある一方でいくつかのデメリットもある。しかし、そのデメリットを打開す

る案を考えることで、教育のICT化を進めることを促進したいと考えている。今回はデメリットを「設備資金に関するデメリ
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ット」、「インターネットの使い方などの教員の能力に関するデメリット」「生徒の能力低下に関するデメリット」の3つに分

けて考えることにする。 

 上の箇条書きされた項目は、文部科学省が発表しているICT環境の環境方針で目標とされている水準である。そし

て、これらの設備をすべてそろえるためには、「多額の費用を捻出しなくてはならない」という問題が生じる。そして、そ

れを解決するための案として、文部科学省が計画している「教育のICT化に向けた５か年計画」を提案する。 

 

 

  この計画は、２０１８年から実施され始めたもので、教育環境を整備するのに必要な費用を、単年度１８０５億の地方

財政措置として投じることで、費用面での問題をカバーするというものだ。これを続けることで、費用面の問題は解決で

きる。 

  また、「教員の能力に関する問題」は、文部科学省が実施を計画している「ICT支援員配置計画」によって解決可能

である。ICT支援員とは、学校のICT機器の管理や、教員への指導を行うために特別な研修プログラムを通過した人の

ことで、文部科学省の目標は「4校に1人」の割合で、全国にICT支援員を配置することだ。 

 

 最後に、「生徒の能力低下に関するデメリット」について考える。この問題は、ICT教育について考えるうえで、一番の

障壁になっている問題である。実際、授業にタブレットなどのICT機器を導入することで、文字を書く習慣が失われるた

め、漢字や一定の長さ以上の文章を手で書く力を養えない可能性が指摘されている。さらに、分からないことはインタ

ーネットで調べられてしまう環境が当たり前となり、子供手地の想像力が低下してしまうことも危惧されている。僕は、「I
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CT教育の導入の方法を工夫する」ことで、この問題を解決できると考えている。詳しくは次の章にあるが、「ICT教育」の

利点と「従来の教育」をうまく融合した教育を行う必要があると考える。 

 

③どのようにICT教育を取り入れるか 

 ここでは、ICTを教育に活用していく際に、どのような方法で導入していくべきかについて提言する。 

 学習指導の効果を高めるICT活用のためには、ICT活用と教師の授業技術との関連を意識することが重要となると考

えられる。つまり、単に授業でICTを活用すれば、教育効果が期待できるというものではなく、ICT活用の場面やタイミン

グ、活用する上での創意工夫が教師の授業技術に大きく関わっていると考えられるということだ。「ICTそのものが児童

生徒の学力を向上させる」のではなく、「教師の授業技術としてICT活用を明確に位置づけることが児童生徒の学力向

上につながる」といえる。 

 例えば、コンピュータや実物投影機等の映像をプロジェクタ等で大きく映すだけで、学力が向上すると単純には考え

にくい。興味関心を高めるためであるならば、単に映像を見せるだけではなく、指導のねらいや児童生徒の実態に応じ

た題材や素材を教師が十分吟味して選んでいくことが重要である。また、その映像をタイミングよく教師が大きく映して

提示したり、提示した映像などを指し示しながら発問、指示や説明をしたりすることで、ICT活用による効果が期待でき

る。より高い教育効果に結びつけるためには、ICT活用に加えて、指導のねらいの把握、日頃からの児童生徒の実態

把握、授業におけるタイミング、発問、指示や説明といった従来からの授業技術との融合も重要となる。この観点から考

えれば、ICTによる情報の提示は、板書のそのまま代わりになるものではない。提示した情報について説明等をした上

で、従来通り重要な点は板書をし、児童生徒にノートをとらせる指導も重要となると考えられる。このことで、従来の授業

の良さである「書くことによる思考」とICT授業の良さである「見ること、体験することによる思考」を両立することができる。 

 

3.結論 

 僕は今回の論文で、「教育のICT化」を推進すべきかどうかという議題について考えた。そして、「教育のICT化」のIC

T化のメリットである「授業に関するメリット」、「ICT機器に慣れること関するメリット」、「労力軽減に関するメリット」につい

てまとめて、教育のICT化には多くのメリットがあることを確認した。また、「設備資金に関するデメリット」、「インターネット

の使い方などの教員の能力に関するデメリット」「生徒の能力低下に関するデメリット」の３つのデメリットと、その解決策

に関してもまとめて、教育のICT化にはいくつかのデメリットがあるが、それは克服が可能なものであることが確認できた。

特に３つ目の「生徒の能力低下に関するデメリット」は、今後のICT機器の発達や、新しい、より優れたアイデアによって、

まだまだ改善することが可能だと思われる。 

 これらの考察から、今回の提言の結論として、僕は「教育のICT化は推進していくべき」というものになった。  

 

 

４．参考文献 

「教育の情報化と今後の方向性について （文部科学省）」 

 https://www.soumu.go.jp/main_content/000605717.pdf 
 

「初等中等教育における学習指導背のICT活用 （文部科学省）」https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/sho

tou/056/shiryo/attach/1244851.htm 

 

「ICTを活用した授業の効果等の調査」 

http://www.cec.or.jp/cecre/monbu/report/H19ICTkatsuyoureport.pdf 
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合的な方策について」 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/sonota/1412985.htm 

 

「学校におけるICT整備について （文部科学省）」 
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広島大学附属福山高等学校 

5年「提言Ⅰ」 

 

 

 電気自動車を普及させるには 

地球温暖化問題の解決に向けて 

 

5年D組20番 八杉航平 

 

1.序論 

 電気自動車(以下EV)を普及させることは、地球温暖化の原因とされているCO₂の排出量を大きく減ら

すための必要条件です。それは次の２つの点から言えます。 

 

・陸上輸送によるCO2の排出を大きく減らせる 

 2019年において、自動車やトラックなど陸上輸送によるCO2の排出は全体の排出の18％を占めていま

す（※1）。EV、そしてCO₂を排出しない発電方法、すなわち太陽光発電や風力発電などの再生可能エ

ネルギー(以下再エネ)による発電を普及させることで、この排出はほぼゼロにすることが可能です。

ガソリン車では、燃費を改善しCO₂の排出量を減らすことは可能ですが、ゼロにすることは不可能で

す。 

 

・再エネの発電を増やす切り札となる 

 再エネの多くは発電量が天候により左右されるため、その割合が25〜40%を超えてくると、既存のシ

ステムでは対応できなくなり（※2）、電気を蓄電池などに貯める必要が出てきます。それにEVが大い

に役立つのです。 

 まずEV自体が大きな蓄電池となります。また後で詳しく触れますが、EVは自宅や職場に設置された3

〜10kW級の普通充電器で充電を行うことが基本です。現在、自家用車の稼働率は1割程度と言われてお

り、駐車している残りの9割の時間、普通充電器に繋げておけば、EVを蓄電池として使うことが可能な

のです。具体的には、「充電を急いでいない人は、電気が余っている時のみEVに充電し、電気が足り

ない時には充電しない」という方法です。(現在では充電器やEV自体からこの制御を行うことが可能な

ので、人が充電プラグを抜いたり刺したりしないといけないわけではありません。)さらに、一部のEV

では、EVから電気を取り出すことも可能なので、電気が余っている時にEVに充電しておき、電気が足

りない時には逆にEVから電気を取り出すことも可能です。確かに一台では蓄電池としての役割は小さ

いですが、街全体のEVを合わせると、大きな蓄電池となるのです。 

 また、EVの普及により電池の価格が下がり、蓄電池を設置しやすくなります。このことについて

も、詳しくは後で触れます。実際、世界一EVを売っている自動車メーカーであるTeslaが販売している

家庭用蓄電池は、既存の蓄電池より5割から7割安いです(※3)。 

 

 以上のことが、EVを普及させることがCO₂の排出を大きく減らすためには不可欠であると考えられる

理由です。しかし、EVにはまだ航続距離や充電、価格などの問題があるため、今回はそれらの現状、

そして問題の解決策について考えていきたいと思います。 

 

 

2.本論 

 以下の表は、現在販売されている、あるいは今年か来年中には販売開始予定のEVの主要なものの、E

Vとしてのスペックをまとめたものです。 
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表1 主要な電気自動車のスペック 

クルマ 航続 

距離 

90km/h 

航続距離 

電池 

容量 

MAX 

充電速度 

充電目安 

(30分) 

価格 

Tesla Model S  

Long Range 

652km 644km 100kWh 225kw 365km 

(※4) 

¥9,899,000 

 

Tesla Model 3  

Standard Range + 

448km 402km 

以上 

60kWh 170kw 320km 

(※5) 

¥4,290,000 

 

Tesla Model 3  

Long Range 

580km 560km 

以上 

82kWh 250kw 450km 

(※6) 

¥4,990,000 

Tesla Cybertruck 

Tri Motor AWD 

800km 不明 不明 不明 不明 (米国)  

$69,900(745万円) 

Volkswagen ID.3 

Pure 

330km 不明 48kWh 100kw 不明 （ドイツ） 

€31,495(393万円) 

Volkswagen ID.3 

Pro 

420km 413km 62kWh 100kw 270km 

(※7) 

(ドイツ) 

€34,995(437万円) 

Volkswagen ID.3 

Pro S 

550km 不明 82kWh 125kw 350km 

 

(ドイツ) 

€41,995(524万円) 

Volkswagen e-up! 260km 198km 

以上 

36.8kWh 40kw 130km 

(※8) 

(ドイツ)   

€21,975(275万円) 

Nissan Leaf 270km 245km 40kWh 50kw 165km 

(※9) 

¥3,326,400 

Nissan Leaf e＋ 384km 370km 62kWh 70kw 215km 

(※10) 

¥4,411,000 

(注) 

・「航続距離」の値、「充電目安」の値は、Tesla CybertruckはEPAサイクルの値で、それ以外はWLTC

サイクル Class3の値としている。 

・「90km/h航続距離」は、実際15〜25℃の環境下で90km/hで走り続けた時の航続距離を示している。

ノルウェー在住のYouTuberの実験(※11,12,13)をもととした。ただし、 

 ＊Tesla Model 3はどちらとも、実験値はマイナーチェンジ前のものであり、現在販売中のモ  デ

ルはそれより航続距離が伸びている可能性が高いため「以上」とつけた。 

 ＊Volkswagen e-up!は冬における実験しかなく、一般的にEVは冬には航続距離が短くなるた  

め、他のEVが15〜25℃での実験であることを考慮し「以上」とつけた。 

・「充電目安」は、※4～9の参考文献にある実際の実験における車載モニターのバッテリーの割合の

増加分からWLTCモード Class3に換算した。(車載モニターの値と、実際の値は違う可能性はあり、こ

の値は多少上下する可能性がある) 

・Volkswagen ID.3 Pro Sの「充電目安」はメーカーの発表している値。 
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・バッテリー容量は搭載バッテリー容量(グロス値)を記載している。 

・価格にはオプションの価格や補助金は含まれていない。 

・米国やドイツの価格は、それぞれ1ドル＝106円、1ユーロ＝125円として計算した。 

・Tesla Cybertruck Tri Motorは2022年発売予定。 

・Volkswagen e-up!,ID.3は日本では未販売。 

 

 

 

2.1.航続距離について 

 現在EVの航続距離は長いものだとWLTPサイクルで500kmを超えており、2022年には航続距離が800km

のEVも発売される予定です。ガソリン車やディーゼル車の航続距離が400km~1000kmであることを考え

ると、EVの航続距離は、実用使いでほぼ不便でないレベルまで達していると考えられます。また、効

率やバッテリー技術の向上により、EVの航続距離は、年々増加しているため、これからもっと伸びて

いくでしょう。 

 

2.2.コストについて 

図1 電気自動車のバッテリーの価格の推移(※14) 
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 EVの車両価格はまだ「高い」というのが現状です。特に航続距離400km~500kmあるEVは400万円を超

えるため、よく売れているクルマの価格帯が200～300万円であることを考えると、普及させるには高

すぎる価格です。270万円で買えるEVもありますが、航続距離が260km程度と短く、多くの人にとって

は不十分な航続距離です。 

 なぜEVは価格が高いのでしょうか。それはバッテリーの価格が非常に高いからです。航続距離を伸

ばそうとたくさんバッテリーを積むと、価格が上昇してしまいます。 

 ただし上の図から分かるようにバッテリーの価格は、バッテリーの大量生産や技術の向上により、

下がってきており、10年前と比べると7分の1程度まで下がっています。そしてある予測で2022年にはE

Vの価格が、ガソリン車やディーゼル車と戦える価格になると言われています(※15)。実際、アメリカ

のEVメーカー、Teslaは2020年9月に新型のバッテリーを発表し、3年後には電池の価格を現在と比べ5

6%削減し、25,000ドル(265万円)のEVを発売すると発表しました(※16)。航続距離に関しては明らかに

なっていませんが、Teslaの社長、イーロン・マスクは以前「これからのEVの最低限の航続距離は300

マイル(483km)だ」と明言しています(※17)ので、少なくとも400km以上は確実であると思われます。

となると、このEVは、よく売れる価格帯で、実用使いにおいて十分な航続距離を持ったものとなりま

す。 

 また最後に1つ補足しておくと、EVは、ガソリン車、ディーゼル車では必要なオイル交換が不要であ

り、またブレーキも通常は回生ブレーキを使うため、減りが少ないです。よってEVのメンテナンスコ

ストは、ガソリン車、ディーゼル車の約半分で済みます(※18)。ここで「でもEVってバッテリーがす

ぐ劣化するのでは？」と思われる方もいるかもしれません。確かにそのようなEVもありました。しか

し、バッテリーは適切な温度管理を行うことで劣化を大きく減らすことができます。実際、この適切

な温度管理機能のついたEVの平均の劣化率は、充放電を繰り返し25万km乗っていても、10%未満にとど

まります(※19)。この機能は最近のEVではほとんどに付いているため、バッテリー劣化はそこまで気

にする必要はありません。 

 以上の点から、EVは、現在はまだ航続距離が少し短かったり、価格が高かったりという問題点があ

りますが、それらは数年以内には解決できるものであることが分かりました。 

 

 

 

 

2.3.充電について 

 上で記したように、EVの現在の課題である航続距離、価格に関しては、あと数年で解決できるもの

です。それでは充電はどうでしょうか。 

 充電速度は年々上がってはいますが、ガソリン車、ディーゼル車のように、3分で航続距離1000km分

のエネルギーを補給することは、技術的にも、また電力網の観点からも難しいです。ではEVの充電問

題は解決されることはないのか見てみましょう。 

 まずEVには以下の表のような2つの充電方法があります。 

 

表2 電気自動車の充電器の種類 

充電種類 充電出力 充電時間 

(80%まで) 

1機あたり設置費用 

(※20) 

設置場所例 

普通充電 3〜10kW 5〜20時間 (家庭用)5〜100万円 家、職場、レジャー施設 

急速充電 50〜350kW 20〜60分 300〜1500万円？ サービスエリア、コンビニ 

     

 EVの充電の基本は「家」での「普通充電」です。家に帰ってきて充電プラグを挿し、朝になったら

満充電になっている。これが基本的な使い方です。よって、航続距離の範囲内のみでの移動であれ
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ば、EVはガソリン車やディーゼル車よりも実は楽に使うことができます。ガソリンスタンドに行く必

要がないからです。 

 しかし、航続距離を超える距離を移動する場合は話が変わってきます。どこかで充電が必要になる

のです。この時、次の2つの充電方法が存在します。 

・目的地に滞在中に普通充電 

 航続距離を越える距離を移動してどこかに行く時、ほとんどの場合、目的地には何時間かは滞在す

ると考えられます。その間に充電をするというのがこのやり方です。例えば、目的地のレジャー施設

や宿泊施設に普通充電器が設置されていれば、自分達が遊んだり寝たりしている間に充電を完了させ

ることが可能です。 

・移動中の休憩時間に急速充電 

 「ETC2.0 プローブデータを活用した都市間高速道路における休憩行動分析」(※21)の研究による

と、300km以上高速道路を走る状況において、約6割の人が合計して30分以上休憩しているようです。

先程書いたように、最近のEVは長いものだと30分で航続距離にして350㎞以上分の充電をすることが可

能です。 

  

 以上のことから、現在のEVの充電スペックであっても、これらを基本としながら充電器の設置を拡

大していくことで、ユーザーはほぼ不便なくEVを使用できることが分かります。コストに関しても、

ガソリンスタンドの建設費用が7000〜8000万円程度と言われていますから、妥当と言えます。 

 

 しかし、これで充電について完璧といえる訳ではなく、課題もあります。その課題、そしてその課

題の解決策について、これから提言します。 

(課題1)集合住宅で普通充電器の設置がしにくい 

 集合住宅に住んでいる人は、現在は、管理組合に認めてもらえなければ、充電器の設置は不可能で

す。しかし、別に集合住宅で物理的に普通充電器の設置が困難であるわけではありません。コストに

関しては、家庭用と比べると上がり、80〜120万円程度のようです(※22)が、集合住宅の場合、充電器

をシェアすることも可能なので、1人あたりのコストはもっと下げることができます。ちなみに、集合

住宅の駐車場の一つに普通充電器を設置した場合、以下のように計算すると、15〜25台くらい賄うこ

とが可能で、1人あたりの設置コストは5〜10万円程度にできることが分かります。 

(計算) 

 6kWの普通充電器を設置し、1台あたりの年間走行距離が6300km(※23)、平均電費が6km/kWhであった

と仮定すると、1台あたり充電に必要な時間は年間で175時間と計算できます。1年は8760時間ですか

ら、充電器の稼働率が50%と仮定すると、25台でシェアすることが可能です。稼働率を少なめに30%と

仮定しても、15台でシェアすることが可能です。 

 よって集合住宅における充電器設置の最大の壁は「管理組合に認めてもらえるか？」にありそうで

す。私は、この問題は政府に動いてもらわない限り、解決は難しいと思います。実際ドイツでは昨

年、充電器設置をしやすくする法律が施行されています(※24)。このドイツの例のように、「政府が

集合住宅での充電器の設置をしやすくするよう後押しをする」、これをこの問題の解決策として提案

します。 

 

(課題2)急速充電器の混雑が予想される 
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図2 急速充電器の月ごとの使用状況(※25) 

 人々が一気に移動する年末年始やゴールデンウィーク、お盆などの時期には移動の休憩時に使う急

速充電器の混雑が予想されます。充電器を増やすにしても、そんな一時的なことのために大量に充電

器を設置するのにはコストがかかりすぎてしまいます。右のグラフはヨーロッパで超急速充電の設置

を進めているIonityという会社が出した、月別の充電器の電力使用量のデータです。(※25) Ionity

という会社は毎月どんどん充電器を設置しているため、毎月充電器の電力使用量が増えていくことは

当然のことですが、明らかに夏休み、冬休みの含まれる月は電力使用量が増えていることが分かりま

す。 

 この問題の解決策について、私は「蓄電池の利用」を提案します。研究背景の所で、再生可能エネ

ルギーの発電を大きく増やしていくにあたり、蓄電池が必要になると書きました。その蓄電池の一部

を、充電器の混雑する時間帯にサービスエリアや道の駅に移動させて急速充電器として利用する、と

いうのが私の考えです。そのメリットとしては、新たなコストがほぼかからずに、充電器の混雑を緩

和できるということです。実際、蓄電池を利用した急速充電に関しては事例があり、例えば下の写真

は,ポルシェが実際に発表したものです。(※26)これには2100kWhの電池がつまれており、10台のEVが

一気に320kWもの出力で充電することが可能です。 

 ただこの方法については、まだ分からないことがあります。その移動させた蓄電池というのは、普

段は再生可能エネルギーによる発電の不安定さを是正するための手段、すなわち柔軟性として使って

いるものです。そのような蓄電池を、私の提案する方法では一時的に電気自動車の充電器として使う

ことになり、その時間は柔軟性としては使えなくなってしまいします。その時に、発電が不足した場

合、電力不足に陥る可能性も考えられるのです。ただ実際どうなるかは、調べた限り実例もないた

め、分かりませんでした。 
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3.結論 

 地球温暖化の原因とされているCO2の排出の大きな削減に不可欠なEVですが、その普及にはまだ壁が

あると言われてきました。例えば、航続距離が短い、充電に時間がかかる、価格が高いなどです。し

かし、実際には、航続距離や価格の問題はあと数年で解決できるレベルにまでなってきており、充電

の問題も、クルマ自体の性能としては十分な所まで来ており、後はインフラ整備をいかに上手にやる

かにかかっているということが、分かりました。その具体的な方法をこの論文で提言しました。 

 現状としても、インフラ整備が進んでいて、価格も国が補助金を出すことで既存のガソリン車と同

程度になってきている国々ではEVの販売割合が急速に増えてきています。例えば、EVに力を入れてい

る国が多いヨーロッパでは、2020年通してのEVの販売割合は6.2%と2019年と比べ約3倍に伸びており、

特に12月の単月では14%まで伸びています。(※27) 

 この調子で、どの国も上手にインフラ設計をしてEV、それと同時に再エネも普及させ、世界のCO2の

排出を大きく削減をすることができれば、国連の目指すSDGs(持続可能開発目標)の達成に大きく寄与

することができるでしょう。 
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1、序論 

 私はこの研究で、文系と理系の違いについて調べた。その意義は文系と理系の違いを知ることで、進路選択に

生かすことにあると思う。先行研究によって、文系と理系の違いは具体的に何なのか、その違いはなぜあるのか、

その違いによって生じることは何かを明らかにしたい。この研究における文系と理系の定義は辞書的な意味である

大学で学んだ科目とする。文系は人文科学、社会科学で、理系は理、工、農、医、薬を指す。  

文系と理系について考えるためにまずはどうやって２つにわかれたかということを示したい。    参考：文系と理

系はどのようにして分かれたか 

「12世紀頃のヨーロッパの大学では、上級学部（神学部、法学部、医学部）と下級学部（文法、修辞学、論理学お

よび弁証術、算術、幾何学、音楽、天文学、まとめて自由学芸七科という）の２つに分かれていた。文理で分かれ

ていなかった。階級によって学ぶべき学問が決まっていた。理工系の学部も文学部も経済学部も存在していなか

った。西洋における自然科学の本格的な発展は17世紀からだといわれるが、大学に理工系学部が定着するのは

19世紀のことである。なぜそんな長い時間がかかったのか。それは、自然現象は数学で表せないものという考え

が一般で、それが変わっていくのに時間がかかったからというのが理由の１つである。このように自然科学史は研

究によって明らかになっている部分が多いが、人文社会科学史は、つい最近研究が形をとるようになったという事

情があり、わかっていないことが多い。人文社会科学は「古くて新しい」からである。遥か古代から法学も文学研究

も歴史研究も存在していたが、近代的なものとは違った。法学、文学、歴史といった領域も、自然科学とほぼ同時

期の16世紀から18世紀にかけて近代化していった。しかし、自然科学と比べて、社会科学という統一的な概念が

生まれるのは18世紀末で大学で定着するのは19世紀半ば以降のことであった。さらに、文学や歴史学、哲学の研

究者たちが人文科学という概念でまとまりを意識するようになるのは19世紀末、地域によっては20世紀初頭のこと

だった。つまり、諸分野のカテゴリーが定着した順番は「自然科学と工学」、「社会科学」、「人文科学」となる。 

外国では 

欧米諸国では受験のときに「人文」「社会」「理工医」の3つあるいはそれ以上に分かれるのが普通。しかし、学問

の分裂を「２つの文化」ととらえる見方」も長らく存在してきた。１９５９年に英国人のチャールズ・パーシー・スノウが

著書で「科学的文化」と「人文的文化」の隔絶を説いた。両者が対立すべきでないとしながらもアメリカやソ連とい

った国の理工系教育への意気込みを紹介し、「科学的文化」の方に軍配をあげた。 

人文社会、理工医は学問の内実だけではなく、大学教育が発展した経緯など、制度的な事情を大いに孕んでい

る。それがなければ諸学問を２つに分ける理由がないのでは、本来諸学は１つではないかという議論も成立する。 

日本 

日本に西洋の人文社会科学や自然科学が体系的に導入されるのは明治維新のこと。それより前は自然と社会が

区別されていないのが東アジアの精神世界で、自然のことを考えることと、社会や人間のことを考えることは混じり

あっていた。明治初期における日本の人々の学問観をよく表しているのは、津田真道の定義であって、仏教と儒
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学を「高遠ノ空理」を論じる「虚学」、西洋の「格物化学医学経済希哲学ノ如キ」は「実学」とみなしている。最初に

分化したのは官僚の世界。一般的な「文系・理系」の概念に最も影響を与えたのは、官僚制度と中等教育。行政

における役割分担ははっきりしていた。理工系の技官は行政官の幹部となることが難しく、技官中心の部局でも、

放火出身の文官が長となっていた。すべての分野を「文」「理」に二分類する表現が明確にみられるのは、1910年

代である。中等教育にっいて定めた第二次・高等学校令の第八条に「高等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」

との文言が入る。この後大学入学試験の準備段階で文系志望、理系志望に二分する方式が定着することとなる。

戦争のときに特に理工系が優先され、文系は国家と相いれない部分があり、教授が処罰されることもあった。 

人文社会科学系の博士課程を持つ学生や研究者は今でも理工系より少ない。」 

このように、もともと文系と理系は区別がつけられていなかった。それなのに分かれていることには理由、利点があ

ると考えられる。 

「生徒の文理選択の要因として、小林は「学力」を第一にあげている。また、国立教育政策研究所は「教科に対す

る生徒の好感度・重視度や進路意識を培う観点からは、コース選択を設けないよりも設けたほうが、また、第2学年

4月から分割するよりも第3学年4月から分割するほうがメリットは多い」と指摘（花野木、2017）」 

このように、文理選択にはメリットがあることがわかる。しかし、 

「「学力」に関することを要因として選択をする生徒が多い。そのため生徒が望む進路や将来の展望が限定される

実態もみられる。（花野木、2017）」 

文理を分けることによって限られた教科しか学ばなかったり、将来の選択が狭まってしまったりすることがある。例

えば、理系の職業に就きたくても、理系科目が苦手だと感じている場合は文系を選んでしまうこともあると考えられ

る。そして、それにはジェンダー的な問題も関係していると考えられる。私はどうしたらそのようなことが起こらずに

済むか考えたいと思ったので、この研究テーマにした。そして、文理選択について考えるために文系と理系の違

いについて調べて、そこから解決方法を見つけたい。 

 その違いとは 

・得意科目 

・各科目に対する意欲・関心 

・卒業後の進路 

・就職後の賃金 

・世間に抱かれているイメージ 

・学部に多い学生の性別          等である。 

 上記の違いのうち、数値として現れるの1つ学部に多い学生の性別が特に文系と理系の違いとしては顕著であ

るので、まずそれについて詳細を調査した文部科学省のグラフを見ていきたい。 

（図１） 
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図１からわかるように専攻別にみると人文科学、教育、薬学、看護学等で女子学生が約6割を占めており、社会科

学、理学、工学、医学、歯学等で男子学生が6割以上を占めている。文系は女子が多く、理系は男子が多いもの

だと思っていたが、薬学は女子、社会学は男子というように、一口に文理で分けて考えることは難しい。よって、こ

こからは学部ごとに分けて考えることにする。 

２、本論 

 

違いの原因とは 

この大きな違いはまず上記の違いの中の得意科目、各科目に対する意欲・関心に関係があると私は思ったので、

その関係について調べた。 

 まず、自分に向いていると思う学部については 

「男性は工学部が突出して多く、理学系と合わせると全体の32％となり、希望が理工学系に集中する傾向が示さ

れた。一方女性は医薬系・医療系（13％）、文学系（12％）、芸術系（11％）の3領域に希望が分散した。また、選択

率に顕著なジェンダー差が認められたのは、工学部（男性21％：女性4％）、文学部（同6％：同12％）、医歯薬・医

療系（同5％：同13％）などであった。ジェンダーによる進路選択傾向は、業種における性別比（女性が多い薬剤・

看護師、演奏家、言語系、男性が多いエンジニア、製薬などのメーカー）と相似している。また、選択の女性の比

率は、大学の学部在籍者の性別比率（総務省、2016）とほぼ同等であった。 

選択した学部に自分が向いていると思う理由について、男性の上位は「自分の性格にあっているから（21％）」「深

く学びたい学問だから（19％）」「得意な教科がいかせるから（16％）」であり、女性の上位は「深く学びたい学問だ

から（24％）」「自分の性格にあっているから（20％）」「得意な教科がいかせるから（19％）」であった。性別によらず

自分に適した分野に進学したいという希望があり、男性はどちらかというと嗜好性（性格との一致）、女性はどちら

かというと学習意欲（学びたい内容かどうか）を重視する傾向があるようだ。上位3位以外の選択肢の選択率は性

別と無関係に近い傾向示した。 

向いていないと思う学部については性別によらず体育系が突出して選択された。男性では、体育系に次いで芸

術系が選択されており、技能系学部を忌避する傾向があるようだ。女性では、理学系に続いて法律・政治学系が

選択され、体育学系も含めて男性の仕事が連想されやすい学部を避ける傾向がある。学習教科との関係性が考

えられる。選ばれやすい選択肢は「自分の性格にあっていないから」「得意な教科がいかせないから」「深く学びた

くない学問だから」であり、給与や安定性、ワークライフバランスなどは、向いている学部の理由と同様に選択率が

低い傾向を示した。10代の若者は、進路選択において将来性や給与よりも「やりたいこと」「能力が活かせること」

を重要視していることが改めて示された。 

自分に向いている学部を選ぶときに影響を与えた要因にジェンダー差はなく、いずれも「特になし」がもっとも選択

された。進路選択という重要な局面でも、近親者を含む周囲との対話が重視されていないことを明らかにした。自
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分が向いていると感じた想いに影響を与えた要因として、「特になし」を除くと、性別によらず「学校の先生」、「親

族」、「無回答」の選択率が高いことが示された。 

自分が向いていないと感じた想いに影響を与えた要因は「特になし」が突出して選択された。「特になし」を除くと、

「学校の先生」がもっとも高い傾向を示した。（大橋、2019）」 

 このように、既に学部や教科に対する興味・関心という点で男子は工学系、女子は文学系において、傾向が違

っている。さらに、この傾向は職業と類似していることから、学部の関心と就く職業に関係がある。就く職業の傾向

を問題にするときは、その前の学部の時点から考える必要があると考えられる。向いている学部の判断基準は性

別関わらず、自分の適した分野に進学したいという内容で、その適しているの基準は得意であることと、深く学び

たい、つまり関心があるということに関係している。やはり得意であると感じることが学部を選ぶ上で重要な要素とな

る場合があり、逆もあると考えられる。その逆とは、不得意であるが故にその学部を選ばないということである。向い

ていないと判断する基準は向いている学部のときとほぼ変わらず、不得意であることと、興味・関心が関係してい

る。しかし、それには影響を与えた明確な要因はないと答えた人が多いことがわかる。選んでいる人自身は自分で

選んでいると思っているだろうが、外部からの影響なしで男女差が顕著になるとは考えにくい。そこで、女子が理

系を選びにくい原因を調べることにした。そこで分かったのは以下のことである。 

 

「第一に,そもそも科学的知識それ自体にジェンダー・バイアスが潜んでいるということがある。 

科学的知識を産出することは主に男性によって担われてきたために,その知識自体が男性中心的 

である。たとえば,生物学ではオスを対象にした研究結果を基準にしたり,ジェンダーの思い込み 

を動物や植物に付与するといった例があげられる(村松 1998;小川 2001 など)。また,料理は科学的 

な知識の応用として考えられるにもかかわらず,家庭科や家政学の分野とされ,理科から切り離さ 

れているという指摘もある(村松編 2004)。このように科学的知識自体が男性中心的であり,さら 

に,それを教科という枠組みに落とし込む際にもジェンダー・バイアスの影響を受けるという問題がある。第二に,家

庭をはじめとする周囲の人々の影響がある。たとえば,理系の女子の親は,理系の男 

子,文系の男女に比べて,きわだって学歴構成が高く,理系出身の父親の割合もかなり高い(村松 

編 1996)。影響を与えるのは,家庭をはじめとする身近な人々だけではない。海外の研究ではある 

が,インターネットという新しいメディアのなかでも,古いジェンダー・イメージが流布している 

ことが明らかにされている(Mendick and Moreau2013)。理系科目と女子のネガティブな関係の背 

景には,このような家庭をはじめとする周囲の人々やメディアの影響がある。そして第三に,教室のなかでの教師―

生徒,あるいは生徒同士の相互作用の問題である。中学 2,3 年生の理科の授業をビデオ録画して分析した研究

(赤井 1997)によれば,男子が中心的な役割を,女子が補助的な役割をとる傾向が見られたという。また,実験場面

で器具を取り扱って中心的な役割を担う生徒が女子よりも男子に多いことは,別の質問紙調査によっても確認され

ている(村松編 2004, 第 1 章)。女子の理系科目への消極的な態度・意識は,日常的な教師―生徒間,あるいは生

徒同士の相互作用のなかでもつくられていく。 

女性が理系進路を選び取るためには,学力のみならず,理系科目への意欲と,その背後にある階 

層の影響,そして,業績主義的価値体系への接近という幾重にも折り重なったハードルを越えなけ 

ればいけない。梶田(1981: 81)が 30 年以上前に指摘したように,現在の女子生徒たちも,既存の 

女性文化と男性主流の業績主義的価値体系の内面化,いずれかを選ばざるをえない状況に立たされ 

ているのであり,いまだ多くの女性にとって,理系に進む道は,閉ざされていると言えるだろう。 

(伊佐、知念2014)」 

 このように、学部選択をする際は自分自身では意識せずとも、ジェンダーのバイアスがかかっていることが多い。

興味・関心が性別によって傾向が違うのはジェンダー・イメージによるものも大きいと考えられる。そして、そのイメ

ージはどのようにしてつくられるのかについての研究があったので、調べた。 

「本研究により,「文系・理系観」は普遍的なものではなく,個人が自身の進路選択の過程で個々に生み出す概念

であることが明らかとなった.またこの「文系・理系観」だが,ステレオタイプ形成・変容のモデルの組み合わせにより
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部分的に説明されることもわかった.また同時に,「文系・理系観」は,社会的マイノリティのような自分とは無関係の

集団ではなく,「自分との競争関係にある他者」との比較を通して生まれるということも示唆された.（岡本、2020）」 

 文系・理系観はある程度一般的なものもあるが、個人の中にあるのは身近な人を基準に形成され、実態を細かく

把握するのは難しい。文系でも文系観に当てはまらない人はいるし、逆もいる。それにとらわれて文理選択をする

と前述のように偏りが出る。インターネットなどの新しいメディアでも形成されていて色濃く残っている。その形成さ

れている価値観の中には苦手科目についてもあり、女子は理科や数学が苦手というものがある。しかし、これにつ

いて調べると実際にそうは言えないことがわかった。国際的な学力調査の結果によると理科や数学の客観的な学

力の性差はあまりなく、やはり、前述のようなステレオタイプに文理選択の偏りの原因があると考えられる。 

 

3、結論 

 このように、文理選択の偏りの原因の多くは文理それぞれに対するイメージや価値観にあるとわかった。しかし、

これらはすぐに変えられるものでなく、数世代に渡って対策しなくてはなくならないと思う。ここでは私が先行研究

から考えた解決策を3つ挙げたい。 

 1つ目は、中学生のときに文理に関するバイアスについて学習する機会を設けることである。なぜなら、先行研究

から、文理選択を決めるのは中学3年生から高校1年生の間が多いとわかったのと、中学生のうちに科目に対する

苦手意識を持つことが多く、それが高校生まで維持されてしまうからである。中学生のうちに文理選択について学

習することで、科目に対する苦手意識を性別のせいにする事が減り、克服しようとする人が増えると考えている。高

校生で考え始めると、学校によっては2年生から文理が別れるところもあり、苦手科目を克服する時間も自分自身

の将来について考える時間も足りない。既に苦手意識も強く、学習した時点で自分の文理選択の幅を狭めている

恐れをある。具体的な方法としては総合的な学習の時間に調べ学習をするのがよいと思う。 

 2つ目は、子供用のおもちゃを男の子用と女の子用に分けて販売することをやめることである。子供の頃に与え

られるおもちゃに性差があると、もうその時点で世間の男女と科目に対するイメージが植え付けられるおそれがあ

るからである。おもちゃ売り場に行くと女の子用と男の子用におもちゃが分かれており、女の子用の方には着せ替

え人形などが置いてあり、男の子用の方には、鉄道の線路を作ったり、組み立てたりして遊ぶものが置いてある。

それに従って親が子供におもちゃを買うと、文系・理系観と言わないまでも、親からこのような力をもってほしいとい

う理想が無意識に植え付けられて男女差が生まれる。それこそ小さい頃から、興味・関心が限られた分野に狭め

られる恐れがある。両方が様々なおもちゃで遊ぶことが必要だと思う。 

 3つ目は、メディアでジェンダーと学部に関するイメージを形成するようなことをやめることである。もしこれができ

たら前の2つより効果が高いと思うが、メディアは今一般人が発信する場にもなりつつあるので、これを最初に実行

するのは難しいと思う。 

 いずれにせよこの手の問題についての議論が少ないので、文理について考える機会が与えられたら変わってい

くと思う。 
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広島大学付属福山高等学校 

５年「提言Ⅰ」 

貧困の連鎖を断ち切るために 
子供期の貧困をなくすには 

５年Ⅾ組 25番 岡 美緒 

１．序論 
「親の所得は子の所得」、「親の学歴は子の学歴」といった言葉をしばしば耳にすることがある。

このような言葉に表されるように現在の日本では親から子へと貧困が連鎖しているのではないかと考

え、調査することとした。この問題を取り上げることで、「貧困の連鎖」の実情、現状の何が問題な

のかが具体的にわかると予想した。貧困、というと一概に悪いことだ、解決しなければと思ってしま

いがちだが、具体的な内実や、どのようにして続いていくのかを調査することで解決へとつながるの

ではないかと思って調査した。調査方法は主に書籍、インターネット上の論文を用いた。 

 

２．本論 

 

Ⅰ.貧困とは 

研究を進めるにあたって貧困とは何かを調べることにした。 

貧困にはいわゆる貧困、と聞いて私たちが連想するような貧困である「絶対的貧困」と地域社会に

おいて大多数の人々ができることをできない状況にある、という「相対的貧困」がある。 

 

Ⅰ－１ 

「絶対的貧困」とはいわゆる食べていくことがままならないような生存自体が危機にさらされるほ

どの生活水準にある状態を指し、一般的には「最低限必要とされる食糧と食糧以外のものが購入でき

る収入、支出水準に達していない人々」を絶対的貧困者と呼ぶ。もともとは 1世紀以上前にイギリスの

シーボーム・ラウントリーが行った労働者階級の貧困調査で使われた定義で重労働に従事する労働者

の必須カロリーを 3500kcal とし、それを得られる食材を当時のイギリスの労働者の食生活から選び、

その食費に最低限の衣服費などを加えたものを「貧困基準」とした。この貧困基準の特徴としてはい

つ、どんな社会においても「貧困」となる基準が変わらない、ということである。 

 

Ⅰ－２ 

「相対的貧困」とはある地域社会の大多数よりも貧しい状態を指す。もともとはイギリスのピータ

ー・タウンゼントが提唱した定義で、「人々が社会で通常手に入れることのできる栄養、衣服、居住

設備、住宅、就労、環境面や地理的な条件についての物的な標準に事欠いていたり、一般に経験され

ている雇用、職業、教育、レクリエーション、家族での活動、社会活動や社会関係に参加できない、

ないしはアクセスできない状態」と定義されている。この定義における大きな特徴は生きていくには

困っていなくても周りの人々ができていることをできなければそれは「貧困」に当たる、ということ

である。つまり「絶対的貧困」の定義とは異なり、人が身を置く環境、時代によって貧困基準が変動

する、ということである。 

 

ここでは「相対的貧困」を貧困の定義と置き、その問題点を解決するための対策を取り上げること

にする。 

 

Ⅱ．貧困が連鎖している現状とその原因 
貧困と聞くと解決しなければならない問題である、とほとんど反射的に考えてしまうこともあるが

具体的にどのようなことが問題でそのうちどの側面が貧困の連鎖に関係しているのだろうか。 

 

Ⅱ－１ 
貧困そのものが問題だと言い切ることもできないことはないが、「相対的貧困」の考え方に基づき、

したいと思っていること本来できるはずのことが経済的な状況ゆえにできない状態である、というこ

とを貧困の問題だと定義する。 

 

Ⅱ－２ 
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現在の貧困連鎖の状況について親と子の収入を比較して述べていく。 

 

上の図１を見ればわかるように母親

の学歴が高ければ高いほど子の学歴も

高くなり、逆に母親の学歴が低ければ

この学歴も低くなる傾向が強いことが

わかる。ここで一般に学歴が高いほう

が収入も高いということが言われてい

るように感じられるがどうなのだろう

か。 

 

 

 

 

図１ 

 

 

図２のとおりやはり学歴が高い、すな

わち最終学歴が大学院、大学である人

たちの方が高専、短大、高等学校であ

る人たちよりも収入が高い傾向にある

ことが読み取れる。もちろん初任給に

限った調査であるため一概には言えな

い。以上の図１と図２のデータを合わ

せて考えると学歴の連鎖が起こってい

る、すなわち所得の連鎖、固定化が起

こっていると考えられる。 

 

 

図２ 

 

Ⅱ－３ 
Ⅱ－２で述べたように親の所得が子の所得に影響していると考えられる。ではこの傾向は子供が成

長していく中でのどの段階において何を理由として引き継がれるのだろうか。 

 まず第一に考えられるのがⅡ－２で見たように進学段階において将来の収入がある程度固定される

ために何らかの事情で学歴が低くなってしまいそれが所得に影響してしまう、というパターンだ。図 1

でわかるように親の学歴は子の学歴に引き継がれる傾向があるがその理由として考えられるのは第一

に経済的原因で所得の低い（すなわちここでは親の学歴が低い、と考える。）世帯の子供は大学教育

に進学できないことが挙げられる。第２に親の大学教育を受けさせる効用についての考えが親自身の

学 歴 に よ っ て 異 な る こ と 、 第 三 に 、 子 供 の 学 力 と い っ た 認 知 的 な 能 力 が 続 く 。

 
図３ 
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そこで図３を見てみると、世帯所得が高いほど大学進学率が高いことが確認された一方世帯所得が同

じでも親の学歴が低いほど学歴進学率が低いことが分かる。このことから子の学歴には経済的状況だ

けでなく親の大学進学についての考え方など他の要素も大きく影響しており、その結果学歴の固定化、

引いては所得の固定化が起きていると考えられる。 

 

 その他に連鎖の原因として挙げられることが貧困世帯に属しているために精神的に負債を負ってい

ることだ。貧困であることで子供が社会的に孤立してしまう傾向がある、ということである。ここで

の孤立、とは貧困である<子供>が<子供の世界>から排除されていることを表す。イギリスの社会学者

テス・リッジによると、「子供期は、それ独自の規範や慣習が存在する一つの社会経験であり、そこ

には排除されることによってもたらされるコストと同様に、包摂されるために必要なコストも大きい

であろう。仲間と友情を育んだり、社会的な経験を重ねたりすることは、子供たちが社会的アイデン

ティティを発達させ、社会関係資本を高めるうえできわめて重要な役割を果たす。」とある。リッジ

が子供たちに行ったアンケートによると貧困層の子供たちは金銭的な問題や、交通の手段の欠如、自

分が自由に使えるお金（お小遣い）の欠如のせいでユースクラブ、放課後クラブ、スポーツクラブな

どの組織的活動に参加することが出来ず、子供社会から孤立してしまう。また子供たち自身が「参加

の機会がない」と感じ「自分たちの身近な世界に閉じこめられている。」他にも経済的な原因で他の

皆と同じように（このあたりが<相対的>貧困を貧困と定義する理由となる）生活できない（例えば服

装であればみんなと同じような服装、清潔な制服。）ことがある。それが顕著に現れるのが遠足、修

学旅行などの学校行事である。貧困層の子供たちの多くはそうした洋服や、行事など費用を伴うもの

を最初から親に要求しない。要求しても無駄だと分かっているからであるがこのことは子供が「自ら

を排除する」行為である。友達がいることはいじめや仲間はずれといった子供社会からの「排除」に

対する「防御力」となるがこうして子供社会から孤立していった子供たちは友達という防御を持たず

子供社会から排除されていってしまう。このような状況で学校生活においてリッジは「学校における

子供たちの間の生活体験は平等であるという前提に対して、重大な疑問を投げかけている」加えて、

貧困におかれた子供は親以外などバラエティに富む人々との交流が相対的に少ない。以上のような社

会における交友関係の不利は大人になり、仕事に就く、収入を得るといった社会資本を育むうえでも

不利として蓄積されていくと考えられる。 

 では日本においてそのような「子供世界からの排除」はどれほど存在しているのだろうか。 

 表１、表２を見ると（第１分位が貧困層、第５分位が富裕層）表１より所得が高い層の子供ほど放

課後を友達と過ごす割合が高いことが分かる。特に第１分位、貧困層の子供たちは他の子供たちと比

べてその割合が低い。同じような傾向は別居家族、家族以外の大人についても見られる。このことか

ら貧困層の子供は社会生活を送る相手が少ないのに対して富裕層の子供は様々な人々との交流がある

ことが分かる。また、表２からわかることは平日、富裕層の子供は「まったく友達と遊ばない」割合

も高いが、３人以上と遊ぶ割合も高く全体的に一番たくさんの友達と接している。貧困層の子供は

「まったく友達と遊ばない」割合も一番高く、遊ぶ時も少人数の割合が高いため、接する友達の数が

少ないといえる。以上より日本でも貧困層の子供は社会的に孤立している傾向が読み取れる。 

 

 表１ 
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    表

２ 

 

 また、貧困状態にある親は孤立しているリスクが高い。現在社会では貧困層の仮定ほど社会的ネッ

トワークが乏しく、孤立している傾向がある。表３は親の経済状況と子育て環境の関係であるが所得

が低いほど頼ったり相談する相手が少ないことがわかる。親が孤立してストレスを抱えることは子供

にも影響を与える。 

表３ 

 

 以上のような経済的な直接要因以外に貧困の連鎖の要因となるものたちがある根底に最初に定義し

た「相対的貧困」という概念が日本においてあまり浸透していないことがあるのではないかと考えた。

表４を見ると希望するすべての子供に与えられるべきものとして、朝食や医者に行くなど生存に直接

かかわる「絶対的貧困」的な者については大半の人々が与えられるべきだと回答しているのに対し、

子供の学校行事に親が参加することや短大、大学までの教育となると与えられるべきだ、と解答する

人の割合は 50%を切り、周囲のほとんどの子が持つスポーツ用品や遊び用具を持つことに関しては 12%

にまで減少する。これはイギリスなどの他の国で行われた同様の調査の結果と比べるとかなり低い数

字だった。しかしながら 50%を切った項目でも「相対的貧困」的立場で考えると、周りのほとんどの人

がその項目を満たしている又は満たすことのできる状況で自分だけがその項目を満たすことのできな

い状況にあるということは貧困である、ということになる。にもかかわらず多くの人々が与えられな

くてもよい、と考えているということは「相対的貧困」という概念が浸透していないと推定できるの

で は な い だ ろ う か 。
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表４ 

 

 

Ⅱ－４ 
以上のような現状に対しての政府の対策は様々である。政府は「子供の貧困対策に対する大綱」を

設定しそれに基づいて「子供の貧困対策の推進に関する法律」を制定したり「子供の貧困対策会議」

を開催したりしてきた。具体的な手段としては「子どもの未来応援プロジェクト」として「教育支援」

「経済支援」「生活支援」「就労支援」を行っている。 

「教育支援」に関しては⑴幼児教育・保育の無償化の推進及び質の向上、⑵地域に開かれた子供の貧

困対策のプラットフォームとしての学校指導・運営体制の構築、⑶高等学校における修学継続のため

の支援、⑷大学等進学に対する教育機会の提供、⑸特に配慮を要する子供への支援、⑹教育費負担の

軽減、⑺地域における学習支援等が行われている。「生活支援」としては⑴親の妊娠・出産期、子供

の乳幼児期における支援、保護者の生活支援、⑶子供の生活支援、⑷子供の就労支援、⑸住宅に関す

る支援、⑹児童養護施設退所等に関する支援、⑺支援体制の強化がなされている。「就労支援」では

⑴職業生活の安定と向上のための支援、⑵ひとり親に対する就労支援、⑶ふたり親世帯を含む困窮世

帯等への就労支援が行われている。「経済支援」は児童手当、児童扶養手当の着実な実施、養育費の

確保の推進、教育費負担の軽減、が挙げられている。 

 

３．提言 
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今回問題として提起した貧困の連鎖についてだが予想から大きく離れた現状が分かった。貧困が連鎖

する原因として経済的な要因で進学ができないことを予想していたが、現状としてはその要因もある

がその他に親、子それぞれの精神的な問題が関連していることが分かった。この提言では「貧困」と

いうものを相対的貧困で定義したがその「どのような状況が貧困に当たるのか」ということが社会全

体で一致していない（相対的貧困の概念が普及していない）と分かった。現に私もこの提言で調べる

まで貧困に対して絶対的貧困的イメージしか抱いていなかった。またその対策として様々な政策がな

されており、経済的にも精神的にもサポートはなされようとはしている（決して十分ではないが。） 

 ここで最も問題として挙げたいのが前述の相対的貧困の概念が日本の社会に置いて普及していない、

という現状である。どのような人々が貧困に当たるのか、という認識が現状とあっていなければ支援

するにも貧困状態にある人を認識できないからだ。例として挙げたいものがある。日本国憲法第二十

五条に「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とあるが私はこれは絶

対的貧困の考え方だと考える。これを元に政策を考えていては相対的貧困の視点においては貧困に該

当するにもかかわらず公的には貧困と認識されず生活保護など公的手当を受けられない、といった状

況が発生するのではないだろうか。従って私が今最もなすべきだと思うのは、相対的貧困の概念を一

般に普及させることである。そのことで公的機関も貧困を認知しやすくなると同時に貧困状態にある

人も自分の状態が貧困に値すると実感し援助を求めやすくなるのではないかと思う。 

 また進学に際して親の進学に対する価値観などが影響を及ぼすことに関しては教育課程において図

３のような現状を当事者に示し知ってもらうことが大切なのではないかと思う。 

 ただ親と子それぞれの精神的な孤立、ストレスが課題として残る。前述したように相対的貧困に基

づいて自身が貧困だと自覚、認識しやすくなるとその自覚や認識のために自分から劣等感を抱いてし

まったり孤立してしまうことが心配される。そうなると余計に支援もしにくくなり状況が悪化しうる。

このようなことを防ぐためにはやはり当事者の周りの人々の支援に行きつく。精神的な面において最

も重要なのは身近な人の支援というのはよく知られた話ではあるものの最終的にはそれがやはり現状

なのではないかと思う。 

 調べてみて現状は思っていたよりずっと複雑で、進学できないせいならばそこで経済的援助をすれ

ばいいなどと単純なことではなかった。このような状況で私たちができることは現状を知り、周りに

気を配ってなにができるか考えることに尽きるのではないかと思う。 
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広島大学附属福山高等学校 

5年「提言Ⅰ」 

「最適な睡眠」とは 

                            5年 D組 28番 酒井 梨帆  

 

１．研究のきっかけ 

  現代社会を生きる人々は、仕事や勉強などで日々疲労している。そのため、脳と体の疲労をしっかり

取り除いて良い健康状態を保つために、きちんと良い睡眠をとることが現代人にとって非常に重要であ

る。しかし、昨日はよく眠れなかった、睡眠不足だ、疲れが取れていない、などの睡眠や体調に関する

悩みや不満をしばしば聞くことがある。そこで、私たちにとって「最適な睡眠」とはどのようなものな

のか、そして、実際の私たちの睡眠の現状はどうなのか、課題があればどう改善すべきか、ということ

について研究したいと思う。この研究が日々の睡眠の質を上げることに役立ち、私たちの健康増進に少

しでも繋がれば良いと思う。 

 

２．睡眠のメカニズム 

(1)ノンレム睡眠とレム睡眠 

 人間の睡眠は多くの複雑な過程が関係

した生命現象である。睡眠には、主にノン

レム(NREM)睡眠とレム(REM)睡眠の 2種類

がある。ノンレム睡眠は、覚醒時の行動で

損傷を受けた細胞や組織を修復するため

の役割を担う睡眠である。ノンレム睡眠の

ときには、自律神経系の機能は副交感神経

系が徐々に交感神経より優位になり、身体

は休憩状態となる。自律神経を休ませるこ

とで、身体を休ませているのである。一方、

レム睡眠は、記憶を整理し固定する役割を担う睡眠である。睡眠の観点から見ると、人の状態は覚醒・

レム睡眠・ノンレム睡眠の 3つに分けることができ、さらにノンレム睡眠は睡眠の深さの段階によって

4 つのステージに分けることができる。 

 

(2)睡眠とサーカディアンリズム 

サーカディアンリズムとは、約 24時間の周期で自律性を持って変動する生命現象である。睡眠が生

じる主な条件として、脳と肉体が睡眠を欲求するレベルと生体リズムの 2つがあるが、これは後者の生

体リズムにあたる。このサーカディアンリズムと睡眠との間には密接な関係がある。人間の体内に存在

し、サーカディアンリズムを発生させる生体時計のマスタークロックは、脳内視床下部の視交叉上核(し

こうさじょうかく)に存在する。人間のマスタークロックが支配するサーカディアンリズムの周期は、

外界の時間的変動の手がかりのない状態では、約 25時間の周期を示す。そのため、私たちは毎朝光(日

光)を浴びることで、約 25時間のサーカディアンリズムの周期を地球の自転が示す約 24時間の環境変

動周期に同調させて毎日を過ごしているのである。 
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サーカディアンリズムを環境周期に同調させる働きを持つ要因のことを「同調因子」と呼ぶ。人間の

同調因子は主に、光、社会的規制、食事のタイミング、運動のタイミング、の 4種類があり、その中で

も光が最も強い作用を持つ。いずれも日常生活に取り入れやすいが、気を付けていないと不規則になり

やすい生活習慣である。 

 

(3)睡眠とメラトニンの分泌の関係 

体内時計が正確にリズムを刻むために、時刻情

報を伝える役目を果たしているのがメラトニン

というホルモンである。メラトニンは光の影響を

受けやすく、明るい光によって分泌量が抑制され

るため、一般にその分泌量は、明るい日中は少な

く、夕方から暗くなるにしたがって増加し、真夜

中にピークを迎える(『快眠と不眠のメカニズム』

P.41より引用)。メラトニンの分泌量が増え、そ

の情報が伝達されると、体温の低下、心拍数の減

少、精神的緊張感のほぐれが生じ、睡眠への準備

が行われる。この仕組みにより、睡眠と覚醒とい

う体の活動と休息のリズムが作り出される。 

 

(4)睡眠と成長ホルモンの分泌の関係 

成長ホルモンとは成長の促進をもたらすホルモンであり、思春期には特に必要不可欠である。また、

成長ホルモンは筋肉や骨、皮膚を強くするなどの作用があり、成長が必要な子どもだけではなく、成人

した後も必要なホルモンである。成長ホルモンは一夜の睡眠中の前半のノンレム睡眠のときに大量に分

泌され、特にノンレム睡眠の 3～4段階に最も多いことが分かっている。また、プロラクチンという身

体の疲労回復や損傷の修復において重要な役割を担っているホルモンがある。これは睡眠の後半に向か

って分泌を増す。つまり睡眠の前半と後半では分泌するホルモンに違いがあり、睡眠不足は身体の成長

や修復が出来ないことにつながり、健康への悪影響や病気の原因となるのである。 

 

３．睡眠時間・就寝時刻などから見る「最適な睡眠」 

(1)睡眠時間の分布 

 右のグラフは、NHKの国民生活時間調査の結

果に基づいて、1970～2000年の間の平日の睡

眠時間の分布を 10年刻みで表したものである

(『安眠健康術』P.37より引用)。全体的に見

ると、睡眠時間は 7～8時間が最も多く、それ

を軸にして左右対称に近い逆 U字型に分布し

ていることが分かる。また、年度ごとに見て

いくと、最も多い 7～8 時間を基準に考えて、

それより睡眠時間が長い人の割合は年度を追

うごとに減少し、それより睡眠時間が短い人

の割合は増加していることが分かる。(→生活
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の夜型化が進行して睡眠時間が短くなってきたと考えられる。) また、睡眠時間の個人差に着目して

見ると(※睡眠時間は年齢によって変わるが、ここでは比較的安定している成人で調べる。) 、平均睡

眠時間は 7.5時間となり、その上下 1.5時間の範囲、つまり 6～9時間のところに全体の 87％の人が入

ることが分かる。このことから、この範囲が平均的な睡眠時間であると考えられ、9時間以上の人は睡

眠時間が長い人(長眠型)、6時間以下の人は睡眠時間が短い人(短眠型)と分類することができる。グラ

フからも、長眠型、短眠型の人は一定数存在することが分かる。 

 

(2)睡眠時間と不満・悩みの関係 

 右のグラフは、2001年にアメリカで成人約 1000人を

対象に行った調査をもとに、平日の睡眠時間の長さと

睡眠に不満や悩みを訴える人の割合を示したものであ

る(『安眠健康術』P.41より引用)。ここでは睡眠につ

いての不満や悩みとして、入眠困難・中途覚醒・早朝

覚醒・目覚めの悪さ・日中の眠気、の 5つを挙げてい

る。グラフは U字型になっており、睡眠時間が 8時間

の人が最も不満や訴えが少なく、9～10時間の長眠型の

人も、4～6時間の短眠型の人も、両端に行くほど不満

を訴える人の割合が大きくなっていることが分かる。

どの睡眠時間においても全く睡眠に悩まされていない

人が大半ではあるが、平均的な範囲を超えると睡眠に

問題を抱えている人の割合が増えているのは確かであ

る。特に、中途覚醒や目覚めの悪さの不満については、全体的に見ても約 30％以上の人が抱えているこ

とが分かり、これは深刻な問題であると考えられる。 

 

(3)睡眠時間と死亡危険率の関係 

 右のグラフは、アメリカのがん学会が行った調査をもと

に、睡眠時間と死亡危険率の関係を示したものである

(『安眠健康術』P.43より引用)。(30歳以上の成人 110

万人を対象に行われた調査で、6年間の追跡調査をもとに

死亡危険率を推定している。年齢、食生活、運動、過去

の病歴、喫煙などの要因を考慮した上で行われている。) 

男女ともに睡眠時間が 7時間の人の死亡率が最も低く、

その死亡率を基準(1.0)として相対的な死亡危険率を示

すと、睡眠時間が 8時間以上でも 6時間以下でも死亡危

険率は高くなることが分かる。これはおそらく、(2)にお

ける睡眠時間が平均的な範囲を逸脱すると睡眠問題の訴

えが多くなることとも対応していると考えられる。 

 

 

 

 

- 395 -



(4)朝型と夜型 

 ここまで睡眠時間の長さについて

見てきたが、ここでは就寝時刻につい

て見ることにする。右の表は、いくつ

かの調査で明らかになった夜型生活

の弊害を示したものである(『ねむり

学入門』P.55より引用)。これを見る

と、夜型の人には朝型の人に比べて

様々な問題が発生していることが分

かる。このことから、最適な就寝時刻

について、具体的な時刻ははっきりし

ないが、少なくとも、就寝時刻が遅くなる夜型生活を送ることは心身に何らかの悪影響を与える可能性

があるということが考えられる。 

 

４．日本の睡眠の現状 

(1)年度ごとの推移 

 右のグラフは、NHK放送文化研究所が 1960年から 5年ごとに

行っている全国規模の睡眠生活時間の実態調査の結果を示し

たものである(『安眠健康術』P.32より引用)。この調査によ

ると、1960 年の国民の平均睡眠時間は 8時間 13分であった。

しかし、その数値は年々減少していき、1970年には 8時間を

下回り、2000年には 7時間 23分まで減少した。2005年は 7

時間 22分と横ばい状態であるが、結果として 1960～2005年の

45年間で日本人の平均睡眠時間は 50分間も短くなったことが

わかる。また、午後 10時の睡眠者率を見てみると、1960年代

では 65％の人が午後 10時には就寝していたのが、2000年にな

ると午後 10時に就寝している人は 23％まで減少している。こ

のことから、就寝時刻も年々遅くなっていることが考えられる。 

 

(2)世界的に見た日本の睡眠 

 2006年の調査による OECD(経済協力開発機構)内

各国の睡眠時間を比較すると、日本の睡眠時間は韓

国に次いで短い値であった(『ねむり学入門』P.5

より引用)。最長のフランスと比べると約 60分短い

ことが分かる。このことから、日本の睡眠時間は、

世界的に見るとかなり短いことがわかる。 
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５．アンケート調査 

(1)アンケート調査の概要 

実際の高校生の睡眠の現状と睡眠に対する認識について調査するために、広島大学附属福山高等学校

の高校 2年生、約 200人を対象にアンケート調査を実施した。実施したアンケートの質問内容は以下の

通りである。 

 

〈アンケート質問内容〉（全 8問） 

Q1.普段の起床時刻はだいたい何時ですか？ 

Q2.普段の就寝時刻はだいたい何時ですか？ 

Q3.普段の平均睡眠時間はどのくらいですか？ 

Q4.普段の自分の睡眠に満足していますか？ 

Q5.普段の自分の睡眠について問題と感じていることはありますか？(複数回答可) 

Q6.自分の睡眠時間は充分だと思いますか？ 

   また、睡眠時間が不足している場合、その原因は何ですか？(複数回答可) 

Q7.あなたが睡眠不足であるとき、どのように対処しますか？(複数回答可) 

Q8.自分の睡眠が適切な睡眠であるかどうかを考えるとき、あなたの判断基準(判断材料)は何ですか？

(複数回答可) 

 

(2)アンケート調査の結果 

 アンケートの回収数は、男子 101、女子 83で合計 184であった。このうち裏面が書かれていない回答

などを無効とすると、無効回答は計 16枚あり、有効回答数は男子 93、女子 75で合計 168であった。こ

こでは、この有効回答のみを見ていくことにする。(これより先は、調査の対象の広島大学附属福山高

等学校 2年生を「高 2(附属生)」とする。) 

 

〈 Q1～3について 〉 

 高 2(附属生)の普段の平均睡眠時間、起床

時刻、就寝時刻はそれぞれ次のグラフのよう

であった。 

 平均睡眠時間については、平日は 6時間の

人が最も多く、5～7時間の人がほとんどを

占めている。これに対して、休日は、平日で

はごく少数であった 8～9時間以上が大幅に

増加して半数近くを占めており、6時間以下

の人は減少している。 

起床時刻については、平日は 7時に起きる

人が最も多く、6～7時に起きる人が約 86％を占めている。一方、休日は 6～7時に起きる人が大幅に減

少し、8時に起きる人が最も多く、8～9時以降に起きる人が約 75％を占めている。 
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就寝時刻については、平日と休日であまり大きな差は見られず、どちらも 24時以降に寝る人が 8割

以上を占めており、それに次いで 23時に寝る人が約 17％であった。22時以前に寝る人はごく少数であ

る。 

 

 〈Q4について〉 

 睡眠の満足度については、右の円グラフの

ようであった。「どちらかといえば満足して

いない」という人が最も多く、「どちらかと

いえば満足していない」と「満足していない」

が合わせて 6割以上を占めている。「満足し

ている」という人は最も少なく、約 14％であ

る。つまり、程度の差はあれど、半数以上の

人が睡眠に満足していないということがわか

る。 

 

 〈Q5について〉 

睡眠への不満・悩みは、右のグラフのようで

あった。「朝起きるのが難しい」が最も多く、

それに次いで「昼間に眠くなる」が多い。どち

らも回答人数が 100人近くいることから、半数

近くの人がこのような不満・悩みを感じている

ということがわかる。「熟睡感がない」や「夜

寝つけない」などと感じる人も一定数いること

がわかる。 

 

 〈Q6について〉 

 睡眠について特に、睡眠時間が充分かどうか、という質問に対しての結果は、下の円グラフのように

なった。「不足している」と答えた人は 7割以上であった。これは、Q4での睡眠の満足度の結果と大き

く関連していると考えられる。「不足している」と回答した人について、その原因はスマホと勉強がほ

ぼ同率で最も多かった。これは、スマホが普及した現代の高校生の特徴を表していると思われる。 

- 398 -



不足している

71%

充分である

29%

睡眠時間は充分かどうか

0

20

40

60

80

睡眠時間が不足している原因

0

20

40

60

80

100

昼寝をする 休日に寝だめ その他 特に何もしない

睡眠不足のときの対処法

0

20

40

60

80

100

120

睡眠が適切かを考える上での判断材料

 

 〈Q7について〉 

 睡眠不足のときの対処法については、「昼

寝をする」が最も多く、次に「休日に寝だ

めをする」が多かった。「休日に寝だめを

する」の回答数が 60近くあることは、Q1～

3 において平日と休日の平均睡眠時間や起

床時刻の差が大きいことと関連していると

考えられる。「その他」については、「夜

早く寝るようにする」や「電車などの移動

時間で寝る」などの回答があった。また、

「特に何もしない」という人も一定数いることがわかる。 

 

 〈Q8について〉 

 自分の睡眠が適切かどうか考える上で

の判断材料についての質問に対して、回答

の結果は右のグラフの通りになった。「疲

れやだるさの有無」が最も多く、「目覚め

の良さ」や「日中の眠気の有無」も多かっ

たため、このような自分自身の体の感じ方

を判断材料にしている人が多いというこ

とがわかった。また、「起床時刻」や「就

寝時刻」は少ないのに対して、「睡眠時間

の長さ」は全体で 2番目に多かったため、

起床・就寝時刻よりも睡眠時間の長さを重視する人が多いことが分かった。「その他」については、「頭

痛や体の痛みの有無」や「目の状態」、「集中力の続く長さ」、「途中目覚めたかどうか」、「夢をみ

たかどうか」などの回答があった。 

 

(3)高校 2年生の睡眠の現状 

 アンケート調査の結果より、高 2(附属生)の睡眠の特徴がいくつか分かった。一つ目に、平日に比べ

て休日は起床時刻が遅く睡眠時間が長いということである。平日はほとんどの人が 5～7時間睡眠であ
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るのに対して、休日は 7～9時間以上の睡眠時間の人が多い。休日に睡眠時間が増える理由には、寝だ

めをして睡眠不足を解消するという目的も含まれていると考えられる。二つ目に、平日と休日に関わら

ず、8割以上の人が 24時以降に寝ているということである。これは 4‐(1)の表中の日本の平均就寝時

刻と比べても遅い。三つ目に、程度に差はあれど、6割以上の人が睡眠に満足していないということで

ある。これには睡眠時間の不足が大きく関わっていると思われ、その原因はスマホと勉強が圧倒的に多

い。今回は調査しなかったが、スマホの使用時間とも関連してくるのだろう。四つ目に、「朝起きるの

が難しい」「昼間に眠くなる」「熟睡感がない」などの睡眠に対する不満や悩みを抱える人が多いとい

うことである。そして最後に、睡眠が適切かを判断する際、疲れや眠気などの体の感じ方と睡眠時間の

長さを重視する人が多いということである。 

 

 

６．結論 

(1)「最適な睡眠」とは 

 この研究を通して睡眠についてわかったことは主に次の 3つである。 

①死亡危険率が最も少ないのは睡眠時間 7時間 

②睡眠への不満・悩みが最も少ないのは睡眠時間 8時間 

③夜型生活は心身に何らかの悪影響を及ぼす可能性がある 

限られたデータからではあるが、これらのことをふまえて、「最適な睡眠」とは睡眠時間が 7～8時間

で就寝時刻が遅くない睡眠であると考える。就寝時刻については、今回は具体的な数値を出すことはで

きなかった。 

しかし、ここまで「最適な睡眠」について具体的な数値をもとに研究してきたが、人々の睡眠時間の

長さは様々で、3‐(2)で、どの睡眠時間であっても大半の人(約 50％以上)が睡眠について不満や悩みを

抱えていないことから、たとえ短眠型(睡眠時間 6時間以下)や長眠型(睡眠時間 9時間以上)の人でも、

主観的観点からは睡眠に何の問題もない人も一定数いる、ということが分かる。このことから、睡眠は

個人個人によってさまざまであるため、万人に共通する「最適な睡眠」は存在しないのではないかと考

える。高 2(附属生)に対するアンケート調査の結果、疲れや眠気などの何らかの不調を体が感じるかど

うかを多くの人が重要視しているということがわかった。このように、ここで最も重要視すべきである

のは、各個人が自分の眠りに満足できているか、熟睡感が得られているか、昼間に眠気を感じていない

か、などの主観的評価ではないだろうか。日々の自分の睡眠や健康状態を記録し、主観的評価が最も高

い(=脳や体の不調を感じない) 睡眠をそれぞれの「最適な睡眠」とすべきではないかと考える。そして、

今回結論付けた「7～8時間睡眠、夜型でない生活」をあくまで「最適な睡眠」の目安としてとらえて日々

の睡眠の参考にするべきであると考える。今回は、あくまで客観的評価である限られた数値から最適な

睡眠を導き出したため、主観的評価とのかかわりを詳しく見ることはできなかった。さらに研究を深め

るためには、主観的評価も含めた研究が必要であると思われる。 

 

(2) 睡眠の現状と改善策 

〈日本〉 

日本の睡眠の現状を見ると、現時点では、日本では 7～8 時間睡眠の人が最も多く、平均睡眠時間は

約 7.5時間で、ここまでの研究で割り出した最適な睡眠時間の 7～8時間の中には入っている。しかし、

日本の平均睡眠時間は年々減少傾向にあり、このままだと 7時間を下回る可能性がある。また、国際的

に見ると、日本の平均睡眠時間は非常に短い。そのため、少なくとも今の睡眠時間をキープし、できれ

- 400 -



ばもう少し睡眠時間を増やす必要があると考える。また、日本の就寝時刻も年々遅くなる傾向にあるた

め、早めに寝ることを心がけることが必要であると考える。 

 

〈高校 2年生〉 

高校 2年生の現状を見ると、日本の平均データと同じように、平日に比べて休日は起床時刻が遅くな

り睡眠時間が長くなっている。高 2の場合は、平日はほとんどの人が 5～7時間睡眠であるのに対して、

休日は 7～9時間以上の睡眠時間の人が多い。寝だめによって睡眠不足が必ずしも改善されるわけでは

ないため、特に平日はもう少し睡眠時間を増やすべきであると思われる。また、平日と休日に関わらず、

就寝時刻は 24時以降が 8割以上であり、これは 4‐(1)の表の日本の平均就寝時刻と比べても遅い。そ

の原因は主にスマホと勉強であると考えられる。特にスマホの使用時間は各個人で調節可能であるため、

われわれ高校生はスマホの使用時間を減らすことを意識しなければならない。 

 

(3)よりよい睡眠をとるために 

2-(2)からわかるように、よい睡眠をとるためには、まず、規則正しい生活を送ることが重要である。

人間のサーカディアンリズムに影響を与える主な同調因子である光、社会的規制、食事のタイミング、

運動のタイミング、の 4つを毎日適切な時間にできるだけ同じリズムで繰り返すことが生活リズムを整

えることにつながり、それにより安定した睡眠の周期を得ることができると考えられる。特に、明るい

光は人間の体内時計に影響を与えるメラトニンの分泌に大きく作用するため、毎朝決まった時間に目覚

めて光(日光)を浴びることや夜遅くまで光を浴びないことは、良い睡眠をとるためにとても大切なこと

であるとわかる。また、今回の研究を通して導き出した「7～8時間睡眠、夜型でない生活」を最適な睡

眠の目安とし、日々自分の睡眠と健康状態を記録し、その結果をもとに各個人にとっての最適な睡眠を

それぞれが見つけ、実行していくことが大切であると思われる。 
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広島大学附属福山高等学校 

５年「提言Ⅰ」 

 

 

情報化社会の中で個人の自由を守るには 

 
5年D組29番 坂本 真璃紗 

 

1.序論 

 私たちはデジタル技術によって便利な生活ができている一方、個人情報が流出しプライバシーが侵害

される危険性が指摘されるようになった。今後大量の情報が一部の人たちに利用されるとすれば、個人

の自由や人権がなくなり、いわゆる監視社会が到来する危険がある。 

 個人の自由や情報は最も守られるべきものであるということをもとに、どのようにすれば便利な生活を享

受しつつ個人の自由を守ることができるかを提言していく。 

 

 

2.情報化社会とは 

 「コンピュータや通信技術の発達により、情報が物質やエネルギーと同等以上の資源とみなされ、その

価値を中心にして機能・発展する社会。情報社会。」(広辞苑) 

 身近な例としてスマートフォンが挙げられるだろう。スマホ依存症が社会問題になっているのは、スマー

トフォンの中にの情報に価値があると思う人が多いからこそであるからだろう。現代の人々は情報化社会

と深くかかわっている。 

 

3.情報化社会におけるメリットとデメリット 

 今の私たちの生活に深くかかわっている情報化社会であるが、情報化されたことにはどんなメリットとデ

メリットがあるのか、ここでは監視の主体である国家(A)、企業(B)、そして監視の対象である一般市民(国

民、消費者)(C)の三者の立場について、メリットとデメリットのうちいくつかを挙げたい。 

 

(１)メリット                                                                          

                                                                                                 

A.国家 

 国家にとってのメリットとして挙げられるもののひとつ

として、犯罪が起きたときに犯人を特定しやすいという

メリットがある。 

左図は警察主導で設置した街頭防犯カメラ数と刑法

犯罪認知件数の推移グラフである。 

カメラ設置台数と認知件数に相関があると断定はでき

ないが、犯罪数の減少にある程度は関係しているの 

ではないかと考えられる。 

【図１】 

 

B.企業 
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  企業にとってメリットがある理由の一つとして挙げられるのはビジネスになるからである。ビジネスの一

つとしてパーソナライズド広告というものがある。例えばインターネット上である商品について検索したり購

入したりする。その検索履歴や購買パターンから趣味嗜好や望んでいるものを特定し、関連した広告を

それぞれの人に対してウェブ上で表示するというものだ。 

  テレビだどそれぞれの番組の視聴者層を考慮してCMを放映している。これはある程度効果的ではあ

るが、そのCMを見た人全員がそれに惹かれるわけではないだろう。一方でスマートフォンといった個人が

利用するものにおいてその個人が好むものを広告として提示することは広告としての価値をより高めるだ

ろう。   

 C.一般市民 

  まず一つ目のメリットとして、インターネット上での買い物においておすすめ商品が表示されることで買

い物がより楽しめる、ということがある。例えばCookieという仕組みのおかげで同じサイトを2回以上訪れる

と前回の操作の続きから再開することができる。 

  二つ目として、意見を表現したり情報にアクセスしたりすることが簡単にできるということだ。今ではTwit

ter、Instagram等を用いて誰でも手軽に自分の表現したいことを表現できるようになっている。 

 

 

（2）デメリット 

 

 A.国家にとってのデメリット、B.企業にとってのデメリットはこの論文の趣旨から外れるので省略する。 

 

 C.一般市民 

  SNSでの情報発信、またインターネット上での検索によって個人の趣味嗜好・思想傾向などを含むあ

らゆる個人情報が第三者によって閲覧されうるような状況が生まれるということだ。その情報が悪用された

らどのようになってしまうだろうか。国家権力がそれらの情報を閲覧でき国にとって都合の悪い意見やそ

れを持つ人を排除しようとすれば、国民の人権、自由が侵害されることになってしまう。(＝監視社会) 

 さらに行き過ぎてしまうとその人を拘束してしまうということが起こるかもしれない。そういうことを恐れ自由

に意見を述べることができなくなったり調べたいことを調べたり出来なくなったりする（いわゆる萎縮効

果）。民主的な社会においても個人的にこの論文においても個人の人権を第一としているため、人権が

侵害されるということはデメリットではないか。 

 また、企業がそれらの情報を悪用する事態も起きてしまうかもしれない。実際にあった事件として2014年

に起こったベネッセ個人情報流出事件では、社員がベネッセコーポレーションの顧客情報を持ち出し名

簿業者に転売したということが起こっている。もし国家にそういった情報を売買してしまえば今述べたよう

な監視社会につながりかねないだろう。 

 

 以下では監視社会について述べ、監視社会にならないようにするにはどうしたらいいかということについ

て述べたい。 

  

 

4.監視社会について 

 3で一般市民にとってのデメリットとして監視社会を挙げたが、ここでは監視社会について具体的に述

べる。 

 

（1）監視社会とは 

 監視社会の定義として次のようなものがあげられる。 
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・社会が情報化されるにつれて、情報というものの価値が理解され高まり、さまざまな技術を駆使して情報

の監視に積極的になるようになった社会の1つの形態（https://kayakura.me/surveillance-society/#co-i

ndex-0） 

・一定の権力を持つ個人や組織によって個人の行動が常に監視されている社会。カメラなどによる直接

的な監視のほか、住民記録・信用情報・医療記録などの個人情報の監視も含まれる。 

（https://www.weblio.jp/content/%E7%9B%A3%E8%A6%96%E7%A4%BE%E4%BC%9A） 

 

これらをまとめてここでは「情報化社会において個人の情報や行動をインターネット上で第三者が容易に

閲覧することができる社会」とする 

 

⑵現在の監視の例 

 具体的にどのように監視が行われているのか。まず一つ目の例として、監視カメラによる直接的な監

視、生態認証システムがある。二つ目はインターネット上において行われる個人情報の監視、データベ

ースの活用である。 

 一つ目は監視カメラという名前からもイメージしやすいだろう。二つ目は例としてネットショッピングで閲

覧履歴からおすすめ商品が表示される、などだ。つまり３で挙げた一般市民にとってのデメリットはもちろ

ん、メリットもある意味監視社会の一部であるといえる。 

 

 ここで、3で挙げたメリットやデメリットと一致することがわかる。３の最後で監視社会にならないようにする

ための提案をしていくと述べたが、大枠で見れば情報化社会であることは監視社会であることと同じことと

言えるだろう。 
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5.中国における監視 

       【図２】                  

 

 

                       【図３】 
 

  世界における監視はどうだろうか。上の左図は

監視カメラの世界市場(メーカー出荷量）と中国市

場のグラフとデータである。２０１５年の時点で中国

市場は世界市場の訳５割を占めており、今では６

割である。 

 上の右図はある団体が作成した社会信用システ

ムの図である。これによれば、最初の持ち点は1,00

0点で慈善活動をしたり近隣住民や家族にいい影響を与えるとポイントが加算され、反政府的な意見をイ

ンターネットで発信したり交通ルール違反をしたりするとポイントが減点される仕組みであるとなっている。

高スコアの人は医療や教育など様々な場面で優遇されるのに対して、低スコアの人は飛行機のチケット

が買えないなどの行動や選択に制限がかかってしまったり、テレビなどで名前、顔写真や国民IDが晒さ

れる。 

 他にも、「天安門事件」「プーさん」といった特定のワードをインターネットで検索することに制限があった

りSNSへ投稿するとすぐ削除されたりするといったこともあるらしい。 

 

 これらから中国における監視はかなり強化されていると予想できる。社会を統制するのには良いシステ

ムである。が、しかし常に監視されていて個人に自由はあるのだろうか。 

 

6.個人の自由が守られる社会にしていくには 

 3の一般市民のデメリットや5で述べたような権力を持ったものが支配する監視社会にならないようにす

るために、一番は自分の情報は自分で守るという心掛けが大事ではないか。そこでまず一つ目の提案と

して、小中学校で情報の授業を取り入れてネットの仕組みについての授業を行うことだ。義務教育の期
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間を通して多くの人にインターネットについて学ぶことだ。今現在、プログラミングの授業やSNSの使い方

についての授業は行われているようだが、そこでは「SNSで嘘の情報を流したり悪口を言ったりしてはいけ

ない」「ネット上の人に個人情報を教えてはいけない」といったことを学ぶと思うが、それは続けるべきだと

思う。それとは別にそもそもインターネットを使いインターネットと関わるということはどういうことかを学ぶ必

要がある。例えば、有名な信用できるサイトであったりショッピングサイトであったりしても、皆使っているか

ら大丈夫だと思うのではなく、会員登録した時点でその情報は誰にでも知られて悪用され得る危険性が

あるということを知っておくべきではないか。 

 先ほどの企業にとってのメリットであるパーソナライズド広告を例に挙げる。心理学的に、無料であること

は合理的判断を妨げると言われている。私たちはスマホ上で無料であるということによって無意識的に必

要以上にものを消費したり個人的な情報を企業に提供したりしてしまう。その情報を企業が利用すること

で広告をより有効的に使えるようになり広告収益性を高めることができる。 

パーソナライズド広告はよく言えば私たちの好みを反映してくれるもの、悪く言えば私たちが利用されて

いる結果生まれるものなのだ。 

 表面的には匿名で無料で便利なものでもその裏側では個人情報がいつでも晒される、危機感を持つこ

とが大切だ、といってもインターネットを利用する時間ずっとそういったことを意識しておくというのは難し

いことであると思う。しかし一回でも情報として頭に入れておくのは大切なことではないか。 

 

 しかし、今やインターネットは私たちの生活に深く根差したものであり、いくら情報について知識があっ

たとしても限界がある。そこで二つ目の提案として監視の主体になりうる国家や企業が簡単に個人情報を

閲覧できずそして悪用できないようにするべきである。それらを技術で制限しさらには法律で制限するこ

とが必要だ。 

 まず、技術で制限するというのは例えば情報の暗号化が挙げられるが、これは専門的な話になるのでこ

こでは割愛する。 

 次に、法律で制限するというのは例えば、ごく限られた人間しか個人情報にアクセスする権限を与えな

いこと、また違反した場合さらに個人情報漏洩などの問題が起こった時の場合の罰則を法律で制定する

ことである。 

 

7.まとめ 

 情報化社会には利便性も危険性もあり、現代の私たちにとっては避けられないものである。利便性にば

かり気を取られすぎて危険性から目を逸らして、個人の自由を失わないようにしていくべきなのではない

か。といってもアクセス権限定に関しての法整備するのは一概に簡単ではないと思われるので、まず私た

ちの意識が大切で、身近な問題と認識することが必要であり手軽にできるものだと思う。 
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絶滅種の復活について 

5年 D組 32番 津川弥央  

 

(1)はじめに 

 私は幼い頃から恐竜が大好きだ。この研究をしようと思ったきっかけは、数年前『ジュラシック・パ

ーク』、『ジュラシック・ワールド』シリーズを観て、恐竜研究者たちが琥珀の中に閉じ込められた蚊

の体内の血液の中から、恐竜のDNAを採取しクローンを作成しており、絶滅した動物を甦らせるのは素

晴らしいと思ったことである。 

 今回は，「絶滅種・絶滅危惧種の現状」、「クローン技術の現状」、「恐竜」、「絶滅種を復活させ

る必要性・危険性」という 4 つの観点に注目して研究を進めていきたい。なお、恐竜は他の絶滅種と違

い、数千万年も前に絶滅しているため本研究では別枠で扱うこととする。 

 

(2)絶滅はなぜいけないのか 

 人が地球上に現れるよりはるか昔から生きものは絶滅を繰り返してきた。それは自然の摂理といって

も良いものだ。では、そもそも、なぜ動植物が絶滅することがいけないことなのだろうか。生物を絶滅

から守ることは、生命の長い歴史を守る重要なことだ。種は生命の長い歴史の結晶である。人間を含む

すべての生物は地球とともに長い時間をかけて、今のような形になった。生物の種は生命の長い歴史の

結晶であり、それ自体がかけがえのない価値を持っているのだ。しかし、実はそれだけでなく、私達の

知識をより深め、発展した生活を送ることにもつながっているのだ。それは、以下の 2 つによって説明

できる。まず 1 つ目に、多様な生物によって私たち人間の生活が支えられているということ。私たちの

暮らしは、多様な種が関わりあいながら形成する自然の恵みに支えられている。もしいずれかの種が絶

滅してしまうと、生態系バランスが崩れ、私たちの生活にも影響が及ぼされるだろう。複雑なバランス

で成り立っている自然を守るためには、一つ一つの種を絶滅から守っていくことが大切である。また、

絶滅種・絶滅危惧種や、特定の地域にしか生息していない動植物がいる地域では、伝承や行事に登場し

たり、その土地の産業の中心となるなど、地域の文化と密接に結びついた種もある。これらの象徴的な

生物の保全は、地域のアイデンティティを見つめ直すことにつながる。2 つ目に、医療や化学などの

様々な分野の研究への活用ができるということ。生きものの成分は薬などに使われたり、植物の品種改

良の際に原種と呼ばれる野生種が重宝されたりする。こうした遺伝子資源としての側面も生きものには

存在するため、失われてしまうとそれを活用することができなくなる。 

 こうした影響の全てを予測することは現在の技術でも不可能だ。また、影響が表れるのに時間がかか

るために、気が付いた時には手の着けようがないという事態も少なくない。一旦失ったものを取り戻す

のは至難の業だ。 

 また、生きものが絶滅してしまうと、私たちが大きな損害を受けるだけでなく、別の視点としては、

生きものは長い時間をかけて進化してきたものであるから、人間がむやみにそれを滅ぼしてはいけない

という考えがある。人も生きものの一つとして他の生きものを尊重し共に暮らすべきだ、という考え方

だ。 

 

(3)絶滅種を復活させたい理由 
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 私が絶滅種を復活させたい理由は大きく分けて 4 つある。「絶滅種の生態の解明」、「古代の歴史の

解明」、「現代の研究への活用」、「情報発信」である。 

 

 

①絶滅種の生態の解明 

 絶滅種の生態を調べるために、化石や地層を調べDNAを採取することで、ほとんど完全な絶縁種に関

連するデータを集めることができる。そのため、彼らのより本当に近い姿や生態を解明することが可能

になる。また、それを調べるための技術の向上が期待できる。例えば DNA 鑑定、ボーリング調査など

だ。 

 

②古代の歴史の解明 

 絶滅種の特徴が判明することで、彼らがどのような生活をしていたのか、また、他の生きものとの関

係がどうであったのかも予測することができる。そのため、現在ほとんど明らかになっていない古代の

歴史を少しずつ紐解くことができるようになるだろう。 

 

③現代の研究への活用 

 今生きている生きものは、様々な分野での研究に採用され、それらの持っている特徴が研究されている。

例えば蝶の鱗粉やミドリムシなどだ。それならば、過去に生息していた絶滅種の生態も、現在なされて

いる研究において参考にできる部分があるのではないかと考えた。 

 

④情報発信 

 絶滅種を復活させることで、彼らが実際に生きている様子をテレビやインターネットを通して世界中

に、絶滅種の特徴を発信することができる。今まだ解明されていない多くの謎も解き明かされるのでは

ないかと思う。博物館などの学習施設もより充実化する。 

 

(4)絶滅種・絶滅危惧種の現状 

①絶滅種数 

 

 絶滅とは、「生物のグループ全体が環境の変化に適応できず、完全に死に絶えること」である。  

 過去三十八億年間、四十億近い種が進化によって地球に現れ、その 99％がすでに絶滅したといわれて

いる。ここで、上のグラフの地質学的な時間の尺度で起こる、自然淘汰による容赦のない絶滅の発生率、
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「背景絶滅率」を見てみたい。(背景絶滅率:一般的に単位は MSY。絶滅した種の数×年数÷100万)ここで

は、単位を％としている。グラフから、他の年代と比べ、５回に及ぶ背景絶滅率を極端に上回る大きな

絶滅、ビックファイブを経てきたことが分かる。いわゆる「大量絶滅」だ。それぞれ左からオルドビス

紀末（O-S 境界）、デボン紀末（F-F 境界）、ペルム紀末（P-T 境界）、三畳紀末（T-J 境界）、白亜紀

末（K-Pg 境界)と呼ばれている。発生状況は様々だが、大量絶滅が起こる度、生物の総数は一気に減少

したのだ。その原因を説明する理論はそれぞれ多岐にわたる。その上、賛否が分かれているものが多い。

いずれにせよ、この 5回だけで地球上に現れた種の 75％余りが絶滅したことが明らかとなっている。だ

が、膨大な数の種が絶滅しても、新たに環境変化に適応できた進化種によって少しずつ穴が埋まり、バ

ランスが保たれることが多い。だからこそ、「99％が絶滅した」という話は信じ難く感じられる。 

 それでも、化石時代（一万年以上前）までは、絶滅する種数は平均すると 1 年あたり 100 万種につき

1 種の割合だった。しかし現在は、より早いスピードで生物の絶滅が起きていると考えられている。 一

例としては、生物種の 50％～90％が生存するといわれる熱帯雨林（地上の面積の約 7％）では、森林の

消失に伴い一日あたり 74 種もの生物が絶滅しているとされているということだ。哺乳類が繁栄し、私

達人間が支配地位にあるが、多くの科学者の見方では、今、ごく短期間に多くの生物が死滅する激しい

線香のような時代、つまり 6 回目の大量絶滅を迎えている。過去の 5 回の大量絶滅にない今回の特徴は、

人類というたった 1つの種が引き起こしているということだ。今のペースが続いた場合、哺乳類の 26％

が絶滅してしまう。しかも、現在の絶滅率は背景絶滅率の 1000 倍だが、今後 1 万倍まで上昇するとの

見方もある。 

  

②絶滅危惧種数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年国際自然保護連合

（IUCN） 

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/topics/17/070400001/071100005/ph2.png 

 国際自然保護連合（IUCN）は「絶滅のおそれのある生物種のレッドリスト」を作成し、毎年更新し

ている。 

 これらのうち「近絶滅種」「絶滅危惧種」「危急種」に分類された動植物は、特に絶滅の恐れがある

種と考えられる。2017年 1月のリストでは、哺乳類で 1194種、鳥類で 1460種、爬虫類で 1090種、両

生類で 2067 種、魚類で 2359 種、無脊椎動物で 4553 種が、これら 3 つのランクに分類されている。合
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計すると 1 万 2723 種。つまり、約 1 万 3000 種の動物が、絶滅の危機にあると評価されている。2007

年版のレッドリストで絶滅の危機にあると評価されていた動物は 7850種であり、この 10年で大幅に増

えていることがわかる。 

 

 

 

 

③絶滅する動物の数の推移 

1年ごとにどれくらいの種が絶滅していくのか？ 

 
絶滅のおそれのある野生動植物種の生息域外保全｜トップページ www.env.go.jp › 自然環境・生物多様性 

 

 このグラフから、1975年から一気に絶滅する種が増えている。では、1975年前後～2000年では何が

起こったのだろうか。 
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(i)世界 CO₂排出量 

 

左のグラフより、1850年から少しずつ CO₂排出量が増加し、1960年 

代から急速に増加していったことが読み取れる。 

IPCC第 5次評価報告書 

3-4 世界の二酸化炭素の排出量の推移 

www.jccca.org › chart › chart03_04  

 

 

 

 

(ii)熱帯雨林と森林の喪失 

 

左の図より、特に1950年代から急激

に森林伐採が増えたということが分

かる。 

Deforestation-Wikipedia   

https://en.wikipedia.org/wiki/Deforestation 

 

 

 

 

 

(iii)生物多様性の喪失 

 このグラフは縦軸が「生きている地球指数

（ Living Planet Index) 」 、 つ ま り

biodiversity(生物多様性)である。1970 年の生

物の種数を「1」とし、毎年どれくらいの割合

が増減しているのかを示している。ここから、

徐々に生物多様性が失われており、2016 年で

0.4を下回っていることが分かる。これは、深

刻な問題であると言える。 

 また、このデータを提供したロンドン動物

学会(ZSL)の保護局長であるアンドリュー・テ

リー博士は、この減少は人間の活動が自然界

に与えている損害の明らかな証拠であるとし、

「何も変わらなければ、野生動物を絶滅に追

いやり、私たちが依存している生態系の完全性を脅かすだろう」と述べた。 

https://www.bbc.com/news/science-environment-54091048  
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 これらのデータから、私達人間の手によって環境が破壊され続け、動植物が激減し生物多様性が失わ

れていることが分かる。特に、工業化が進み空気が汚染されたこと、森林の大量伐採により動植物の生

息域が極端に狭くなったことが原因だ。つまり、絶滅は私達が引き起こしたのだ。 

 

④絶滅の原因 

 生物が激減する原因は大きく分けて 5 つある。まず、「採取・乱獲」。本来捕獲したい生物ではなく、

思いがけず捕獲してしまう「混獲」も当てはまる。次に、「森林伐採」。人間が必要以上に伐採したた

め、森を住みかとした動物たちの暮らす場所がなくなり、激減した。また、「環境汚染」。近年、急速

に経済が発展し、短期間で大量の有害物質が川や海に流出したり、車や工場の排出ガスなどにより空気

が汚染されたりしている。地球温暖化も、動植物の減少・絶滅を早めてしまう大きな要因だ。さらに、

「外来種」。本来生息していなかった動物が、人間が飼うために外国から輸入され、無責任な人間たち

によって野生に放たれた外来種が繁殖し、もともと生息した動物たちを脅かしている。そして、「里山

の管理放置」。里山が手入れされないために環境が変わってしまい、今まで生息していた動物が住めな

くなってしまう。 

 

(5)クローン技術 

 絶滅種を復活させることを「ディ・エクスティンクション(逆絶滅)」という。その方法として、主に

「クローン技術」があげられる。現在、クローン技術を用いた絶滅種の復活における研究はどこまで進

んでいるのだろうか。ここでは、マンモスの研究を例に挙げる。 
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①クローン作成方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科学の森：マンモス復活

に挑む クローンやゲノム編集技術で 

https://mainichi.jp/articles/20190523/ddm/016/040/014000c 

 

 近畿大学生物理工学部が、2019 年 3 月に２万８０００年前のマンモスの化石から取り出した細胞核

で、細胞分裂の前兆が観察できたと発表した。シベリアの永久凍土から２０１０年に発掘されたマンモ

ス「ＹＵＫＡ（ユカ）」の筋肉組織から細胞核を取り出し、マウスの卵子の核と入れ替えたところ、実

験した２４個中５個が細胞分裂の始まる直前の状態、つまり「紡錘体」が出来始めた。マンモスの細胞

核のＤＮＡは厳しい環境に長期間さらされ損傷したが、卵子内でＤＮＡと認識されたと考えられる。た

だ、通常のクローン作製なら細胞分裂へ進むのに、今回はいずれも直前でストップした。想像以上の損

傷だったとみられる。近畿大学 先端技術総合研究所の加藤博己教授は、「今はある程度のところでＤＮ

Ａの合成ができます。合成のいろいろな技術を使って、マンモスの細胞を合成することができないか。」

と述べた。 

 このマンモスを復活させるための新技術である、DNA の合成に関して、最新の研究をしているがハー

バード大学である。ハーバード大学医学大学院ジョージ・チャーチ教授によると、バラバラになってい

るマンモスの遺伝子をパソコンの上で組み立て、ゾウの細胞に移植する。すると、マンモスの特徴を持

った生物になるのだ。これは「ゲノム編集」と呼ばれる、遺伝子の狙ったところを切ったり置き換える
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ことができる技術だ。この技術により、生まれてくるゾウは、フサフサの毛が生え、極寒の地でも活動

できる血液、小さい耳、マンモスと多くの共通点を持った生き物になる。 

 ジョージ・チャーチ教授は、「ＤＮＡをマンモスに近づけていくことは理論的にも技術的にも、でき

ない理由はない。遅くとも５年から１０年以内には、マンモスを見られるだろう。」と述べている。 

 

 しかし、ここで新たな事実が判明。(2 月 18 日 Yahoo!ニュース より引用) 

最古のマンモス DNA解読 100万年以上前、シベリア凍土の歯 国際チーム 

https://news.yahoo.co.jp/articles/a871cb552081a03fa04cb98d6e59e83a3704010a 

 

 シベリア北東部の永久凍土で発見された 100 万年以上前のマンモスの歯から DNA を抽出し、全遺伝

情報（ゲノム）を解読したと、スウェーデン自然史博物館などの国際研究チームが 18 日、英科学誌ネ

イチャー電子版に発表した。 

 

 完全にマンモスのDNAが解読できたということだ。したがって、マンモス復活まで秒読み状態である

といえる。 

 

②クローンを作成できた例 

・絶滅した動物種で初のクローン作成 

 

 ヤギの仲間のスペインアイベックス。2003年

にクローン技術で復活した絶滅種ブカルドの最

も近縁の現存種である。2009年 1月に発表され

た研究論文では、ブカルドのクローンが誕生す

るまでの経過が説明されている。  

 

Photograph by Enrique Aguirre/Getty Images 

 

 

 

 

 

 

 絶滅した動物がクローン技術で初めて復活した。だが、そのクローンの命は肺が発達しすぎていたた

めに誕生からわずか数分で終わってしまったという。 1 月 23 日発行の「Theriogenology」誌に掲載さ

れた研究論文では、2000 年に絶滅したブカルドの冷凍保存された皮膚を使用し、2003 年にそのクロー

ン個体を生み出した過程が説明されている。ブカルドは別名ピレネーアイベックスとも言い、スペイン
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アイベックスというヤギの亜種である。絶滅に瀕した動物種のクローン作成はそれまでにもあったが、

公式に絶滅が確認されている種に応用した事例はこれが初めてのことだった。  

 生体組織の異常はクローン技術には付きものと言っていい。クローン個体の DNA はドナー（ブカル

ド）と同一かもしれないが、細胞間でDNAを移植することで発達時に異常が生じる可能性が避けられな

いのである。 今回発表された研究成果について、スミソニアンのヴィルト氏は、「注目するに値する」

と評している。「絶滅してしまった動物の子孫誕生は、胸が躍るようなニュースだ。絶滅種を復活させ

るにはクローンを作るしかないのだから」と同氏は感想を述べる。 しかし、「まだ生き残っている野生

動物の保護という観点では、もっとはるかに効率的で、論理的な手段がある」と同氏はコメントを続け、

その例としては自然の生息環境の再構築、自然に近いかたちの飼育下繁殖、そして人工授精を挙げてい

る。ロンドン動物学会の生殖生物学者ビル・ホルト氏は、「数頭のクローン個体と、将来にわたって繁

栄を繰り返す集団には相当な隔たりがある。たとえ誕生時の幼体がすべて健康でも、ドナーの遺伝子サ

ンプルが少ないために集団の中で遺伝的な多様性が期待できず、近親交配のようになってしまう。病気

や気候変動の影響を極度に受けやすくなり、それほど長くは生き残れない恐れもある」と指摘している。  

 

(6)恐竜を復活させる可能性について 

 恐竜は、他の最近絶滅した種類と違い、何千万年も前に絶滅している。そのため、完全なDNAが未だ

に採取されていない。世界で初めて絶滅危惧種のクローンを作製した科学者、ロバート・ランザは「石

からクローンは作れない」と言う。そこで、それでも恐竜は復活させる方法はあるのか、調べてみた。 

現在なされている研究について紹介する。 

 

①DNAとタンパク質検出 

 

ついに恐竜の化石から DNA とタンパク質が初検出 ... - ナゾロ

ジー 

nazology.net › 人文学 › 歴史・考古学 

 

 

今回の研究に使われたヒパクロサウルスのイメージ/Credit:The 

Dinosaur Database 

 

 

 

 

 今回、国際的な研究チームによって 7500 万年前のヒパクロサウルスの化石から直後、DNA とタンパ

ク質を検出することに成功した。恐竜の化石から汚染のないDNAとタンパク質が発見されたのは初めて

のことだ。研究結果はノースカロライナ州立大学のアリダ・M・バイユール氏らによってまとめられ、1

月 12日に学術雑誌「National Science Review」に掲載された。 
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幼いヒパクロサウルスの後頭部の化石 

/Credit:National Science Review 

 

  

 

 

 

 

 

 バイユール氏らは以前より、化石に保存された恐竜の DNA を探し求めてきた。しかし、DNA の半減

期は 512 年であるため、計算上 600万年で完全に分解されてしまう。また、細菌などによる生物汚染に

化石が晒された場合には、さらに検出は困難になる。そのため、これまで化石から発見された最古の

DNA は 70 万年前の馬の先祖からでであり、最古のタンパク質は 170 万年前のサイの先祖とされてきた。 

 しかしバイユール氏らは、特定の条件下ならば、DNA やタンパク質は限界を超えて構造を保てると考

えた。そこで、1980年代に発見され、永らく保管されてきた、生まれたての幼い恐竜の後頭部の頭蓋骨

に目を付けた。この部分の骨は生まれた直後は軟骨であり、成長と共に硬い骨に変わっていく。軟骨の

細胞は生きる一方で、骨になった細胞は死んでしまう。そのため、幼い恐竜では、軟骨細胞の多くが骨

になる準備のために「特殊な死にかけ」の状態にあったのだ。 

 バイユール氏らはこの特殊な状態が酸素濃度やミネラル濃度の差をうみ、骨とは異なる化石

化の過程をたどらせ、結果として常識外れな保存を可能にすると考えた。 

 

 

                                                

軟骨化石から採取された細胞を左は

PIで、右は DAPIで染めている。矢印

の部分が染まっており、DNA 断片が

あることを示している/Credit:National 

Science Review 
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 実験にあたり、バイユール氏らは DNA を

検出する手段として、ヨウ化プロピジウム

（PI）と 4 ‘、6’-ジアミジノ-2-フェニルイン

ドール二塩酸塩（DAPI）を使用した。PI は

死んだ細胞の二重らせん構造を認識した場合、

DAPI は DNA の 3 つ連続した AT 塩基配列を

認識した場合、それぞれ DNA に吸着して、

顕微鏡下で染色されて見える。研究者によっ

て染色が行われた結果、どちらの試薬からで

も反応がみられ、軟骨化石における DNA 断

片の存在が強く示唆された。 

 

軟骨化石の抗体染色。粒上の構造は細胞。青く染まっている部分にコラーゲンがある 

/Credit:National Science Review 

 またタンパク質の検出にあたっては、ニワトリから作られたコラーゲン抗体（Ⅱ型）とアルシアンブ

ルーが用いられた。コラーゲンはタンパク質の一種であり、軟骨化石にコラーゲンがあった場合、コラ

ーゲン抗体が吸着して、アルシアンブルーによって青く染色される。結果は、軟骨化石は青く染色され、

コラーゲンが存在している事実が示唆された。 

 今回の研究ではＤＮＡ断片とコラーゲンの存在のみが確認されたが、今後塩基配列の決定が期待され

ている。複数のDNA断片が保存されていれば、恐竜の遺伝子の多くの部分を解明できるかもしれないか

らだ。 

 

②チキノサウルス 

英語で読む「TED Talks」2018年 5月 12日土曜日 ニワトリから恐竜をつくろう【チキノザウルス】 

ジャック・ホーナー氏 より (画像はすべて講演で使用されたスライドである) 

 私たちは「生物学的ツール」を持っているため、ニワトリから恐竜をつくることができる。その方法

は「淘汰」「遺伝子組み換え」「隔世遺伝子の活性化」の 3 つがあるが、ジャック・ホーナー氏らは

「隔世遺伝子の活性化」について研究している。 

 隔世‥‥先祖の特徴 

 隔世遺伝子の活性化‥‥先祖の特徴を今生きている動物に発現させること 
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 → 

 

 

 

 

 

最終的な目標は、左のニワトリを、右の「チキノサウルス」にすることだ。 

そのためには、主に手と尾を変化させる必要がある。 

 

まず、手について。 

左の胚の発達過程を見てみると、胎生期の鳥の手

は始祖鳥の手ととても似ており、3本指である。 

ある遺伝子が働き、骨を一つに融合してしまうの

だ。 

 

→この遺伝子を探している。 

それを止めることで、指の融合を止め、始祖鳥の

ような手を作り出すことができる。 

 

そして、尾について。 

胚の発生過程において長い尾を持つが、ある遺

伝子が発現し、この尾を委縮させ消えてなくな

ってしまうことがわかっている。 

 

→この遺伝子を求めている。 

 尾の消失を阻止するために。 

 なお、ジャック・ホーナー氏は 2014 年の時点で

この研究は 50％完了していると推定した。残りの

課題は、恐竜の尾の部分を作成することであるそうだ。 

 

(7)絶滅種の復活における注目点 
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 絶滅種の復活において、「環境問題と生態系破壊」「技術」「費用」「倫理的問題」の 4 つの側面か

ら、復活させても良いのかを考える。 

 

①環境問題と生態系破壊 

 恐竜が生きていたのは今から 2 億 2500 万年から 6500 万年前、つまり人間が生まれる 6000 万年以上

も前のことである。彼らが生きていた時代は「中生代」と呼ばれ、「三畳紀」「ジュラ紀」「白亜紀」

に分かれている。特に三畳紀や白亜紀には、北極からも南極からも氷河がすべて消えてしまうほど暖か

くなっていた時期があった。また、恐竜が最も繁栄したジュラ紀(今からおよそ 2 億年前から 1 億 4000

万年前)には、活発な火山活動のために大気中の二酸化炭素濃度が現在の 20 倍にまで達していたため、

地球の平均気温は現在より 15度近く高かったと言われている。 

 では、マンモスのが大繁栄した氷河期はどうだろうか。今から 7 万～1 万年前に起きた一番新しい氷

期は「最終氷期」と呼ばれているが、その時代は、南北アメリカとヨーロッパの半分ならびにアジア各

地が巨大な氷河でおおわれていた。当時は現在より平均 6.1 度低く、また、氷河期に見られる寒冷化の

影響をとりわけ強く受けるのは高緯度地域で、北極ならば現在より 14度低かった。 

 また、同じ草食動物でも、時代や環境が違えば食べる物も異なる。肉食動物も同様だ。 

 これらのことから、それぞれ全く異なる気候・環境の中で繁栄した恐竜やマンモスをはじめとした絶

滅種は私たち人間との共存は厳しいと言える。しかし、映画『ジュラシック・ワールド』のように絶滅

種を頑丈な建物内に入れ、私達の手で絶滅種それぞれに適した温度管理をした上で、定期的に食べ物を

与えるならば、共存はできるかもしれない。つまり、動物園のようなものである。 

 

②技術 

(5)(6)より、現在様々な研究がなされているが、絶滅種を完全に復活させることが出来た例はまだ無い。

しかし、あと数年、数十年経てば技術も発展するため、絶滅種の復活が可能になるかもしれない。 

 

③費用 

費用について、2 つの観点から提唱したい。一つ目は、現在なされているディ・エクスティンクション

(逆絶滅)に関する研究に使っている費用と今後どれほど使う予定なのかである。二つ目は、現在行われ

ている絶滅危惧種の保護に使っている費用とディ・エクスティンクション(逆絶滅)との関係性だ。 

 

(i)ディ・エクスティンクション(逆絶滅)の研究費用 

 まず、(6)-②で紹介したチキノサウルスの研究について、ジャック・ホーナー氏は 2014 年に、この研

究を完了するにはあと 500 万ドルの資金が必要だと述べている。これは、日本円で換算すると 5 億円程

度である。また、マンモス一頭を復活させるのに約 10 億円かかると言われている。さらに、映画『ジ

ュラシック・ワールド』のテーマパークを実現させた場合、年間運営費は約 234 億ドル、これは日本円

に換算すると、約 2兆 5500億円であると予想されている。 

 また、コネチカット大学のバイオテクノロジー教授 Xiuchun（Cindy）Tian氏は、1頭の雄牛のクロー

ンを作成するコストは少なくとも 15万ドルと見積もっている。これは日本円で換算すると 1500万円だ。 

 また、1983 年から 2009 年の間に、NSF は恐竜の研究を実施するために 88 の助成金を授与し、合計

で 1,100万ドル(11.5億円)の資金を提供した。しかし、これでは全く足りていない。 
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 ディ・エクスティンクションの費用を議論する観点としては、国際自然保護連合(IUCN)の公式指針

「Creating Prioxies of Extinct Species for Conservation Benefit (保全便益のための絶滅種の代理創出)」

も挙げられる。IUCN はそのなかで、再生動物を放獣・放鳥先にうまく移植するにも、選定した生息地

に定着したあと適切に管理するにも、「資金だけでなく、ただでさえ足りない人的資源」のかたちで相

当なコストがかかると指摘している。  

 実際に研究費がどれ程かかるのかは分からないが、絶滅種のクローンを作成したり、DNA を合成した

りするには、それらの生態に関する情報が少なすぎるため、また標本数が圧倒的に不足しているために

さらに莫大な費用がかかるに違いない。 

 

(ii)絶滅危惧種の保護費用との関係性 

 2017年、科学雑誌『ネイチャー』にカナダのカールトン大学環境保全専門家ジョゼフ・ベネットを筆

頭筆者とする論文が掲載された。タイトルは『Spending Limited Resources on De-extinction Could Lead 

to Net Biodiversity Loss (限られた資源をディ・エクスティンクションに費やすことで、生物多様性には

差し引きで損失が生じうる)』だった。この論文をめぐり、ディ・エクスティンクションの経済的側面と

今後起こりうる悪影響について議論が巻き起こった。ベネットらは、現存種の保全計画に対する支援が

減少すること、ディ・エクスティンクションの直接の結果として、生物多様性が差し引きで低下するこ

とを指摘した。 

 予算が大幅に増え、よみがえった種と保護すべき絶滅危惧種の両方に対応できるのなら話は別だ。し

かし、現状は(i)よりディ・エクスティンクションの研究費用はまだまだ足りない。その上、絶滅種を復

活させ保護し、予算を管理するのであればいずれ必ず何かが犠牲になるに違いない。 

 

④倫理的問題 

 多くの種が人類によって儚く絶滅していった。これは、私達が他の種への配慮を怠ったことの証拠で

あり、後悔しなければならない事実だ。そこで、もし今後ディ・エクスティンクションの研究が進み、

損害を修復する手段が出来たとして、私達はどう対応すれば良いのだろうか。復活させるために努力し

なければならないのだろうか。それとも、たとえできたとしても危険を冒してまで試すべきなのだろう

か。これらについては、様々な議論がなされている。 

 ニュージーランド、オタゴ大学の保全生物学者フィリップ・セドンらは、IUCN による既存の再導入

指針に基づき、ディ・エクスティンクション計画案で考慮すべき 10 項目の検討事項を考案した。以下

は書籍『絶滅動物は甦らせるべきか？』ブリッド・レイ著 第三章 175 ページ～183 ページ一部抜粋したも

のである。 

 

一、過去に個体数減少と絶滅を引き起こした原因を特定し、対策を取れるか 

二、個体数減少と絶滅を引き起こす現在・将来の潜在的な原因を特定し、対策を取れるか 

三、候補となっている種の生物的、非生物的ニーズを十分に理解し、その命のよりどころとして不可欠な要  

素を特定することや、放出地選びの根拠を提示することはできているか 

四、しかるべき管理のなされた適切な生息地が、現在および将来において十分な広さで存在するか 
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五、種の移植計画と既存の政策・規制のあいだに齟齬はないか 

六、種の移植で見込まれる社会・経済事情。地域住民の動向、価値観、動機、期待、費用と便益は、放出域  

とその近隣の社会に受け入れられそうか 

七、移植された再生種が受け入れの地域の種、地域社会、生態系に悪影響を及ぼすリスクは、許容しうる程  

度か 

八、再生種と受け入れ先の生態系における病原体関連の悪影響の発生リスクは許容しうる程度か 

九、人間や人間の生活基盤に直接損害が及んだり、生態系サービスに間接的な影響が生じたりするリスク   

は、許容しうる程度か 

十、生態系や社会、経済に対して許容できない打撃が生じた場合、移植した個体やその子孫を放出地や放出

域から排除したり、殺処分したりすることは可能か 

 

 ここでは、絶滅危惧種の保護区などのように、多種・周囲に住む住民との共存も考慮することとする。 

 まず、第 1 項目について。「個体数減少と絶滅を引き起こした原因」は今の段階ではほとんど全ての

種においてあいまいな推定しかなされていない。この状況では、適切な対策を取ることは非常に厳しい

と言える。 

 次に、第 2 項目について。現在・将来において起こりうる個体数減少と絶滅の原因はある程度想像で

きる。なぜなら、その原因は大まかに人間を含む他種との共存が不可能だったからだと言えるはずだか

らだ。したがって、対策は復活種と現存種の両方を絶滅させないのであれば、復活種を隔離することが

有効手段と言える。そうでなければ、現存種を優先し、復活種を切り捨てなければならない。 

 第 3 項目について。候補になる種は、どのような種が最もニーズがあるのだろうか。リョコウバトの

ような小さく、比較的危険の少ない種なのか、それともマンモスや恐竜のようなパワフルな種なのか。

復活候補の条件の決定方法によって放出地も大きく変わってくるだろう。 

 第 4 項目について。絶滅種が生息するのに適切な土地、そして広さがあったとしても、適切な状態の

まま長期間維持することができなければ意味がない。さらに、将来起こりうる気候変動や人間の土地利

用による揺らぎをある程度想定しなければならない。これら全てを考慮し、土地を探すのは少し難しい。 

 第 5項目について。政策や規制を把握し、不備が無いよう計画することが大切だ。 

 第 6,7,9 項目について。絶滅種を導入することについてその周辺の地域住民と事前にコンタクトを取

り、合意を得なければならない。草食動物や小動物ならばあまり不安にはならないだろう。しかし、こ

れがマンモスやティラノサウルスならばどうだろうか。脱出して踏まれたり、襲われたりしたらひとた

まりもない。住民は恐怖で震え上がるだろう。つまり、近隣の社会に影響が出ないよう絶滅種の放出地

の配置、それにかかる費用など、様々な条件をクリアする必要があるのだ。 

 第 8 項目について。病気の発症を避けるため、研究者は彼らを復活させた後、すぐ導入せず、様々な

検査をし経過観察をしなければならない。放出後も定期的に健康チェックをする必要がある。とは言え、

放出地内で自由に生活させると全ての個体の管理をするのは無理がある。 
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 最後に、第 10 項目について。大きな打撃が生じ、殺処分せざるを得なくなった場合、責任を持って

強制終了しなければならない。生態系全体を守るためなのだ。 

 これら 10 項目を満たさない限り、ディ・エクスティンクション計画の実現は厳しいと言える。復活

させるとしても、常に人間の手で制御可能な方法を編み出さなければならないのだ。また、種によって

それぞれ危険度や食料も違うため、計画もひとつずつ立てる必要がある。 

そこで私は、思い切って(6)-①で述べた通り、復活させた絶滅種を隔離させ、頑丈な檻や建物の中で人間

の管理下に置く、という方法を提唱したい。もちろん、現存種への影響が少ないと思われる種は共存を

はかっても良いと思う。しかし、特にリスクの大きい絶滅種を管理するには、この方法が最も効果的な

のではないだろうか。技術が発達すれば打開案が出せるはずだと安易に考えるのは良くない。さらに、

復活した種の扱い方をはっきり決める必要がある。そのために私は、復活させるのであれば各国が絶滅

種に関する法律を新たに作り、その上連合も結成し定期的にディ・エクスティンクション計画の現状や

予算、倫理的な問題について話し合う機会も作るべきだと考える。事件に迅速に対応するためだ。 

 

(7)結論 

 最後に、自分なりに「絶滅種を復活させるべきか否か」のポイントを整理し、それぞれの観点から総

合評価をしたい。 

 

歴史・生態の解明 ◎ 

他分野の研究への応用 ◎ 

情報発信 ◎ 

環境・生態系破壊 × 

技術 ○ 

費用 △ 

絶滅危惧種への影響 △ 

危険性 △ 

倫理的問題 × 

 

◎：とても良い 

○：良い 

△：解決の可能性あり 

×：解決は厳しい 

 

 私は 9つのポイントを基準に振り返ろうと思う。 

 ディ・エクスティンクションの計画を進めることにより、「歴史・生態の解明」「他分野の研究への

応用」「情報発信」が大いに期待できる。しかし、実際に復活させることで考えられる危険性として、
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「環境・生態系破壊」を挙げたい。ディ・エクスティンクションの計画の実行にあたり、成功と失敗の

大きな分け目になると思われる。あくまで今を生きる私たち、動植物が主役なのだ。環境・生態破壊に

つながるのならば、計画は断念すべきだ。そして「技術」と「費用」について。現在、研究費用が全く

足りていない。しかし、多くの人に絶滅種の魅力を知ってもらうことで、寄付を募れば、費用問題の解

決、そしてより早く計画実行ができるようになるだろう。現代の発達した技術により、マンモスの復活

は秒読み状態だ。このことより、「技術」は○とした。それから「絶滅危惧種への影響」について。(6)-

③(ii)より、復活させた絶滅種達に介入するあまり、現存種の管理を怠ってしまう可能性がある。両方の

バランスをとるのは難しそうだ。「危険性」についても、絶滅種が脱走したり病気になったりすれば、

周辺の住民だけでなく、経済にも影響が出るだろう。そして最後に、ディ・エクスティンクション、つ

まり絶滅種を復活させることにおいて、究極の課題は、資金問題はさておき、技術的な難しさより、ど

うやって人間に受け入れられるかという倫理的な問題なのかもしれないと思う。というのも、絶滅した

動物は死んでいるので、何も話すことはできない。戻ってきてほしい、実際に彼らを見てみたいと言っ

ているのは私を含め人間たちなのだから。絶滅してしまった彼らを取り戻すかどうかは私達の技術と気

持ち次第であり、今後じっくりと吟味する必要がある。そのため、私は「倫理的問題」を×とした。 

 ディ・エクスティンクション計画を実行するには、資金や技術だけではなく、それぞれの種の歴史、

生態、行動も解明しなければならない。もちろん、絶滅した原因は「おそらく」ではなく、はっきりと

正解を出す必要があるのだ。私は、ディ・エクスティンクションの研究や計画実現には最先端の技術で

解明に挑む研究者だけでなく、絶滅種の全貌を知りたいと思う、専門家ではない一般人の熱意も大切だ

と考える。もし計画を実行するのならば、研究を重ねることで浮かび上がってくる様々な倫理的問題を

ひとつひとつ解決していかなかればならない。 

 これらのことから、私は絶滅種は復活させるべきではないと考えた。リスクが大きすぎるのだ。しか

し、同時に彼らを研究することで得られるものもたくさんあることも分かった。そのため、これからも

彼らの研究を続けてほしいと思う。 

 だから、私が考える一番優先すべきことは、「今を生きる絶滅危惧種の保護をし、絶滅を食い止める

こと」である。私たち一人ひとりが絶滅危惧種の危機的な状況を把握し、環境保全のための努力をする

ことで、少しでも絶滅を食い止めることができるのではないか、と思っている。 
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(最終閲覧日：2021年 2月 2日) 

5分でわかる高度経済成長期！始まりと終わり、公害などの影響をわかりやすく  

honcierge.jp › 教養 › 現代社会・社会課題 (最終閲覧日：2021年 1月 25日) 

科学と環境年表 www.env.go.jp › council › ref02 (最終閲覧日：2021年 1月 8日) 

3-4 世界の二酸化炭素排出量の推移 - JCCCA 全国地球温暖化防止活動推進センター 

www.jccca.org › chart › chart03_04 (最終閲覧日：2021年 1月 8日) 

地球温暖化が進む 9つの原因とは？-22世紀を生きる君へ 22nd-century.jp › 環境問題  

(最終閲覧日：2021年 1月 8日) 

IPCC第 5次評価報告書 3-4 世界の二酸化炭素の排出量の推移 www.jccca.org›chart›chart03_04  

(最終閲覧日：2021年 1月 8日) 

Deforestation-Wikipedia   https://en.wikipedia.org/wiki/Deforestation (最終閲覧日：2021年 1月 8日) 

https://www.bbc.com/news/science-environment-54091048 (最終閲覧日：2021年 1月 8日) 

・(4)-④ 

絶滅した動物一覧 - Wikipediaja.wikipedia.org › wiki › 絶滅した動物一覧 (最終閲覧日：2021年 1月 12日) 

野生生物種の絶滅 - 山形大学医学部 www.id.yamagata-u.ac.jp › EPC › syu (最終閲覧日：2020年 12月 13日) 

・(5)-① 

「マンモス復活」狂騒曲の舞台裏 - NHK クローズアップ現代＋ (最終閲覧日：2021年 1月 15日) 

https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4290/index.html 

科学の森：マンモス復活に挑む クローンやゲノム編集技術で (最終閲覧日：2021年 1月 15日) 

https://mainichi.jp/articles/20190523/ddm/016/040/014000c 

最古のマンモス DNA 解読 100 万年以上前、シベリア凍土の歯 国際チーム (最終閲覧日：2021 年 2 月 23

日) 

https://news.yahoo.co.jp/articles/a871cb552081a03fa04cb98d6e59e83a3704010a 

・(5)-② 

絶滅した動物種で初のクローン作成 | ナショナルジオグラフィック (最終閲覧日：2021年 1月 15日) 

natgeo.nikkeibp.co.jp › nng › article › news 

Photograph by Enrique Aguirre/Getty Images (最終閲覧日：2021年 1月 15日) 

・(6)-① 

ついに恐竜の化石から DNAとタンパク質が初検出 ... - ナゾロジー nazology.net › 人文学 › 歴史・考古学 

(最終閲覧日：2021年 1月 8日) 

今回の研究に使われたヒパクロサウルスのイメージ/Credit:The Dinosaur Database  

(最終閲覧日：2021年 1月 15日) 

Credit:National Science Review (最終閲覧日：2021年 1月 15日) 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Deforestation
https://dinosaurpictures.org/Hypacrosaurus-pictures
https://academic.oup.com/nsr/advance-article/doi/10.1093/nsr/nwz206/5762999


・(6)-② 

英語で読む「TED Talks」2018 年 5 月 12 日土曜日 ニワトリから恐竜をつくろう【チキノザウルス】 

tedtalks-english-japanese.blogspot.com › blog-post (最終閲覧日：2020 年 10 月 30 日) 

・(7)-① 

地球史を生きた生物、恐竜について park.looktour.net › national-park-info › 地球創世物語  

(最終閲覧日：2021年 1月 15日) 

福井県立恐竜博物館 FPDM: 恐竜・古生物 Q&A - 恐竜が生きていたときの地球の気候は？ 

www.dinosaur.pref.fukui.jp › dino › faq (最終閲覧日：2021年 1月 15日) 

恐竜が最も栄えたジュラ紀 | NHK for School (最終閲覧日：2021年 1月 15日) 

www2.nhk.or.jp › school › movie › clip 

氷河期ってどのくらい寒かったの？最終氷期の平均気温が明らかに（米研究) (最終閲覧日：2021 年 1 月 15

日) 

news.nicovideo.jp › 「ネット・科学」のニュース 

・(7)-③ 

IUCNとは - IUCN日本委員会 http://www.iucn.jp/about-iucn/about/iucn/iucn (最終閲覧日：2021年 1月 22日) 

The Chickenosaurus - Dinosaur Culture dinosaurculture.com › chickenosaurus  

(最終閲覧日：2021年 1月 22日) 

Star Wars and Dinosaurs https://dinosaurculture.com/star-wars-and-dinosaurs  

(最終閲覧日：2021年 1月 22日) 

The increasingly realistic prospect of 'extinct animal' zoos - BBC Future (最終閲覧日：2021年 1月 22日) 

https://www.bbc.com/future/article/20180328-the-increasingly-realistic-prospect-of-extinct-animal-zoos 

ペットのクローン販売、中国で拡大 犬 580万円、猫 380万円の依頼続々 (最終閲覧日：2021年 1月 15日) 

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/601947/ 

Who Pays for Dino Research? | Science | Smithsonian Magazine www.smithsonianmag.com 

(最終閲覧日：2021年 2月 2日) 

・(7)-④ 

書籍『絶滅動物は甦らせるべきか？』ブリッド・レイ著 高取芳彦訳 
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広島大学附属福山高等学校 
5 年「提言Ⅰ」 

 

ジェネリック医薬品の普及に関する課題 

 

5年Ｄ組 33番 中川  永留美 

 

1.前書き 
 以前薬局に処方箋を持って行ったとき医者から出されている薬をジェネリックに変更するかと聞か

れたことがある。「効果は同じで値段が少しだけ安くなる」と言われたのでジェネリックを選択した

が実際どのような仕組みで安くなるのか、本当に信用できるものなのか、日本ではどれくらい普及し

ているのかなどを調べていこうと思う。日本では医療費の高騰が騒がれている中、ジェネリックの普

及がその抑制に効果を発揮するのだろうか。 

 

 

2.ジェネリック医薬品とは 
 新薬(先発医薬品)の再審査期間、物質(成分)特許期間満了後、新薬と効き目が同等であることを証明

する様々な試験、①規格試験(原薬・製剤の品質確保)、②安定性試験(加速・長期保存)、③生物学的

同等性試験(溶出試験、ヒト BE試験)を実施し、厚生労働省の承認を得て製造・販売する医薬品のこ

と。専門的には後発医薬品と呼ばれる。 
 「ジェネリックのほうが安い」と一般的に言われるのは、新薬は開発に長い年月を要するため、開

発費が高くなるのに対して、ジェネリック新薬をベースに開発されるためその期間が短くなり、かか

る費用も少なくなるためである。 

  
 処方せんを確認して、「変更不可」欄に「✓」または「×」が付いていない場合は、ジェネリック

医薬品へ変更することができる。ただし薬局で変えられるも 

の、医者の指示がなければ変えられないものがあるた 

め薬剤師への確認が必要。ジェネリック医薬品希望カードというものもあり、これを薬局で提示するという方法も

ある。 

 

 

3.ジェネリックのメリット 

(1)患者側のメリット 
・医療費が安くなる。 
 ジェネリックを使用すると新薬を利用するのと比べて薬剤費が平均約 2～7割安くなる。ただし、こ

れは慢性的な疾患（長期的な服用が必要となる）場合で短期的なものはほとんど変わらない、もしく

はジェネリックのほうが高くなる場合もある。 
・飲みやすく工夫されているものがある。 
 先発医薬品よりも錠剤が小さい、苦味を改善して服用しやすくするなど、形状や大きさが工夫さ

れ、先発医薬品と同等以上の飲みやすさが保たれたものがある。 

 
（2）行政側のメリット 
・医療費の削減 
国民医療費総額における薬剤費の比率は約 20％。上では慢性的な疾患にはジェネリックの薬剤費削減

効果は大きいと述べたが、近年生活習慣病が社会的な問題となるほど取りざたされているためこの患

者がジェネリックを使用することで効果を発揮することが期待されている。 

 

4.ジェネリックの普及における現状 
(1)ジェネリック普及率の推移 
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 厚生労働省では平成 25 年 4 月に「後発医薬品

のさらなる使用促進のためのロードマップ」を

策定し、さらに平成 27 年 6 月の閣議決定におい

て、平成 29 年央に 70％以上とするとともに、平

成 30年度から平成 32年度末までの間のなるべく

早い時期に 80％以上とする、新たな数量シェア

目標が定められた。その後、平成 29 年 6 月の閣

議決定において、「2020年（平成 2年）9月まで

に、後発医薬品の使用割合を 80％とし、できる

限り早期に達成できるよう、更なる使用促進策

を検討すると再制定された。 
 日本ジェネリック製薬協会が行った[図 1]のデ

ータを見ると、年々ジェネリック医薬品の普及

率は増加していることが分かる。2020 年 6 月 30

日に発表された最新のジェネリック普及率(2020 年(令和 2 年)1 月～3 月)は 78.5％(日本ジェネリック

製薬協会調べ）であることから目標を着実に達成してきてはいるが未だ 80％には届いていない。 

 

 
(2)日本と諸外国の普及率比較 

 日本が独自に定めている目標に対しては普及

率が伴ってきていることが分かったため、諸外

国におけるジェネリックの普及状況について調

べてみることにした。 
  厚生労働省が発表したグラフ[図 2]による

と、諸外国に比べて高い水準にあるとは言えな

いものの、普及率の伸びは大きいため取り組み

に対して一定の評価ができる。 
アメリカではその普及率はすでに９割を超えて

いる。アメリカで普及が拡大している理由とし

ては 、「後発 医薬品へ の代替法 (Generic 

Substition Law)」によって、薬剤師の判断で先

発医薬品を後発医薬品に変えられえること、

「ハッチ/ワックスマン法」によって後発医薬品の使用承認までの過程が簡素化されたことなどがあげ

られる。  

 

 
(3)国内でのジェネリック普及率格差 
 国内全体を見るとジェネリック普及率は

年々伸びており、目標値に近い数値で推移

してきた。その一方で、地域ごとにその普

及率を比較すると格差が大きくあることが

分かった。協会けんぽが調査した都道府県

別のジェネリック医薬品使用割合のグラフ

[図 3]から最も普及率の高い沖縄県は

88.3％、最も低い徳島県では 71.5％と

16.8％の差がある。 
 沖縄県での普及率が高い要因としては一人当たりの県民所得が全国で最も低いことや米国統治下に

あった時代は、一旦患者さんが医療費全額を払い、後から自己負担分を差し引いた額が返金されてい

たため、高齢者を中心に低価格の医薬品を求める県民が多いとする説もあるが、県が早い段階から県

内の自治体、医療機関、調剤薬局が協力体制を敷き、ジェネリック医薬品の普及に取り組んできたこ

とも事実だ。例えば医師から「変更不可」との指示がない処方箋については薬剤師が患者にジェネリ

ックを使うメリットを積極的に行ってきた。また、県立病院が院内向けに採用したジェネリック医薬

品の品目情報のリストを地区薬剤師会に提供しており、会員である薬局が同じ銘柄を揃えることがで

[図 4] 

 

[図 1] 

 

 

[図２] 

 

[図 3] 
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きるので、在庫管理の負担軽減や患者さんの不安軽減につながる。それでも、複数の医療機関からの

処方箋応需によって、品目数の多いジェネリック医薬品の不動在庫が増えがちなことから、「不動在

庫・備蓄ネットワークシステム」を導入し、会員薬局間で不動在庫となった医薬品の買い手を探すサ

ービスを導入するなどの取り組みも行われてきた。 
 徳島県での普及率が低い要因としては大手調剤薬局が他県と比べて少なく、県内展開の小規模薬局

が多いことが挙げられる。小規模薬局では不動在庫となりやすいジェネリック医薬品を種類多く揃え

ることが経営的に難しい傾向にある。また全国健康保険協会徳島支部によると、県内の大学病院前薬

局はジェネリック医薬品の使用割合が 3～4 割程度と低迷していることも理由の 1 つとなっている。ま

た院内処方割合が 33.6％と全国で 6番目に高いことも要因だ。 

 

5.患者・医師・薬剤師の使用割合とジェネリックに対する意識 
 ここまで調べてきた中で、ジェネリックが普及している国、地域では医師・薬剤師が積極的に患者に

ジェネリックへの交換を薦めていたことが分かった。しかし、現場の全ての医師・薬剤師ができるだ

けジェネリックを処方した方が良いと考えるならば、普及率はもっと高くあってもいいはずだ。そこ

で、医師・薬剤師、そして患者のジェネリックに対する意識を調べてみることにした。 

 
（1）医師への調査 
 [図 4]は株式会社プラメドが 2015年インターネ

ットアンケートモニター登録医師 953名に行った

アンケートの結果である。 
 どのような場合に患者にジェネリック医薬品を

処方するかという質問に対して「患者さん自身

に、ジェネリック医薬品を選択してもらうように

している」が 34.2％で最も多く、「品質や効果

に不安がないジェネリック医薬品は、指定して処

方するようにしている」が次いで 27.6％だっ

た。その他の回答の中には「原則は先発医薬品

で、患者さんが経済的な理由で強く希望する場

合」「外来の場合は院外薬局に任せ、入院場合は

病院の指定どおりに処方する」「AG(オーソライズドジェネリック)は積極的に勧めることが多い」と

いうものがあった。その他の回答から見てもわかるが、外来診療においては最終的に患者が薬を受け

取るのは薬局であり、特定のものを除いては薬局でジェネリックに変更できるため医者が積極的にジ

ェネリックを勧めているわけではないようだ。 

 続いて、ジェネリック医薬品に対する意識を調

査したグラフ[図 5]を見ると 6 割以上の医師が

「品質に不安がある」と回答した。（「大変そう

思う」、「そう思う」と答えた人の合計）そのよ

うな医師の意見としては、全てのジェネリック薬

品が、先発品と同じ効果があるとは思えない。も

しも、問題があった場合、誰が、責任を持つの

か。その時の、保証は誰がするのか。そこのとこ

ろを、はっきりして欲しい。情報提供が少なく、

信用できない。といったものが多くみられた。そ

の一方で、「医療費削減のために処方すべき」と

回答した医師も６割以上であった。 
 また、「患者は先発品の処方を希望している」

と回答した医師が約 20％と他の回答に比べて少ないことから、患者側は新薬に固執している人は比較

的少ないのかという疑問に至った。 
 

 

 

（2）薬剤師への調査 

 

[図 4] 

 

 

[図 5] 
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 [図 6]は厚生労働省が平成 25 年から 29 年にかけ

て全国の調剤薬局に行ったアンケートの結果であ

る。平成 29 年度の調査を取り上げると「全般的

に、積極的に後発医薬品の説明をして調剤するよ

うに取り組んでいる」が 68.3％で最も多く、次い

で「薬の種類によって、後発医薬品の説明をして

調剤するように取り組んでいる」が 16.1％、「患

者によって、後発医薬品の説明をして調剤するよ

うに取り組んでいる」が 11.0％、「後発医薬品の

説明・調剤に積極的には取り組んでいない」は 

3.6％だった。また、「後発医薬品の説明・調剤に

積極的には取り組んでいない」と回答した薬局に

対して、後発医薬品に関する不信感の有無を尋ね

たところ、「ある」が 62.5％（24 施設中 15 施

設）だった。(3)でも記述するが、薬局による積

極的な働きかけがジェネリック医薬品の普及に

大きく貢献していると言えるだろう。 
  次に[図 7]は東京都が令和元年 9月から 10月

にかけて行ったアンケート結果である。「後発

医薬品に不安感がありますか」という問いに対

して全回答数 868のうち「どちらともいえない」

が 46.1％、「ある」が 27.4％、26.5％が「な

い」と答えた。「どちらともいえない」、「あ

る」と答えた 73.5％、６３８の回答者は「添加

物の違いに不安がある」「先発医薬品との効果

の違い」といった薬そのものに対する不安を多

くあげ、次いで「品質、有効性、供給に関する

情報量が不足している」という意見があげられ

た。 

  

 
（３）患者への調査 
  東京都が調査の対象となった薬局を訪れた患

者計 4400 人にジェネリック医薬品に対する意識

調査をしたところ、回答数 1425 に対して「先発

医薬品からジェネリック医薬品に変更したこと

がある」と答えたのは約 74％（1018 人）でこの

うち変更したきっかけとして最も多かったのは

「薬局からの説明」で82.2％だった。[図 8]この

調査から宣伝物や文書ではジェネリックへの変

更の働きかけにはあまりなっていないように思

われる。 
 また、「ジェネリック医薬品の変更を申し出

たことがない」と答えた人（724 人）が申し出た

ことがない理由として最も多かったのは「医師

 

[図 6] 

 

[図 7] 

 

[図 10] 
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や薬局の判断に任せているから」で 34.3％だった。[図 9]一方ジェネリックを希望していない人、つま

り「ジェネリック医薬品を希望しないから」と答えた人は 19.2％となっている。 

 ２つの結果から自ら強く希望してジェネリッ

クに変更をしたいというわけではないが、薬局

で説明を受けて変更を勧められればジェネリッ

クに変更するという患者が多いと考察できる。 

 

6．最後に 

 以上の研究からジェネリック医薬品は普及が

拡大しているものの、地域間での普及率格差や

医療従事者のジェネリックに対する不信感、患

者が自ら希望して先発医薬品に変更することが

少ない、など複数の課題があることが分かっ

た。これに対して、さらなる普及率の拡大とともに地域間での普及率格差を埋めるために強制力が必

要なのではないかという結論に至った。アメリカで普及率が高い水準を保っているのは医師、薬剤師

の判断によって原則ジェネリック医薬品を患者に処方することが定められているからであり、これを

日本でも導入することを提言したい。しかし、医師からのジェネリック医薬品に対する不安が大きい

現在の状況ではこれを導入することに多くの反発があることは容易に想定できる。よって、オーソラ

イズドジェネリックの流通量を増やし、先発医薬品でなければならない時以外は原則従来のジェネリ

ック医薬品かオーソライズドジェネリックにするというのが最良なのでなないだろうか。 

 オーソライズドジェネリックとは、「新薬メーカーから許諾を得て製造した、原薬、添加物および製

法等が先発医薬品と同一のジェネリック医薬品や、特許使用の許可を得て、優先的に先行して販売で

きるジェネリック医薬品」のことで、(5)-1 のアンケートでもあったように先発医薬品と原薬、添加

物、製法が同じものであれば医療従事者からの安心感も強い。年々承認、販売されているオーソライ

ズドジェネリックは増加しており、安定して大量供給できるようになればジェネリック医薬品の普

及、ひいては医療費の削減に大いに貢献するとみられる。オーソライズドジェネリックが現在どれほ

ど流通しているのか、どのような場合にオーソライズドジェネリックが選択されているのかなどこれ

については今後より深く調べていきたい。 

 少子高齢化社会に生きる私たちにとって、医療費の高騰は免れられない問題だ。しかし、ジェネリ

ック医薬品のような技術によってそれを少しでも抑えようという動きが各機関でなされている。わた

したちもできるだけジェネリック医薬品を選ぶなどして、医師や薬剤師に“任せっきり”の医療から脱却

しなければならない。 
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死刑制度を廃止するには 

                            5 年 D 組 34 番 難波市恵 
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1.はじめに 

 死刑とは、「犯罪人の命を絶つ重い刑罰」であると Oxford Language には定義されており、日本は死

刑を存置している国の一つである。2019 年の時点で、すべての犯罪に対して死刑を廃止している国は

106 か国、通常犯罪のみ廃止している国が８か国、事実上廃止国が 28 か国となっており、存置国は 56

か国である。この数字を見ると存置国はそれほど少なくない、と捉えることもできるが、今から 30 年前

の死刑存置国の数の方が多かったという状況と比べてみると、格段に減ったということが分かるだろう。

そして、今現在の日本では、精神・知的障害者数人に対する死刑も維持されており、彼らに対する死刑

は国際法・国際基準に違反しているため、重大な懸念がある。私がこのことについて調べようと思った

理由は中学校の頃に課題として出された新書の最初の章にヨーロッパの死刑制度や刑務所の様子につい

て書かれたのを読んだからである。そこから少し興味はあったものの、調べる機会がないままだったが、

今回提言で自分の好きなテーマについて調べて、提言ができるということで、しっかり調べてみようと

思った。そして私はこの論文で、死刑を廃止すべきではないか、という考えを示す。2.になぜ死刑を廃

止すべきと私が考えるのか、3.に今の日本の死刑制度を取り巻く現状について、そして 4.に私が死刑を

廃止するためにすべきだと思うことについて述べていく。 

 

2.なぜ死刑を廃止するべきだと考えるか 

 まず初めに死刑制度についての私の考えを一言でまとめるとすると、「死刑制度にメリットはほとん

どない」から、死刑は廃止してもよいのではないかということだ。では、死刑制度を廃止するメリット

について詳しく述べてたいと思う。 

１．死刑に犯罪抑止力はない 
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 今までの研究や事実からは、死刑には犯罪抑止力があるということは、証明されていない。すでに死

刑を廃止しているカナダ、フランス、オーストラリアの 3 つのグラフを見ながら説明していきたい。図

1、図 4、図 5 はそれぞれの国と日本の殺人事件発生率を比べたものである。まずは、1966 年に一部の

特殊犯罪を除き、一般犯罪などに対する死刑が廃止されたカナダについてみていく。図 1 を見ると、死

刑が廃止された 1966 年までは大きな変動のなかった殺人事件発生率が、1975 年にかけての 10 年にか

けて増加している。図 2 はカナダの 1960 年から 2020 年までのインフレ率、図 3 はカナダの 1962 年か

ら 2017 年の人口 10 万人当たりの認知犯罪件数を表している。この二つを見るとわかるように、殺人事

件発生率が増えたのと同じ時期に窃盗等の犯罪件数も増加しており、カナダ統計局はインフレ率が犯罪

件数の増減に影響を与えているとみている。これを踏まえると、このグラフのみから、カナダでは死刑

廃止が殺人事件発生率を増加させたと断定するのは不可能であると考える。次に、1981 年に死刑が廃止

されたフランスについて見ていく。死刑が廃止された当時のフランスの世論は、日本ほどはいかないま

でも、死刑存置派の割合のほうが多く、存置派が多い中で死刑廃止が決定した一つの国でもある。その

ようなフランスでは、死刑が廃止されてから 3 年間は殺人事件発生率が増加したものの、1984 年以降は

徐々に低下している(図 4)。最後に、オーストラリアについて見ていく。オーストラリアでは、1922 年

にクイーンズランド州で死刑制度が廃止されて以降、州ごとに廃止が進み、2005 年には全州で死刑制度

が廃止された。2010 年には、連邦政府は今後一切死刑を課すことを禁じた。図 5 を見ると、1995 年か

ら 2002 年まで殺人事件発生率は、1.5％から 2％の間で前後している。その後全州で死刑が廃止された

2005 年までの間に 1.5％をきるようになり、そこからは横ばいになっている。 

 この三ヶ国を見てもわかるように、死刑廃止後、殺人事件発生率が増加したケースもあれば、殺人事

件発生率がほぼ横ばいを記録しているケースもあり、一概に死刑に犯罪抑制力があるとは言えないこと

がわかる。 
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図 1https://www.seiunkai.net/images/library/ronbun/2017/2017_4.pdf(2021 年 1 月 20 日参照) 

 

図 2https://jp.tradingeconomics.com/canada/inflation-cpi 

(2021 年 1 月 21 日参照) 

 

図 3https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190722/cg-a002-eng.htm(2021 年 1 月 21 日参照) 

 

- 435 -

https://www.seiunkai.net/images/library/ronbun/2017/2017_4.pdf
https://jp.tradingeconomics.com/canada/inflation-cpi
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190722/cg-a002-eng.htm


 

図 4https://www.seiunkai.net/images/library/ronbun/2017/2017_4.pdf(2021 年 1 月 20 日参照) 

 

 

図 5https://www.seiunkai.net/images/library/ronbun/2017/2017_4.pdf(2021 年 1 月 20 日参照) 

 

２．もし冤罪だった場合 

 今までもいくつかの事件で死刑判決を下された方が再審を請求して無実を勝ち取っている。もし、そ

の事件で被告人が死刑判決を下され、すでに死刑が執行されていたら、これはもう取り返せない。少々

の誤判があるのは当然のことかもしれないし、誤判があって構わないという人もいるかもしれないが、

誤判の可能性がないと言い切れる人はいないだろう。その点でも、この問題はそれに加えて、私は一度

死刑を宣告された人の社会復帰の難しさも多いと考えている。死刑を宣告された方の中には、社会復帰

が困難になっている方もいる。袴田事件の元被告人である袴田巌さんは 30 歳で逮捕されて以来、2014
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年 3 月 27 日まで 45 年以上にわたり東京拘置所に収監拘束された。死刑確定後は、精神に異常をきたし

はじめ、親族・弁護団との面会にも応じない期間が長く続いた。その後は面会には応じるものの、拘禁

反応の影響による不可解な発言が多く、特に事件や再審準備などの裁判の話題についてはまったくコミ

ュニケーションが取れなくなっていた。袴田さんを支援する会などにより、クラウドファンディングで

約 1800 万円ほどの支援金が集まったものの、長年の拘置所生活で患った拘禁症状の影響は強くその精

神の症状はお金で解決できるものではない、と私は考える。そしてその冤罪を防ぐための再審請求まで

に時間がかかるという問題があるのに比べて死刑執行までの期間は短期化傾向、刑罰は厳罰化の傾向に

ある。そして再販請求中の確定囚でも死刑が執行されることもあり、これは防ぐべき問題であろう。 

３．その他の死刑を廃止するメリット 

 その他の死刑を廃止するメリットとして、私は二つほど挙げる。一つ目に、死刑執行には多くの費用

が掛かるということだ。一人の囚人を一般懲役刑で収監する費用は約 50 万円と言われているのに対し

て、死刑囚はその 3~4 倍かかるといわれている。死刑制度に懲役刑(囚人が社会貢献をして刑務所の維

持費となる収容コストを稼ぐこと)がないことと、死刑裁判はかなり慎重に行われるため裁判の回数が

どうしても多くなってしまうことが主な原因とされている。二つ目に、刑務官の精神的苦痛が挙げられ

る。刑務官も一人の人間である。そして、死刑とは結局人を殺す刑であることに変わりはない。ここで

は刑務官のみを挙げたが、実際に判決を下した裁判官にも苦痛が残る人はいる。そして、ノルウェーが

死刑を廃止した理由として、1 つ目に「死刑は、非人道的行為である」こと、2 つ目に「国が人殺しを禁

じておきながら、死刑で人を殺すことに矛盾がある」こと、そして私が 2-2 で述べたように、「無実の

人を誤って死刑にしてしまう恐れがある」ことを挙げている。 

 

3.日本の現状 

     ここでは、私がなぜ死刑を廃止すべきと考えるか、ということを踏まえて、現在の日本の現状につ

いてのべる。ここでまず、死刑制度に関する世界と日本の動向について示したい。 

廃止への世界的動向に逆行する日本 

 国連は、死刑執行停止を求め続けており、日本は国連から死刑廃止についての勧告を受け続けている。 

1948 ●世界人権宣言「すべて人は生命に対する権利を有する」 

 1989 ●国際人権（自由権）規約第二選択議定書〔いわゆる死刑廃止条約〕（現在 81 か国締約，日本は

未締約）  

1997 以降，毎年●国連人権委員会（2006 年国連人権理事会に改組）「死刑廃止に関する決議」 
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2007，2008，2010，2012 ●国連総会本会議 死刑存置国に対し死刑執行停止を求める決議 

日本弁護士連合会より 

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/shikeiseido_yesno.pdf(2021 年 1 月 31

日参照) 

 

1．世論 

 5 年ごとに実施されている死刑制度についての世論踏査を見ると、存置派がとても多くその割合は

2019 年時点で 8 割を超えている。この数字は、ほかの外国に比べたら非常に多い。平均は取れていない

が、ヨーロッパなどの国では、死刑を廃止する前の世論は、存置派が 6 割だったといわれている。ドイ

ツでは約 7 割 5 分、フランスやイギリスでも約 6 割である。このことを考えると、この 8 割という数字

は非常に高いことがわかる。もっと詳しくアンケートを取っていくと「揺らぎ」などは出てくるかもし

れないが、この数字をきちんととらえる必要もある。 

https://www.asahi.com/articles/ASN1K5WJ5N1KUTIL00G.html(2020 年 10 月 14 日参照) 

 

 

2．人間の尊厳に関する憲法の規定 
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 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/日本国憲法 

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ドイツ連邦共和国基本法 

(2020 年 10 月 6 日参照) 

ドイツのボン基本法と比べながら見ていく。ボン基本法には、第一条に人間の尊厳が掲げられている。

人間の尊厳について先に取り上げたのは国連憲章であるが、EU 基本権憲章にもかかげられ、EU 加盟国

の憲法にも浸透していった。一方、それに反して日本の憲法は少し異なっている。前文には「世界平和」

についての記載はあるが、先にあげたヨーロッパの憲法のように記載されているのは、第 11 条、第 13

条である。日本の天皇性について否定をしているわけではないし、天皇がそれほど大切ではないと考え

てもいないが、諸外国との憲法への記載の違いも一つの問題として捉えられるべきものだと考える。 

 

3．メディアの取り上げ方 
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 今の日本のメディアは被害者目線から事故事件を取り上げるものが非常に多いと感じる。現在の日本

には、弱いものに寄り添うなどの感情が多い、被害者遺族感情に思いをはせがちというところがある。

それを利用して、視聴者の獲得、視聴率の UP などを目的としたものが多くなっているのでは、と思う。 

メディアには、加害者をモンスター化したい、日本を保守化したい、多くの人を死刑にしたいなどとい

う意図などない。ただひたすらに視聴者や読者が求めるものを提供し続けた帰結として、今の形がある。

そうして日本のメディアは、海外のメディアについて知っているわけではないが、加害者の一部分だけ

を切り取って報道するところが多々ある。オウム関連の報道でも、被告人の発作のように現れる笑顔ら

しき表情を「遺族を嘲笑」と報道したのである。では、普通の人が普通に笑っていたらどのように 捉え

られるだろう。おそらく、たいていの人は何か良いことでもあったのかなと捉えるに違いない。そのよ

うな誇張された報道を見てほとんどの人が「加害者は悪者である」、「死刑にすべきだ」という思いを

抱くのは当然である。死刑存置が約 8 割を占めるという世論に左右されている、抗えないという部分が

ある。 

 

4．大衆心理 

 先ほどの「メディアの取り上げ方」でも１つの問題となった大衆心理、世論について。 

 多数を占める意見が正しいとは限らないが、今の日本では、そのような傾向にあるのではないかと思

います。ましてやそれが、多くで「悪」とされる「犯罪者」に対抗するものであると、なおさらなのだ

と思う。平等な水利を実現するためには村人全員の協調が必要だし、田植えや収穫も皆で協力する。場

を乱す奴は共同体から排除する。つまり村八分。多数派が形成する場の雰囲気に簡単に従属する日本社

会の現状は、このメンタリティと無関係ではない。死刑は究極の村八分ともいえる。人は不可視なもの

に対して恐怖を抱き、不安が強まり、早く敵を可視化したくなる。それが、身近では重大事件の加害者

であり、対外的には北朝鮮や中国となる。つまり仮想敵。可視化すればしたで、今度は具体的な恐怖に

あおられる。自分や家族を守りたいという自衛意識が起点になって、いつのまにか攻撃モードに入って

しまう。だから気持ちとしては正当防衛でありながら、視点を変えれば一方的な加害。 

 現代の日本の若者たちは、統治されることに対しての摩擦係数がとても低く、そのような民族性が、

悪化する体感治安を媒介に、より露骨になっている。そして、逆に、不安と恐怖が大きいからこそ、権

力に守ってもらうしかないと思うようになり、死刑存置を求める声が大きくなる。 
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4.死刑を廃止するために 

  ここでは、1．なぜ死刑を廃止するのが良いと考えるか、2．日本の現状から自分が考えた、死刑を

廃止するために結局すべきことは何なのかということを述べていく。 

情報を積極的に発信し取り入れること 

 先ほど述べたように、メディアの伝え方には偏ったところがあると考える。一つのことについて伝え

るときにどうしても偏った視点になってしまうのが仕方のないことなら、インターネットなどのもっと

気軽に情報を発信できる機器を使って、テレビなどの多くの人が映像とともに見ているものとは違う視

点を人々に投げかける。これは、どんなことに対しても大事なことだが、その出来事・問題の捉え方は

いろいろあるということ、多面性などのへの理解をもっと広げていく必要があると考える。いろいろな

社会問題は、多くのところで取り上げられているため、人々もそれについての知識を広げよう、視点を

広げようとすると思う。しかし、死刑の存廃の問題は、それほど大きくは取り上げられず、よってそれ

に関しての知識なども特別、持とうとしない。これは死刑制度に 8 割の支持があるということと比較し

て考えると、とても無責任なものではないかと思う。今、死刑について詳しく知っている人の割合はど

れくらいだといえようか。そのような死刑制度について詳しく「知らない」という人が多いからこそ、

周囲と同じような意見を持つような人が増え、意見、視点の偏りが生じる、大きくなるということがま

ず第一の問題だと考える。一方向からのみ簡単に論じることができないものだからこそ双方の努力が必

要である。よって、まずこのような問題があり、それに対してはこのような視点があるということをマ

スコミを通してでもインターネットなどのツールを使ってでも情報を発信して知ってもらうことが大事

だと考える。そしてそれを「知る」努力も同じく必要である。 

 

 

参考文献 

論文  

・現代社会学公開講座「死刑廃止に向けて」 秋本勝(2020 年 11 月 22 日参照) 

・ボン基本法における死刑の廃止について 田口精一(2020 年 11 月 5 日参照) 

・ヨーロッパの基礎「人間の尊厳」 鈴木幸(2020 年 11 月 16 日参照) 

・犯罪の身近さが死刑に対する世論に与える影響 大阪大学法学部国際公共政策学科学生(2021 年 2 月

20 日参照) 

書籍 
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・死刑のある国日本(2020 年 5 月~参照) 

サイト 

・http://www.asahi.com/ad/clients/rikkyo/taidan/taidan03_01.html(2020 年 12 月 8 日参照) 

・https://kikkuchi.com/archives/1549617.html#i-8(2020 年 12 月 20 日参照) 
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広島大学附属福山高等学校 

5年「提言Ⅰ」 

デロリアン実現計画 

タイムトラベルとエネルギーの方面から見た実現性 

 

５年 E組 1番 天崎 秀俊 

 

 

1序論 

映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」に登場するタイムマシン、デロリアンをより現実的かつ実

用的にする改良法を提言する。 

①デロリアンのスペック 

・全長   4,267mm 

・全幅     1,988mm 

・全高     1,140mm 

・車両重量   1,244kg 

・1回に必要な電力 1.21ギガワット（劇中より） 

・タイムトラベルに必要な速度 時速 88 マイル    (劇中より) 

 

②主な燃料 

ガソリン(走行用)、プルトニウム(part1のみ) 

Mr. Fusion (part2 以降):劇中で確認できる物としてバナナの皮とコーラ(缶も含む)が投入されている 

 

③タイムログ 

(1)タイムトラベラー：アインシュタイン   

 

1985 年 10月 26日午前 1時 20分→1985 年 10月 26日午前 1時 21分 

 

補給(プルトニウム) 

 

(2)タイムトラベラー：マーティ 

 

1985 年 10月 26日午前 1時 35分→1955 年 11月 5日午前 6時 15分 

補給(雷) 

 

(3)タイムトラベラー：マーテイ 

 

1955 年 11月 12日午後 10時 04分→1985 年 10月 26日午前 1時 24分 
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補給(プルトニウム) 

 

(4)タイムトラベラー：ドク、アインシュタイン 

 

1985 年 10月 26日午前 1時 45分頃→2015 年 8月 8日??時??分 

 

補給(ミスターフュージョン) 

 

(5)タイムトラベラー：マーティ、ドク、ジェニファー 

 

1985 年 10月 26日午前 10時 30分→2015 年 10月 21日午後 4時 29分 

 

多分なし 

 

(6)タイムトラベラー：ビフ 

 

2015 年 10月 21日午後??時??分→1955 年 11月 12日午前??時??分 

 

多分なし 

 

(7)タイムトラベラー：ビフ 

 

1955 年 11月 12日午後 6時 38分→2015 年 10月 21日午後 7時??分 

 

(8)タイムトラベラー：マーティ、ドク、ジェニファー、アインシュタイン 

 

2015 年 10月 21日午後 7時 28分→1985 年 A10月 26日午後 9時 00分 

  

(9)タイムトラベラー：マーティ、ドク 

 

1985 年 A10月 27日午前 2時 42分→1955 年 11月 12日午前 6時 00分 

 

(10)タイムトラベラー：ドク 

 

1955 年 11月 12日午後 9時 44分→1885 年 1月 1日午前 12時 00分 

 

(11)タイムトラベラー：マーティ 

 

1955 年 11月 16日午前 10時??分→1885 年 9月 2日午前 8時 00分 

 

(12)タイムトラベラー：マーティ 
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1885 年 9月 7日午前 9時 00分→1985 年 10月 27日午前 11時 00分 

 

2本論 

2-1 物理の理論においてのタイムトラベル  

まずはタイムトラベルの機構について未来に行く方法と過去に戻る方法に分けて考えていく。 

(ⅰ)未来に行く方法 

最も実現性の高い方法は高速で移動することによって発生する時間の遅れを利用することだと考える。

これは相対性理論によって証明されている現象であり T=T0√1-(v/c)² (※T0は運動する時間)によって

計算することができる。現在人類が作れる最速の乗り物であるパーカー・ソーラー・プローブの最高速

度の 692,000km/h をこれに代入してみても T0=1 の時 T≒0.99999979 と大した変化は見られない。タイ

ムログ(1)より犬のアインシュタインが 1 分だけ未来に行ったのできるだけ再現できる速度を求めてみ

る。劇中ではドクの時計とアインシュタインの時計はほぼ同時に時間がちょうど 1分遅れて変化してい

た。この間の誤差を 1秒と仮定するとアインシュタインが 1秒タイムマシンに乗っている間にドクの時

間は 60 秒進んだことになる、よって上の式で 

√1-(v/c)²=1/60 だと良いのでそれに必要な速度は 299,750,817m/s となり光速に近い速度が必要とな

り実現性は低い。パーカー・ソーラー・プローブの 700倍の速度である 4844000km/h だと√1-(v/c)²≒

0.89 となりある程度の実用性と実現性を確保できる。ここで飛行機パイロットと比較してみる。飛行機

のパイロットの生涯の目標フライト時間は 2万時間、速度は 1000km/h。これらより計算を試みたが値が

小さすぎて√1-(v/c)²=1と近似されて計算できなかったので下の資料を参考とすると 3×10⁻⁵秒の遅れ

が出ることが分かる。これより飛行機では実用的な時間の遅れは生み出せないことが分かる。 

 

 

(ⅱ)過去に行く方法 

過去に行く方法は光円錐の利用や宇宙ヒモの利用などの方法が考えられているが不可能だという見方

が強い。これはホーキング博士の考えた「時間順序保護仮説」によっている。これに反しないような方

法がワームホールを利用して歴史の似た過去の宇宙に行く方法だ。しかしこれは未来に行く方法に比べ

てはるかに実現性に欠けるができる可能性はある。 

 

2-2エネルギーの観点から 
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劇中では Mr.Fusionにゴミを入れてエネルギーを得ていた。ここで投入された物体の持つエネルギー

を出してみる。劇中から推測するにコーラの中身は約半分、バナナの皮は 2.5本分だとわかる。これ

らの合計質量は約 315gなので E=mc²より 2.83×10¹⁶Jと分かる。ここで仮にデロリアンが

4844000km/h で動いている時の運動エネルギーを出してみると mv²/2より 1.18×10¹⁵Jで Mr.Fusionで

ゴミの持つエネルギーを全て利用可能なエネルギーに換えられるとした時の約 1/20のエネルギーで

0.9の遅れを作れることが分かった。日本の 2019年の水力発電の年間可能発電電力量が

93,940,781MWh なので Jに変換すると 3.4×10¹⁷Jなので最低でも日本での約 1.5日分の水力発電の電

力を使えば可能なことがわかった。別の方法だとウラン 235の 1kgの核分裂反応で放出されるエネル

ギーは 8.2×10¹³Jなので 12.5kgのウラン 235があれば可能だとわかる。 

 

 

3結論 

乗り物を 4844000km/hまで加速させられ、かつそれに載せられる大きさの原子力発電が開発された

り、日本中の水力発電を 1日半貸し切ったり、Mr.Fusionのような装置が完成したりすれば未来へのタ

イムトラベルは可能だと分かった。しかし未来に行けても過去に行ける可能性が低いことがわかっ

た。 

 

4出典 

http://takumi296.hatenablog.com/entry/2013/06/23/032541 

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/エネルギーの比較 

https://www.bttp.info/physics/hawking-time-travel/ 

https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/10270_psp 

http://www.bttfriser.com 

http://www.oit.ac.jp/is/shinkai/seminar/200811/200811_maeda.pdf 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/hydroelectric/database/energ

y_japan002/ 
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広島大学附属福山高等学校 

5年「提言Ⅰ」 

 

学校掃除の在り方について 

 

5年 E組 2番 岩戸 大 

 

1. 序論 
  

 今年度は新型ウイルス感染拡大防止のため、数か月にわたって学校が休校になった。自粛期間中に私

たちの学校でも Google Classroom を利用したが、世間でもオンライン学習に注目が集まり、「学校の

意義」について様々な議論がなされていた。そこで私も「学校へ行く意味」について考えてみたいと

思った。しかし「学ぶ意味」そのものを考えるのはとても困難だと思われたので、この研究では「学

校掃除」に焦点を当ててみることにした。 

 この研究では学校掃除の意義（どうして大人は子供に掃除をさせるのか）を明らかにした上で学校

掃除の在り方について考える。私はこの研究を行うことで学校掃除の意義を確認することができ、学

校掃除に対する自身の考えを持つことが期待できると考える。なおこの研究では過去の研究の結果や

取り組みの成果を参考にし、それらをまとめた上で自身の考えを述べるという方法をとる。 

 

 

2. 本論 
  

序論で示した手順に従って学校掃除の意義を考えるにあたり、まずこれから議論する「学校掃除」

について定義しておく。ここでいう学校掃除とは生徒が強制的もしくは半強制的にさせられる掃除

（生徒の自主的な掃除行為、業者や保護者、教師による掃除は含まない）であるとする。 

 はじめに日本の学校掃除と海外の学校掃除を比較することで日本の学校掃除の目的を明らかにして

いきたい。ここではまず諸外国の学校掃除の実施状況を見ていきたいと思う。 

 

図 1 
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図 2     

 

 

 図 1のデータは各国の学校掃除の実施状況を示したものであり、

図２のデータは「各国の学校掃除に関する比較研究（1977）」

のなかで行われた調査の結果である。図 2 のデータは古いもの

だが、学校における学校掃除の在り方は伝統的なものであると

考えられるため、このデータも参考にする。 

 

「各国の学校掃除に関する比較研究（1977）」では各国の学

校掃除のパターンを清掃夫型（清掃府が学校の掃除を行ってい

る国）、清掃夫・生徒型、生徒型の３つに分けて考察している。 

図 1,2 のデータから、まず生徒が学校掃除をする国は少数派

であるということが読み取れる。また、生徒が学校掃除をして

いる国（生徒型の国）は主に東アジア、アフリカの発展途上国

のいずれかであるということも読み取れる。 

 

 生徒型の国が生徒に掃除をさせる理由としては①清掃夫型の

掃除がヨーロッパにおいてギリシア・ローマ文化の掃除観と結

びついていたのと同様に仏教国ないし歴史的に仏教的伝統を有

する国では仏教思想の掃除観が生徒による学校掃除を規定して

いるものであると考えられること、②教育的理由、③経済的理

由があげられている。下の図 3 は②について詳細を示したもの

である。 

 

 図 3 では半数以上の国が「清潔心の育成」「協調心の育成」

「公共心の育成」「労働の価値の学習」「健康習慣の育成」を

生徒に掃除を行わせる理由としてあげており、日本で学校掃除

が行われる理由も同様のものであると考えられる。 

 

 

 

 

 

図 3 

 
 

 

 上の推測を裏付けるため、日本の学校掃除の根拠となっている資料を探した。しかし、明確な根拠
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となるものはなく、学校カリキュラムの基準「学習指導要領」を解説するページに少しだけ記述があ

るだけのようだった。 

 図 4の記述から、学校掃除は学校の美化が目的というよりはむしろ社会性を身につけるのが主な狙い

であると考えられる。 

 

図 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より、私は 

 

 

 

 

 

 

以上の４点をより確実に達成できる学校掃除こそが学校掃除の目指すべき姿であると考えた。 

 

 

 これから過去の実践例をもとに、上で述べた４つの目的をより達成できるような掃除の在り方を考

えていこうと思う。 

 1 つ目の例として、ダスキンが掃除をテーマにした授業と、毎日 15 分の掃除活動を連携させ、（1）

子どもたちの意識・行動における変化、（2）学校の美化状況の変化、（3）子どもたちの家庭清掃へ

の影響、について検証した活動を見ていこうと思う。この活動は 2007 年に小学 6 年生 109 名を対象に

行われたものである。図 5のグラフから読み取れるように、この活動の前後の「掃除は好きですか？」

「掃除の時間に担当の場所で掃除をしていますか？」という質問に対する回答から、生徒の清潔心の

育成がなされたと読み取れ、それに伴って学校の美化もなされたと考えられる。この活動の中で行わ

れた授業は、まず掃除をすることの意義や現状について考えたのち、自分たちで掃除計画を立て実践

し成果を発表するというものだった。またこの活動に参加した教師は「授業と掃除時間を連携させて

進めたが、「知識や理解をした上で行動する」のと「知らないまま行動する」のでは、成果が全然違

うと感じた。」というコメントを残した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 

学校の清掃および生徒の清潔心の育成 

協調心、公共心、労働の価値の理解といった社会性の獲得 

健康習慣の育成 
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 2 つ目の例として、長野県下伊那郡松川町立松川中学校における「自問清掃」の取り組みを見ていく。

「自問清掃」は「無言清掃」と喋らないという点では似ているが，先生の指示に従がって無言で清掃

するだけの「無言清掃」に対して，「自問清掃」はやるべきことを自分で見つけて主体的に取り組む

ものである。そして無言でいるのは他者のやる気を邪魔しないためであり，口を閉じていると回りが

見えてきて色々なことに気づき，「気働き」ができるようになるとされるものである。この研究で

「自問清掃」を実施したクラスでは自らの心に問い、自ら判断して清掃を行うことができる生徒が多

くなったほかにクラスの団結や業成績の向上が見られた。 

 

ここまでダスキンの活動と「自問清掃」の取り組みを見てきたが、2 つの取り組みから生徒自ら考え

て掃除をすることで、より社会性をはぐくむことができると考えられる。そして生徒が自ら考えて掃

除をするために、掃除をテーマにした授業や「自問清掃」のようなきっかけを作ることが必要だと考

える。附属福山で行われている「校内外大掃除」もこのような動機づけの１つであろう。このような

動機づけとしてほかには、他学年とグループを組んで高学年を中心に考えて掃除をするというような

ことも考えられるが、どの動機づけにおいても「生徒が自分たちで考えて行動する」ためのきっかけ

づくりが大切である。 

 

 

3. 結論 
 

この研究で私は「学校掃除」の意義を確認し、そのあるべき姿とそれを実現するための外部からの

働きかけについて考えた。私は過去の研究および学習指導要領から、「学校掃除」の主な狙いは社会

性を身につけることにあるということを学び、「学校掃除」のあるべき姿は（1）学校の清掃および生

徒の清潔心の育成、（2）協調心、公共心、労働の価値の理解といった社会性の獲得、（3）健康習慣

の育成、に寄与するものであると考えた。また、このような「学校掃除」のあるべき姿を実現する方

法を考えるにあたり、ダスキンの活動と「自問清掃」の取り組みを見てきたが、2 つの取り組みから生

徒が自ら考えて掃除をすることでより社会性をはぐくむことができると考えることができた。そして

生徒が自ら考えて掃除をするために、掃除をテーマにした授業や「自問清掃」のようなきっかけを作

ることが大切だと考えた。 

 

 

４.引用・参考文献表 
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・図 2 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jces1975/1977/3/1977_3_37/_article/char/ja/ 

(2021/2/25) 

 

・図 3 

 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jces1975/1977/3/1977_3_37/_article/-char/ja/ 

  (2021/2/25) 

 

・図 4 

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019

/03/13/1387017_014.pdf（2021/11/24） 

 

・図 5 

https://www.duskin.co.jp/torikumi/gakko/instance/sixthgrader/（2021/1/19） 
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広島大学附属福山高等学校 

5年「提言Ⅰ」 

 

”ネット炎上”の歴史とその対策、そして今後の展望について 

 

5年E組7番新良貴啓太 

 

１．はじめに（課題） 

近年、インターネットでの炎上の中で、個人攻撃型の騒動の標的に小中高生がされることがス

マホの普及とともに増えていき、さらに、SNS規制法案の話が持ち上がっている昨今、、時代ご

とに過去の炎上やイベントを紐解くことで炎上を防ぐことができるのではないのだろうかと考

えた。 

 

２．本研究の目的とほうほう 

1990年代ら2020年代までを黎明期、掲示板の時代、SNSの夜明け、SNSの隆盛の4つの時代に分

けてその間で起こったことをは行けとともに考えて、そこから我々が学べることはないか考え

ていく。 

 

3-1．黎明期（～1995年5月） 

・この時代の出来事 

1980年代 パソコン通信の隆盛 

  80年代後半 BBS（電子掲示板）の設立・増加 

1990 www（ウェブ）サービス開始 

1990年5月 windows3.0発売 爆発的に売れる 

1995年8月 windows95発売 日本でも世界でも人気を博した 

1996年8月 - あやしいわーるど設立 顔文字文化など誕生 現在の掲示板につながるし

きたり、マナーが形成され始める 

1997年 荒らしが発生し始める  

1997年5月 農水省の掲示板を開くとオウム真理教の曲が流れるよう細工がされるとい

う農水省オウムソング事件が発生。国内初のサイバーテロと言われている。 主犯はあ

めぞうの利用者。 

1997年8月 あめぞう掲示板設立 

 

このころはまだインターネットがマニアックなものだったこともあり、あまり低年齢層

が入ってきておらず、アングラな雰囲気が全体に漂っていた。荒らしへの対応もきちん

としており、またその荒らしもコミュニティを形成していた。その点ルールがきちんと

あり、守られていたことで平和を保っていたことから、この時代からは、我々がきちん
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とルール（ネチケット）にのっとってネットを利用すれば波風立てず平和に使えるとい

うこと。 

 

3-2 掲示板の時代（1995年5月～2006年6月） 

・この時代の出来事 

1999年5月 - 2ちゃんねる設立  

2000年5月 西鉄バスジャック事件発生 犯人が書き込んでいたことから２ちゃんねる

が急激に知名度を上げる 

2000年9月 利用者の要望を受け2chの地域板から独立する形で地域密着型の掲示板であ

るまちBBS設立。 

2001年12月 ネット投票で決定、選出者が表紙を飾る米 TIME 誌の２００１年度の 「今年

の人」  の1位を田代まさしにしようと2ch住民が集団投票＆不正投票ツールを使って騒動に

なった 

2002年 タカラ社が2chのアスキーアートのキャラクターであるギコ猫を商標登録出願

して2ch全体で抗議運動が起きる（この後タカラ社は商標登録出願を取り下げ） 

2003年ころ 2chの書き込みをまとめ、そのページにつけられた広告で収入を得るアフ

ィブログが隆盛 板の文化に触れていないブログ住民が板へ流入し原住民を怒らせるな

どいくらかの負の効果をもたらした。 

2004年 facebook設立 

2004年6月 佐世保小6女児同級生殺害事件発生。 2chで犯人特定が行なわれる祭りに

なる 

2005年 youtube設立 

2005年5月 2chVIP板住民とアフィブログの戦争が勃発 この時問題視されたのは、「大手

ブログ同士の横のつながり」「VIPがブログの影響を受けている」ことである。自分が立て

たスレをたくさんの閲覧者のいるブログに載せたいがために、ブログを意識したスレッドし

か立たなくなってしまったことから原住民が憤慨、さらにブログ管理人がこぞって住民を馬

鹿にするような発言をした挙句、管理人による自演、スレッドの捏造、他人の書き込みで金

を稼ぐことなどが問題視され、管理人の個人情報特定、転載禁止の明記がなされた 

2005年9月 のまネコ騒動発生（ギコ猫商標問題ののまネコ版） 

2006 12 銚子電鉄ぬれ煎餅祭り（2chユーザーが銚子電鉄をぬれせんべいを買って買い支え

た） 

2006年3月 twitter設立 

この時代はインターネットがメジャーになり、少数ではあるが低年齢層の流入が始ま

り、また匿名掲示板がインターネットの主なコミュニティであり、その中で人口の多さ

から「祭り」というイベントで個人特定からゴミ拾いまでいろいろなことが行われた。

ただ、開けたと同時にいわゆるエコーチェンバーも発生しうることから排外主義＆極右

的な主張を行ういわゆるネトウヨという存在もこのころ発見された。また、知名度の増

加からインターネットで金もうけをしようという個人が発生し始めた。それに対抗した

運動は当時はまだ盛んに見られ、アングラの世界からは企業を排除しようという運動も

起こった。そして、所謂SNSが生まれたのもこの時代であり、この時代初期はまだメジ

ャーでもなく問題もあまりなかったが、利用者が増えるとともにこれからは功罪背負っ
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たツールとして登場する。 この時代の炎上は主に「集団を怒らせた個人/企業がよっ

てたかって攻撃を集団から受ける」ものだ。最初がネタ的な祭りでもたとえばネット投

票で企業が投票操作しているのがわかった瞬間ネタからこうげきへと変わる。 学べる

のは、集団を怒らせないようにするのが炎上回避の鉄則ということだ。 

 

3-3 SNSの夜明け（2006年6月～2014年7月） 

この時代の出来事 

2006年 12月 ニコニコ動画設立 

2007年 12月 嫌儲板設立 

2009 現在のなんｊの基礎ができる 

2010年3月 インスタ設立 

2011年３月 東日本大震災発生、デマがツイッターで飛び交り、拡散希望が問題にな

る。 

2011年3月 東海テレビが当選者の名前に怪しいお米セシウムさんと写し炎上 

2011年6月 twitch（海外の生配信サービス）サービス開始 

２０１２年１月 大手2ｃｈまとめブログにおける金儲け目的の対立あおりが問題にな

っていた中あるブロ\グが企業とのつながりを疑われ炎上、さらに食べログでのステマ

騒動も重なった上に大手ブログの一つが板住民を挑発、個人情報を特定される 

2012年3月 なんｊで八神太一というハンドルネームを付けたユーザーが特定される

（個人の起こした史上最大の炎上と言われる） 

2012年7月 既婚女性板にて大津小いじめ事件の犯人特定騒動が起きる 

2013年 歌い手と呼ばれる歌のカバー動画の投稿をメインにした投稿者の問題発言、行

動による炎上が増える 

2013年夏 mixiからtwitterへの移行が進む中twitterがクローズドな環境と間違えた投

稿者たちがバイトテロとも言われる迷惑行為写真のアップロード→炎上という事案が

多々発生、テレビにも取り上げられる 

2014年1月 STAP細胞騒動 

2014年2月 佐村河内守ゴーストライター騒動 

2014年2月 恒心教徒がポケモンの画像に見せかけた時間がたつと殺害予告などが表示

されるgifをまとめサイトがまとめてしまい炎上する中、管理人がドメインを本名で登

録していることが発覚、一気にアフィブログ管理人を特定する作業が始まり、のべ80以

上のサイトの管理人が特定を喰らい、10以上のサイトが閉鎖北海道大学にアフィブログ

ネズミ講サークルの存在が確認されいろいろな界隈を巻き込んだ大炎上になる 

2014年 配信者の犯罪（柏市連続通り魔殺傷事件・クラッカー投げ込みでの威力業務妨

害、３Ｄプリンターで製造した拳銃所持による銃刀法違反など）が報道される。 

2014年3月 2ｃｈの運営の実権をジム・ワトキンスが握る 

2014年6月 人気ゲームの二次創作ボイスドラマの声優に灯油をぶっかけ燃やすという

趣旨の殺害予告をした男が逮捕 

2014年7月 野々村竜太郎騒動 
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この時代はinstagramやtwitterのようなSNSがインターネット文化の主流をなすように

なり、現実への影響度が飛躍的に増加した。それと同時に掲示板の影響力が弱まり、企

業の介入も増えた。ただ、ネットを使い慣れていない大人世代がネチケットを学習せず

にSNSで炎上する、という事案も多数発生、さらにmixiからtwitteへの移動で発生した

バイオテロラッシュはサイトの規約や仕組みをよく理解していなかった層が、もとから

表に出たらいけないが仲間内でのノリでやったことがあかるみにでてえんじょう、とい

うこともある。さらにyoutubeなどでは、先に手を付けた人たちがあらかたおいしいと

ころをとっていってしまい後続が炎上覚悟で知名度上げのために過激なことをすること

も社会問題と化した。 金が絡むと人間おかしくなってしまうのだろうか。 さらにこ

の時代はインフルエンサーの犯罪や大量のファンを背景にした横柄な態度・行動が起こ

り始めた頃だ。 その報いとしてユーザーがそのインフルエンサーを燃やすのはのちの

時代でもよく見られる光景だが、だんだんと時代が進むにつれて、正義をはき違えた人

間が参加したりして炎上が違う方向に進んでしまうことが多々ある確率が増えていく。 

この時代から学べることは、SNSを使うときは大きなリスクがあることを承知し、かつ

知名度があるからと言っておごってはいけないということ、そして仲間内のネタを投稿

しようということはワンテンポおいて見直してから投稿する、金儲けの誘惑に惑わされ

ないということだ。 

 

3-4 SNSの黄金期 

・この時代の出来事 

2014年7月 イリノイ州でtumblr（海外ブログサービス）ユーザーの集まりであるdashc

on開催。参加費の割に合わない内容、詐欺疑惑などの騒動を起こす。 

2014年12月 東京駅100周年suica暴動事件（限定版suicaをもらおうとやってきた客が

押し寄せ大混乱） 

2015年1月 爪楊枝少年（店頭の商品につまようじで穴を開けたという動画を投稿した

後警察を挑発しつつ逃亡していた当時19祭の少年）逮捕 その後「店頭での悪戯を撮影

し動画サイトに投稿する」行為がブームになる 

2015年 海外のcon（ネットコミュニティのリアルでの集まり）で最も災害的といわれたrei

nfurrest開催、ホテルに多大な被害をもたらす 

2015年5月 ドローン少年騒動 

2016年8月 超貧困jkうらら騒動（貧困女子高生としてテレビに取り上げられたが自業自得

だと批判を受け炎上） 
2017年 8ｃｈでＱアノンのデマが拡散し出す サーバー停止を喰らうが当時のサイト管理

者ジム・ワトキンスは8kunを設立 

2017年 - 山田哲人のホームラン級ボールをフェンス外から取りホームランを消した子

供が本名特定される 

2017年5月 無実の痴漢を疑われた男性が線路に脱出するも列車にはねられ死亡し、さ

らに虚偽の申告を行った女性は逃走するという事件が発生する。ネット上ではツイッタ

ートレンドに1日中「痴漢冤罪」が入るレベルで話題になる 
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2018年1月 ローガン・ポール（海外youtuber）がフジ樹海にて自殺したとみられる遺

体を発見し、ショックを受けつつも冗談を口にする等した様子を自身のYouTubeチャン

ネルで公開、大炎上 

2018年 保守速報が200万円の支払いを命じられる 

2019年 某アニメの開発陣入れかえ関連で角川が大炎上 

2019年 100ワニ騒動（twitterでの漫画の終了と同時にタイアップが多数発表されたこ

とでネット上で「電通（広告代理店）の差し金だ」と炎上した） 

2019年 保守系サイトに扇動されて弁護士に懲戒請求をした集団が正当な理由でなかっ

たことから逆訴訟を喰らう 

2019年10月 富士登山を配信していた配信者が配信中に滑落し死亡するという事件が発

生 

2019年１０月 あおり運転の動画に映っていた「ガラケー女」の特定がネット上でされ

るがそれが誤爆でありそれを議員がツイートしたこともあり問題に 

2020年 配信者の信者とネット上の集団が戦争状態に、信者側の少年たちが特定をさ

れ、その情報と引き替えに集団の要求をのむように命じられる、信者の個人情報ととも

に大学などの各所に殺害予告・爆破予告などが大量に送られる等の余波を生む 

2020年5月 ジョージ・フロイド氏の死をきっかけにBLM運動発生、ミネアポリスで暴動

発生、配信者のジェイク・ポールが便乗して盗みを働き逮捕される 

2020年 ジム・ワトキンスがＱアノン関連の政治団体設立 

2020年 Qアノンを信じる上院議員誕生 

共和党支持者の56%がQアノンの提唱するディープステートの存在を信じる状態へ 

2020年11月 トランプがデマをtwitterなどを通じ大量に流す 

2021年1月アメリカの掲示板の個人投資家の集団がヘッジファンドを標的にした買いで

ゲームストップ株を爆上げさせてヘッジファンドに大量の損失を出した 

2021年1月アメリカ合衆国議会がＱアノン信者等のトランプ支持者により襲撃を受ける 

2021年2月 とあるプログラマーが大企業のソースコードを流出させていたことが発

覚、大炎上となる 

 

2014から現在までの時代にいえることは、前の時代とは比にならないインターネットの

利用者の増加である。英語圏がメジャーだったが、発展途上国の人々も使い出し、その

影響が現れたのは当時世界一位の登録者数を誇ったpewdiepieがインドの映画会社のチ

ャンネルと数ヶ月の競争の末に登録者数を抜かれたという事件だろう。日本でも、以前

は中学生～40代が多くを占めていたネットでも小学生やお年寄り、さらには未就学児の

一部までインターネットが生活の一部に入るようになった。その副作用か小学生がネッ

トに増えて問題を起こすと言うことも見られるようになってきており、子供向けコンテ

ンツが急激な成長を見せた。 

もう一つ特筆すべきことは、インターネットにかつてあったアングラ気質が消え、一般

の所謂ネットに明るくない人たちもアクセスするようになったことで争いも起きたこと

だ。海外では面白さの基準が違うかつてからインターネットにいた層と新しく入ってき
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た層に間に溝ができており、前者が後者の作ったコンテンツに対してcringe（どん引

き）という単語を使うようになった（参照） 

さらに、前の時代に話題に上げた迷惑行為でバズらせて知名度獲得という戦術は炎上商

法という単語まで生み出すに至った。なぜなら、この時代特有の素早いメインストリー

ムの切り替わりが、炎上でのある程度の悪評なら一般ユーザーの記憶から消してしまう

ほどに早くなっており、メリットである知名度を得やすくなっているからだ。 

ＳＮＳにも若干の変化が見られた。文字が主体だったtwitterとは違う映像や画像が主

体のinstagramやtiktokが生まれたことで、そこで活動する自称モデルも発生した。そ

こでも先ほど上げたような炎上商法（特にinstagramは一定州のフォロワーがつけば広

告収入が入るようになるので）が横行し、それをとがめられてもフォロワーが擁護する

というような構図もプラットフォーム問わず見受けられた。 悪質な例としてはtwitch

の書生ストリーマーが配信中に猫を投げる＆ウォッカを飲ませたことに対し厳しいこと

で知られるtwitch運営が軽い処分しか下さなかった事に加え、大量の信者が彼女を批判

する人間に攻撃を加えるという事例があった。 

さらに、炎上したときに背景などから特定をされやすいことも上げられる。 

特定だがかつての時代より進化し、過去の投稿から個人情報の断片を入手し、それらを

つなぎ合わせてゼンリン地図の世帯主名や電話帳などを使用し、現地に行って（または

出会い系サイトの住民を釣って現地に向かわせて）答え合わせという手法が確立され

た。 

さらに、電子掲示板が衰退する中、右翼系の掲示板がエコーチェンバーを形成、無実ん

の弁護士に懲戒請求したり、誹謗中傷で訴えられるという事例も発生。もちろんそうい

う人たちはSNSにも居るが、匿名性が（ＳＮＳ比で）高く同士が集まりやすい掲示板の

人たちのほうがひどかった。 

さてこの時代の後半に見えてきたのはフェイクニュースの隆盛だ。人々が情報の共有で

その投稿につく「いいね」とフォロワー数がほしいという心理とデマは真実より広まり

やすいという特性から、企業などがフェイクの情報を流し信じ込ませたり、宣伝に使っ

たりと倫理のかけらもない事件が各所で起こっている。 

この時代から学べることはたくさんあるがいくらかにまとめたい。 

１．何かを投稿するとき＆ネットの情報をもとに何かをするときはファクトチェックす

る 

※しっかり信頼できるソースでファクトチェックはおこなうこと 

２．たとえ時間がたてば消える投稿でもむやみに写真・映像を投稿しない 

３．場の空気はしっかり読む 

４．投稿されている迷惑行為などの動画を見つけたら視聴を必要以上にしたりコメント

を投稿せずに黙って通報する。奴らの狙いはあなたの反応だ。 

 

 

４．全体の考察 

インターネットは時代が進むごとに利用者が不得手がそれに従ってできごと（主にトラブ

ル）も増加しているのは上の文章の文章量からも見て取れるが、その中で出来事からネット
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を使うときにしてはいけないこと＆しないほうがいいことは学べた。それを下記にまとめ

る。 

・ルール（ネチケット）にのっとってネットを利用 

・集団を怒らせないようにするのが炎上回避の鉄則 

・SNSを使うときは大きなリスクがあることを理解したうえでそれを承知して使う 

・ネットで知名度があるからと言っておごってはいけない 

・仲間内のネタを投稿するときはワンテンポおいて見直してから投稿する 

・金儲け（利己心）の誘惑に惑わされない 

・何かを投稿するとき＆ネットの情報をもとに何かをするときはファクトチェックする 

※しっかり信頼できるソースでファクトチェックはおこなうこと 

・たとえ時間がたてば消える投稿でもむやみに写真・映像を投稿しない 

・場の空気はしっかり読む 

・投稿されている迷惑行為などの動画を見つけたら視聴を必要以上にしたりコメントを

投稿せずに黙って通報する 

５．まとめ 

今現在コロナウイルスの影響もありインターネットが生活に占める割合がさらに大きくなっ

ている。そのせいでトラブルも詐欺も増えたりしている。ただし、それはいわゆるネットを

長く触っていない、あるいは嘘を嘘と見抜けない人をターゲットにしたものが多い。だが、

過去から学べることとして上にあげたものをきちんと守ったうえで正しい情報をきちんと仕

入れて情報をアップデートしていけば、トラブルには合わないだろう。 ただ、万が一トラ

ブルにあったときは。過去に自分と同じようなトラブルにあったたような人がどうなった

か、どう対処したかをきちんと学べば、無事に乗り切れるはずだ。 この最先端技術あふれ

る世の中においても、結局は過去を振り返り先人に学ぶことは大切だ。 
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フィリピンにおける貧困問題の実情と提言 

 
５年Ｅ組８番 瀬尾孝太朗 

 

1 前書き 

 今現在のグローバリゼーションの中で、開発途上国と呼ばれる国々が注目されている。今まで、と

いっても一昔前までは発展途上国というとインフラが整っていない、飢餓が広がっている、国が成り

立っているのか、などといったイメージがあった。しかし今現在、開発途上国は目を見張るほどの発

展を遂げている最中であり各国の特色を生かした産業で成り立っている。アジアや中東、アフリカな

どでも都市が作り上げられインフラも先進国並に整備されているところもある。だがやはり、先進国

に遅れていたり制度や設備が先進国に後れを取っていたりするのも事実だ。私はその中でも東南アジ

アという地域に目を向け、貧困をテーマとし、主としてフィリピンを重点的に調べた。貧困とは先進

国と比べるうえで重要なテーマであり、早急な解決が急がれる問題でもある。これを調べることによ

って、貧困の原因と影響、そして自分なりに考えた解決策を提案していきたいと思う。 

 

2 フィリピンの現状 

フィリピンとは現在、先進国ではなく開発途上国とされている(現在の基準として開発途上国と先進

国の境界線は一人当たり GNIでみて 12,235米ドル（約 134万 5,000円）)。つまり、世界の中ではま

だ支援を受けるべき国であるということだ。具体的な値としては 2020年現在で一人当たり GDPの数値

は 3511.94米ドルであり日本(40255.94米ドル)のおよそ 11分の 1となっている。また、これらの数値

は世界の中でのフィリピンの立ち位置を示すものであるが、国内での現状はどうなのだろうか。下の

グラフはフィリピン国内における中間・富裕層の地域別分布を 

表したものである。これからもわかる通り首都のマニラ(メ 

トロマニラ)周辺に集中していることが分かる。しかしなが 

らメトロマニラの人口はおよそ 500万人と全人口 1億 2千万人 

のうちの 4％しか占めておらず偏りが激しいことが分かる。 

産業を地域別にみてもメトロマニラには鉄鋼業・製造業を 

はじめとする第二次産業、大型ショッピングモールや商業 

ビルが立ち並びサービス業などの第三次産業も集中し相互 

的に発展しているようにうかがえる。つまり経済(他国との 

交際やアジア内での取引を含む)がマニラ近郊である程度完 

結しているのではないのだろうか。そのようなところもこ 

れから後で触れていく。 

 

 

3 フィリピンの現状の要因 
先ほど述べた中でメトロマニラと呼ばれるケソン市とマニラ市を合わせた 

地域に富裕層が集中しており国内格差が引き起こされて言うということがあ 

ったが、これはなぜなのだろうか。その理由を考えるためにはフィリピンの 

歴史についても触れていかなければならない。フィリピンは 1500年ごろスペ 

インの植民地とされ多数のスペイン系移民が移住してきた。その後アメリカ 

などに領有権が移り、そして独立へと移っていくのであるが、元々国内にい 

たスペイン系移民は長年の歴史の中で自分たちがフィリピンの経済において 

重要な役割を果たそうと大きな経済団体、つまり財閥を形成してきた。そし 

て今現在首都マニラの経済の中心であるオフィス街、マカティやその周辺の 

地域は財閥が所有する形になっておりそれを外国系も含めて企業に貸し出す 

という形になっている。また湾岸周辺における大型ショッピングモールなど 

の娯楽施設は戦後に進出してきた中華系財閥によって開発をされてきたため 

国内における多くの産業が外国系財閥によって成り立っているといえる。こ 

れはフィリピンという国の発展について考えるうえで大きな問題となってく 

る。例えば外国の企業がフィリピンに拠点を構えようとしても財閥とその企 

業間で話を進めていくのであれば、国が入り込む隙間が無くなり国家の政策 
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とは無関係に産業が発達してしまうことになる。そして国が地方の経済を成長させようとしてミンダ

ナオなどの地域に企業を誘致しようとしても、もうすでに発展しているメトロマニラに拠点を構える

方が、そしてほかの企業とのルートをたくさん保持している財閥と話を進めた方が多くの利益を見込

むことができるので、国としては失敗になることが多くなる。するとまた地方の経済が発展しないと

いう負のスパイラルに陥ってしまいメトロマニラとその他の都市間の格差が広まってしまうのであ

る。 

 

スペイン系財閥 中華系財閥 

アヤラ、ソリアノ 

ロペス、アラネタ、オルティガス 

ゴコンウェイ、シー 

コファンコ、ユーチェンコ 

保険・銀行業などの金融業 

フィリピン各地の不動産業 

ショッピングセンターなどの娯楽産業 

バナナなどの農業・輸出業 

 

4 フィリピンの家計 
これまではフィリピンの経済について、いうなればマクロな視点から見てきたがここからは少し焦

点を絞ってミクロな視点で各家庭についてみていきたいと思う。下のグラフを見るとフィリピンの平

均年収は 2015年時点で 27万ペソ(日本円でおよそ 58万円)であり日本のおよそ 13％となっている。こ

の数値は年々上昇しており名目額としては 30年前に比べておよそ 9倍となっている。しかしながらこ

こでは実質額というところに注目していただきたい。 

実質額とは年ごとにおける物価の上昇や下落などを 

考慮して計算した数値のことでありグラフから見て 

も分かる通りこの 30年間あまり増減していないこ 

とが分かる。つまりフィリピンの GDPが増え、経済 

発展したといえども実質的な生活水準は改善されて 

いないということが分かる。これは人口増加に伴い 

増えていくのが中間・富裕層と共に貧困層であるこ 

とが原因であると考えられる。フィリピンではある 

程度の学力が必要とされている風潮があり、仕事に 

つくための最低条件として大学卒業を求める企業も 

少なくない。つまり支出の一部としてある程度の金 

額が教育費にまわる家庭でないと子供たちは将来安 

定した職に就くことが難しくなってくるのだ。そう 

してまたその子供たちが大人になり親となったときに、子供たちに対して十分な教育費を与えること

ができないという状況が出来ていき、このことを一般に貧困の連鎖と呼ぶ。次のグラフはフィリピン

国内における所得別支出内訳を表したものである。これを見てもわかる通り中間・富裕層ではある程

度の教育費または保健医療費などが確保されているのに対して貧困層ではどうしても家計にかかる食

費の負担が重くなってしまい、教育費にあまり多くのお金をかけることが難しくなっている。つまり

持続的な家庭に対する教育 

費の助成が必要となってくるのだ。今現在日本の 

ODA(政府開発援助)ではフィリピンに学校を建設し 

たり教師の育成をしたりしているが、急激な人口増 

加による子供の増加に追いついていないのが現状で 

ある。よってこれからは多数の国がフィリピンに対 

して、もっと言えばフィリピンの教育に対して支援 

をしていくことが大切だと考えられる。その一例と 

してアジア開発銀行(Asian Development Bank)の活 

動を挙げてみたい。アジア開発銀行では 2019年現在 

約 20億円もの資金をフィリピンに対して教育条件の 

是正に対して使うという条件で提供している。また 

ADBではミンダナオ島をはじめとするルソン島以外の島々でも教育支援を行い国全体の教育水準底上げ

を目指した活動をしている。これらの活動がもっと活発になることによって 1億人均質国を達成する

ことができるかもしれない。 
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5 首都マニラの内情 
マクロの視点、ミクロの視点共に述べてきてフィリピンの現状といくつかの解決策(と呼べるのか分

からないが…)を述べてきたが少し特殊な事例を見ていきたいと思う。メトロマニラという言葉は今ま

での中で何回か出てきたがメトロマニラの中でも格差があるのが事実である。そしてその格差は今ま

でのようなメトロマニラとその他の都市の間よりも激しいものでもある。ここから少しディープな話

になっていく。 

マニラの北東部に車で進んでいくとだんだんと家の形・材質が変化をしていき、一本路地を入ると

張りぼての小屋のような建物が並んでいる。そこはパヤタス、またの名をスモーキーマウンテンとい

う。一般にいうスラム街であり、元々は市内のごみがすべて集まってくる処分場の付近の町として形

成されていった。ゴミが集まってできたゴミ山を歩き回り、スカベンジャーという職業として瓶や鉄

くずなどの再利用ができる資源を集めて売ることで生計を立てている人が 90％を占めており、残りの

10％は生活を支える食事を売る人や日用品を売る人である。スカベンジャーは代々引き継がれている

職業であり、子供たちの学校進学率は低水準を保っている。中には出生届を出さない家庭もあり正確

な人口は不明だがおそらく何十万人もが暮らしているとされている。学校もあるにはあるが一つの教

室に多くの生徒が入っており十分な教育がなされているとは言い難い。下水設備などのインフラ設備

も整っておらず、各家庭の生活排水がそのまま流れ出ているために川が白く濁っている。そんな中で

も最も貧しい地域に暮らす家庭にお話を聞く機会があり、そこで聞いたことはこれから先忘れること

がないであろう。 

 その家庭には３人の子供がおり全員が無償で通える小学校に通学していた。父親はスカベンジャー

で母親は専業主婦だった。一番上の長男は中学校に進むときに学校でいじめを受け不登校になった。

そして麻薬に手を染めてしまい今は少年院にいるという。母親は子供たちにもう２度とそんな思いを

してもらいたくない、きちんとした教育を受けてもらって大学に行ききちんとした職業についてもら

いたいと言った。そして、今の救いは二人の娘がそれぞれ弁護士と医者というそれぞれの夢に向かっ

て頑張って勉強していることだとも言った。しかしこれから先どれくらいのお金がかかるのか不安で

仕方がない。どうにか援助をしてもらえる方法はないのか。いつも考える日々だという。 

 これを聞いて私は経済的な面だけではなく、生活的な面、犯罪面についても支援・ケアが必要であ

ると感じた。もちろん国の援助などはそんなところまではカバーできないであろう。しかし地方の自

治体の中のコミュニティなどで行うのであればできるのではないだろうか。自分たちと同じ年代の人

たちが全く違う環境で生活しているのを目の当たりにして何かできることはないだろうかと常に考え

るようになった。 
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6 提言 
フィリピンの現状、マクロな視点とミクロな視点共に見たうえで感じるのは、フィリピンの貧困と

いえどもフィリピンだけの問題ではない。このようなグローバルな世界で発展していくためには他者

との連携が不可欠である。しかしながら今の自分たちに何かを変える力などほとんど無いに等しいと

思う。だからこそ自分の考えを持つことが大事なのだと考える。 

マクロな視点から見るのであれば、企業・財閥と政府の連携がカギとなってくるだろう。この２つ

が緊密に連携することで国の中で包括的な経済成長を目指した活動をすることができ、中間・富裕層

だけではない貧困層までもが一つとなり底上げされていくのだと思う。まずは官民共同事業として港

湾部の開発を行って首都マニラの発展を足掛かりに、各地との輸送ルートの開発をして国内流通を伸

ばすことで一気に雇用増加などの効果を期待できるのではないか。 

ミクロな視点から見るとそれぞれの地域における包括的な教育支援が大切であると思う。具体的に

は日本でいう町単位でケアリングをする人を配置するのが理想ではあるが今のフィリピンの現状を考

えると難しいと感じる。まずはケアリングする人の育成を NGOや JICAなどが行うことによってケアの

輪が広がることが重要であると思う。ケアの内容としては各家庭の状況の把握、そしてこれからの展

望の提示、支援と家庭のコネクションなどが考えられる。 

先ほども言った通り今の私たちが国規模で何かを変えることは難しい。しかし、それぞれが問題に

ついて考え意見を出すことによって少しずつでもいい方向に傾いていくのは事実だと思う。これから

先、もっとフィリピンの貧困、そして世界の貧困を考え調べ是正できるようになるためにこの論文を

書いた。最後まで読んでいただきありがとうございました。 
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広島大学附属福山高等学校 

5年「提言Ⅰ」 

 

火山噴火とその対策と避難について 

5年E組10番 髙井健太 

 序論 

火山噴火とその対策と避難について。 

 まずは活火山の基準活火山とは概ね過去1万年以内に噴火した火山及び現在活発な 

噴気活動のある火山のことである。 

火山の噴火の災害とは様々であるが、特に危険なものとして火砕流、噴煙柱崩壊、火山弾、 

山体崩壊、融雪型火山泥流があげられる。 

 これらの現象についての説明を行う。 

 火砕流とは高温の火山灰や溶岩の破片,火山ガスなどの混合物が高速で流れ下る現象で 

火山ガスの比率が大きいと火砕サージと呼ばれる。 

 噴煙柱崩壊とは噴火時に噴出する噴石や火山灰、火山ガスによって構成された柱が、 

自身の重みに耐えきれず崩れ落ち火砕流となって流れ出ることである。 

 火山弾とは噴火の際に溶岩が飛散しながら冷却された直径64mmより大きい火山岩塊の 

こと。直径64mmより小さいものは火山礫、火山灰と呼ばれる。 

山体崩壊とは地震や火山活動によって山が崩れることである。 

山を構成していた土が海に流れ込むと津波を発生させることがある。 

 融雪型火山泥流とは火山活動によって火山を覆う雪や氷が融かされることで発生し、火山

噴出物と水が混合して地表を流れる現象。流速は時速数十kmに達することがあり、谷筋や沢

沿いを遠方まで流下することがある。（wikipediaより参照） 

これらの情報から噴火のもたらす災害をどのように対策をし、避難すればよいのか 

考えることをこの提言のテーマとする。 

 本論 

 まずはもっとも分かりやすいものはその場から遠くに離れるというものだ。 

それに関して有用なものに噴火ハザードマップがある。これは噴火の大きさ別の火山災害が

おきる範囲が風向きを考慮して書かれていたり、過去の噴火の記録がまとめられたりされて

いるものである。また、噴火ハザードマップには避難路や避難場所についても書かれてい

る。噴火ハザードマップは大抵入山時に配られる。噴火ハザードマップの利点としては災害

時感覚的にわかりやすく素早い避難につながることや、全員に行き届きやすいということが

ある。しかし、この噴火ハザードマップは全国111の火山に対して40個しか作成されていな

い。そのため国内全ての火山の噴火に対処できるわけではなく、過去の噴火によって多くの

データが集まりハザードマップを作成するに至った火山にしか使えない。 

 次に火山の噴火の可能性を知っておくことである。 

噴火の可能性を知るには気象庁の噴火警戒レベルがある。噴火警戒レベルは、「火山防災の

ために監視・観測体制の充実等が必要な火山」として火山噴火予知連絡会によって選定され

た50火山のうち、48火山で運用されている。噴火警戒レベルは１～５の５段階あり、 

１レベルか順に活火山であることに留意、火口周辺規制、入山規制、避難準備、避難と 

なっている。またこのレベルによって規制の対象範囲が決められている。レベル３は状況に

応じて入山禁止や危険な地域への立ち入り禁止等の判断となる。 
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最後に噴火に遭遇した際に適切な行動をとることである。 

例えば積雪している火山ならば融雪型火山泥流が発生する可能性がある。融雪型火山泥流は 

流速が速いため噴火時に融雪型火山泥流の発生を確認する前に避難することが 

必要である。また、融雪型火山泥流は地形に沿って流れやすいので、遠くに離れながらも 

窪地などを避けながら避難しなくてはならない。 

 

 

 

 

 

（噴火警戒レベルの表 気象庁より） 

 
  

 これらをふまえ噴火のもたらす災害をどのように対策をし、どう避難するべきなのか一度

整理するとまずは過去の噴火からどのような規模の噴火が発生する可能性があるのか、そし

てどのような現象が発生するのかを予め知っておくことである。 

次に入山時に噴火警戒レベルを知っておくことである。レベル1、レベル２では入山は可能

ではあるが、噴火が発生しないわけではない。噴火が発生する可能性があることを念頭に 

置き気象庁などの詳しい情報を知る方がよい。 

最後に現象について知っておくことである。 

 ここから場合による避難の方法を考える。 

まずは噴煙柱崩壊による火砕流および火砕サージ 

火砕流とは先述とおり高温の火山灰や溶岩の破片,火山ガスなどの混合物が高速で流れ下る

現象であるため通過した領域を焼失させたり埋没させたりすることがあるため家屋への避難

はかえって危険になる可能性がある。そのため噴煙柱などの予兆を確認したらすぐに避難を

開始することが必要となる。 
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次は火山弾 

火山弾は火口付近では速度があまり速くないためしっかりと周りを確認すれば避けることは

あまり難しくない。しかし、空気中で固形化し風の影響をほとんど受けず短時間で 

落下するため建物の屋根を突き破るなどの建造物の破壊につながる。そのため噴火ハザード

マップで確認するなどして火山弾の飛ばない所まで逃げることが大事となる。 

３つ目に融雪型火山泥流 

融雪型火山泥流は火山に積もった雪が噴火に伴って発生した火砕流等の熱によって融かさ

れ、発生した水が周辺の土砂や岩石を巻き込み流下する現象で流速が速いので確認する前に

避難することが必要。そのため積雪時の登山でははじめから備えておくことが重要。 

最後に災害時の基本になるが、上記のような場合でない時は頭や体を保護し、頑丈な 

建物や、大きな岩陰の陰等に隠れ火山灰や有毒な火山ガスから身を守ることが 

必要となる。 

 

 

 

結論 

噴火による災害は発生から身に危険が迫るまでの時間が短いため登山の前や火山の周辺に住

む前から備える必要がある。 

また噴火後にも降灰等注意が必要である。 

火山周辺に住む場合には火山の噴火の可能性の動向に気を遣うことも 

しなければならない。 

 

 

（日本気象協会 避難の心得より） 
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広島大学附属福山高等学校 

5年「提言Ⅰ」 

 

30年後の福山市の未来図 

 
５年 E組 11番 髙松秀汰 

研究のきっかけ 

 研究当初はディズニーのマネジメントについて知りたいと思っていたが、最近、30年後の

福山の未来図という30年後の理想の福山をイメージしたものを見て、ディズニーのマネジメ

ントをもとに、なにか生かせるのではないかと思ったから。 

・マネジメントとは 

  組織の成果を上げるためにヒト・モノ・カネなどの経営資源を効率的に活用し、リスク

管理を行って、あらかじめ設定した組織の目標やミッション達成を目指すことをいいます。 

（ディズニーのマネジメント） 

Disnyの企業理念 

 顧客や消費者がテーマパークや TDR に求めるものとして「楽しく幸せな気分」「現実を忘れ

るという非日常性」であって、オリエンタルランドの「夢・感動・喜び・安らぎの提供」とい

う企業使命で表しています。  

 

・TDRのマーケティング分野 

1.1 パーク内の環境整備 

  「楽しく幸せな気分」と「現実を忘れるという非日常性」を実現させるために、園内の 

環境はもちろんのこと、パークは七つのテーマに分けられて、それぞれの独特性がありま 

す。エリアの雰囲気を混じり合わないようにするために、地面の色が変わるようになって 

います。各テーマに合わせる音楽が流れて、テーマの変わるところで、滝で音の壁を作っ 

ている。 

 

→ゲストを十分に楽しませる工夫がされている 

 

1.2 価格政策  

  TDR は 1 Day Passport というシステムを採用していますが、「どのアトラクションに

何 回乗ろうとも価格は変わらないので、子供に対して「好きなだけ乗っておいで」と安心

し て遊ばせることができるのです。つまり、価格に対する「安心感」が、顧客や消費者の

満 足に繋がってくるのである」 
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→価格に対して適正なサービスが提供されている 

 

 

2.1 ディズニールック  

     TDR の女性のキャストであれば、「ヘアスタイルは自然で清潔なこと、肩よりも長い

髪は 黒いゴムで束ねるかヘアピンで止めること、ファンデーションは良いが極端に濃い色

は禁 止など」、男性キャストは「清潔で自然なヘアスタイル、髪の長さはサイドが耳にか

からな いようにすること、毛髪の着色は厳禁、髭を生やすのは不可など」、ゲスト一切不

快を与え ないように、ディズニールックという形で、女性キャストと男性キャストの姿を

定めました。 

 

→サービスを提供する 

 

 

2.2 コミュニケーション  

 TDR でキャストに自然な笑顔で「おはようございます」「こんにちは」と声をかけられた 

ことがあります。TDR 関係者の説明によると、一般的なサービス業は「いらっしゃいませ」 

だが、ゲストの返事をもらい、双方面のコミュニケーションのために、朝は「おはようご 

ざいます」、昼は「こんにちは」、夜は「こんばんは」という TDR 独特の挨拶になってい

ま 

す。 

それに、キャストがコミュニケーションで大切にしているのは「アイコンタクト」です。 

伝いたい内容を相手に適切に伝うために、笑顔で相手に優しさを伝うために、ゲストと話 

すとき「アイコンタクト」が TDR で重要視されているのです。 

 

→集客とは直接関係ないもののDisneyland自体のイメージアップが期待できゲストの増加に

つながる。 

 

 

2.3 アトラクション導入 

 

 

繰り返し来園してくださるゲストの皆さまにも楽しんでもらえるよう、新規のイベ

ントやアトラクション、施設などに継続的な追加投資をしてきたことなどにより東
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京ディズニーリゾートの体験価値を高めてきたこと、そしてその魅力を絶えず全国

の皆さまにお伝えしてきたことの積み重ねが今日の東京ディズニーリゾートの集客

力を支えていると考えています。 

 

→リピーターの増加による収益の増加 

 

・考察 

今のように競争の激しい企業環境では、モノ製品に品質だけでは差別化が困難にな

り、 どのように付加サービスを提供するかが商品の差別化のポイントになっていま

す。この観点からディズニーは消費者のニーズに合わせてディズニーならではのサ

ービス提供が出来ている 

 

現在の福山の観光業  

 

２）現状値（２０１５年（平成２７年）） 

・総観光客数   ：   ７，２６９千人／年 

・観光消費額   ：３２，１４０百万円／年 

・宿泊客数     ：    ７９５千人／年 

・外国人観光客数：     ６０千人／年 

 

 

２ 目標数値 

（１）目標値（２０２１年（平成３３年）） 

・総観光客数   ：   ８，０００千人／年 

・観光消費額   ：３６，６００百万円／年 

・宿泊客数     ：    ８８０千人／年 
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・外国人観光客数：    １２０千人／年 

 

この目標をどう達成するかについて福山市では30年後の福山の未来図が作成された 

 

・30年後の福山市の未来図とは 

 

  地元福山を盛り上げたい／Ｕターンしたく なるまちにしたい／福山駅前に活気を取り 

戻したい／子育てしやすいまちにしたい という多くの人の声により幅広い世代の市民が集

い福山の未来づくりを 共に考えが自由に夢やアイデアを持ち寄り 30 年後の未来を想像し

ながら部会に分かれて 議論を深め福山の未来図を描いたもの。 

 

 

 もう一度来たくなる！ ここに住みたくなる！ 

 

 「観光から移住・定住へ」 福山は海、山、川などの自然のみならず、未来に伝えたい歴

史的財産に 恵まれている。この財産を生かし、未来の最新技術や乗り物を駆使した 新たな

観光スタイルを提案したい。国内外から福山を訪れた方々が、もう 一度来たい・暮らした

いという気持ちになるような拠点整備と、市民ぐる みのおもてなしを構築したい                      

  具体的なイメージ 

 

「新たな価値観で世界に通用する観光地に」 福山城・廉塾・神辺本陣・吉備津神社・明王

院・街道・辻堂・鞆の浦・伝 統工芸など、福山に伝わってきた宝が最新の技術も活用し活

かされてい る。ガイド技術も向上し、世界に誇れるおもてなしができる福山になって い

る。海外富裕層にも満足してもらえるレベルの宿泊施設、徒歩・自転車・バス・ ドローン

タクシーなど選択肢が豊富な移動手段、春夏秋冬季節ごとの魅力あ るメニューが開発さ

れ、いろんな人が訪れるまち、暮らすまちになっている。 

・ディズニーランドと福山が目指すものへの共通点 

 

→上記の新たな価値観というのはディズニーが大切にしているマネジメントの1つである、

どのように付加サービスを提供できるか、すなわちそこでしか体験、経験できないような独

自性をいかした観光業の発展を福山も望んでいるのではないか。 

 

 しかし、観光業の発展のために新たな価値観を発信して観光客を増やそうとする点では同

じだが、そもそもディズニーランドと福山市では第一の目的が違うという問題がある。ディ

ズニーランドはテーマパークとしてゲストを楽しませるということを念頭においているが、

福山市ではあらゆる世代の人たちが生活する場所としてあり、そのうえで町の活性化として

観光客の増加を図っている。 
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 ５ 年 提 言 Ⅰ 
 

研 究 課 題 
 

自動翻訳機を 

   用いた会話 

～利便性と問題点～ 
 

５ 年 E 組 15 番 光 藤  雄 真 

 

目 次 
   1  はじめに 
  ２ 関連書籍のまとめ 
  ３ 調査 
  ４ 調査結果 

  ５ 考察 

  ６ 提言 

  ７ 資料①相手への手紙 

  ８ 資料②Interview Manual 

  ９ 資料③インタビューマニュアル 

１０ 資料④インタビューアンケート 

- 470 -



 
   

１．はじめに 
 言語に関する本を読んでおり、翻訳機を用いた会話についての文章を見たので、

本研究では自動翻訳機を用いたコミュニケーションについて考えてみることにした。

まず始めに、私の読んだ書籍のまとめを記す。次に、実際に私がグーグル翻訳

機を用いた会話を外国人をやってみて、その検証結果をもとに、自動翻訳機はど

ういった場合に効果的かを考察する。 
 

２．関連書籍のまとめ 

 西垣(2001)によると、コンピューターによる翻訳の特徴は次の２点が挙げられる。①

「英→日」の訳のほうが「日→英」の訳より精度が高い。②翻訳サイトの訳文の文法

が殆ど正しくても、人のチェックなしで相手に伝えることは難しい。 

 この指摘を受け、私は次のように考える。①それくらいの間違いなら相手は自分で修

正するだろうから良いのでは？②人のチェックを挟む必要があるということは、外国語が

堪能でない人は極力翻訳サイトを使わない、つまりコミュニケーションをしないほうが良い

ということか？それなら精度が上がった現在でも、軽々しく翻訳アプリを使って良いもの

か？ 

 また、同書において、学術的な文書をコンピューターに翻訳にかけるときに以下の

問題とその対策を述べている。それを以下にまとめる。 
 

【問題】意味の通らない文章が多くなる 

【理由】文章が長いから。難しい単語、主な意味とは異なる意味での単語の 

    使用による。 

【改善策】文章を２・３文に分ける。簡単な単語に置き換える。→ほぼ意味     の通

る文章になる。 
 

 ここからわかることは、翻訳文に手を加えるより原文を翻訳しやすいように修正したほうが

効率が良くなる、ということだ。 

修正ポイントとしては、１文は２０単語以内。１つの単語は１つの固定された意味になるよう

にする、「制限言語」を使うというのものだ。 

 例えば、right→「右」という意味のみ、「正しい」という意味は 

考えない→correct とする、といった感じである。 

 つまり、自動翻訳しやすい文章をとにかく作る。 

 これまでの指摘を受け、日常会話で翻訳アプリを使うには、できるだけ短く、簡単な

語彙を使った文章を自分で考え、翻訳に努めることが大切 

だとわかる。 

 また、自動翻訳を利用して、多言語で情報を提供する場合には、第一言語(母語)で

どのように表現するか、再度考えなければならない、という結果、簡潔な表現や、慣用

句の制限を心掛ける必要がある。 
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 また、翻訳アプリを使う弊害として、以下の事が指摘されている。 

言語のマクドナルド化…標準化され、均一性の高い、無味乾燥な言語を使うようになる

こと。言語を単なるコミュニケーションツールとして、その象徴的な役割を認めていないの

では？という反論がある。 

 これに対し、言語がそうである訳がないし、そうであってはならないが、 

ある程度機械的に使わなければならないことがあるのも事実である。 

 そういうわけで、西垣はこのように考えている。翻訳ソフトの利用は外国語習得の動機

をなくす、というより寧ろ、その必要性を高めることになる。 

 

 

 

３．調査 
 研究の初めの段階として、本を読んで翻訳機を用いた会話について調べてきた。

ここで、グーグル翻訳を用いて、翻訳機の利便性や問題点を確かめるとともに、

本当に翻訳機を使うときは第二言語も駆使できたほうが良いのか、考えることにし

た。なお、本を読んだ段階では、翻訳アプリを使う場面を考慮していなかったが、

私の能力不足もあり、例えば討論の場、といったような会話を流暢に進行させるこ

とが難しいため、今回の研究ではあくまで日常会話における会話で、考えることに

する。また、コミュニケーションにおいて、「相手に自分の思いを伝えたい」という意

識が大切である、との考えもあるが、そういった主観的な問題は今回の研究にお

いては、難しくさせるので、考えないこととする。あくまで、翻訳機の会話の便利な

点、大変な点だけを考えることとする。 

 

グーグル翻訳機の使用法は以下の通りである 

１ 相手の言語に設定  

 (①の画面の場合、Englishボタンをクリック→②の画面で言語設定) 

２ Conversationボタンを押す (③の画面に移動) 

３ 「日本語」ボタンを押して発言 

４ マイクボタンを押すと訳文の音声が流れる 

  （画面にもその訳文は表示される） 

  ※音声設定のされていない少数言語も多少ある 

５ 相手は訳文を見て、聞いて「(相手の) language」ボタンを押して 

  発言 (③の画面では English となっている) 

６ 日本語に訳された文章を見て会話を継続 
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①ホーム画面          ②言語設定画面 
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  ③会話画面            

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査：翻訳アプリを使ってのコミュニケーション【手

順】 
 

やり方：エンパワーメントプログラム(※)時において、休憩時間に留学生に協力を請う 

媒介言語：アジア系・アフリカ系言語 

アプリ：グーグル音声通訳機 

 

※エンパワーメントプログラム…外国人留学生が講師となる英語学習機会で、2020 年 12 月 21 日か

ら 25日まで開催された。ISA(会社名)主催。 

 

【始め】相手への調査についての説明の流れ（以下私が英語で伝える） 

 １ まず相手に、私の研究に協力してほしい旨を丁寧に伝える              （返答 Ok. / I’m 

sorry but I can’t.） 

 ２ 私の研究内容を簡単に説明する 

   （外国語を話せるようになる重要性を調査） 

  ➡（機械翻訳のおかげで外国語を話す必要性は無い、と考える人もいる） 

  ➡ 機械を通したコミュニケーションの効果を確かめたい 

 ３ （相手への説明）これからいくつかの質問をする 

    所要時間は約１５分（返答 Ok. / I’m sorry but I can’t.） 

    私は日本語で話し、機械で翻訳 

    翻訳文を見て、相手は相手の母語で質問に答える 

    全て日常会話に関するので自由に答えて良い 

 ４ 質問後に、会話について感想を伺う 

 ５ 分からなかったら、無理に答えなくて良い 
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 ６ 質問受付の後、質問開始 

 

【質問の流れ】 

・まずは簡単な挨拶・質問から 

  こんにちは。調子はどうですか。 

  好きな食べ物は何ですか。あなたの趣味は何ですか。 

・次に少し長い文章で質問（翻訳機の精度も確認） 

 １ あなたの国の伝統的な食事について教えてください。 

   （固有名詞の伝わり方も確認。そのまま伝わるのか？） 

 ２ 大学で印象に残った授業について教えてください。 

 ３ 日本で生活していて驚いたことは何ですか。 

 

 私が日本語を話し、グーグルに認識させて翻訳（相手の母語に変換） 

 相手に翻訳文章を見せる 

 相手が相手の母語で返答し、グーグルに認識させて翻訳（日本語に変換） 

 私が翻訳された文章を見て、内容に対して相槌を打つ 

 （それは面白いですね。興味深いですね。など 質問を継続するわけではない） 

 これの繰り返し 

  

【感想を聞く】(英語で聞く) 

 一通り会話が終わったら、相手に感想を聞く。 

 どんなことを聞くか… 

 ・翻訳機を介してのコミュニケーションについて率直にどう思うか 

 ・翻訳機で翻訳された文章は見てすぐに理解できるものだったか（会話が成立したら 

                         理解していることになるだろう） 

 ・翻訳された言語の精度 

 

  

 

 

４．調査結果 
 

協力者とその出身国、母語は以下の通りである。 
 

       名前           出身国    母語 

A Eman      エジプト    アラビア語 

B Jazz     キルギス   ロシア語 

C Longji     ナイジェリア ハウサ語 (音声非対応) 

D Bandera マラウイ   チェワ語 (音声非対応) 

  
 アラビア語とロシア語については、音声入力による会話ができたが、ハウサ語とチェワ語
については、文字入力のみに対応していたので、調査方法に違いがある。 
 

 会話の所要時間はこのようであった。 

Eman 15分 Jazz 18分 Longji 10分 Bandera 8分 
 

会話の所要時間に差がある理由は、Jazzの場合、会話において翻訳された日本語の意
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味が不明瞭な箇所があったため、丁寧な文章に言い換えてもらったことが原因である。

Longji と Banderaの場合、文字入力による違いが原因である。 
 

 以下、アンケートに答えていただいた結果である。 

１ グーグル翻訳による会話についての率直な感想 

 ４人中１人がとても便利である、残り３人が便利である、と答えた。 
 

２ 翻訳された文章の精度 

 ４人中３人がほとんど正確で、適切であった、残り１人が適切ではなかったが、理解できる

ものであった、と答えた。 
 

３ それぞれの文章の理解度 

 ４人全てが質問した６つの文章は理解できた、と答えた。 
 

４ 翻訳アプリに関する各協力者の考え 

 以下は各協力者の発言(英語)をもとに私が要約して書いたものである。 

  

Eman もちろん、大変役立つ。しかし、私の話すアラビア語にはたくさんの方言があるの

で、フォーマルなアラビア語を使わなければならなかった。つまり、しっかりしたルールに基づき

話さなければならなかった。とはいえ、その他の点においては、機能した。自分の方言で話す

と、ある時は機能したが、ある時は理解できなかった。それでも 90％は機能した。 

 

Jazz 翻訳アプリは時間を要するので、普段は使わない。それに、いつもは英語を話すの

で、ロシア語がどのくらい正確か分からなかった。誰も英語を話せないときに、翻訳アプリを

使う。 

 

Longji 翻訳アプリを使うと、会話の進行が遅くなる。また、何回か、翻訳した文章が正確

でないときがあった。 

 

Bandera 全ての人と会話できるため、翻訳アプリは本当に良いものだ。しかし、時々正確

でない文章があった。時間がかかるので大変。 

 

５．考察 
 グーグル翻訳は日常会話が支障なく行える程度の精度が保たれていた。ただ

し、日常会話であっても、インフォーマルな会話形式（いわゆるタメ口）だと、言語

変換時に間違いが生じる可能性が高い。そのため、教科書で習うような丁寧な

文体で会話しないといけない、といえる。 
 協力者に翻訳アプリの便利な点と不便な点を聞いてみて、彼らは、とても便利

ではあると感じたが、時間がかかり大変との意見だった。しかし、機械を通すにあ

たり、普通の会話より時間がかかるというのは当然のことである。とにかく、日常会

話における翻訳アプリの利用は大変便利であるということが言える。ほかの言語を

知っていなくても、会話の目的は十分達成できるので、他言語を駆使できないな

ら、翻訳アプリに頼るのが効果的だといえる。 

 参考書籍において、西垣の主張である、翻訳アプリを使うときには、くだけた口
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語表現の制限を心掛ける必要がある、というのは、実際にやってみて確認した。

例えば、Jazz との会話が一番長くかかった理由は、方言を使用したり、辞書に載

っていないような新語を使用したりしたからであった。 

 

 

６．提言 
 翻訳アプリ（グーグル翻訳）の利便性は、翻訳精度も高く、日常会話において

非常に役に立つ、ということだ 。とはいえ、問題点としては、普段家族や友達と話

すときのような調子(タメ口)でアプリを使うと、誤訳となる可能性が高いので、でき

るだけ丁寧な言葉に置き換えて使うのが良い、ということだ 。 

 また、アプリを介在させる以上、会話の進行にそれなりの時間がかかる。そのた

め、日常会話のような、ちょっとした短い会話場面に効果的である。 

 

以上 

 

 

研究に用いた書籍 

「インターネットで日本語はどうなるか」西垣通 2001年 岩波書店 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

以下、私の研究内容を理解してもらうための、相手への手紙である。 

続いて、英語、日本語によるインタビューマニュアルを載せる。 

最後は、調査協力いただいた外国人の方へのアンケートである。 

 

７．資料① 相手への手紙 
 

Hello. I’m Yuma. 

 

In one of the classes at my school, I’ve been doing research on the 

use of a translation program in a daily conversation. To complete 

my research, I need several volunteers. I’d like you to give me about 

15 minutes of your lunch break.  

 

I’d be glad if you could join this.  Here’s what I’d like to do: 
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1  Please answer some questions. I’ll give you in the conversation. 

2  (After you answer all the questions,) please answer the survey.  

    please tell me your feelings about the conversation. 

 

I’ll ask you those questions in Japanese, and they’ll be translated 

into “your mother tongue” with the help of a smartphone 

application called “Google Translate.” Please answer the questions 

in “your mother tongue”, and your answers will be automatically 

translated into Japanese. Your answers are not the subject of my 

research, so please feel free to answer the questions.  

 

If you don’t like to answer any of the questions, please tell me so. And 

I’d like to record the conversation. The recording is only for this 

research. If you have any questions, please let me know now, or in 

the middle of the conversation. 

 

I’d really appreciate your cooperation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．９．資料②③ インタビューマニュアル 
 

Interview Manual 

 
Purpose ; Examine both convenient aspects and problems of 

communication 

                 through machine translation 
 

Interviewees’ Need ; Answer the questions (Free Talk) & Share their 

feelings 
 

Necessary Time ; About 15 minutes 
 

Notes ; The answers of the questions are not the subject of this research 

             Record the conversation 
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                (You ask them if you can record the conversation in advance.) 

 

You (interviewers) ask the interviewees the following questions in your 

mother tongue. Then, with the help of “Google Translate”, your questions 

are translated into the interviewees' mother language. Interviewees are 

also asked to answer the questions in their mother language. In short, you 

have a conversation with the interviewees in each mother language 

through the translation application.  

 

1 (greetings / brief questions) 
 

   “Hello.  How are you?” 

   “What is your favorite food?” 

   “What is your interest?” 

 

2 (questions for the interviewees) 
 

   “Please tell me about your country’s traditional food.” 

   “Please tell me about your impressive memories of your class when you 

    were in high school.” 

   “What amazed you in your life in Japan?” 

 

These are all questions. After you finish asking these questions, you ask 

the interviewees about their feelings of the conversation. 

 

You ask them about ; 
 

“How they frankly felt about the conversation through the machine?” 

“How accurate were the translated sentences?” 

“Do you think people should be able to speak several languages?” 

 

That’s all for this interview.  

 
 

 

 

イ ン タ ビ ュ ー マ ニ ュ ア ル 

 
目的；翻訳アプリを用いた会話の利便性と問題点を調査する 
 

留学生にして頂くこと；日常会話における質問に回答＆感想を共有 
 

所要時間；約１５分 
 

注釈；質問に対する答えはこの調査において重要でない 

   会話を録音しておく 
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① インタビュー参加の承諾を得る 
 

・お伺い 
 

   I’m very sorry to bother you in your lunch break time, but could you give me 

  about 15 minutes? (Ok. / I’m sorry but I can’t.) Thank you for joining this 

interview. 
 

・手紙を読んで頂く 
 

   Before we start conversation, could you read this handout, please? 
 

② インタビュー開始について 
 

・相手の母語を聞く 
 

   First, let me know your mother tongue. (Ans.) I see. 
 

・録音の許可を得る 
 

   Now, could I start recording our conversation, ok? Let’s start. 
 

③ 会話 （以下 A B C は Interviewer のセリフ・ (留) は留学生のセリフ） 
 

１- 挨拶 
 

   A「こんにちは。今日の調子はどうですか？」- Ans.(留) 

   B「それは良かったです。」 
 

２- 食事について 
 

   A「今日は何を食べたのですか？」- Ans.(留) 

   B「おいしかったですか？」 
 

３- 食文化について 
 

   A「そうですか。では食べ物の事で別の質問をします。」 

   B「あなたの国の伝統的な食事について教えてください。」- Ans.(留) 

   C「日本にも似た料理があります。」/ 「それは日本には無いですね。」 
 

４- フリーな時の過ごし方 
 

   A「ところで休みの日に暇があれば何をすることが多いですか？」- Ans.(留) 

   B「僕も同じようにしています。」/「僕はしないですね。」/「楽しそうですね。」 
 

５- 日本での生活について 
 

   A「ちなみに日本に来て何年目ですか？」- Ans.(留) 

   B「日本での生活で驚いたことは何ですか？」- Ans.(留) 

   C「なるほど。確かに驚くかもしれませんね。」 

 

④ お礼・アンケートへの回答依頼 

Ok. That’s all for the interview. Thank you very much for your cooperation.  

 

１０．資料④ 相手へのアンケート用紙 

 

QUESTIONNAIRE 
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Thank you very much for joining the conversation. In order to complete my 

research, I’d like you to answer the following questions. 

 

(1) What did you feel about the conversation with the help of  

     “Google Translate”? 
 

     A : very convenient 

     B : convenient 

     C : not very convenient 

     D : totally inconvenient 

 

(2) How accurate were the translated sentences? 
 

     A : Most of them were accurate and appropriate 

     B : Most of them were not appropriate but understandable  

     C : Most of them were hard to understand 

     D : Most of them were incomprehensible / imagined by guessing 

 

(3) I wanted to ask the following questions in the interview. 
 

     1 : How are you? 

     2 : What did you eat for lunch today? 

     3 : Tell me about your country’s traditional food? 

     4 : What do you usually do in your free time? 

     5 : How long have you lived in Japan? 

     6 : What amazed you in your life in Japan? 
 

    Did you understand my intention through the translated sentences? 

    Which of the questions were incomprehensible? 

 

(4) When you communicate with people through a translation application, 

      do you think it will help you? Please write about the possibilities or the  

      limitations of the translation application if you feel any. 

 

 

 

 

I really appreciate your cooperation. 
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広島大学附属福山高等学校 

5年「提言 1」 

鉄酸化細菌の研究 

水から金属資源を獲得する 

 

 森川伊織 

 

1研究背景・目的 

 金属は我々人類が長い間文明を発展させていく上で重要な存在として今でも使われて

いる。今後も使われていくであろう金属資源は研究者の見立てによると 2050年の段階で

枯渇の危機を迎えるものもある。本来であれば金属というのは消えて無くなるものでは

ないが加工の過程でイオンや非常に細かな欠片となり人手では回収不可能になってしま

うことで実質無くなっているのだ。これだけではなく、金属資源を加工したものは、近

年の発展途上国での金属資源の使用量の増加に大きく影響している。レアメタルなどは

いうまでもなく徹底的にリサイクルをするように各国が努力しており、獲得競争はこれ

から先も続いていくことであろう。 

ここで私は鉄酸化細菌に注目した。この鉄酸化細菌は水中に存在する Fe2+を酸化し Fe3+

を排出することでエネルギーを獲得し、そのエネルギーにより有機物を合成して生育し

ている。(Fig.1) 

 

Fig.1 鉄酸化細菌の鉄酸化メカニズム（文献 3） 

 

この細菌は生態系の鉄循環に大きく貢献しているだけではなく、人為的に鉱山排水から

銅を取り出す方法としてバクテリアリーチングに活用されている。 

この細菌をバクテリアリーチング以外でも活用できるようにするというのが本研究の目

的であり、最終的に鉄や銅以外の各種レアメタル等の金属資源を栄養源とする微生物を
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開発し水中の溶けた金属を回収すること、鉄酸化細菌が二酸化炭素を消費して有機物を

合成しているのを利用した二酸化炭素の削減を目標として研究を行う。 

 

 

2 研究方法 

 本研究では 2つの実験を行った。 

一回目の実験は鉄酸化細菌を含む環境サンプルを鉄酸化条件で培養し、その変化の様子

を観察する事を目的として藤ヶ鳴湿原にて鉄酸化細菌を採取し培養、観察実験を行う培

養実験。二つ目培養実験では植菌無しの対照試験管も作成した。そしてそれぞれの試験

管内の環境の違いについて調べることを目的として培養実験を行う。 

培養実験の実験方法は藤ヶ鳴湿原（岡山県）にて泥を採取し、150 gの泥に対して蒸留水

2Lを加え泥を懸濁させた。試験管に 9K培地（Silvermanら 1967,成分表は Fig.2,pH3）

を 1.5 ml加え懸濁した上澄液 0.5 ml加え シリコ栓をした後、恒温振盪機を用いて水温

30°C、20rpm の条件で 23 日間振盪培養を行った。毎日 8:30 と 17：00 に観察を行った。

さらに 20日目に沈殿物の顕微鏡観察を行った。1日目、5日目、12日目、23日目にパッ

クテストにより試験管内の Fe2+の濃度計測を行った。 

二回目の実験方法は 9K培地 1.5 ml と一回目の培養実験の菌液 0.5ml を混ぜた試験管を

10 本。培地 1.5 mlと蒸留水 0.5 mlを混ぜた試験管を 10本作成した。試験管にシリコ

栓をした後、水温 35°C、20rpm の環境で 14 日間振盪培養を行った。培養 1 日目、7 日

目、14 日目にパックテストによりそれぞれの試験管の Fe2+の濃度を計測した。(ただし風

邪による体調不良のため 7日目の Fe2+の濃度計測が行えていない、代替措置として 12 日

目の Fe2+の濃度を計測した。) 

毎日 8：30、17：00に試験管の様子を観察した。そして 14日目培養終了後にそれぞれの

試験管の沈殿物を顕微鏡で観察した。 

Fig.2 9K 培地成分（文献 6） 
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3 研究結果 

 一回目の実験では実験開始時 Fe2+の濃度は 3000 mg/Lであったが 5日目の計測では 1800 

mg/L、12日目では 1000 mg/L、20 日目では 800 mg/L、23日目では 700 mg/Lであった。

沈殿物については 6日目で初めて白色沈殿が確認されてから沈殿物は徐々に増加してい

たが実験後半になるにつれてその増加量は減っていた。試験管の様子について最初に沈

殿物が確認された時は白濁していたが徐々に黄色く濁っていき、最終的にまた白濁した。 

20日目に行った沈殿物の顕微鏡観察では細かな粒が固まったかけらやヒモのような物が

螺旋状に固まった物が確認できた。(Fig.4 Fig.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3細かい粒が固まった欠片の沈殿物  Fig.4ヒモのような物が螺旋状に固まった物 

（Fig.3は倍率 100倍、Fig.4は倍率 400倍） 

 

二回目の実験では実験開始時どちらの試験管も Fe2+の濃度は 4000 mg/L であり、12日

目では鉄酸化細菌を入れた試験管は 1500 mg/L、対照試験管は 2000 mg/L、14日目では鉄

酸化細菌を入れた試験管は 1300 mg/L、対照試験管は 2000 mg/L であった。 

5 日目から鉄酸化細菌を入れた試験管の底には沈殿物が見られた。だが 6 日目から対

照試験管にも僅かに沈殿物が見られ鉄酸化細菌を入れた試験管ほどではないが沈殿物は

増えていった。また、培養期間中盤は水を入れた試験管の方がより白濁していたが、終

盤は鉄酸化細菌を入れた試験管の方がより白く濁っていた。沈殿物はどちらの試験管に

も白色の物が見られたが鉄酸化細菌を入れた試験管の方が沈殿物は多かった。それぞれ

の試験管の沈殿物を顕微鏡で観察すると鉄酸化細菌を入れた試験管にできた沈殿物は培

養実験と同様、細かい粒が固まった欠片が見えた他、プレパラートを動かしていた際、

偶然、沈殿物が回転する様子が確認できた。(Fig.5) 

一方、対照試験管の沈殿物はその殆どが細かい粒であり鉄酸化細菌を入れた方にでき

た沈殿物のような大きさの物は確認できなかった。(Fig.6) 
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Fig.5鉄酸化細菌を入れた試験管の沈殿物    Fig.6蒸留水を入れた試験管の沈殿物 

（どちらも倍率 400倍） 

 

4 考察 

 一回目の実験 

培養日数が増加すると共に Fe2+の濃度は減少し、沈殿物、濁度が増加した。培養開始か

らの経過日数と Fe2+濃度の関係をグラフに示した。(Fig.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 経過日数と二価鉄濃度の変化のグラフ 

グラフを見るとわかる通り、12 日目を境として Fe2+濃度の減少する量が減っている。

12 日目までは沈殿物の量は 5日目に堆積が始まってから順調に増えていたが、12日目

以降は増加こそしていたが以前ほどの増え方ではなかった。試験管の濁り方も 12日目

までは白色から黄色への変化をしていたが、12日目以降はまた、白色へ変化していた。 

この実験により Fe2+の濃度は実験の序盤の方で大きく減少し、その後減少量が著しく小

さなっていた。この事について、先行研究で細菌の増殖曲線で明らかな対数増殖期、

静止期が認められたと記述があった。したがって実験終盤になるにつれてあまり酸化

しなくなったのは、鉄酸化細菌が一度鉄から電子を取り込めばある程度の期間はまた

鉄から電子を取り込む必要がないのか、培養液中の Fe2+濃度を自身で感知し、十分な

Fe2+がなければあまり消費しないようにしているのか、どちらかだと考えられる。自然
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環境では鉄還元細菌も存在しており鉄酸化細菌と同じく鉄循環を担っており、この鉄

還元細菌が鉄酸化細菌の排出したFe3+をFe2+に還元している事から今後の培養実験で決

まった時間に試験管中のFe2+の濃度が一定になるようにFe2+を追加してより自然環境に

近い形で培養を行い、その挙動を調べる必要がある。 

 

二回目の実験 

一回目の実験同様、培養開始からの経過日数と Fe2+濃度の変化をグラフにした。(Fig.8) 

 

Fig.8経過日数と鉄酸化細菌を加えた試験管と蒸留水を加えた試験管のそれぞれの二

価鉄濃度の変化のグラフ(赤線が蒸留水を入れた試験管、青線が鉄酸化細菌を入れた試

験管) 

縦軸は Fe2+の濃度、横軸は培養日数を表している。グラフを見てわかる通り、どちら

の試験管も Fe2+濃度が減少している。この事から鉄酸化細菌の有無に関わらず水中の

Fe2+は減少していると考えられる。蒸留水を入れた試験管も濃度が小さくなっていった

のは培地成分が再結晶化していたり、蒸留水を加えた事で自然酸化を加速させてしま

ったからだと考える。 

風邪のため 7日目の時点で計測ができなかったので 12日目までの詳しい動きが分か

らないのが非常に残念である。しかし、今回の実験では鉄酸化細菌を入れた試験管の

様子は白濁してから大きな変化が無く、前回のように黄色く濁っていなかったため変

化量の違いはあまり見られないのではないかと考える。 

沈殿物について 6日目以降は蒸留水を入れた試験管の方も白濁し、最終的には沈殿

物が出てきた。しかし、Fe2+濃度や沈殿物の顕微鏡観察より、沈殿物は鉄酸化細菌を入

れた試験管にできたものとは違うものであると分かる。 

 

5 結論 

今回の期間の実験では鉄酸化細菌の研究の基礎的な部分について行った。 
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自然環境では赤褐色であった沈殿物が何故試験管内だと白色沈澱になったのか論理

的な考察ができておらず、今後様々な条件を変えて実験を行い、その原因を解明する

必要がある。 

 二回目の培養実験の結果の Fe2+の濃度のグラフからわかる通り、鉄酸化細菌が存在しな

い対照試験管でも多くの Fe2+が減少している。対照試験管には一回目の培養実験の菌液の

代わりに同量の蒸留水を加えているため一概な比較はできないが Fe2+の自然酸化する割

合は非常に高いと言える。そのため空気と直に触れる環境で特殊な操作なく鉄酸化細菌

を利用し、水中から鉄を取り出すのは効率的とはいえない。しかし、鉄酸化細菌を加え

た試験管の方が沈殿物の量は多く、鉄酸化細菌が排出する酸化鉄の特徴と同じ特徴の沈

殿物が確認できたが対照試験管では確認できなかった事から鉄酸化細菌を用いることで

水中の鉄を回収できる。また、グラフより鉄酸化細菌が消費する Fe2+量を求めることが理

論上可能であるが実験の精度が低いため今後の実験で解明する必要がある。 

 

6今後の展望 

鉄酸化細菌は純粋培養が難しく、成功した事例は数えるほどしかない。今回純粋培養

を行えなかったのはそのためであり、今後様々な種の鉄酸化細菌の単離を挑戦したい。 

鉄酸化細菌の酸化能力について Fig.1の引用元となった論文では 16s rRNA領域の解析

を行いそのメカニズムについて調べていた事から、様々な種の鉄酸化細菌の内部でどの

ようにして酸化を行なっているのか調べる事で他の金属を酸化させる菌を探したり、開

発できるのではないかと思う。このような遺伝学的な視点だけではなく、培養中に細菌

を顕微鏡でリアルタイムで観察してより緻密な観察を行おうと考えている。 

今回は触れなかったが二酸化炭素の事についてどのくらいの働きをするのかまだ未解

明であり今後この事についても調べる必要がある。二酸化炭素を消費するとはいえほと

んど消費しないのであれば意味はない。だが植物と同程度の働きをするのであれば工場

廃水を綺麗にしつつ二酸化炭素を吸収する環境にとても優しい菌として期待される事は

間違いないだろう。 

 

 

 

 

7 参考文献 

1、デイビッド・L・カーチマン著 永田 俊訳（2016） 微生物生態学-ゲノム解析か

らエコシステムまで 

2、財団法人発酵研究所 監修者大嶋泰治 新井基夫 駒形和男  編者杉山純多 中

瀬崇 本田武司 宮本慎二 発行者山本格（2010）IFO微生物学概論 

- 487 -



3、Sunil Kumar Behera、Manjaiah Mallaiah、Sudharshan Sekar、Sandeep Kumar Panda、

Vuyo Mavumengwana、Antoine Floribert Mulaba-Bafubiandi 著（2018） Optimization of 

Microbial Leaching of Base Metals from a South African Sulfidic Nickel Ore Concentrate 

by Acidithiobacillus ferrooxidans 

4、広吉直樹 伊藤真由美 恒川昌美 平島剛 著（1996）鉄酸化細菌の増殖挙動の簡便測

定法 とその応用* ― ポリオキシエチレン化合物存在下での増殖挙動 ― 

5、加藤真悟著（2015）中性 pH付近で生育する鉄酸化菌の生理生態とその生物地球化学的重

要性 

6 J.R.Norris、D.W.Ribbons著（1969）Methods in Microbiology, Volume 3B 

 

 

6 謝辞 

石井正治教授並びに亀谷将史助教には、温かいご指導ご鞭撻を賜りました。心より感謝申し上

げます。 

本研究は、東京大学 UTokyoGSC「イノベーションを創出するグローバル科学技術人材の育 

成プログラム（JSTグローバルサイエンスキャンパス）」の支援のもとで実施されました。深くお礼申し

上げます。 

 

 

 

 

 

- 488 -



広島大学附属福山高等学校 

5年「提言Ⅰ」 

高齢者の一人暮らし 

一気に解決！その方法とは？ 

 

5年 E組20番 渡辺 諒 

１． 序論 

 この研究で取り上げる問題は「高齢者の一人暮らし問題」だ。 

 

 高齢者の一人暮らしの現状 

 

65歳以上の一人暮らし高齢者の増加は男女ともに顕著であり、昭和55（1980）年には男性約19万

人、女性約69万人、高齢者人口に占める割合は男性4.3％、女性11.2％であったが、平成27（2015）

年には男性約192万人、女性約400万人、高齢者人口に占める割合は男性13.3％、女性21.1％とな

っている。（0） 

（グラフ１ 内閣府 一人暮らし高齢者の動向）   https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2

017/html/zenbun/s1_2_1.html 
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 高齢者は長寿化によって退職後の長い時間を手に入れた。高齢者の一人暮らし世帯は年々増

加し、全世帯の4分の1以上を占め、夫婦のみの世帯と合わせると半数を超える。特に男性の高齢者

は地域の中で孤立がちであるそうだ。また、老後の安心のための非常に大きな要素である介護や生

活支援のためには、 地域の支え合い活動が介護保険サービスと相まって展開されることが重要で

あるが、そのための前提となる高齢者と地域社会とのつながりは希薄なものとなっているようだ。（１） 

（グラフ２ 厚生労働白書 高齢者の近所づきあい） 

https://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/kousei_roudou/2003/dl/05.pdf 

  

 65歳以上の者のいる世帯数は2,372万４千世帯と30年前の２倍以上に増加している。 

 近所づきあいについて属性別に状況を見ると、単身世帯、賃貸住宅で低くなっており、健康状態

が良いほど近所づきあいが活発である。 

 

 一人暮らし高齢者が抱える問題 

 

 以下は名古屋市のある地区に住む６５歳以上の高齢者４４２人に質問紙調査を行った研究につい

てまとめたものである。 

 低栄養かどうかの指標として、日本語版の簡易栄養状態評価表（MNA®※）を使った。 

 結果、｢低栄養のおそれ群」には，社会的孤立状態および経済状況が関連要因として示され，75

歳以上の一人暮らしも要注意であることが明らかになった。今回調査したような公営住宅では高齢

者の低栄養や社会的孤立が潜在化している可能性があり，高齢者の介護予防や健康増進への対

策には，高齢者への栄養支援とともに社会的孤立への取組の必要性が示唆された。（２） 

 

※MNA® 

2005年、Kuzuyaらが高齢日本人における評価を行い、低アルブミン血症を予測するのに最適である

と確認されており、高齢者の低栄養のリスクを、簡便で侵襲性がなく、アセスメントできるとされ、国内

外で使用されている指標である。 
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 では、低栄養状態になるとどうなるのか  

 

子供と同居している高齢者より、一人あるいは高齢者夫婦で住んでいる高齢者のみの世帯で低栄

養の割合が高い。 

低栄養状態にある高齢者では、生活習慣と健康状態が全般的に不良であり、握力と膝伸展力が低

下している。 

したがって、高齢者が地域で自立した生活を営むために、低栄養高齢者においては低栄養状態と

ともに体力を改善する介入プログラムが必要である。（３） 

 

 このように、高齢者の一人暮らし世帯は年々増加している。また、一人暮らしの高齢者は低栄養状

態に陥りやすく、結果的に筋力の低下などの悪影響がある。 

 ほかにも、高齢者の一人暮らしには、地域社会とのつながりが希薄になる、認知症が進行する、詐

欺などの犯罪被害にあう、生きがいの消失・老人性うつ病、孤独死などの様々な問題がある。 

 今回の研究ではこのうち、地域社会とのつながりの希薄化、低栄養状態、認知症の進行などの問

題を一気に解決できる方法を提案したいと思う。 

 

２． 本論 

 

 世の中には、高齢者施設と小学校が合体しているところがあるらしい。これを普及することで高齢

者の一人暮らしによって生じる問題を解決できないだろうか。 

 

高齢者施設と公立小・中学校の複合化のメリットと課題（５） 

 

メリット 

①施設機能の共有化による学習環境の高機能化・多機能化   

 複合化により、単独の学校として整備するよりも施設機能の高機能化・多機能化を図ることができ、

児童生徒や地域住民に多様な学習環境を創出するとともに、公共施設を有効的に活用することが

できる。 

  

②児童生徒と施設利用者との交流   

 学校施設と他の公共施設等が併設されているという特徴を生かし、交流の機会を設けたり、 日常

的に互いの施設での活動等を目にしたりすることで、児童生徒と地域住民などの施設利用者との交

流を深めることができる。  

 

③地域における生涯学習やコミュニティの拠点の形成   

 学校施設と社会教育施設等との複合施設では、児童生徒の学びの場としてだけでなく、地域にと

っても生涯学習の場となるとともに、伝統文化や行事の継承などを通して、地域のコミュニティの形

成にも寄与することができる。  
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④専門性のある人材や地域住民との連携による学校運営への支援   

 様々な人材が集まるという特徴を生かし、学校の教育活動や課外活動などに専門性のある人材を

活用したり、地域住民の協力を促したりすることで、児童生徒により高度な専門知識に触れる機会を

創出したり、学校運営への支援が行われたりすることが期待できる。 

 

⑤効果的・効率的な施設整備   

 学校施設や公共施設等をそれぞれ単体で整備するよりも、複数の公共施設等を複合施設として

一体的に整備したり、既存学校施設を活用したりすることにより、域内全体の整備費用の削減や支

出の平準化を図ることができる。  

 

課題 

施設計画上の工夫   

学校施設の複合化に当たっては、地域の実情に応じ、以下に示すことなどを総合的に判断 し計画

することが求められる。 

 

 ◦安全性の確保   

学校施設を含めた複合施設においては、児童生徒や学校関係者だけでなく、不特定多数 の地域

住民が利用することから、児童生徒が安心して学校生活を送れるようにするととも に、地域住民も安

心して利用できるように、ハード・ソフトの両面から安全性を確保する ための対応策を検討すること

が必要である。 

  

◦互いの施設の活動への支障の緩和   

学校施設と他の公共施設等が併設していることで、児童生徒と他の施設利用者との動線 の交錯

や、互いの音などにより、学校の教育活動や他の公共施設等の活動に支障を及ぼす 可能性がある

ことから、各施設の配置や動線、防音性の確保といった施設計画上の対策を 図るとともに、互いの

施設における利用方法や利用時間等のルールや活動内容について情報を共有して、その対応に

ついて検討することが必要である。 

 

 ◦施設の管理区分や会計区分の検討   

学校施設を含めた複合施設においては、各施設間の相互利用・共同利用が活発となるこ とから、

学校施設と他の公共施設等の専用部分と共同利用部分の管理区分や、施設利用料 や光熱水費

等の会計区分等の明確化や一元化の可否等について検討することが必要である。 

 

 

 このように高齢者施設と小学校を複合化すると、課題が生じる。これらの課題を実際に複合化して

いる学校はどうしているのか。 

 

 互いの施設の活動への師匠の緩和 

 大半の事例校では管理区分の明確化、学習環境への影響を考慮し高齢者福祉施設を1階の端

に、もしくは独立した校舎に位置させている。前者の場合は学校施設と高齢者福祉施設との境界に

仕切りが設けてられ、動線が遮断されている。 
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 施設の管理区分や会計区分の検討 

 こうした交流活動を含めた施設問の連絡調整会議は、学校関係者と高齢者福祉施設の関係者と

で随時行われている学校がほとんどである。 

 高齢者福祉施設の管理運営については、ほとんどの事例で社会福祉法人に委託 している。職員

構成では施設長、ケアワーカーなどの常勤が4、5人、ボランティアは地域の人などが2〜4人程度、

介護についている。また夏休みに児童がボランティアとしてレクリエーションに加わり風船遊びなどを

行っている事例もある。 

 高齢者と児童の交流には大きく分けて、企画交流、自然交流、作品交流、行事交流、ふれあい給

食の５種類がある。 

 その内訳を見ると、学校の運動会、文化祭に高齢者が見学したり避難訓練を合同で行う行事交

流、将棋クラブなどの授業時間に高齢者から指導を受けたり昔話の講話などの企画交流が9校と最

も多くの学校で実施されている。次いで相互の作品展示や贈り物の交換などの作品交流が行われ

ている。自然交流は半数の学校でみられ、ある小学校では児童が自由に高齡者福祉施設内を出入

りできるなど自然発生的なふれあいを促している一方で、児童 と高齢者の接触事故の懸念から児

童は許可なく訪れる事を禁止している学校もある。ふれあい給食は食事メニューが異なることや食事

の運搬などの問題から実施している学校は2校と少ない。 

 

 安全性の確保 

 高齢者施設にはケアワーカーがいるので対応可能。高齢者施設と複合化した学校の多くはスロー

プ、手すりの設置など、バリアフリーも考慮している。（６） 

 

 管理者の意識・評価はおむね肯定的で、学校側は教育上の効果を評価しており、施設側でも児

童・生徒と一緒にいられる環境が高齢者にとって好影響を与えていると評価している。（４） 

 

 このように、実際に高齢者施設と公立小・中学校の複合化事例のほとんどで、複合化の課題とされ

ている、施設の管理区分や会計区分の検討、安全性の確保、互いの施設の活動への師匠の緩和、

はうまく解決されており、問題ないと考えられる。 

 

３． 結論 

 以上より、私は高齢者の一人暮らしによって生じる、地域交流の希薄化、認知症の進行、低栄養

状態などの問題を解決する方法として、高齢者施設と小・中学校の複合化を提案する。これにより、

高齢者は児童、生徒と一緒に登校し、給食を食べればいいと思う。そうすれば、登校の際の児童の

事故の危険も減るだろうし、高齢者にはウォーキングになる。給食を一緒に食べると、高齢者の低栄

養状態も改善されるだろう。それだけでなく、高齢者と子供、さらにはその親との地域交流が促進さ

れるはずだ。 
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広島大学附属福山高等学校 

５年「提言Ⅰ」 

記憶が生み出す効果  

  

５年 E 組 39 番 小田青空 

 

 

1.序論 

 私は今回の課題研究で記憶について研究を進めていく。テーマは記憶についてだが、記

憶力の向上など「記憶力」にシフトしたものではなく、「記憶」という機能を用いてでき

ることや「記憶」が他のこととどのような関係性をもっているのか、ということに焦点を

当てながら研究する。この研究をすることで、記憶が生み出す効果を普段は考えたことの

ない視点から新たな発見ができるのではないかと考えている。様々な論文や研究を用いて

示していきたい。 

 

2.本論 

〇記憶のメカニズム 

・井ノ口 馨（富山大学 大学院医学薬学研究部 教授）の研究 

 私たちの記憶はいったん脳内に蓄えられた後、時間経過や新たな経験により変化すると

いうダイナミックな性質を持っている。しかしながら、どのようにして複数の記憶がつな

がり新たな記憶が生まれるのか、不明な点が多い。そこで、異なる経験による複数の記憶

情報が関連づけられて変化する性質に注目して、脳の細胞レベルでの「記憶のメカニズム」

の解明に取り組んだ。ここでは３つのテーマに分けて説明する。 

まずマウスを対象として新たな記憶を人工的に作り出す試みを行った。そしてマウスを 

① 四角い箱に入れてすぐに電気ショックを与える 

② 四角い箱にしばらくいれておいて場所の記憶を作ってから電気ショックを与える 

の二パターンに分けて実験を行った。 

すると、四角い箱に入れられてすぐに電気ショックを与えられたマウスは、四角い箱と

恐怖体験を関連づけることができず、四角い箱に対して低い恐怖反応しか示さない。 

しかし四角い箱にしばらく入れておき、場所の記憶を作ってから電気ショックを与えた

場合は、四角い箱に対して恐怖を示すようになる。 

そのマウスの脳を調べると、海馬と扁桃体（へんとうたい）と呼ばれるところに場所の

記憶に対する神経細胞の集まり（セルアセンブリ）と恐怖の記憶に対するセルアセンブリ
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が存在し、その 2つが部分的に重複していた。これらのセルアセンブリは、それぞれの記

憶に対する記憶痕跡を形成している。 

 

次に、丸い箱という場所の経験と、電気ショックという恐怖体験を独立した記憶として

マウスに覚え込ませたあと、脳内にあるそれぞれのセルアセンブリを光遺伝学的手法(レー

ザー光照射)で人為的に同期活動させた。その翌日、このマウスを丸い箱に入れると、丸い

部屋では電気ショックを与えていないにもかかわらず、強い恐怖反応を示した。 

（図 1参照） 

この結果から、2つの独立した記憶に対する記憶痕跡を同期活動させることで、新たな記

憶を人為的に作り出せることが明らかになった。 

 

【図 1】 

 

 

２つ目の研究テーマは、人が強烈な体験をした時に体験前後のささいな出来事も忘れず

に覚えている「行動タグ」と呼ばれる仕組みの解明だった。東日本大震災では、直前の昼

食は何だったかなど、震災前後のちょっとした出来事を覚えている人が多いという。 

ここでもマウスを対象として 

① ささいな出来事だけを経験させる 

② ささいな出来事と強烈な体験を続けて経験させる 

の二パターンに分けて実験を行った。 

ささいな出来事だけを経験させると、マウスは 24 時間後にはそのことを忘れていたが、

ささいな体験の前後１時間以内に強烈な体験を行った場合には、24時間後でもささいな体

験を覚えており、行動タグが成立することが分かった。その時に活動した脳の神経細胞を

調べると、ささいな出来事の記憶を思い出す時に活動するセルアセンブリと、強烈な記憶
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のセルアセンブリが重なり合っていることが分かった。この時、強烈な体験のセルアセン

ブリを特殊な方法で抑え込むと、ささいな出来事が思い出せなくなる。 

 

これによって、２つのセルアセンブリの重複、すなわち 2つの記憶痕跡の重なりが複数

の記憶をつなぎ合わせた新たな記憶を形成して「行動タグ」を生むことが明らかになった。 

 

さらに３つ目の研究テーマは、重複したセルアセンブリの機能的な役割の解明だった。

「甘い水と倦怠感の記憶（CTA 記憶）」と「ブザー音と電気ショックの記憶（AFC 記憶）」

などの異なる２つの記憶を関連づけた。重複する細胞の活動のみを抑え込むと、既に関連

づけられている２つの記憶を切り離すことができたのだ。しかも、２つのそれぞれの記憶

は問題なく思い出すことができた。 

 

このことから、セルアセンブリの重複部分は、記憶の関連づけのみに関係しており、各々

の記憶を思い出すこと自体には必要ではないことが分かった。（図２参照） 

 

【図２】 

 

 

○忘却の脳内メカニズム 

・群馬大学大学院医学系研究科神経薬理学分野の白尾智明教授らの研究 

私たちの脳は、記憶をシナプスと呼ばれる神経細胞のつなぎ目に蓄えている。学習する

とシナプスで長期増強という現象が起こり、シナプスが強固につながる。反対に、ものを

忘れる時はシナプスで長期抑圧という現象が起こり、シナプスのつながりが弱くなる。脳

の発達が盛んな幼弱期には長期増強と長期抑圧が頻繁に起こるが、成熟脳では長期抑圧は

あまり起こらなくなる。しかし、大きなストレスが加わったマウスや、自閉症スペクトラ

ム障害、認知障害などの病気のモデルマウスでは、成熟後も長期抑圧が起こりやすくなっ

ている。記憶・学習能力が正常な脳では、なぜ成熟すると長期抑圧が起こらなくなるのか

については、今までほとんど分かっていなかった。 
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白尾教授が 30年以上前に発見したドレブリンは、記憶や忘却に重要な働きをするタンパ

ク質である。生まれたばかりの脳のドレブリンは体の他の細胞と同じ E型（ドレブリン E）

であるが、成熟した神経細胞では、ドレブリン遺伝子の選択的スプライシングのパターン

が変わって、神経細胞に特有の A型（ドレブリン A）を作るようになる。彼らの研究グルー

プでは、A型ドレブリンを作らない遺伝子組み換えマウスを作製し、記憶・学習に重要な脳

部位である海馬から作成した急性スライス標本を用いて、ドレブリン Aを作れないマウス

では、ドレブリン Eを作り続けて、成熟後も長期抑圧が起こることを明らかにした。長期

抑圧はそれを引き起こす受容体との関連で NMDA型グルタミン酸受容体依存性と代謝型グル

タミン酸受容体依存性に分かれるが、ドレブリン Aがないと引き起こされる長期抑圧は代

謝型グルタミン酸受容体依存性長期抑圧のみだった。 

 

この結果から、A型ドレブリンは代謝型グルタミン酸受容体依存性長期抑圧が起こるメカ

ニズムを抑制していると考えられる。そして、病気の脳で長期抑圧が起こりやすくなって

いるのは A型のドレブリンが欠乏しているためではないかと推測される。（図３参照） 

 

【図３】 

 
 

 

○睡眠中の脳の再生能力と記憶の関連性 

・筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構のディペンドラ・クマール 研究員、坂口昌徳准教

授らと東京大学医学系研究科およびニューロインテリジェンス国際研究機構の菅谷佑樹助

教らの共同研究 
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 ヒトの体内の多くの臓器には、細胞が毎日新しく生まれ変わる再生能力がある。たとえ

ば、ケガをしたり、献血や出血で血液を失ったりしても、通常は数日で元の状態に戻る。

しかし脳は例外である。大人の脳では、病気や事故で 失われた神経細胞は二度と再生しな

い。この再生能力の低さが、アルツハイマー病やパーキンソン病などの神経変性疾患や、

脳卒中、事故による脳挫傷などの治癒を非常に難しくしている。ところが最近の研究で、

記憶に重要な働きをする海馬と呼ばれる部位では、成長期を過ぎた大人になっても、ごく

少数の神経細胞が毎日新たに再生していること(ニューロンの新生)が分かってきた。この

大人の脳内にわずかに残る再生能力を上手く利用することで、失われたニューロンを元に

戻し、障害を受けた脳機能を回復させるための研究が世界中で続けられている。ここでは、

睡眠が身体のさまざまな再生能力を賦活化させることをヒントに、脳の再生能力と睡眠と

の関係を調査した。 

 

・レム睡眠：早い眼球の動きを伴う睡眠。身体の筋肉の活動は抑制されているが脳は睡眠

中にも関わらず活発に活動し ている。夢を見ていることが多い。 

・ノンレム睡眠：レム睡眠以外の睡眠。身体と脳の活動が抑制されている。 

 

超小型の脳内視鏡を用いて、睡眠中のマウスの脳内で新生ニューロンが活動する様子を

観察した。これにより、睡眠中の新生ニューロンの活動は、起きているときの半分以下に

なることが明らかになった。 

新生ニューロンが生じる海馬は、記憶に深く関わる脳部位で、記憶の定着には睡眠が重

要な役割を果たすことが知られていることから、起きている間に恐怖体験を学習すること

によって、その後の睡眠中の新生ニューロンの活動がどのように変化するかを調べた。そ

の結果、マウスの脳内に怖いという感情を伴う記憶（恐怖記憶）が定着するプロセスのう

ち、とりわけレム睡眠中には、新生ニューロンの活動が全体的に大きく低下することを発

見した。一方で、恐怖学習の最中に活動していた新生ニューロンだけは、レム睡眠中に再

び活動が上昇することが判明した。（図４参照） 

 

もしレム睡眠中の新生ニューロンの活動が恐怖記憶の定着に重要なのであれば、その活

動を人工的に操作する ことでなんらかの変化が引き起こされる可能性がある。そこで、新

生ニューロンの活動を光刺激によりピンポイント で操作する技術（光遺伝学的手法）を新

たに開発し、新生ニューロンの活動と記憶の定着との関係を調べた。 新生ニューロンは、

大人の脳の中で生涯にわたり神経幹細胞から生じ続け、2ヶ月程度で完全な神経細胞に成長

します。この成長過程のさまざまなタイミングで、新生ニューロンの活動をさまざまに操

作したところ、発生から 1ヶ月程度の新生ニューロンの活動をレム睡眠中に抑制したとき

に限って、マウスが恐怖記憶を忘れてしまうことが分かった。（図４参照） 
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ノンレム睡眠中や、そのほかの成長段階の新生ニューロンで活動を抑制しても、このよ

うな現象は起こらず、さらに、この時期の新生ニューロンに限って、シナプスという神経

細胞同士の情報伝達に重要な構造が、レム睡眠中の活動によって変化しうること（可塑性）

も明らかになった。これらのことから、記憶の定着には、レム睡眠の大人の脳に存在する

成長途上の新生ニューロンが持っているシナプスの可塑性が重要であることも示唆された。 

 

【図４】 

 

 

 

3.結論 

 ここまで３つの研究を取り上げてきたが、これらの研究の目的は一体なんなのかというと、

共通して精神疾患を治すためである。１つ目は「記憶のメカニズム」について取り上げた。

人間にとって、さまざまな記憶の「正常な関連づけ」が大事だが、「ささいな出来事の記

憶」と「強烈な記憶」など、関連性が薄い記憶同士の不必要な結びつきが、PTSD（心的外

傷後ストレス障害）などの精神疾患に密接に関わっていて、この研究成果によって、もと

の記憶には影響を与えずに「記憶を引き離す」ことができれば、つらい記憶が突然よみが

える PTSDや、実際の体験とは違ったことを思い起こす記憶錯誤などの記憶障害に悩む人々

の治療法の発見につながる可能性がある。 

 ２つ目は「忘却の脳内メカニズム」について取り上げた。長期抑圧は、忘却に必須の現

象と考えられているが、その異常亢進（過剰に生じている状態）は、記憶・学習の妨げと

なる。実際に、長期抑圧が亢進していると推察される脆弱性 X症候群では記憶・学習障害

がある。また、アルツハイマー病のような認知症でも、長期抑圧が亢進していることが示
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唆されている。したがってこの発見は、脳機能の理解を深めるのみではなく、記憶・学習

障害が出現する脳機能障害の病態解明や治療法の開発に繋がることが期待される。 

 ３つ目は「睡眠中の脳の再生能力と記憶の関連性」について取り上げた。これらの研究

を通して、脳の再生能力を増強させる方法を見つけることができれば、アルツハイマー病

などのニューロンが失われる病気の、新しい治療法の開発に貢献することが期待される。

さらに、これまでほとんど分かっていなかった、レム睡眠中の記憶の処理の仕組みについ

てより深く理解することで、トラウマ記憶からの回復を促進する方法論の開発を目指して

いて、これは、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の病態理解や、新しい治療法の開発にも応

用できると考えられている。 

 私はさまざまな視点から「記憶」について調べた。その結果、自分の想像もしていなか

った結論にたどりつくことができた。記憶が生み出す効果が精神疾患の治療に役立つこと

を知って、今後「記憶」という機能を用いて研究を進めていけたら精神疾患の治療が今よ

りスムーズにいくのではないかと思った。 

 

 

4.参考文献 

記憶のメカニズム https://www.jst.go.jp/seika/bt2018-01.html 

忘却の脳内メカニズム https://www.amed.go.jp/news/release_20181009-02.html 

睡眠中の脳の再生能力と記憶の関連性

https://ircn.jp/pressrelease/20200604-masanobukano 
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広島大学附属福山高等学校 

 

５年「提言Ⅰ」 

 

フィギュアスケートの振興には何が必要なのか 

 

5年 E組 24番角川佳奈美 

 

①序論  

 フィギュアスケートは現在みるスポーツとして高い人気を誇っており、消費プロダクトと

しての需要も高い。このように、フィギュアスケートは表面上は華やかに見えるスポーツで

はあるものの、それを取り巻く環境は決して良いものであると言うことはできない。リンク

の減少による練習環境の悪化、コーチ数の減少など、フィギュアスケートにおける様々な問

題が進行しているのが現状である。現在のフィギュアスケートの人気は一時的なブームであ

る可能性が高く、今は日本国内においてフィギュアスケートが文化として定着しているとい

うことは出来ない。本論文では、フィギュアスケートを取り巻く問題が浮上している原因と

その打開策について調べ、フィギュアスケートの振興を目指す際に何が出来るのかというこ

とについて考えたい。 

 

②本論 

 １．フィギュアスケートの振興における目標 

 私は、フィギュアスケートを振興させることで、日本フィギュアスケート界が今後も国民

スポーツとして栄えていくことが出来るための土台作りをしたいと考えている。その内容に

ついてだが、まずはスケートリンク数の減少を食い止めることを目指したい。スケートリン

クの減少を食い止めるためにはスケート実践者数を増やすことが必要とされる。そして、フ

ィギュアスケート実践者数を増やすためにはフィギュアスケート鑑賞者数を増やすことが必

要不可欠だろう。それゆえ、本研究では、第一にフィギュアスケート鑑賞者数を増やし、結

果としてフィギュアスケート実践者数を増やすことを目標とした結論を導き出し出そうと思

う。 

 日本国内でのフィギュアスケートが今後も衰えることなく今の盛り上がりを維持していく

ことで、私たちはフィギュアスケート鑑賞という娯楽を享受することができる。また、実際

にスポーツをすることで健康な体つくりをすることが可能となるのは勿論のこと、私たちは

スポーツ観戦によっても健康面で良い影響を受けることがある。同じチームを応援する人の

中での一体感を感じたり、日常の中では感じられない臨場感を感じることでストレス解消を

したりすることが出来るのだ。健康な生活を送るためにもスポーツは必要な存在であり、そ

の中でも「芸術性」と「競技性」を兼ねそろえたフィギュアスケートはみるスポーツ・する

スポーツのどちらとしても価値が高く、フィギュアスケートが栄えていくことは日々の生活

を豊かにすることにも繋がると考えられる。 

  

 2．日本国内におけるフィギュアスケートの現状 
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 先に述べたように、フィギュアスケートは現在様々な問題を抱えており、その問題が解決

される目途は立っていない。そのような問題を引き起こしている原因としては、『①経済的

な問題②ルールの難解さ』の２つが挙げられるだろう。 

 まず、①経済的な問題についてだが、これはフィギュアスケートの競技特性上、生じるこ

とがある意味当然と考えられる問題である。フィギュアスケートを競技として続けていくた

めには、スケート靴を始めとした練習用品を購入する必要があるだけではなく、クラブ・コ

ーチに支払うレッスン代、スケートリンクの利用費、プログラムの振付師に支払う振り付け

代、本番の衣装代、更には競技会出場のため保持しなければならない級を獲得するためのバ

ッジテスト代など多額の出費が必要となる。これらの費用は月間総額 20万円程になると言

われ、フィギュアスケートが継続して続けていくには難しい競技であるとされる原因の大部

分は費用の問題が占めていると考えられる。更に、フィギュアスケートの競技費用はトップ

選手になればなるほど増加するため、国際大会に出場する選手の中にも費用面の問題に悩ま

される選手は多く、ほとんどの選手はスポンサーをつけることが必要とされる。また、クラ

ウドファンディングで費用を集める選手も存在する。競技としてではなく趣味として続けて

いくにしても、練習用品の購入は必要であり、またスケートリンクの使用費も支払う必要が

ある。スケートリンクの使用費は 1回 500円～1000円くらいが相場であり、週に何度も訪

れるには高価であると考えられるだろう。趣味でスポーツをすることが目的である場合、フ

ィギュアスケートに関心を持ったとしても費用面のことを考えて他のスポーツに流れてしま

う人は多いのではないかと推測される。 

 経済的な問題は選手個人の問題としてのみではなく、国内のフィギュアスケート産業全体

としての問題としても浮上している。最も大きな問題としてあるのは「スケートリンクの減

少」であろう。直近では、東京都新宿の高田馬場にあるスケートリンク「シチズンプラザ」

が 2021年 1月に閉鎖することを発表した。このことについて、元プロフィギュアスケータ

ーである町田樹は「今はシチズンが問題に直面しているものの、『明日はわが身』というリ

ンクはある。数年後に同じ問題が違うところで勃発する可能性はある」と言及しており、ス

ケートリンクの減少に対して危機感を持つべきだと考えている。選手としてフィギュアスケ

ートを続けるためには、2019年全日本フィギュアスケート選手権出場者全員が通年リンク

のある県出身であったことが如実に示すように、家の近くに通年リンクがあることは大きな

要件となってくる。しかしながら、通年リンクは日本国内に 28ヶ所しかなく、そのうちの

いくつかは施設の老朽化や資金不足に悩まされている。フィギュアスケートの競技人口は増

加する一方、スケートリンクが減少していることで、一施設当たりのスケーターの人口密度

が高まることになるのは当然の成り行きであり、スケート環境の更なる悪化が懸念されると

言われている。 
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【図１】フィギュアスケートのリンク数 

 フィギュアスケートのリンクが減少している理由としては、1990年代に「する」スポー

ツとしてのフィギュアスケートのブームが終わり、リンクの運営が民間から公共セクターへ

と移ったことが挙げられている。 

その背景には、スケート場が営利性の高いリンクではないということがある。 

 

 

 

【図２】スケート場の市場規模（億円）とスケート実践者数（万人） 

 

それを裏付けるように、スケート場とそこで展開されるスクール事業の市場規模も、国民の

スケート参加（経験）率と軌を一にするように減少し続けている。 

 次に、②ルールの難解さについてである。 

 フィギュアスケートのルールについて「わかりにくい」というイメージを持っている人は

多い(原田・花沢/1993)。ルールを理解しきれないことで、フィギュアスケートに対して審

美的魅力を感じることはあっても、競技的魅力を感じないという場合は起こり得るだろう。

フィギュアスケートは、度々「芸術」と呼称されるものの、競技的要素なしにフィギュアス

ケートは成り立たない。スポーツとしてのフィギュアスケートに興味を持たない限りは、実

際にフィギュアスケートを体験しようと考える人の増加を見込むことは出来ず、問題解決に

はつながらないだろう。 

- 504 -



 フィギュアスケートの総合得点は技術点(TES)と演技構成点(PCS)の合計得点により出さ

れる。男女シングルにおいて、技術点はジャンプ・スピン・ステップ(シニア以上の選手で

あればコレオシークエンスも含む)の基礎点と出来栄え点の合計点を示す。そして、演技構

成点は「スケート技術」「要素のつなぎ」「動作/身のこなし」「振付/構成」「曲の解釈」

をそれぞれ 10点満点、0.25点刻みで評価し、その評価数値に項目ごとの係数を掛けて算出

された得点の合計点を示す。演技構成点は「表現力を評価する点」「芸術点」と呼称される

ことがあるが、実際には芸術性の評価を行うものではなく、スケート技術の高さや音楽の世

界観に合った動きをしているかということ、そして振付を遂行するだけの能力があるかとい

うことを評価するものである。 

 

 ３．フィギュアスケート振興に向けての取り組み 

 フィギュアスケートの振興のためには何が出来るのだろうか。上記の問題点を踏まえたう

えでその打開策をここでは 2つ挙げたい。 

 

Ⅰ．他分野との交流 

 フィギュアスケートの観戦・鑑賞者は、演技を観た後に、その演目に深く関係する音楽や

舞踊、文芸などに手を伸ばす芸術の消費行動（以後、この行動のことを「ジャンル間転送」

と呼ぶ）を行うことが多いと言われている（町田/2018）。その割合は観戦・鑑賞者の 70％

に及ぶとされており、フィギュアスケート市場から芸術市場への連鎖的な消費行動が起きて

いることは確かである。 

 ここで、私は〈フィギュアスケート→他分野〉というジャンル間転送が発生しているのな

らば〈他分野→フィギュアスケート〉といったジャンル間転送が行われることもあるのでは

ないかと考えた。実際に、『Disney on ice』や『氷艶』といったアイスショーでは、有名キ

ャラクターや歴史物語とフィギュアスケートの融合が行われており、元々フィギュアスケー

トに興味のない人々も一定数鑑賞している。特に、『Disney on ice』では 12歳以下の鑑賞

者も多く、ショーをきっかけにフィギュアスケートに興味を持ち、実際にフィギュアスケー

トを始めるということもあるかもしれない。更には、他分野で活躍する人物がスケート選手

と交流する様子を動画共有サイトで配信した結果、その分野の愛好者がフィギュアスケート

に興味を持ち、試合を観戦するということもあった。これらのことから、私は〈他分野→フ

ィギュアスケート〉へのジャンル間転送は可能であり、フィギュアスケートの振興を目指す

際に最も効果的な手段であるかもしれないと考えている。 

 他分野からフィギュアスケートへのジャンル間転送の一例として、『音楽→フィギュアス

ケート』というものが挙げられるだろう。フィギュアスケートは音楽なしには成立しないス

ポーツであり、選手が使用した音楽を好む人々がその音楽の使用されている演技に関心を持

ち、実際に鑑賞することはジャンル間転送の始まりになると予想される。 

 そのようなジャンル間転送を誘う方法の一つとして、特定の楽曲を利用したプログラムの

みを集めたサイトを制作し、そのサイトの存在を SNSなどを通じて発信することを提案し

たい。現在、SNSは大きな影響力を持っていること、そしてこの方法であればフィギュア

スケートファンの力のみで実現することのできる方法であることから、私はこの方法は現実

的なのではないかと考えた。フィギュアスケートで用いられる音楽は、クラシックのみなら

ず最近では J-POPなどの近代音楽も増えており、今シーズンでは「トムとジェリー」や映

画「君の名は」で用いられている曲を使用すしている選手もいる。プログラムに用いられて
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いる音楽の知名度を利用した宣伝では、多くの層の人の関心を掴むことが出来るのではない

かと思われる。 

 また、もう一つの方法として、漫画や歴史物語を題材としたアイスショーを開催すること

を提案したい。先行例として、アイスショー「氷艶」では源氏物語を題材とし、フィギュア

スケートならではの演出を生かした劇が開催されており、フィギュアスケート産業の新たな

形を築いている。このように、フィギュアスケートのアイスショーでは、従来の多くの出演

者が個人プログラムを次々と披露していくもののみならず、氷上だからこそ形にすることの

できる劇などを増やしても良いのではないかと考える。その題材次第では、新たな鑑賞者を

生み出すことが出来るだろう。 

 

Ⅱ．フィギュアスケートとマスコミの関わりの観点から 

 情報社会である現代において、スポーツが振興するためにはマスコミの報道が必要不可欠

でああると考える。フィギュアスケートの主要大会はテレビで放送されることが多く、その

平均視聴率は 2019年世界フィギュアスケート選手権男子 FSが 18.0％、同大会女子 FSが

15.7％、2020年全日本フィギュアスケート選手権男子 FSが 13.2％、同大会女子 FSが

12.3％であることから分かるように、比較的高い水準を維持している。更に、報道量につい

ても、合計件数・合計時間ともに、リオ五輪の開催された 2016年を除き、過去 10年間全

スポーツの中で 5位以内に入っている。 

 また、フィギュアスケートのアイスショーでは、特設リンクを設置する際のコストのうち

チケット代で賄うことのできない部分をスポンサー料と放映権料で補っており、フィギュア

スケートの「みるプロダクト」としての供給を続けるためにはマスコミとの関わりが必要で

あると考えられる。 

 以上の点から、私はフィギュアスケートの振興のためマスコミを利用することは効果的な

のではないかと考えた。その中身についてだが、私はマスコミを通じた活動として「ルール

の普及」ができるのではないかと考える。 

 この場では、マスコミの中でもテレビ放送を例にして考えたい。先に述べた通り、フィギ

ュアスケートの国際大会のほとんどはテレビ放送が行われているのだが、その放送の中でフ

ィギュアスケートのルールについて触れられる機会はほとんどない。競技者が演技を終えて

得点が出るまでの時間に、解説者が加点に繋がる部分や減点の要因となる部分について話す

ことはあるものの、その解説は基本的に「視聴者がルールを知っていること」が前提として

進められる。そのため、フィギュアスケートのテレビ中継は、初めてフィギュアスケートを

観戦する人にとって「易しくない」ことが多い。事実、フィギュアスケートに対して「ルー

ルが分かりにくい」という印象を抱く人は多く、その問題が解消されたなら継続的にフィギ

ュアスケートを観戦／鑑賞する人の数は増えるのではないかと予想する。 

 実際にテレビ中継を利用してルールの普及を行う方法についてだが、私はフィギュアスケ

ート中継において必ず発生する空き時間である、製氷中或いは６分間練習の時間を用いてル

ールを解説する映像を流すことで十分だと考える。従来、その時間には試合の出場選手の過

去の映像が放送されることが多く、その映像の時間を削ることは放送において損にはならな

いのではないかと思う。ルールの解説映像に組み込む要素についてだが、下記の内容を含め

ることが出来れば十分であろう。 

 

<技術点に関連するもの> 
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表１ ルール説明動画に入れるべき要素 

要素 ジャンプ スピン ステップ コレオシークエンス 

項目 種類 姿勢の種類 ターンの種類 概要 

 基礎点 レベル認定 レベル認定  

 加点条件    

 減点条件    

 

<演技構成点に関するもの> 

・５項目の列挙・解説 

・点数のつけ方 

 

 これらの要素を含んだルール説明動画を試合の放送がある度に放送する（視聴者がルール

を理解した上で観戦するという状況を生み出したいため、出来れば放送の冒頭であることが

望ましい）ことで、視聴者はよりフィギュアスケート観戦を楽しむことができるだろう。 

 また、放送時間中に、経営難に追い込まれているリンクの存在を広めることも効果がある

のではないかと考えている。フィギュアスケートは華やかな競技であり、その背後で起きて

いる問題について多くの観戦者は気づかない。フィギュアスケートという競技についてより

知ってもらうためにも、フィギュアスケートの抱える問題についてより多くの人に知っても

らいたい。 

 

 ここで挙げた 2つの方法はどちらもフィギュアスケートの観戦／鑑賞者数を増やすことに

重きを置いており、これらが実際に取り組まれ、ある程度の成功を収めたとしてもフィギュ

アスケートの抱える問題が解決されるとは限らない。しかしながら、フィギュアスケートが

「みるプロダクト」としての価値をある程度確保している現在から取り組み始めなければ、

成功は難しいと予想される取組でもある。映像で見た後に、「実際に滑ってみたくなった」

「子供に習わせてみたくなった」「現地観戦をしてみたくなった」と思う人が現れれば、フ

ィギュアスケート振興の足掛かりになるだろう。まずはみるスポーツとしての需要を高め、

そしてするスポーツとしての需要を向上させることを目標としたい。 

 

③結論 

 本論文で「フィギュアスケートの振興」をテーマに研究を進めていく中で、その達成は長

い道のりになるであろうということ、そして、今から手を打たなければ手遅れになってしま

う可能性があることに気づかされた。フィギュアスケートはスポーツと芸術が融合した”ア

ーティスティック・スポーツ”の一つであり、フィギュアスケートが後世にも継承されてい

くことはスポーツの多様化に繋がるだろう。また、フィギュアスケート鑑賞者が行う消費活

動の幅は広く、フィギュアスケートの振興により利益を受ける人々の中には、フィギュアス

ケート関係者や鑑賞者のみではなく、音楽配信会社やスポンサー企業等の、一見フィギュア

スケートとは無縁であるような人々も含まれる。また、フィギュアスケートの情報が一定の

価値を保持していることで、情報を発信するマスコミ会社も利を得ることができるだろう。

そして何よりも、日本フィギュアスケート界の繁栄のためにフィギュアスケートの振興を目

指すことは重要だ。 

- 507 -



 今回の研究では二つの改善策しか提案することが出来なかったが、他にも様々な観点から

フィギュアスケートの振興を目指すことは可能であると考えている。これからもフィギュア

スケートの振興について考えていきたい。 

 

 

④参考文献 

(1)「アーティスティック・スポーツ研究序説：フィギュアスケートを基軸とした想像と享

受 の文化論」町田樹/2020/白水社 

(2）「フィギュアスケートの社会的認知に関する研究」原田・花沢/1993/日本体育会第 44

号(3)「フィギュアスケート観戦のプロダクト構造：競技的要素に着目して」井上・松岡・

竹  内・新井/2010/スポーツマネジメント研究第 8巻第 1号 

(4)「スポーツ実況研究の視座～『物語』の視点を中心に」深澤/2012/駒澤社会学研究 44 
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社会起業家が起業しやすい社会を作るには 
5年E組30番 塩出 地月 

 

 

１、はじめに 
近年、貧困、地球温暖化、環境破壊といった問題が注目を集め、SDGsを多くの人が意識する

ようになっている。こうした社会的問題を解決するために私たちが出来ることといえば、

「モノを大切にすること」「寄付」「ボランティア活動」などが考えられる。そして、こう

した活動を事業的に取り組んでいる団体にNPOなどの社会的企業が挙げられる。私はこれら

の社会的企業について興味を持ったので調べることにした。 

進めていくにつれて、社会起業家は社会問題の解決を事業の目標にしてるので他の営利目的

の企業と比べて、社会問題解決への取り組みがスムーズで、直接的であるため、社会問題を

解決するのにこれから重要になっていくのではないかと考えた。しかし、まだまだ社会的企

業の認知は低く、社会的企業が使える制度もあまり整っていないことから、社会的企業の起

業が難しく、数も外国と比べて少ないということも分かった。 

そこで、「社会起業家が起業しやすい社会をつくるにはどうしたらよいのか」という問いを

立て、日本の社会起業家を取り巻く現状、社会的企業が多くの人に認知されている外国との

違いを比較し、日本の社会的企業が自分たちの事業を生かせるような世の中になるにはどう

したらいいのか考えた。 

 

2、ソーシャルビジネスと社会的企業と社会起業家 
ソーシャルビジネス： 

ソーシャルビジネスとは社会問題解決を目的とした事業で、その領域は貧困や差別、環境問

題など、多岐にわたる。最大の特徴は、寄付金などの外部資金に頼らず自社で事業収益を上

げることで継続的な社会支援を可能にしている点である。 

 

社会的企業： 

社会的企業は社会的課題を解決するために、経営やビジネスで貢献する「ソーシャルビジネ

ス」に取り組む事業体のことで、「現在解決が求められる社会的課題に取り組むことを事業

活動の目的とする」「達成目標をビジネスの形に表し、継続的に事業活動を進めていく」

「新しい社会的商品・サービスや、それを提供するための仕組みを開発したり、活用したり

する」の３つの特徴を持つ企業のこと。 

 

社会起業家： 

上記の社会的企業を起業する人のこと。 
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（http://chugoku-cb-sb.net/about.html）2021/01/26 

 

（文献によって社会的企業にNPOは含まれないものとして考えているものもあったが、ここ

では、NPOは社会的企業に含まれるものとして扱う。） 

 
 

3、日本の社会的企業 
日本の社会企業家の実態について４つの観点から説明する。 

(1)ソーシャルビジネス、社会起業家の認知度 

 
（https://www.atpress.ne.jp/news/58537）2021/02/06 

NPO法人ETICの調査によると、社会起業家やソーシャルビジネスという言葉を聞いたことが

ある人は多いが、それらがどんな活動をしているのかを知っている人はすくない事が分かっ

た。 

(2)社会的企業の数と主な事業分野 

経済産業省の報告書は社会的企業の担い手に対して調査したデータを示している。（平成20

年、1287団体にアンケートを発送、有効回答473団体、有効回答率36％）この文献を読んで

内容を下にまとめた。 

経済産業省の報告書によると、日本の社会的企業の数は年々増加傾向にあるという。 
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（https://www.smrj.go.jp/doc/research_case/h22socialbusiness.pdf）2021/01/08 

 

また、この報告書によると、社会的企業の主な事業分野について、「地域活性化・町づく

り」が60.7％と圧倒的に高く、「保健医療福祉」が24.5％、「教育・人材育成」が23％、

「環境保護・保全」が21.4％と続いている。 

 
（https://www.jstage.jst.go.jp/article/srs/43/3/43_341/_pdf) 2021/01/08 

 

(3)ビジネスのために必要な資源において利用可能なもの 

ビジネスのために必要な資源には市場からの資金（財・サービスの対価）、政府・行政から

の資金（補助金、委託事業収入、優遇税制など）、企業・銀行からの資金（融資、助成

金）、人材、市民コミュニティからの援助（寄付、ボランティア活動）などがあげられる。 

 

①起業資金の調達先 
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起業資金の調達先を見てみると「自己資金」「配偶者や親族からの出資金や貸付金」などが

上位を占め、自分に関わりの深い人からの融資が多い。また約二割が政府行政からの資金を

得ており、これらが起業家にとって資金調達方法としての役割を果たしていることがわか

る。 

 
(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h23/h23/html/k311300.html) 2021/01/

08 

 

⓶金融機関における融資の状況 

起業資金の調達に関して金融機関の種類別にみていくと地方銀行、信用金庫、信用組合、政

府系金融機関から融資を受けた起業家が多く金融機関が積極的に起業資金を融資しているこ

とが分かる。 

 
(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h23/h23/html/k311300.html) 2021/01/

08 

                 寄付の国際比較 

 合計 名目GDP比 個人 法人 
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日本（2010） 11831億円 0.25％ 41.2％ 58.8％ 

アメリカ（2010） 2653億ドル 2.00％ 94.7％ 5.3％ 

イギリス（2010） 147億ポンド 1.00％ 74.8％ 25.2％ 

（https://www.jstage.jst.go.jp/article/srs/43/3/43_341/_pdf）2021/01/08 

日本の寄付金はアメリカやイギリスと比べて割合が少なく法人で寄付している場合が多い。

それに比べて米、英国では個人で寄付していることが多いことが分かった。 

 

(4)社会起業家の課題 

中小企業庁委託「企業に関する実態調査」（2010年12月）によると、起業時における課題で

最も多く挙げられたのが資産調達。続いて、経営に関する知識、ノウハウの習得、手続きが

挙げられたことが分かった。 

 
(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h23/h23/html/k311300.html) 2021/01/

08 

 

 

4、日本で社会的企業の起業を支援する取り組み 

起業時に資金調達、経営に関する知識、ノウハウの習得に課題があるということが分かった

ので、この二つの現在行われている制度に注目したいと思う。 

 

(1)資金調達 

①政府によるサポート（社会起業家を支援する政府の対策） 

・「ソーシャルビジネス支援基金」 

平成27年2月、日本公庫ではソーシャルビジネス専用の融資制度が創設された。この制度

は、ソーシャルビジネスに関わる企業が利用できる。 

- 513 -

https://www.jstage.jst.go.jp/article/srs/43/3/43_341/_pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h23/h23/html/k311300.html


 

（https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201410/3.html）2021/01/08 

ソーシャルビジネス関係の融資が年々上昇傾向にあり、件数増加傾向にあるから、このサー

ビスの認知度は高いと考えられる。 

 

②民間のサポート 

・クラウドファンディング 

・投資家とのマッチングサイト 

・寄付金 

・銀行の融資 

などがあげられる。 

 

(2)経営に関する知識、ノウハウの習得（企業同士の情報交換のための交流会と考える） 

①政府の支援 

・ソーシャル支援ネットワーク 

地方公共団体、地域金融機関、NPO支援機関等と連携し、経営課題の解決を支援するネット

ワークを構成する各支援機関の施策・サービスをワンストップで提供するとともに、経営支

援セミナーや個別相談の実施により、ソーシャルビジネスの担い手が抱える経営課題の解決

を支援している。 

平成29年3月末現在のネットワーク数は102件にのぼる。 

  

ネットワークの件数が現在の社会的企業の数20.5万社から考えて少ない事からこの制度の認

知度が低く、あまり使われていない事が分かる。 

 

②民間の支援 

・ETIC  STYLEーsocial venture competitionー 

（https://www.etic.or.jp/）2021/02/16 

日本初めての社会起業家向けのビジネスプランコンテスト 
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自らの夢や問題意識をカタチにし、アクションを起こしていく、若き挑戦者たちが集う 

「創発のステージ」をつくるべく、2001年、NPO法人ETIC.と、趣旨に賛同する有志によって

立ち上がった企画。 

 

・NEC社会起業塾（https://jpn.nec.com/community/ja/resources/npo.html）2021/02/22 

 

「NEC社会起業塾」は、2002年に、NPO法人ETIC.が主催、NECがオフィシャルパートナーとし

て協働で始めた、社会課題に取り組む若手社会起業家を育成するプログラム。 

 

民間の企業では経営に関する知識やノウハウを扱う社会的企業があり、社会的企業が社会的

企業を起業したい人をサポートする体制が充実している。 

 

《まとめ》 

資金面では、政府の政策の認知は高く、多くの社会的企業で使われていることが分かった。 

一方、経営に関する知識やノウハウのサポートの面では民間の企業のサポートが充実してい

る。また、社会的企業の起業をサポートする、社会的企業もあることが分かった。 

 

5、外国の社会的企業 
次に海外の社会起業家の現状をまとめたいと思う。 

調べてみたところ社会企業家にとって起業しやすい国が挙げられていた。このうちの上位の

二か国のイギリスと韓国について日本と比較してみたいと思う。 

 

（1）イギリス 

「英国の社会的企業と社会起業家に関する報告」（速水智子2012年12月）によると、社会的

企業の数は､社会的企業は少なくとも５万５千社にわたり、その総売り上げは 270 億ポンド

（約４兆円）にも上っているという。またそれによると、社会的企業を公共サービスの委託

先と位置付け､ 地方自治体のための公共戦略などを示している｡ より公的な市場を開放しよ

うとする狙いがある。 

 以下は上の文献から要点を整理したものである。 

 

①資金調達 

(i)政府のサポート 

資金について､ 中央政府が行ってきた 主な支援策が3つある。 

・ フェニックスファンド 

・ コミュニティ投資税額控除制度 

・ 投資ファンド 

 

 政府が主体的に環境整備をおこなってきた点､ そのために法的な環境面や中間支援機関の

育成､ そして社会的企業にとって､ 使い勝手の良い資金調達手段の提供などの支援策が実施

されてきたことがわかる｡ 
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(ii)民間のサポート 

・クラウドファンディング 

・投資 

 

②経営に関する知識、ノウハウの習得 

(i)政府の支援 

中間支援組織の機能強化プログラム､ チェンジアップ が開始され､ 管理・ 実施主体とし

て､ キャパシティビルダーズ が設立された。 

社会的企業の経営能力を高めるために､ 中間支援団体の整備や育成が積極的に行われてき

た｡  

(ii)民間の支援 

･SEUK 

SEUK は組織の支援を焦点としており､ 他に Unltd という支援組織がある｡ これは 個人を

支援するものである｡ これには､ ソーシャルリプリケーション､ リーダーシップの 2 つの

プログラムがある｡ ソーシャルリプリケーションはフランチャイズ方式で社会的事業を増や

していくことである｡ リーダーシッププログラムは､ 組織の拡大に備えるためのものであ

る｡ 専門家がメンターとしてビジネスと法律の アドバイスをしている｡  

（https://core.ac.uk/download/pdf/267829312.pdf  

https://www.nivr.jeed.go.jp/research/report/shiryou/p8ocur00000014wn-att/shiryou40

_04.pdf）2021/01/08  

 

≪イギリスの現状まとめ≫ 

政府のサポートが資金面でも経営に関する知識やノウハウの面においても充実していること

が分かった。資金の面で民間のサポートの状況は日本とあまり変わらないが、民間では知識

やノウハウの面では充実していることが分かった。 

 

 

（2）韓国 

韓国における社会的企業の現状と課題についてまとめた。以下は参考にした文献をまとめた

ものである。 

（http://www.reha.kobegakuin.ac.jp/~rehgakai/journal/files/no11-2/ronbun01.pdf）20

21/01/19 

 

韓国の社会的企業はの活動は国の政策の一環として展開されている。 

韓国政府は社会的企業の拡大によって持続可能な雇用の創出につなげようとして国の政策の

一部にした。社会的企業の活動は法律に基づいて支えられている。一方、条件を満たさない

団体は認定を受けられず、不安な環境の中で活動せざるを得ない。また認定される社会的企

業の種類が集中しやすい傾向がある。 

 

①資金調達 

(i)政府のサポート 
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2006年12月に「社会的企業育成法」が制定された。社会的企業に対して人件費や運営費はも

ちろん、設立・運営に必要な敷地購入費・施設費の支援、法人税・所属税の減免、経営コン

サルティング等々の育成・支援政策を行っている。特に人件費の補助に力を入れてある。 

(ii)民間のサポート 

・投資 

・クラウドファンディング 

 

②経営に関する知識、ノウハウの習得 

(i)政府の支援 

上記の「社会的企業育成法」に従って支援される。主に経営コンサルティングの支援がされ

る。 

(ii)民間の支援 

・SEEDS 

SEEDS は、社会的企業に対して法律的・制度的支援を行っている国とは違って、現場のレベ

ルにおいて実質的な支援を行うことを目的として活動を展開している。特に、いかに社会的

企業の発展のための市民の自立的基盤をつくるか、都市と農村など各地域に適合した韓国型

社会的企業モデルは何か、いかに若い社会的企業家を育成していくか、国際社会に提示でき

る韓国型あるいはアジア型発展モデルは何かなどといった問いを活動の中心に据えながら、

社会的企業に対するさまざまな支援を行っている。 

 

≪韓国まとめ≫  

事業が国の政策となるため、政府のサポートはとても充実しているといえる。また、雇用や

支援が安定しやすい。 

国の政策の一部になることで事業の種類に偏りが出たりと、国の影響を受けることがある。 

 

 

6、考察 
日本の社会企業家は年々増加傾向にあるが、政府からの知識やノウハウの点での支援が他国

と比べて少なかったり、民間からの金銭面での支援が充実していなかったりする現状があ

る。イギリスや韓国と比較しても、政府、民間からの支援が少ないことが分かった。韓国の

ように政策の一環として社会的企業を展開するのは企業の安定が図れていい方法だと思った

が、種類が固定され、自由な事業展開が行えないこともわかった。このことから考えて、日

本は、起業支援をより充実させるために、企業同士の情報の交流、そしてその内容を発信す

ることが、必要になるのではないかと思う。また、それを私たちが知ることで、社会的企業

の起業に関心を持つことが現状の改善になるのではないかと考えた。 
 

7、まとめ 
「社会起業家が起業しやすい社会をつくるにはどうしたらよいのか」という問いを立て、日

本の社会起業家を取り巻く現状、社会的企業が多くの人に認知されている外国との違いを比

較した。日本は社会的企業の認知が低く、それゆえ、支援が外国と比べて十分ではないとい

う結果を得た。日本の社会的企業が自分たちの事業を生かせるような世の中になるには、ま
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ずは社会的企業についてより知ってもらうために、情報を発信するなどの、私たちが関心を

持てるような取り組みをすることがいいのではないかという結論を出した。 

これから起業したいと思っている社会起業家が起業しやすい世の中にするために、より多く

の人が社会企業家の活動についてのイメージをもつことが重要であるのではないかと思っ

た。 
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商品の売り上げを増やすには 

ーデジタルプロモーションとパッケージの視点からー 

 
５年 E組 林 陽菜 

 

 

１．はじめに 

  

 この研究の目的は、商品の宣伝やパッケージを消費者にとってより魅力的なものにする方 

法を見つけることである。そうすることで商品の売り上げを増やし、最終的には会社の売 

り上げを増やすことができるのではないかと考えた。そこで、2018年に宣伝とパッケージの

リニューアルに成功したキリンレモンを具体例として調べて、その成功の要因を研究 し、

ほかの商品にも活用できる点を探す。 

 

２．キリンレモンの例から見えてくること 

 

２-１．キリンレモンの現状 

  

 キリンが発売している「キリンレモン」は2018年4月のリニューアル後、約１週間で1000 

万本を売り上げ、12月の中旬には21年ぶりに600万箱(1億4400万本)を売り上げた。これ は

その前年の売り上げの約２倍である。キリンレモンのリニューアルの成功の大きな２つ の

要因として挙げられるのがデジタルプロモーションとパッケージのリニューアルであ  

る。 

 

 

２-１．デジタルプロモーション 

 

（ⅰ）デジタルプロモーションとは 

  ①「認知」 

  ②「商品・サービスの購買に結びつけるための動機づけ」を行うために、顧客購買        

データやインターネット(技術)を活用して行うあらゆる販売促進活動のこと。 

        すなわち、PCやスマートフォン、lot技術等を通して行う消費者の購買意欲を喚

起す                      るための活動である。 
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（ⅱ）テレビCM 

 
 

（https://www.rbbtoday.com/article/img/2018/04/10/159664/596866.html最終閲覧日：20

21年2月16日） 

 

  キリンはメインキャラクターに女優の佐久間由衣さんを起用したCMを放送した。CM ソ

ングは「キリンレモンのうた」を現代風にアレンジしたものをBishが歌った。CMのさ わや

かなストーリーやCMソングが受け、このCMの再生回数はSNSなども含めて2800万 回を突破

した。 

 

  私が思うキリンレモンのCMの成功の要因は、広告の性質の利用とCMソングの利用の 二

つの点だ。 

  まず、CMを含む広告全般はその広告を見ているすべての人に商品を認知してもらい、 

関心をもってもらうのに効果がある。特にTVは男女ともに様々な年代の人が見るので  TV

CMは世代や性別に関係なく使えるものの宣伝に向いている。つまり、TVCMではCM を見て

「そんな商品もあるんだ」とか「久しぶりにこの商品を買ってみようかな」と視聴 者に思

わせる事が重要になる。キリンレモンは子供からお年寄りまで飲むことができる炭 酸飲料

なのでTVCMの宣伝の効果はCMを見ているすべての人に期待できるため、キリン レモンはTV

CMで宣伝するのに適しているといえる。また、TVCMのメインキャラクター として起用され

ている佐久間由衣さんは朝ドラにも出演したことがあり、若い人からお年 寄りまで知名度

が高い。CMのメインキャラクターは見ている人の注目を集めやすくする 効果があるので、

CMを見たときに「この人知ってる！」と興味をもってもらうためには どの世代の人にも知

名度があり好感度の高い人を起用することが重要になる。よって、知 名度の高い佐久間由

衣さんは芸能人の中でもCMのメインキャラクターに適している人物 だ。また、さわやかな

CMにすることでキリンがアピールしたいキリンレモンのさわやか さも表現されている。 
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  そしてCMソングは聞いただけでキリンレモンが連想される「キリンレモンのうた」  

だ。昔から親しまれていて、誰もが聞いたことのある「キリンレモンのうた」を現代風に 

アレンジすることで、キリンレモンのうた＝キリンレモンというみんなが知っているイ  

メージを残しつつ、新しいと感じさせることでよりCMの効果を得ることができたと思わ れ

る。さらに、熱狂的でコアなファンの多いBishを起用することで、そのファンの力が動 画

の再生回数につながった。 

 

（ⅲ）KIRIN LEMON Tribute 

 

  キリンはキリンレモンのリニューアルと同時に「KILIN REMON Tribute」というキャン 

ペーンを行った。このキャンペーンはさまざまなアーティストとキリンレモンがコラボし 

てそれぞれのアーティストのアレンジの加わった「キリンレモンのうた」が聞けるという 

ものだ。2018年版では「Bish」、「フレデリック」、「水瀬いのり」、「友近、椿鬼  

奴、しずちゃん」の４組がこのキャンペーンに参加し、動画の再生回数は累計5300万回 を

突破した。2019年版でも「みやかわくん」や「Lisa」、「04 limited Sazabys」が参加 

し、大好評だった。 

 

  KIRIN LEMON Tributeでは下の図のように一番シェアされやすい動画のジャンルをSNS 

を中心に分析・研究して「邦ロック」「アイドル」「声優」「お笑い」の４つの枠を設  

け、キリンレモンのリニューアル時にメインターゲットとした若者に人気のあるアーティ 

ストをそれぞれの枠に起用した。そうすることでそのアーティストのファンをターゲット 

としてアーティスト→キリンレモンという流れを作ることができた。TVCMとは違い   KI

RIN LEMON Tributeではその動画を見る人、すなわちターゲットが絞りやすいことが強 み

になったといえる。そして、動画の再生回数を見て分かるようにTVCMと同時にネット で特

別動画を配信するという形式は現代のネット社会に合ったプロモーション方法だった とい

える。 
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（https://bb-wave.biglobe.ne.jp/pre/kikakusyo/1812/最終閲覧日：2021年2月16日） 

 

 

 

 

（ⅳ）デジタルプロモーションまとめ 

 

  デジタルプロモーションを成功させるためにはまず、それぞれの広告の性質を最大限に 

利用するためにそれぞれの広告に合ったメインキャラクターやCMソングを使うことが必 

要。それに加えて、TVとネットを組み合わせて宣伝するなどのそれぞれの時代に合った プ

ロモーションをしていくとより効果を得ることができることが分かった。 

 

 

 

 

 

２-２．パッケージのリニューアル 

  

 キリンレモンのリニューアルにともなってパッケージも大幅にリニューアルされた。 
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    １）左：2014～2018 右：2018     ２）左：初代 右：2018 

（上：https://style.nikkei.com/article/DGXMZO40384940T20C19A1000000/ 最終閲覧日：

2021年2月16日 

下：https://www.ssnp.co.jp/news/beverage/2018/10/2018-1004-1642-14.html 最終閲覧

日：2021年2月16日） 

 

（ⅰ）キリンのパッケージのイメージ 

 「パッケージについて 

  初代キリンレモンをモチーフにデザインしました。 

  ボトルのシルエットを瓶に見立て、透明感とさわやかさがありながら、キリングループの象徴である聖獣   

マークを中央に堂々と配し、ものづくりへの本気感が伝わるパッケージです。」キリン公式より 

 

（ⅱ）パッケージの工夫 

 

  秋山具義の本『世界はデザインでできている』、木全賢氏の本『売れる商品デザインの

法則』に書かれているいくつかのポイントをもとにしてまとめた。 

 

●万人受けするデザイン 

 ○シンプルなデザイン 

  Brandon K. Hill氏のウェブサイト（https://blog.btrax.com/jp/design-simple/最終

閲覧日  ：2021年2月16日）によると、シンプルなデザインにはたくさんのメリットがあ

る。１  つ目はシンプルに、情報量を最小限にすることで消費者にその商品の情報をより

素早く  伝達することができること。脳科学的によると、人間の記憶には表示要素の20%

程しか  残らない。そのため情報量を少なくすることで情報伝達をしやすくできる。その

ためシ  ンプルにすることで消費者に記憶してもらいやすくなるというメリットもある。 

 ○１:√２(白銀比)の活用 
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  キリンレモンの液体が入っている部分とキリンレモンのペットボトルの全体の長さの比  

が１:√２(白銀比)になっている。白銀比は日本人が一番きれいだと感じる長さの比。 

 ○シンメトリーとアシンメトリーを組み合わせる 

  Mads Soegaard氏のウェブサイト（https://uxmilk.jp/63850最終閲覧日：2021年2月16   

日）によると、非対称なデザインを使うと躍動感を出すことができる。言いかえると、  

アシンメトリーのデザインにすることで、シンメトリーのデザインにおける冷たく「平  

坦な」イメージとはまったく異なる、活動的で生き生きとした見た目にすることが可能  

になる。 

 

 ○新しすぎない・シンプルすぎないデザイン 

  新しすぎたり、シンプルすぎるデザインだと消費者は商品に親しみを持てず買わない傾  

向がある。特に食料品ではこの傾向が顕著に表れる。 

    

●色の組み合わせ 

 黄色と水色でレモンとサイダーを表現したり、黄色の部分をレモンの形にすることで   

パッと見ただけでどんな味なのかを想像しやすいパッケージになっている。そうすること 

で消費者に手に取ってもらいやすくなる。 

  

●写真を撮りたくなるデザイン 

 写真を撮ってSNSにあげてもらうことでキリンの会社自体はお金を使わずに商品を宣伝 

してもらうことができる。商品パッケージ自体が広告になる。 

  

●ブランドイメージの活用 

 ○キリンのシンボルマーク 

  キリンのシンボルマークをパッケージに入れることでキリンというブランドのイメージ  

をキリンレモンに含ませることができる。そうすることで、消費者により安心して商品  

を購入してもらうことができる。 

 

●キリンのこだわり 

 キリンへのインタビュー記事（https://news.livedoor.com/article/detail/18226594最

終閲覧日：2021年2月16日）によると、パッケージの透明な部分を増やすことでキリンがキ

リンレモンのリニューアルの際に最もアピールしたいと考えたキリンレモンの誕生時から貫

いてきた「人工着色料不使用」の透明な液というこだわりが消費者の目に見えるようになっ

ている。 

 また、さわやかな見た目にすることでキリンレモンのさわやかな味を可視化している。 

 

 

・パッケージのリニューアルまとめ 
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  パッケージは消費者が実際に買うか買わないかを決める場面で目にするものなのでCM 

とは違い、その商品のことをどれだけ正確に、視覚的に消費者に伝えることができるかが 

重視されてデザインされていると感じた。 

  

  

 ⇒では、逆に売れないパッケージとはどのようなものなのか。 

  そこで実際にパッケージリニューアルに失敗したトロピカーナの例を紹介する。 

 

 

 

３．パッケージリニューアルの失敗例(トロピカーナ) 

 

３-１．トロピカーナのパッケージリニューアル 

  

 トロピカーナは2009年にリブランディング(ブランド再生)のためにアメリカでパッケージ 

のリニューアルを行ったが、$35000000(35～40億円)かけて売上が$20000000(20 

億～25億)ダウンという大失敗に終わり、30日後には元のパッケージに戻った。 

 

 
   

 

（https://note.com/offtopic/n/n1e16325d214f 最終閲覧日：2021年2月16日） 
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３-２．どうしてトロピカーナのパッケージリニューアルは失敗したのか 

 （https://note.com/offtopic/n/n1e16325d214f最終閲覧日：2021年2月16日）のサイトを

参 考にしてまとめた。 

 

 

 ●スタイリッシュすぎたデザイン 

  新しいパッケージは、2面を使ってグラスに入ったオレンジジュースを表現していた  

が、商品棚に並んだときに、そのアングルで見る人はいなかった。45度の角度でオレ  ン

ジジュースが置かれることもなく、普通は下の写真のように陳列してあるので、消費者 は

そのデザインに気づかなかった。 

 

 

 
（https://note.com/offtopic/n/n1e16325d214f 最終閲覧日：2021年2月16日） 

 

 

 

 

●色の組み合わせ 

 もともとのパッケージは白に濃い緑で文字が書かれていて読みやすかったが、リニューア

ル後のパッケージではオレンジに白の文字が書かれていて読みにくくなっている。そのため

消費者は必要な情報を読み取りにくくなってしまった。 

 

●それまで使っていたブランドのロゴやフォントを変えた 
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（https://note.com/offtopic/n/n1e16325d214f 最終閲覧日：2021年2月16日） 

 

 パッケージリニューアル前までトロピカーナのブランドで使用され、親しまれていたロゴ

のフォントと色を変え、さらにロゴを縦向きに配置したためトロピカーナのブランドのもの

であることが分かりにくくなってしまった。さらにトロピカーナのオレンジジュースを象徴

していたストローのささったオレンジのイラストをなくした。それによって消費者はリニュ

ーアル後のパッケージがトロピカーナのもの、オレンジジュースであることを瞬時に判断で

きなかったため売り上げが伸びなかったと思われる。 

 

３-３．トロピカーナまとめ 

  

  私がトロピカーナの失敗例を調べて気づいたことの１つ目はパッケージデザインが消費

者の購買意思決定にもたらす影響は思っていたよりも大きいということだ。トロピカーナほ

どのブランドだと毎回トロピカーナのオレンジジュースを買っていた消費者もたくさんいた

だろう。しかし、商品の中身は変わっていないにもかかわらずパッケージが変更されただけ

でトロピカーナを買う消費者は少なくなってしまった。２つ目は消費者の購買意思決定のほ

とんどは一瞬で行われるということだ。トロピカーナのリニューアル後のデザインは一瞬見

ただけではトロピカーナだと判断しにくいかもしれないが、しっかりと見れば判断できる。

しかし、売り上げが落ちたのはスーパーマーケットのオレンジジュースの棚の前で商品をじ

っと見つめてどれを買うか決める人は少ないということの結果だろう。最後にブランドイメ

ージの活用についてだ。今回の事案の原因の1つとしてブランドロゴの変更がある。ブラン

ドロゴを変えてしまうだけで変更前のロゴと変更後のロゴが同じブランドのものだと認識さ

れなかったり、そのブランドに対してのイメージが変わってしまうことがある。ブランドの

ロゴを変えるだけでその商品が消費者に与えるイメージが大きく変わることが分かり、ブラ

ンドイメージをいかに上手に活用するかがパッケージリニューアルにおいて大切だと分かっ

た。 

 

 

４．まとめ 
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 今回、商品の売り上げを増やすために商品の宣伝やパッケージを消費者にとってより魅力

的なものにする方法を見つけるためにキリンレモンを主にして調べた。そして調べたことを

もとに商品の売り上げを増やす方法として「TVCMとインターネットを組み合わせたデジタル

プロモーションとシンプルかつ分かりやすいパッケージデザイン」を商品をプロデュースす

る人に向けて提言する。TVCMとインターネットを組み合わせたデジタルプロモーションと

は、TVCMとネット限定動画を同時に流すということである。TVCMとネット限定動画を同時に

流すことでより幅広い年代に、より多くの人に見てもらうことができる。また、ネット動画

にコアなファンが多い人物、TVCMに万人受けする人物を起用することでよりそれぞれの強み

を生かすことができる。このように、TVCMとインターネットを組み合わせたデジタルプロー

モーションをすることで、TVCⅯとネット動画の両方の良さが相乗効果をもたらし、商品を

認知してもらい、関心を持ってもらうというCMの効果を高めることができると考えた。次に

パッケージデザインについて、分かりやすいパッケージとは商品の特徴や性質が一目で分か

りやすいこと、文字が読みやすいこと、ブランドが分かりやすいことである。今回の研究で

消費者が購買意思決定にかける時間はとても短く、分かりにくいパッケージの商品は避ける

傾向があることが分かった。なので目に入る情報量が少なく、かつ必要な情報が分かりやす

いシンプルなパッケージにすることが有効だと考えた。そして、分かりやすいパッケージに

することによって消費者が自分のニーズと商品の特徴を一致させやすくなり、消費者の満足

度も上がるのではないかと思う。 

 最後に、ここまで商品の売り上げを増やすための方法を会社側の視点で研究してきたが、

会社は商品を売るときに商品の長所を積極的に宣伝し、短所を宣伝することはほとんどな

い。そのため、私たち消費者はTVCMなどの宣伝の情報をそのまま信じるのではなく、その情

報を自分でもう一度検討してみること、メディアリテラシーを養うことが必要となる。そし

て、自分なりに長所と短所をしっかりと検討したうえで商品を買ってほしいと思う。     
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Hなつかしいのに新しい「キリンレモン」4月10日（火）リニューアル発売！ 

ISTORY｜キリンレモン｜ソフトドリンク｜キリン最終閲覧日：2021年2月16日 

「キリンレモン」上方修正した年間販売目標600万ケースを達成！発売90周年の今年、21年

ぶりの快挙最終閲覧日：2021年2月16日 

https://news.livedoor.com/article/detail/18226594最終閲覧日：2021年2月16日 
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テレビCM頼らず目標の７割増し、「キリンレモン」のデジタルシフト｜ニュースイッチ by 

日刊工業新聞社最終閲覧日：2021年2月16日 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/0000000

06.000033251.html#:~:text=%E3%80%8C%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%94%98%E5%91%B3%E6%96%99%E

3%83%BB%E7%9D%80%E8%89%B2%E6%96%99,%E3%83%AC%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%81%AB%E7%94%9F%E

3%81%BE%E3%82%8C%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82最

終閲覧日：2021年2月16日 

佐久間 由衣さん 出演 キリンレモン発売90周年新CM 純粋でまっすぐだった“あの頃”の自

分 シリーズ第1弾「透明なままでゆけ。」4月10日（火）より公開最終閲覧日：2021年2月16

日 

https://www.dentsu-west-j.co.jp/business/promotion/digital/最終閲覧日：2021年2月16

日 

https://blog.btrax.com/jp/design-simple/最終閲覧日：2021年2月16日 

https://note.com/offtopic/n/n1e16325d214f最終閲覧日：2021年2月16日 
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広島大学附属福山高等学校 

５年「提言Ⅰ」 

タイにおける都市の貧困 
バンコクのスラム街の住民に対する支援方法の提言 

５年 E組３４番 舛岡 美咲 

１．序論 
 近年、東南アジア諸国は、急速に経済成長を遂げている。 

 タイ、とりわけ首都バンコクは、今日、アジアでも有数のメガ・シティとなった。中心

部を訪れると、高架鉄道や地下鉄が整備され、オフィスビルやホテル、ショッピングセン

ターといった巨大な高層ビルが立ち並んでいる光景を目にする。多くの日系企業の進出な

どもあり、タイは急速に経済発展を遂げているが、こうした経済発展の一方で、バンコク

はさまざまな都市問題を抱えている。そのひとつが，都市の貧困問題である。高層ビルや

華やかなショッピングセンターが作り出すシーンとは対照的に，バンコクのあちこちに

は，住宅が密集するスラム地区が形成されている。 

私は、タイの、この都市の貧困問題に着目して、研究することにした。 

 

２．本論 
２－１．タイにおける経済格差・貧困の現状 

 
（表１） 

世界銀行によると、近年のタイの貧困率が上昇基調にあることに警鐘を鳴らした。世界

銀行は、2015年 10月、国際貧困ラインを 2011年の購買力平価（PPP）に基づき、1日

1.90ドルと設定している。表１から分かるように、タイの貧困率は 1988年の 65％から

2017年の約 10％に大幅に低下している。しかし世界銀行によると、15年～18年では

7.21％（約 485万人）から 9.85％（約 670万人）に増加している。世界銀行は「この 20

年間、ASEAN諸国の中で最も貧困層の拡大が著しいのはタイ」と指摘しており、現在、富

裕層が５％、中間層が３５％、貧困層が６０％を占めている。 

次に、もう少し詳しく、地域ごとの現状を述べる。 
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（表２）National Economic and Social Development Board、Department of Provincial 

Administration より 

 

 
（表３）National Statistical Office「家計・社会経済調査２０１１」 

表２から分かるように、首都であるバンコクとバンコク周辺部、東部は、他の地方と比

べて、GRPのシェアが高い。一方で、タイの人口の約４分の３は、バンコク以外の農村部

に暮らしている。また、表３は、バンコク都市圏の一人当たりの所得額は、ほかの地域と

比べて圧倒的に高く、中央部、北部、東北部などの農村部の地域での所得額は、バンコク

都市圏に比べて、およそ半分になっていることを示している。これらは以下のことが原因
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である。首都バンコクと貧困地方といわれるタイの北部や東北部とでの GRPや所得につい

て大きな差があるのは、地方では、農業・林業などに従事する人がほとんどであるから

だ。工業化の中心となったバンコクとその周辺は、急速な発展をしている経済型社会層と

なり、従来から、作物を収入源とする農村地区は農村型社会層に、タイという一つの国に

おいての二分化が起こり続けている。タイの総人口約 6,800万人中、経済型社会で暮らす

層はバンコンの人口約 820万人を含む約 1,800万人程度、タイ人の人口の過半数以上を占

めているのは農村型社会で暮らす人々。地方ではいまだに苦しい生活を強いられている。 

このように、タイでは経済格差、とくに地域格差が深刻な問題となっている。 

 

２－２．格差・貧困の象徴であるスラム 

 ２－１で述べたように、タイでは,農村部と都市部の経済格差が大きいが、そのこと

が、都市内部における経済格差の原因になっている。急激な経済発展の一方で、都市部で

は経済的な格差が拡大し、バンコクのあちこちには、低

層の住宅が密集するスラム地区が形成されている。 

 国際連合人間居住計画の調査によると、2030年に

は、全世界で、スラム住民が 20億人に達すると言われ

ており、近年、経済発展が進む東南アジアでも大きな問

題になっている。 

 では、タイの現状について説明していく。 

 

 

 

 

 

 

 

（表３ バンコクにおけるスラム地区数）      

（表４ バンコクにおけるスラム人口数） 

 

表３、表４から分かるように、バンコクでは、スラム地区数、スラム人口数ともに、年々

増加している。２０００箇所近いスラムがあり、また、2020年、バンコクの人口の約３

０％、すなわち４～５人に 1人がスラムに暮らしていることになる。このように、バンコ

クではスラム問題が深刻な社会問題となってきていることが分かる。 

 

２－３．都市スラムの形成過程 

 では、このようなスラムがどのように形成されていくのか、調査した。 
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バンコクでは、1960年代の工業化を契機として、労働力需要が高まっていた。バンコクで

経済が発展していく中で、２－１で述べたような北部や東北部のような貧困地域の人々

が、より収入の高い職を求めて、首都バンコクや首都周辺部の工業地帯に出稼ぎに出てい

くこととなる。 ところが、ここにアジア諸国の多くが共通して経験する過剰都市化

（over urbanization）という現象が背景にある。先進国では、工業化が進む都市部にお

いて労働力需要が発生し，その需要を満たすために農村部の労働者が都市部へと流入し

た。これに対して，発展途上国の都市化は，都市部で工業化が充分に進展しないままに，

農村部の過剰な人口の押出しによって都市化が進んできた。このような充分に産業発展が

生じていないままに進む都市化が、過剰都市化と呼ばれている。 

 過剰都市化という視点からは，次のような都市化の問題点がある。 

一つ目として、工業化が充分に進んでいない都市は，流入者に充分な雇用機会を提供す

ることができない。ゆえに過剰都市化が進むと、都市では失業や不安定就労が目立つよう

になる。また、農村から都市に流入した人口が、近代的な産業における労働への適応性を

まだ獲得していなかった。こうして人々は，雇用の安定したフォーマル経済部門での職で

はなく，不安定で雑業的な就業部門であるインフォーマル経済部門に属する職を得ていく

ことになる。だが、農村部で働くよりは、高い収入を得られるため、仕事を求めて都市に

移住するのである。 

二つ目として、バンコクへの労働者の流入は,都市部の急速な人口拡大をもたらした。

ところが、都市は急激な人口流入に対して道路や交通機関、上下水道などの都市社会資本

の整備を間に合わすことができず、充分な居住空間を提供することができなかったため、

彼らが購入可能な住宅は不足していた。また、雇用も限られていたため、家賃などを支払

うだけの収益を得られず、人々は、土地所有者との正式な契約がないままに,多くは線路

や運河沿いにある寺院やバンコク都、公共機関が所有する公有地、河川敷や港湾付近のほ

か、ごみ収集場所の周辺といった土地条件の悪い地域に粗末な家を立てて住み着いていく

ことになる。こうしてバンコクには、あちこちに都市スラムが形成されていくことにな

り、都市貧困層が暮らす都市スラムが目立つようになっていった。 

 

２－４．スラム街にある問題点 

次に、スラムが形成されることでどのような問題がうまれるのか、述べていく。UNICEF

の世界子供白書２０１２によると、スラム世帯とは、①改善された水へのアクセス、②改

善された衛生施設（トイレ）へのアクセス、➂住み続けられる保証があること、④住居の

耐久性、⑤十分な生活空間、の一つ以上が欠如している世帯のことを言う。  

スラム街にある問題を三つ挙げる。一つ目は、スラムに住む低収入の人々は、麻薬売買

や強盗などの犯罪に手を染めることも多くあり、スラム地域全体が犯罪や違法薬物、売春

の温床となることである。また、エイズや、バンコクのスラムのうちおよそ５５％は下水

設備が整っておらず、非衛生的な環境から、伝染病などが蔓延し、パンデミックの発生源

となることもある。加えて、住居はトタン張りや廃材を組み合わせてものが多く、災害時

に甚大な被害を受ける危険性もある。 

二つ目は、スラムの住民は十分な収入を得られてないことである。様々な指標があるの

で一概には言えないが、バンコクのおよそ５０％がインフォーマル・セクターに従事して

いる。インフォーマルセクターは、日雇い業、露天商やバイク、トゥクトゥクの運転手、

自営業者などである。国の労働保護法に基づく保護が受けられないため、ほとんどの場

合、最低賃金を得ていない。現在、タイ王国内全地域で最低賃金は日給 300バーツ（約

900円）に定められている。バンコク最大規模のクロントイ・スラムの中では一家の収入

が 4千バーツから 5千バーツの層が一番多いが、スラムの中で最低限の生活をするには最

低でも 7千バーツ程度は必要となってくる。 

三つ目は、スラム街に住む子供たちが受ける影響である。スラムの住居は決して広くは

ない平屋がほとんどであり、子供の成長に十分対応できるほどの居住空間がない。スラム
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街の子供たちは、十分な教育を受けられているとは言えない。原因としては、一つ目は十

分な教育施設が無いこと。二つ目は、タイにおいては義務教育により小中学校の 9年間の

学費は無料であるが、制服や、その他の学校に必要なものが買えないこと。スラム街に住

む貧困の家庭の６割以上は１世帯あたり月収２万円にも満たない賃金で生計を立て、子を

養い、貧困の連鎖を断ち切れずにいる。３つ目は、子供たちが家計を助けるために、親の

仕事を手伝ったり、働いて稼いだりする必要があるため、学校に通うことができないこと

が挙げられる。これらの結果、バンコクのスラムに住む子供のうち、およそ２０％は小学

校を中途退学してしまう。また、スラムの児童は、両親が住民票登録をされていないた

め、出生証を持たず、法的に教育の機会を得られない児童もいる。タイ政府は、2009年よ

り就学前 3年間と高校までの 15年間は、学費などは一切かからないとしているが、実際

の学校現場では運営資金が不足し保護者からの追加徴収をせざるを得ない状況で、経済力

の弱い家庭の保護者の負担が重圧となっている。 

 

 

２－５．現在取られている対策について 

次に、スラム街の問題を改善するために取られている対策について調査した。 

まず、タイ政府が行ってきた政策について述べる。1980年代後半になると、スラムの撤

去や、移転の圧力が高まり、スラム地域の住民をバンコク郊外の公共住宅に移転する計画

が打ち出された。しかし、人々は移転できなかったり、移転してもスラムに戻ってしまっ

たりする傾向がある。家賃などの費用を負担することができないことや、スラム住民のイ

ンフォーマルセクターは、職住近接なため、職場から離れ、交通費用が掛かる場所への移

転はスラムの住民にとって困難な選択肢だったことが理由として挙げられる。また、行政

の予算不足によりスラム解体後の町づくりが進展せず、ふたたび、スラム化するといった

事態も報告されている。 

このように、スラムを撤去するという政策は上手くいかなかったため、スラムの強制撤

去から、スラムの住民組織を主体とする開発へと基本政策の転換が生じた。そこで、タイ

政府は新たに、CODI（Community Organizations Development Institute：「コミュニテ

ィ組織開発機構」）を立ち上げた。これは、タイ政府の社会開発生活保障省に属する公共

機関で、電気・水道・道路などのインフラ敷設、新家屋の建設などの住環境整備事業を主

に行っている。タイ全土の都市・農村の貧困コミュニティにおける生活環境改善、コミュ

ニティの住民組織のネットワークの強化を目的に活動していて、主に都市スラムにおける

土地や住宅問題の解決に取り組む。各コミュニティは貯蓄グループを作り、住民が相互扶

助を前提にコミュニティ名義の口座に貯蓄し、借入れ住民に対して一定の利息をつけ、貸

し与えるための口座を開設する。そのうえで、住民たちが自ら計画し、その貯蓄分と CODI

の支援で、インフラの整備、家のデザインや計画案などを策定し、住宅を作っていくしく

みである。ＣＯＤＩの支援を受けた貯蓄グループは 51県にまたがり、全国の都市貧困コ

ミュニティの約半数に及ぶ 1273 のコミュニティで貯蓄グループの設立や 600 以上の貯蓄

グループのネットワークの形成を支援している。また、政府の施策として 5年以内に 200 

都市 2000 スラムコミュニティを対象として、安心して住むことの出来る居住環境を実現

する「バーンマンコンプロジェクト（Baan Mankong Program）」が打ち出された。 
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（写真１）            （写真２） 

 写真１と写真２は、バンコクにあるスワンプルーコミュニティというスラム地区であ

る。この地域は、それ以前は住宅、電気、上下水道などが府整備であったが、CODIの支援

を受けて、インフラを整備し、テラスハウスの二階建て住宅に建て替えられた。 

 このように、それぞれの地区に適切な改善事業を住民たちが話し合いながら計画し、

CODI がサポートしながらつくっていくという、住民の主体的な活動と、行政の支援によ

り、住環境改善に対する取り組みが実施されている。また、都市貧困層においても、貯蓄

活動を実施し、その信用をもとに CODIの支援を受けて、住宅の取得が可能である。ただ

単に住宅を取得するだけではなく、事業の計画、立案、実施に住民が主体的に参加するこ

とにより、住民の活動能力の自立を促してもいるといえる。 

課題としては、タイでは、土地の多くが公有地であるという特性から、多くのコミュニ

ティにおいて土地問題が課題となっていることが挙げられる。バーンマンコンプロジェク

トにおいて、土地と住宅の取得を併せて行っているが、永続的な居住地をいかに確保する

かが課題となっている。 

 次に NGOの活動について述べる。 

 バンコクの最大規模のクロントイ地区というスラムで、古くから活動している NGOが、

ドゥアン・プラティープ財団と、シャンティ国際ボランティア会である。 

ドゥアン・プラティープ財団は、プラティープ財団は,もともとクロントイ地区をベース

に慈善活動を行っていたプラティープ・ウンソンタム・秦氏らが,スラムの子どもたちを

対象に「一日一バーツ学校」と呼ばれる私塾を開いたことから始まる。その学校は、バン

コク市の公立学校として認められ、タイで初めてスラムにできた公立の小学校となった。

バンコク最大規模のクロントイ・スラムの多くの子供たちが学んでいる。プラティープ氏

らは,その後この土地での活動範囲を広げ,現在のプラティープ財団の基礎を築いた。教育

推進事業,スラム地域開発事業,人材育成事業,緊急支援事業の四つの事業活動を行ってい

て、とくに学校へ行くための奨学金制度を設けている。 

 シャンティ国際ボランティア会は、アジアで子供たちへの教育支援を行っている NGO

で、タイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー（ビルマ）難民キャンプ、アフガニスタン、

ミャンマー、ネパールの 7つの地域で事業を行っている。一つは、図書館の設置や運営、

移動図書館、翻訳絵本の出版、図書館員の育成などを行う、図書館事業。もう一つは、財

団法人シーカー・アジア財団が事業を受け継いでいる、奨学金事業。学齢期担っても働か

なければいけない子供たちや、授業料、教科書代、制服代が払えないスラム地域の貧困の

子供たちのために、奨学金を支給している。これまでクロントイ・スラムの２０万人に奨

学金を給付している。実際に、スラム出身の女性で、子供のころスラムに開設されたシャ

ンティの図書館で本や参考書を読み、また、シャンティの奨学金を受けながら、大学まで

通うことができ、外交官になった、オラタイ・プーブンラープさんという女性がいる。彼

女は、「私の外交官としての現在は、小さな図書館との出会いがなければありませんでし
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た。図書館は、誰でも学びたければ、学ぶ機会を与えてくれます」と言っている。 

 このように、タイのスラムでは、様々な NGO団体が現地の子供たちやスラム住民に支援

を行っている。 

 

３．結論・提言 
今回の研究を通して、タイにおけるスラム改善や、スラム街の人々に対する支援につい

て、何が必要か、二つの側面から考えた。 

 一つは、CODIが行っている住宅の提供などの住環境を改善していくこと。また、インフ

ォーマルセクターに従事しているスラムの多くの人が、安定した十分な収入を得られるよ

うにするために、職業訓練等の場を提供すること。これらは、「今現在」の状況を改善で

きる方法である。もう一つは、NGO団体が行っているような、図書館事業や奨学金事業な

どの、子供たちに対する教育支援である。前者は、「今」の状況を改善していくという点

で、直接的なスラム改善策であり、住環境を整備することは、健康や生活に不安を感じて

いる人々が、健康に安心して暮らせるようにするために、また、子供たちが安心して勉強

できる場を作るために、必要不可欠なことである。また、十分な収入を得られることは、

貧困から抜け出し、同時に、子供に学校に通わせることもできるようになるはずだ。一方

で、後者は、「未来」に重点がおかれている。子供たちに教育の場を提供することで、そ

の子供たちが貧困から抜け出し、安定した職に就くことができれば、将来スラムに暮らさ

なくてすむようになる。この二つの視点から対策を取っていくことが、長い目で見たとき

に、重要であると思う。 

 人々は、貧困からやむを得ずスラム街に住んでいるため、スラム街を強制撤去すること

は、根本的な解決策にはならず、追い出された人々は別の場所でスラムを形成する、とい

う悪循環に陥る。スラムの住居とはいえ、住民が築いた財産を単純に取り壊してしまうこ

とも問題である。スラム地域を問題として排除するのではなく、行政とＮＧＯとスラム住

民が共同して取り組む政策が必要である。 

 貧しい人々は自分たちの意見を政策立案者に主張する発言力を持っていない。貧困者の

多くは、都市の政策立案者の目には事実上見えない存在である。目に見えない存在である

ため、そこでは投資も少なくなってしまう。そこで、住民が参加していく方法は、開発に

おける地域参加を促進し、様々な開発プロジェクトの管理をある程度人々に委ねることが

できる。スラムの住民達は、これまで協力し合って築いてきた共同体を大切にして、地域

改善、生活水準向上を正しく進めていく必要がある。 

 以上のことより、私は、三つの事を提案する。 

 一つ目は、CODIのような仕組みを、よりネットワークを強くし、住環境整備以外のこと

に応用することである。具体的には、各スラム地域存在する複数のコミュニティから、代

表を選ぶ。その代表をコミュニティリーダーと呼ぶことにする。そして、各コミュニティ

からのコミュニティリーダーたちが集まるコミュニティ委員会を作る。そこで、各コミュ

ニティから出された意見を政府の機関や NGOに伝え、コミュニティリーダー中心となって

計画を立て、それを行政や NGOが技術面や資金面でサポートする、という仕組みである。

内容としては、これまで述べてきたように、住環境整備、収入増加、子供への教育、保健

教育などである。例えば、住民自身が排水設備や生活道路の整備などの方針を決めること

や、今どのくらい収入が足りていなくて、収入を増やすにはどのような技術を身に着け

て、どんな職に就けば良いかといこと、子供にもっと教育を受けさせたいから、制服や文

房具などにこれくらいの支援が欲しい、図書館を設置してほしい、などといったことであ

る。仕組みは以下のようなものを提案する。 

 これを提案する理由は、私は、住民、政府、NGOの三つの三角形をうまく保つことが重

要であると思うからだ。住民組織、行政、ＮＧＯによる共同での取り組みや、それらのネ

ットワーク形成をすることで、より多面的な支援ができ、また、一方的な支援にならず、

現地の住民の声をより反映できると思う。また、スラムの住民に対する理解が深まり、社
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会から排除されたりすることを防ぐことにも繋がると思う。こうしたネットワーク構築に

は、住民が住民組織を形成し問題解決に取り組み、それを行政・ＮＧＯが支援することが

重要であると考える。トップダウンではなく、スラムの住民自身が地域の改善策を決め、

それを政府や NGOが支援する支援策が必要である。住民のエンパワーメントにより、住環

境だけでなく住民の意識が変わっていけば、自らの力で貧困から抜け出す道が開ける。地

道な取り組みを着実に積み重ねていくことが、世界のスラム問題解決の糸口になりそう

だ。 

政府ができること、NGO団体ができること、住民ができること、それぞれの強みを活かし

ながら役割分担して支援していくことで、より、効率的に、包括的に、様々な面から支援

ができると思う。困難を抱えた人々が自ら立ち上がれるよう、住民やコミュニティをエン

パワーメントしていく。こうした地道な取り組みが、スラムを、そして都市の未来を変え

ていくだろう。 

 二つ目は、安心して暮らせる住まいは、健全で豊かな生活を営むための基盤だと私は考

えています。そのためにも人々が、安全できちんとした家に住む権利を確保すべきという

意識を政府の側にも住民の側にも持ってもらうことが、スラムを改善する有効な方法のひ

とつだと思う。 

 三つ目は、私たちができることをより身近にしていくことである。NGOは寄付金によっ

て資金を得て、活動している。では、NGOがよりたくさんの資金を得られるようにすれ

ば、それぞれの NGO団体が、もっと幅広く支援をできるのではないかと考えた。その一つ

の方法として、誰もが気軽に、捨てるはずだった絵本や教科書を、スラム街の子供たちに

届けられる仕組みを作っていくことを挙げる。現在、古本等は、古本屋に持っていく、ネ

ットで売る、捨てる、というような選択肢がある、それらの中に、もう一つ、スラムの子

供たちに届ける、という選択肢を、多くの人が持てるようにすることが、一つの方法であ

ると思う。また、寄付を増やすためには、スラムの問題について、より情報を広めて、多

くの人に知ってもらうことも大切だと思う。子供たちに教育の機会を与え、貧困の連鎖か

ら抜け出すことを、私たちが少しでもサポートするべきである。 

 今回の研究を通して、タイにおけるスラム街の現状やその背景にある複雑な事情を学ん

だ。今回は、スラム街の人々に対する支援に焦点を当てて、研究してきたが、根本的な問

題として、農村部の貧困問題、つまり地域格差が深刻な問題である。今後の展望として、

それらのことも、より深めていきたいと思う。SDGs目標 11が提唱する「住み続けられる

まちづくりを」を目指して、更なる支援策が求められている。 

ある社会問題には、様々な事情が複雑に絡み合っていて、だからこそ、多角的な視点か

ら捉えて考えていくことが必要だと学んだ。同時に、今まで恵まれた環境で生きてきた私

が、今度は、世の中で苦しんでいる人のために、知識や技術を使うべきだと感じた。貧困

に苦しんでいたり、弱い立場にいたりする人が安定した生活を送り、健康に、そして希望

をもって生きることができる社会を実現するために何が必要か、この研究で学んだことを

活かして考えていきたい。 
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広島大学附属福山高等学校 

5年「提言Ⅰ」 

 

持続可能な食料として昆虫食を普及させるために 

5年E組35番  光田 琴音 

 

Ⅰ はじめに 

  将来、世界の人口は増加していくことが予想され、２０５０年には約９８億人もの人口

を抱えると考えられている。（図１.）また、都会化、中流層の増加により、食材要求と動

物性蛋白源の需要が増えてきている。2050年には世界の蛋白質需要が対2005年比で二倍以上

になるとの試算もあり、将来来るであろう世界人口の変化によって現行農業の延長では供給

が追いつかなくなる蛋白源危機と食料危機への対策として昆虫食を普及させることがあげら

れる。現在特に東南アジア圏では昆虫食は盛んであるが、そのほとんどは屋台で売られてお

りビジネスとして発達しているものは決して多くない。我々が暮らす日本でもゲテモノとし

ては知られるが、一部の個人的嗜好によることが多いとみなされ、世界的に見ても現在主要

な食物ではないことは明らかである。しかしながら昆虫食には蛋白源危機や食料危機を乗り

越えるための多くの利点がある。昆虫の分布は世界中に広がっているので基本どこでも手に

入り、その種類数と個体数は約175万種と推定1000京と地球上で最も多い。世界的にポピュ

ラーな食料として商品化しようとするにしても自然個体群からの多数の個体数の確保は困難

であるため人口大量飼育が主となるだろうし、昆虫が一度に産む子の数も多いため人間が採

って食べることによって絶滅するなどの心配はほとんどいらないだろう。また昆虫は栄養価

がとても高いことでも有名である。蛋白質含量はもちろんのこと、脂肪の含有量においても

我々が口にする肉類や牛乳、卵などと比較しても勝るとも劣らない。ビタミンやミネラルも

豊富に含まれている。昆虫自身はコレステロールを合成する力が無く、消化やビタミンDの

合成に欠かすことのできないコレステロールを、体内に共生する微生物や植物に含まれる脂

肪を使って確保している。このことから昆虫はコレステロール値の低い健康食品であるとも

いえる。このようなことから昆虫食を普及させていくことで未来の食料問題が解決できる見

込みが大いにあると考え、本研究では昆虫食を広く普及させていくにはどうするべきか提言

することにした。 

 FAOは食糧と農業の持続可能性の主要原則５つを提示している。１に食料システムの生産

性、雇用、付加価値を高めること。２に天然資源の保護と強化。３に生計を改善し、包囲的

な経済成長を促進すること。４に人、コミュニティ、生態系の回復力を高めること、最後に

新しい課題にガバナンスを与えることである。昆虫食は一部では精通しているが、多くの

人々にとってまだ未知の食料であるため法整備は行き届いていないので５つ目は満たさない

ものの、市場の広がりは未知数で、個体数が世界で一番多く、適切に扱えば環境に対する負

荷が少ないと予想されるため今後の最も持続可能な食物の一つであるといえるだろう。 
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むか（前編） | 活動レポート 

資料元はUnited Nations  

 

Ⅱ 昆虫食 
 

１ 日本における昆虫食の歴史 

 人類史の大部分を占める狩猟採集の時代において昆虫も食料に含まれていただろうし、そ

の後人類が農耕を始めたことによって昆虫が栽培作物に対して害虫化し、作物保護や大量に

捕獲できるという観点から人類が昆虫を食べたことは当然であろう。その代表例としてあげ

られるのがイナゴである。また古くから絹織物の材料として養蚕に用いられてきたカイコも

稲作とともに全国に広がったイナゴ食同様、養蚕が広まるにつれてカイコ食として食べられ

てきただろう。日本の食用昆虫の分布を見ても、イナゴの食用文化は青森以南から沖縄県ま

でほとんど日本全土にわたっており、カイコの食用文化も宮城、福島、新潟各以南から鹿児

島県まで養蚕地域と一致して広まっている。また、蜂の子やザザムシ・ヤナギムシの食用文

化も考えると中部地方ですべての食用文化があったことが分かるが、これは山に囲まれ海に

接しない地形や雪が積もる気候において昆虫が大切な蛋白源になっていたと捉えることがで

きる。（図２.）それでも過去約50年で食の洋風化が進み、日本でも食に対する嗜好の変化

や料理の変化などから料理の材料も変わっていき平成に入ってからは昆虫は頻繁に食べられ

ることが無くなった。しかし逆をいえば遥か昔から近年まで昆虫食は食料として身近な存在

であったことがうかがえ、近年よく好んで食べられる牛肉の方がむしろ日本での食文化とし

ての歴史は短いとも言えるだろう。人間には食物新奇性恐怖という初めて口に入れるものを
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警戒し敬遠する性質があることが関係する。一方で食べ物の場合は８回から１０回も摂取を

経験すると、私たちはその食物を好きになっていくことも確かめられている。先にも述べた

ように近年家庭で昆虫を食べる習慣が薄れてきたために、幼少期から昆虫食を経験すること

も減りこの作用が大きくはたらいていることだろう。このことも昆虫が身近な存在から嫌悪

される存在へと変化した一つの要因であると考えられる。では現代において昆虫食はどのよ

うに変化しているのだろうか。 

 

図２. 

 

２ 現代の昆虫食 

（１）ムスカのイエバエテクノロジー 

 株式会社ムスカは独自にイエバエという日本のどこにでも見られるハエの一種を用いた効

率的な昆虫食に成功している。もともとはソ連が宇宙開発技術として研究していた種自体を

選別交配するブリーディングのノウハウを買い付け、民間導入を進めたものである。何千世

代にも渡って交配させた特別なイエバエの幼虫が餌として廃棄物の分解を行う。（図３.）

一般的に行われている微生物による畜産廃棄物の発酵処理、つまり堆肥づくりには最低2〜3

カ月かかる。中には未熟な堆肥も多く、その処理は完熟させるまで約1〜3年間くらいかかる

そうだ。一方、イエバエの幼虫が畜産系の廃棄物を分解すると、1週間で販売可能なレベル

の肥料ができるので、製造期間を大幅に短縮できる。また廃棄物の分解としての役割を終え

たさなぎになる前の幼虫はボイル処理されて家畜や養殖魚などの飼料にすることもできるの

だ。養殖魚の餌としての栄養価が高さも愛媛大学の研究グループによって報告されている。

この仕組みは我々が食べる肉や魚が昆虫を食べて育つことから間接的な昆虫食とも言えるだ

ろう。人々の抵抗感が少なく、サイクルが確立され持続可能性か高いので昆虫食を利用する

有効な手段であると考える。（図４.） 

 

図３.イエバエテクノロジー 
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図４.ムスカの間接的昆虫食サイクル 

 
 

（２）MUJI無印良品のコオロギせんべい 

 無印良品は徳島大学と連携してコオロギを粉末加工してせんべいにした商品を発売した。

（図５.）商品説明には「コオロギの味を活かすために余計な原料を使わず、シンプルな配

合にしました。エビのような香ばしい風味が特長です。」とある。コオロギせんべいは昨年

5月のネット発売直後から地球に優しい未来食としてSNS上でも話題になっており、最近まで

店舗でもネット販売でも入荷されては売り切れが相次いでいた。 

 

図５.コオロギせんべい 
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https://www.muji.com/jp/ja/store/cmdty/detail/4550344162897 

（３）昆虫食に対する意識 

 昆虫食の普及を目指すにあたって、客観的に見た昆虫食に対する意識や考えられる昆虫食

の懸念点を明らかにするため、アンケート調査を実施した。調査は2021年1月29日に広大福

山5年E組の生徒男女32人に対して行った。質問は全部で7問であり、各項目は下図（図６.）

のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６. 

 

 

1⃣昆虫食への受容性 

 昆虫の形が分かる状態で昆虫を食べることについて（①）、「抵抗がある」65.6％、「や

や抵抗がある」18.8％、「わからない」0.0％、「やや受け入れられる」3.1％、「受け入れ
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られる」12.5％であった。昆虫の形が分からない状態で昆虫を食べることについて（②）

は、「抵抗がある」28.1％、「やや抵抗がある」15.6％、「わからない」28.1％、「やや受

け入れられる」12.5％、「受け入れられる」15.6％であった。昆虫を餌として摂取した牛、

豚、鳥、魚などを食べることについて（③）は、「抵抗がある」0.0％、「やや抵抗があ

る」3.1％、「わからない」9.4％、「やや受け入れられる」21.9％、「受け入れられる」6

5.6％であった。 

 

 昆虫の形が分かる状態の昆虫食（①）は抵抗感を感じる人が8割を超えたが、昆虫の形が

分からない状態での昆虫食（②）では抵抗を感じる人が①の約半分にまで減った。昆虫を餌

として摂取した動物を食べること（③）についてはほとんど全員が受け入れられると回答し

た。間接的昆虫食に関しては現時点でも十分に受け入れられうると考える。（図７.） 

 

図７.昆虫食の受容

性 

 

2⃣昆虫食の懸念点 

 昆虫を食べるときどのような懸念点が考えられるかについて自由記述してもらい（④）、

その懸念点を種類分けして統計をとった。「見た目が気持ち悪い」など見た目に関する記述

は35％、「毒」や「寄生虫」など安全性に関する記述は20％、「羽が固そう」「足がのどに

刺さりそう」など食感に関する記述は18％、「不味い」など味に関する記述は10％、「価格

の高さ」「生態系への影響」「未経験への恐怖」などその他に関する記述は10％、無回答は

8％であった。 

 

 一番多かった見た目に対する懸念は全体の3分の1にも及び、これから昆虫食を普及させて

いくにあたり絶対に解決しなければいけない項目である。食感に関する記述は当初の予想以

上に多く、昆虫の形が分かる状態で食べるにしても、魚を食べるとき骨を取り除いて食べる

のと同じような工夫が必要かもしれないと考えた。（図８.） 
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図８.  

 

 

3⃣昆虫食を幼い頃から取り入れることについて 

 人間には初めて口にするものに恐怖感を覚える食物新奇性恐怖がある。昆虫を食べる場合

についても同様に食べたことがないということで抵抗感を覚えているのではないかと考え、

昆虫を幼い頃から食べることで昆虫食に対する抵抗感が低くなると思いますか（⑤）という

質問を行った。「そう思う」50.0％、「ややそう思う」18.8％、「わからない」18.8％、

「ややそう思わない」9.4％、「そう思わない」3.1％であった。 

 

 全体の約3分の2がそう思うと回答し、食物新奇性恐怖を乗り越えることで昆虫食の抵抗感

も払拭することができるかもしれない。 

 

図９.昆虫を幼い頃から食べることで昆虫食に対する抵抗感が低くなると思いますか 

 
 

 

4⃣昆虫食の経験 
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 これまでに昆虫食を経験したことがあるか（⑥）という問いに「はい」と答えた人は12.

5％、「いいえ」と答えた人は87.5％であった。 

「はい」と答えた人には追加で、どこで何を食べたのかに回答していただいたところ、全員

が家で昆虫を食べたことがあり、イナゴを食べたことがある人と蜂の子を食べたことがある

人に半分で別れた。前述のコオロギせんべいを食べたことがある人もいた。 

 

 

Ⅲ 提言 

  将来来るであろう食糧危機や蛋白源危機に備えて直接的昆虫食の世界的普及を最終的な

目標に掲げながら、その前にはまず間接的昆虫食で人々の昆虫食に対する嫌悪感を取り除く

ことが重要であると思う。そのために株式会社ムスカが開発したような昆虫でたい肥を作

り、その昆虫も私たちが食べる動物の飼料として活用していくといった間接的昆虫食のもつ

持続可能性へのポテンシャルをより広め、普及させていくことが有効であると考えた。そし

て直接的昆虫食においても初めから昆虫の形がはっきりわかる状態で食べるのではなく、例

えば昆虫加工食品などといった食べやすい形での昆虫食の供給を増やしていくことで徐々に

昆虫食を受け入れていく社会の態勢を作ることができるだろう。特に昆虫加工食品（例：コ

オロギせんべい）を教育現場（保育園、幼稚園、小中学校の給食など）で取り入れることで

小さい頃から昆虫をたべるということに慣れさせ、食物新奇性恐怖を持たないようにしてい

くことが可能なのではないだろうか。 

 本稿では、昆虫食の現状を紹介し、昆虫食の受容態勢を段階的に整えていくことで将来の

食糧・蛋白源危機を解決できるようにすることを提案した。今回は昆虫食を消費者側の視点

からしか研究できず、生産者側や提供者側からの視点でも考えていく必要性を感じている。

今後は昆虫食に対する我々の受容態勢を拡大していき、昆虫食についての研究が深まってい

ったり市場を広げたりしてビジネスとしての可能性も広げていけることを期待している。 
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広島大学附属福山高等学校 

5年「提言Ⅰ」 

             

私たちの心身の健康を脅かす「スマホ依存」 

～スマホと正しく付き合うためには～ 

 

5年 E組 37番 森木裕子 

 

1．序論 

 近年主に若者を中心とした「スマホ依存」が問題になっている。この問題が取り上げられる度に様々な

議論が交わされるが、具体的にどこに問題があるのか多くの人は理解できていないのではないかと思う。

例えば、長時間利用が良くないといった意見があるが、ではスマホを仕事のツールにしている人にも「ス

マホ依存」という言葉が当てはまるだろうか。このように、漠然とした認識や少ない知識を基に、ただ「スマ

ホ依存」は「悪いこと」だと訴えかけても十分な効果を発揮するであろう方法を考えたり、それらを生かして

現状を改善したりすることは難しいと考える。そこで、私は「スマホ依存」とは何であるのか、また依存状態

にあることで私たちの心身にどのような影響を及ぼすのかを調べてよく理解したうえで、「スマホ依存」から

脱してスマホと上手く付き合っていくための解決策を提案したいと考えた。 

 

 

2．本論 

 まず「スマホ依存」について定義する。 

 

〈スマホ依存とは〉 

 スマートフォンの使用を続けることで昼夜逆転する、成績が著しく下がるなど様々な問題が 起きている

にも関わらず、使用がやめられず、スマートフォンを使えない状況が続くと、イライラし落ち着かなくなるな

ど精神的に依存してしまう状態のこと。  

（引用 : https://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/mentalhealth/mental/smartphone_dependence/index.html ） 

 

 

 次に、人々のスマホの利用率は下のグラフ（※¹、※²）のようになっている。 2019年2月の時点で、10代

～50代の利用率は85％を超え、60代の人たちも約70％が利用しているようだ。このグラフから、スマホが

年代に関係なく多くの人々に普及しているという現状が見てとれる。 
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 続いて、インターネットの利用時間と利用内容につい

て右のグラフ（※³ ※⁴）を示す。アンケートの対象となっ

た人たちの90％以上がインターネットの利用にスマホを

用いていると回答したため、ここではスマホの利用時間

と利用内容とみなすこととする。 

 

 総合的に見て、多くの子どもが1日に1～4時間スマホ

を利用していることが分かる。 

5時間以上利用している高校生の割合が大きいことも目

立つ。最近では小学生や中学生の利用が増えてきて

いることも問題視されているようだ。 
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 利用内容については、年齢に問わずほぼ共通してい

ることが分かる。研究を進める中で、利用内容に関連し

て具体的なアプリについて調べたが、LINE・Twitter・SN

Sのが上位を占めていた。その他にも電子書籍・コミック

やネットショッピング、ゲームなど様々な用途で活用され

ていることも分かった。 

 このようにスマホの利用者が増え、さらには利用時間が

大幅に伸びている理由の1つにスマホは種類を問わず

機能性が良いことが挙げられる。画面サイズや音質、バ

ッテリーのもちなど特に不満を感じる点はなく手軽に使

用できる。 

 

 

 

 

 

 

 では、ここまでで示してきたように趣味や娯楽のためにスマホを長時間使用している若者(主に小中高

生を指す)の親たちはこの現状をどのように受け止めているのだろうか。 

  

 ここで、20代以上の男女784名を対象として行われたあるアンケートを紹介する。質問は4つあり、その

内容は以下の通りである。 

 

 

 

Q1. 自身の子どもは「スマホ依存」だと感じるか？  

                            (右図 ※⁵) 

   

   → 「感じる」と答えた48.1%の人は、勉強中も              

YouTubeを見ているから、ゲームをしてい              

る時間が明らかに長いからなどの理由に挙げた。 

 

 

 

 

Q2. 子どものスマホ使用時間について、減らしてほしいと思うか？ 

 

   →48.5%が「もっと減らしてほしい」と回答。 

 

 

Q3. 未成年にスマホを自由に使用させることはどのような影響を及ぼすと思うか？ 
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   →53.8%が「悪い影響」「どちらかといえば悪い影響」と回答。 

 

 

Q4. 家庭内の努力でスマホの利用時間を短くする

こと     はできると思うか？ (右図 ※⁶) 

 

   →59.4%の人が「難しい部分がある」と回答。 

 

 

 

 

 

 

 (上記アンケート ・ ※⁵ ・※⁶   参照・参考 https://news.mynavi.jp/article/20200220-978196/ ) 

 

 

 しかし最近は、中学校入学時やさらに早い段階ならば小学校在学時から子どもにスマホをもたせる親も

多いようだ。防犯や緊急時のための連絡手段として活用させたいという意見や、子どもの友人付き合いに

は必要だと思うなどの理由が挙げられる。 

 たしかにこれらの保護者の意見(スマホをもつ上でのメリット)も一理あるとは思うが、実際はデメリットの方

が大きいのが現状である。 

 

 

 では、ここからは「スマホ依存」が私たちにどのような影響を及ぼしているのか、または及ぼす恐れがある

のかについて具体的に見ていく。 

 

① 「歩きスマホ」 

  近年、「歩きスマホ」による事故が多発している。特に駅のホームや階段など、通る人が多いところで起                  

こることが多いようだ。スマホばかりに気がとられて前方不注意により向かって来た人とぶつかったり、その

まま口論になってしまったりするケースや、線路に落ちてしまうケースがある。 

 また、事故は起こしていなくとも、スマホに夢中になっていたりイヤホンでをつけて音楽を聞いていたり

することで知らない間に周りの人に迷惑をかけている場合もある。 

 さらに自分が被害者となってしまうこともあるかもしれない。自分がスマホに夢中になっている間に同じく

歩きスマホをしている人に危険な目に遭わされることもあり得る。 

 これらの状況を解消するために、駅の構内にポスターを貼るなどの注意喚起をしているところもある。 
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                                                     （※⁷ ・※⁸） 

 

 

 

② 「ながらスマホ」 

  運転中の「ながらスマホ」による交通事故（死亡事故も含む）が多発している。 

 

 

 

   

 

 

 

   

    

 

     

 

 

   （※⁹） 
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     自動車及び原動機付自転車の運転者（第1当事者）の携帯電話使用等に起因する交通事故数 

                                                       （平成25年以

降）     

 

 

 現在、自動車及び原動機付自動車などの運転中の「ながらスマホ」は道路交通法で禁止されており、

「ながらスマホ」に含まれる行為としては、携帯電話をもって通話すること、携帯電話の画面を注視するこ

と、カーナビの画面を注視することがある。違反した場合の罰則も厳しくなっているようだ。 

 また、「ながらスマホ」によって自分が交通事故に巻き込まれてしまう可能性があることも忘れてはならな

い。 

 

 

③ 精神的・身体的な影響 

 <精神面> 

 子どもが「スマホ依存」に陥ってしまうと、自分１人の空間が出来上がって心のバランスが保てなくなる。

特に低学年の子どもは心の内では親と一緒にいたい、たくさん話したいと思っているので、閉鎖的な空

間に追い込まれてしまうことで、自殺に踏み切るケースもある。 

 

 <身体面> 

 目・脳・運動能力の低下を引き起こすだけでなく、スマホ（スマホに限らず、パソコンやタブレット  も含

まれる）を長時間使用していると同じ姿勢で固まりやすく、血液循環の低下・自律神経の乱れ・代謝力の

低下・皮膚の老化のリスクも高まる。実際、本人だけではなく周りにいる家族や友人でさえ依存状態に陥

っていることや、依存によって何らかの異変が起こっていることに気づかず、知らず知らずのうちに状況が

悪化してしまっているということも少なくない。 
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 ここまで「スマホ依存」が及ぼす影響について調べてきたが、最後にスマホの必要性について聞いたア

ンケートを紐解いた。 

 

 

  （※¹⁰） 
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  （※¹¹）                                                                                                                                                 

 これらのグラフを見ると、やはりスマホは利用時間や利用場所という概念に囚われる必要なく利用でき、

また個人のニーズに応じることができる機能性も兼ね備えた便利なツールであると言えるのではないだろ

うか。 

 

 

 

 

３. 考察 

 主に「スマホ依存」に関する事例や動向について調べてきたが、「スマホ依存」が私たちの心身にとって

マイナスの影響を多くもたらすことを理解した。 

 しかし、直前のグラフ・表を見て分かるように、スマホは私たちの生活を豊かにしている必要不可欠なツ

ールであって、ネット社会という現代に生きる私たちにとって切っても切り離せないことは確実に言えるだ

ろう。 

 つまり私たちに求められているのは、「スマホ依存」から抜け出すためにスマホを使わないようにすること

ではなく、自身のスマホの利用の仕方を見直し節度ある利用を徹底しつつ、有用性を存分に生かしてス

マホと“共存”していくことではないだろうか。 

 では、スマホと上手く付き合っていくための方法を考えていきたいと思う。 

 例えば、使用頻度が高く使用時間も比較的長いアプリには時間制限を設けたり、外出の際はスマホ本

体の充電をあえて満タンにせず、非常時に備えてモバイルバッテリーを持ち歩いたりすることが可能だと

考えられる。また、自分自身でこれらの策を実行に移すことが難しいようであれば、周りの家族や友人に

協力してもらうことも必要だろう。家での使用時間を決めて、その時間を過ぎたら家族に預かってもらうな

ど、スマホを触ることができない状況を作り出すのである。 

 しかし、本当に「スマホ依存」から抜け出そうとするならば、このような現実的な手段をとる前に各人の意

識を変えていかなければならない。様々な事例を調べていく中で、「スマホ依存」は自身に多大な影響を
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及ぼすのと同等に他人にも迷惑をかけたり危害を加えたりすることになると分かった。「スマホ依存」によ

って学力が低下したり身体機能が衰えたりするのは本人の問題にすぎないと言うことがてきるが、誰かの

加害者になり得るリスクがあるというのはまた違った話になってくるはずだ。自分の、限度を超えたスマホ

利用が他人にまでも影響を及ぼすかもしれないという危機感をもつことで、「スマホ依存」に対する意識を

少しは変えることができるのではないかと考える。 

 とは言っても、正直「スマホ依存」という問題の解決は容易なことではないと思っている。ネット社会であ

る今、スマホへの向き合い方を改めようとするとかなりの時間と精神力を要することは想像に難くない。し

かし、私たちが日々享受している多くの情報や知識、娯楽の源であるスマホやネットなどのツールは、とき

に私たちの心身を蝕んでいるという現状を認識することは欠かせないと思う。 

 今回「スマホ依存」というテーマの下、研究を進めてきたが、「スマホ依存」の実態を客観的、体感的によ

く理解することで現代のスマホ（ネット）社会・情報社会と適切に関わっていくことが重度であると感じた。 
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広島大学附属福山高等学校 

５年「提言１」 

畜産の与える環境への影響 

５年 E 組３８番 山田あいか 

1．序論 

 私は、畜産の与える環境への負担をテーマにして調査を進めた。近年、地球温暖化によ

る気候変動により、異常気象、突発的な自然災害、大規模な山火事などが多発している。

このような気候変動に対応するために、人的活動による温室効果ガスの排出量の削減が提

起されてきた。個人の活動として節電や 3R が多く取り上げられるが、ここで私は食生活

に焦点を当てたいと思う。調べていくうちに、近代化による工業生産だけでなく私たちの

食生活も環境問題に大きな影響を与えることがわかった。特に畜産は環境負担が大きい。

人口増加に伴い肉の消費量も増加している。家畜を飼育する文化のなかった日本人は肉は

食べないが魚、乳製品などは食べるペスコベジタリアンだった。しかし、西洋の食生活が

入ってきてから日本の食卓に肉はメインディッシュの一つとなりごく普通に見られるよう

になった。現在も肉の消費量は増加している。高度経済期成長時に肉の消費量が急増し、

動物性食品の消費量が増え、栄養が十分にとれるようになり平均寿命も伸びていったが、

それと同時に生活習慣病が新しく深刻な社会問題となった。農業技術またグローバル化に

よって飽食の時代となった現代において今まで通りの食のあり方でよいのだろうか。この

疑問を解決するために、畜産の与える環境のへの影響を提言し、私たちの食生活を見直す

きっかけを提供したいと私は考えている。そこで、今どのような環境問題があるのか、そ

して、この止まらない環境問題にどう対応する必要があるのか調べた。そして、新しい食

の提案としてベジタリアンについて調べた。テーマに関係する論文や書籍を使い研究を進

めた。 
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2．本論 

 2－1 人為的行動による気候変動 

（表 1） 

 表 1 からわかるように年々平均気温は上昇している。温室効果ガスの削減のために決め

られた国際ルールであるパリ協定は、産業革命前からの気温上昇をできれば 1.5 倍に抑え

たいと考えているがその上限累積量の 92％はすでに排出してしまっている。そのため、各

国に急速な対策が求められる。実際に、気温上昇によって様々な自然災害が各地で発生し

ている。山火事、異常気象、突発的な自然災害は私たちの発展によりもたらされた。世界

全体が抱える大きな問題である。 

 2019 年末にオーストラリアで大規模な山火事が起こった。さらに、アメリカ西部でも大

規模な山火事が起き多くの家屋が消失した。大規模化した山火事の完全消化するのは時間

がかかり難しく、国際支援が必要となってくる。被害の様子を見るのはとても痛ましいも

のだった。そこで地球温暖化の影響は様々だが、今回はその一つとして山火事を取り上げ

ようと思う。 

 

深刻な気候変動 

・山火事発生件数の増加 

アテネで開催された第一回航空消防会議では地球温暖化により乾燥化が進み、森林火災の

多発と大規模化が予想されると報告している。また、森林減少による CO2 の吸収量の低下

により、地球温暖化の悪循環が懸念される。表 2 から、特に、CO2 の排出量の多いアフリ

カと南米では森林火災の発生件数もほかの国に比べて高いことがわかる。メキシコでは
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1998 年にエルニーニョ現象による記録的な干ばつのため、約 85ha を消失している。

(表 2） 

2019 年 9 月頃から発生したオーストラリアでの大規模森林火災では地球温暖化による気候

変動が原因だといわれている。この山火事により 112．000㎢の森林、5，900の建物（うち

2204棟が住宅）が消失した。（2020年 1月 4日時点）さらにアメリカ西部では相次ぐ大規

模山火事が発生している。カリフォルニアでは 18年間で最も深刻な山火事が続いており、

町一帯が煙に覆われている光景は信じがたいものでこの気候変動が私たちにどれほど深刻

な影響を与えるのか考えさせられる。大規模化した山火事に伴い一国では処理できなくな

ってきた。国際支援が求められる中、個人一人一人がとして、その甚大さを考えるべきで

ある。 

 山火事により消失した森林の復興は、極めて長期にわたる。少なくとも 100 年先を見通

した復興が必要になり、消失した後も山火事の被害は続く。森林土壌は撥水性の 増加や土

壌保水力の減少、孔隙率低下、浸透能の低下などの変化を起こすことが知られており、 表

面流出量が増加することになる。これにより下流への土砂の流出が増大し 2 次的被害が増

える。 

 温室効果ガスを吸収し、地球温暖化を抑制する働きを持つ森林が減少することは、さら

なる地球温暖化の進行を進める原因になるため食い止めなければならない。自然災害は人

間の力が及ばないものではあるが、人為的活動により、それが誘発されていることは確か

である。 
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 2-2 地球温暖化の原因 

（表 3） 

人為起源の温室効果ガスの総排出量に占めるガスの種類別の割合    

（2010年の二酸化炭素換算量での数値： IPCC第5次評価報告書より作図）(気象庁 HPhttps://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/chishiki_ondanka/p04.html） 

 地球温暖化の原因は人間活動による温室効果ガスの増加である可能性が極めて高いと考

えられている。表 3 より、排出量の多い順に、二酸化炭素、メタン、一酸化炭素、フロン

ガスが温室効果ガスとしてあげられる。地球温暖化に一番大きな影響を及ぼすのは二酸化

炭素で、2番目はメタンガスと言われている。CO2濃度は産業革命以前の約 1.4倍、メタン

は約 2.5 倍になった。温室効果ガスの主な排出源は化石燃料由来ものが多いがそれだけで

はない。人口増加に伴い農業や畜産業の活発化し、メタン、一酸化炭素も近年増加してい

る。 

  

京都議定書第二約束期間における値 

参考文献：3R・低炭素社会検定公式テキスト第 2 版、温室効果ガスインベントリオフィス 

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（https://www.jccca.org/）より     

                                (表 4） 

上図にある地球温暖化係数とは二酸化炭素を基準にして、ほかの温室効果ガスがどれだけ

温暖化する能力があるか表した数字だ。つまりはメタンが CO2 より 28 倍温暖化する能力

を持つことを示す。例えば、1 トンのメタンが排出されたとする。それを CO2 に換算する
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と 25 トンの CO2 が排出されたことと同じ意味を持つのだ。排出量全体で占める割合が少

なくても、非常に大きな影響を及ぼすため、メタン、一酸化炭素、フロンガスは CO2 と同

等またはそれ以上に排出量を削減する必要性があることがわかる。 

 

 

2-3 肉の消費の増加 

(表 5） 

 現代社会において、多くの食卓で普通に見らえるようになった肉。高タンパク質であると

ともに味も美味しいため、日常的に食べられるようになった。スーパーにも大きくセクシ

ョンが設けられている。肉を見ない日はほぼないのではないのだろうか。アジア諸国で唯

一、家畜を飼う習慣のなかった日本は、かつて魚介類からタンパク質を得ていた。しかし、

高度経済成長時に各家庭の所得が増加したことで肉の消費量は一気に増えた。表 5 からわ

かるように、人口増加にともなって、肉の消費量も増加している。近年はライフスタイル

の変化により、食の外部化がすすむ。その中で最も消費量の多い品目は畜産物である。肉

は世界各国の人を魅了し、食卓を彩ってきた。しかし、畜産は環境に大きな影響をもたら

すことが分かった。主な問題をここでは３つ挙げよう。１つ目は、家畜の消化管内発酵ま

たは、排せつ物に含まれるメタンが、地球温暖化の進行を早める原因の一つであるという

こと。2 つ目は、食肉生産に必要なエネルギーが多く、非効率的であること。３つ目は、

畜産用の肥料生産が環境に負担をかけているということ。 

①排出されるメタン 

 メタンの主な発生源は農業関連、廃棄物の埋め立て、燃料の燃焼である。畜産経営内か

ら、家畜の飼養時に消化管から発生するメタンと、排せつされるふん尿の取り扱いから発
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生するメタンと亜酸化窒素がある。牛のような反すう家畜の消化管発酵により発生される

メタンが 709.5 万トン CO2eq、家畜排せつ物管理から 726.1 万トン CO2eq、計 1435.6 万ト

ン CO2eq の温室効果ガスの排出が算定されている。世界の家畜からのメタン産生量は約 

80Mt／年と推定される。日本の家畜の排泄物の年間発生量を容積に直すと、東京ドームの

容積の約７５倍に相当する。 

②畜産に関わるエネルギー消費量 

(表 6） 

 地球に存在する水全体のうち淡水は 2.5％ほどしかない。さらに、そのうち人間が使いや

すい水は 0.01％のみだと言われている。食料を輸入している国がもし、自国でその輸入食

料を生産する場合どのぐらいの水を使用するのか推定したバーチャルウォーターという概

念がある。その際に、各種の穀物や畜産物が、 単位重さ当たりなどで生産過程でどのくら

いの水が利用されているかを示す「水消費原単位」が設定された。表 6 からわかるように

食肉生産は多くの水が必要とされる。最も水消費量の多い牛肉は牛肉 100gあたり、約 2m3

の 水が消費される。これは小麦の 10倍の水資源利用料に相当する。 

               生乳   卵    鶏   豚    牛   魚 

 

 １kg当たり必要な飼料   1.1kg        2.8kg            4.5kg        7.3kg         12kg        1.4kg 

 

                                 （表 7） 

 表 7 には、各生産物 1kg あたりの生産に必要とされる飼料の量が示されている。食肉生

産には多くの飼料が消費されていることがわかる。さらに、陸上の 30％、農業用地の 70％

は畜産に使われている。これらより、肉 1ｋｇを生産するにあたり、大量の水、飼料、広

い土地が使用されることがわかる。しかし、人間が食べられる穀物を家畜に与えるのは非

- 564 -



効率的だといわれている。41種の穀物の総生産カロリーは 9.46 × 1015 カロリー。そのうち

の 55％は人間の食用として利用されるが、36％は家畜の飼料となる。しかし、さらにその

熱量の 89％はロスなり、12％しか人間に届かない。つまり、4％分のみ人間に熱量が変換

されるだけだった。残りの 9％はバイオ燃料や工業利用される。もし、今飼料や工業用に

利用されている穀物を直接人間が摂取できるようにすると、約 40億人を養うことができる。

FAO によると、世界で食糧援助が必要な人が約 8 億人いる。なので、家畜に与えられてい

る穀物を人間の食用にすれば十分に救える。深刻な問題である、栄養失調で苦しむ人たち

を助ける 1つの策になるのではないかと思う。 

 人口増加により、十分な食料を提供するため、農業の工業化が進み大量生産大量消費の

流れに拍車がかかった。農地獲得のために、森林伐採がすすみ農業生産へと転用している。

さらに発展途上国では焼き畑が主流なため生態系の破壊、土壌の枯渇が深刻な問題となっ

ている。世界人口が 100億人近くになる 21世紀半ばには、森林はさらに現在の半分になる

見込みである。 

家畜の放牧を行うために地球の全地表の 30％を使用されている。これはアイスフリーの

45％分に値する。また、人口増加により宅地への転用が多く近年の農地面積確保が困難に

なってきている。この問題を解決するために各国で無秩序な森林伐採が進む。森林伐採の

ほぼ半分は家畜の飼育場所を目的としている。これらの原因から畜産は広い土地が必要と

なるため急増する人口に対応しきれなくなる可能性がある。 

③畜産用飼料生産による環境への負担 

 日本の自給率は先進国の中で極めて低い。近年、国産志向が高まっているものの、加工

食品や外食への輸入率は上昇傾向である。飼料穀物のほとんどは輸入に頼っているのが現

状だ。コスト削減のため畜産物に必要な飼料をほぼ輸入に頼っている。２０１１における、

日本の飼料の自給率は、２５％である。出産地の干ばつによる作柄の悪化や災害に大きく

影響を受けやすいため、予期せぬ価格高騰が起こる可能性がある。飼料を輸入に頼ること

で、穀物の価格変動を直に受け、混乱を招く恐れがある。さらに、輸出の際に排出される

CO2は地球温暖化促進の原因になっている。 

 飼料の主な原料となるとうもろこしは、全世界の生産量のなかのやく６４％を占める。

近年の肉食の需要により、食肉生産に必要な飼料生産の需要が高まっている。農林水産省

による世界の食料需給の予測によると、2026年には世界のトウモロコシの生産量は 2013－

15年の 9.88億トンから 1．15倍増加し、11.43億トンになるだろう予測している。これは、

国連「World Population Prospects: the 2015 Revision」に基づき人口が 2015年の 73億人から、

2026年には 82.2 億と推計されたときのデータである。食肉生産には、大量の飼料が必要と

される。しかし、大幅な生産効率が上がることは見込まれないので、この需要に対応する

ため発展途上国では焼き畑によって耕地拡大され、生産量を上げている。焼き畑による農

地拡大が環境破壊につながり、生態系に悪影響を及ぼす。 
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 飼料需要が高まっていることにより、大量に安く生産することが求められてきた。生産

効率を上げるために窒素肥料の過剰に使用されることがある。しかし、窒素飼料の過剰な

消費が、土壌汚染や、水質汚濁につながる。家畜の糞等から大気発生した反応性窒素は，

大気輸送中に化学的に変質しつつ，広範囲に広がり温室効果ガスである N2Oの発生の原因

にもなる。 

 

2-4 新しい食生活 

 ベジタリアンという言葉は聞いたことがあるかもしれない。近年高まってきた、健康志

向、また環境への配慮より世界で関心が高まっている。インドで、宗教上の理由によるベ

ジタリアンの人口は減少している。一方で、欧州ではベジタリアン人口が増加傾向にある。

ベジタリアンになる要因は様々で、倫理的理由、環境保護の観点、健康志向、食品安全志

向、宗教上の理由などがある。19 世紀に「心身ともに健康で生き生きしている」という意

味を持つラテン語の Vegetus からベジタリアンという言葉がイギリスで作られた。特に動

物愛護運動が盛んなイギリスは、都市部を中心とし、ベジタリアンに移行する流れが近年

急速に進んでいる。2006 年から 2015 年の 10 年間の間でヴィーガン人口は 3.5 倍増えた、

約 54 万人に達すると英国ヴィーガン協会が調査結果を公表した。168 万人がビーガンまた

は、ベジタリアンで、これからも増加すると予測されている。2020 年に開催されたアカデ

ミー賞授賞式、ゴールデン・グローブ賞ではヴィーガン料理が提供され、注目が高まって

いる。各地でビーガンレストランが開かれる。代替肉、乳製品の開発も進む。ものによっ

ては代替品の方が栄養価が高いこともある。ベジタリアン料理を提供するレストランの新

設や大豆ミートなどを使用したベジタリアン・ヴィーガン商品の開発が進む国も多い。そ

のような国ではスーパーでも大きくセクションがもうけられ、昔ほどベジタリアン製品を

探すことに困ることはなくなった。 

ベジタリアンの分類 

ヴィーガン（vegan) 米、小麦などの穀物や、豆、野菜などの植物性食品

のみを食べ、畜肉、魚、卵など全ての動物性食品の

ほか、蜂蜜も食べないタイプ。 

ラクト・ベジタリアン  

（Lacto-Vegetarian：乳菜食） 
植物性食品に加えて乳・乳製品などを食べるタイプ。 

ラクト・オボ・ベジタリアン 

（Lacto-Ovo-Vegetarian：乳卵菜食） 
植物性食品と乳・卵を食べるタイプ。欧米のベジタリ

アンの大半がこのタイプに該当する。 

ペスコ・ベジタリアン* 植物性食品・乳・卵、魚を食べるタイプ。また、植物

性食品のほかに魚は食べるが乳、卵は食べない人たち

もこのタイプ。 

 ポーヨー・ベジタリアン* 植物性食品と乳、卵、魚、鶏肉は食べるが畜肉は食べ
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ないタイプ。             

*学術的にはベジタリアンと呼ばれるが、IVU(国際ベジタリアン協会）はこれらのタイプをベジタリアンだとは認めていない。 

                                                    (表 8） 

 表 8 からわかるように、ベジタリアンといっても様々な種類がある。また、ヴィーガン

の中でも衣料品にはこだわらないダイエタリーフリーヴィーガンや食品だけでなく生活用

品全般で植物性のものをしようするエシカルヴィーガンなどにも分類される。近年のヴィ

ーガン人気により、取り入れやすいダイエタリーヴィーガンの方が急激に広まった。それ

ぞれのライフスタイルあわせた食事改革が可能である。 

 このような食事方法をきくと、最初はためらい、よく知る前から嫌悪感を持つ人がいる

かもしれない。しかし、私はそれを変えたい。確かに、ベジタリアンになることで、負の

影響がもたらされる可能性もある。一つは必要な栄養素が不足するということだ。植物性

食品のみだけだと、畜肉などの動物性食品に含まれるアラキドン酸や B12 欠乏が懸念され

る。対処法として、サプリメントによる補給が推奨されている。しかし、動物性食品を摂

っていても、バランスのよい食事が全員とれているわけではない。これは、ベジタリアン

だけではない多くの人にも該当する問題だといえる。不確かな情報により栄養が偏ったも

のや高カロリーで栄養の低い食品をとり健康を害する恐れがある。これを防止するために、

ベジタリアンの理解を深め、正しい情報提供のもと栄養バランスのよい適切な食事方法が

行わなければならない。また、環境の変化による心の負担もあげられている。家族の一人

がベジタリアンになった場合、今まで通りの食生活ではいけなくなる。家族、友達からは

独立した食事をとるため、孤食の原因となる。さらに、センクスギビング、クリスマスの

ようなの祝日の際、動物性食品が多く使われる。そうした場合ベジタリアン用の代替品の

用意が必要になり食事を用意する人にも負担になる。環境が十分に整ってないと生きにく

さを感じる恐れがある。健康志向の高い若い世代がベジタリアンになる傾向が高い。その

傾向により、これからさらなる市場規模が大きくなると予測される。生きにくさをなくす

ためには、ベジタリアンではない人たちの深い理解が求められる。 

 このような食事法は、環境の負担を大幅に削減し、ガン、心筋梗塞、脳卒中などの生活

習慣病が学術的に紹介され、大きなメリットが近年の研究で発表された。2009 年には米国

栄養学会誌で「適切に献立されたベジタリアン食は健康で栄養学的に適切であり、妊娠中、

乳幼児、青年期、老年期、アスリートなど、すべてのライフスタイルにおいて適切である」

と発表した。動物性食品の摂取、特に赤肉の摂取は、肥満になりやすくなったり、脳梗塞、

高血圧になる可能性が高くなる。ハーバード大学医学部栄養科のステア教授によると、ヴ

ィーガンはタンパク質を一日平均 83ｇ、ベジタリアンは 97ｇ摂っていて、米国成人男性一

日平均あたり 72ｇを大きく上回っている。 

 小児期に最も多い食物アレルギーは鶏卵で、次いで牛乳である。宗教の関係で肉を食べ

ない人もいるなか、このような食事方法はどんな人でも気にせず同じ食卓を囲むことを可

能にさせる。たった一日ヴィーガンの食事法をとるだけで、水４１８０L 、穀物２０ｋ
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ｇ、CO2４．５ｋｇの節約になる。さらに、動物製品の消費が６５％まで減少すると、３

０％の水の使用、４５％の土地、９１％のアマゾンの森林伐採の阻止が可能だと発表され

た。 

 いきなり、ベジタリアンになるのは難しいため、段階的に食生活を変えることで無理の

ない挑戦を薦めたい。私が、紹介したいのは元ビートルズのメンバーであるポール・マッ

カートニーが始めたミートフリーマンデーという取り組みだ。これは、あらゆる会社や学

校でも支持されている。ミシガン州の知事カナダのケベック州ベルギーのケントン市、ド

イツのブレーメン市、プーマの本社食堂は週一ベジデーを制定した。イギリスの公立学校、

カリフォルニア州の学食では植物性由来の割合を増やすように法整備が進んでいる。日本

でも、内閣府の食堂がミートフリーマンデーを支持し、毎週金曜日はベジタリアン食品を

提供している。ミートフリーマンデーは週一の活動を推進しているので、無理に今までの

食生活すべてを変える必要はない。とても実践的だと考える。この行動が、環境問題への

関心を増やすことにもつながる。また、そのような行動をすることで社会へのメッセージ

を発信することにもなるので、環境問題について考える輪を広げることができるだろうと

考えている。 

 

 

3.結論 

 地球温暖化による気候変動は、我々に牙をむくようになり、ことの深刻さを体験するよ

うになった。山火事や豪雨災害、絶滅危惧種の増加など、私たちのくらしと直接関係がな

くても、当事者から話を聞いたり、そのようなニュースを見たり、聞いたりすることで実

感がわく。地球温暖化は止められないというのが、科学者たちの見解だ。そこで、彼らは

どうやって地球温暖化を抑制させるかをにフォーカスを当てている。私は国や企業がどの

ような計画や取り組みをしようとも各個人が問題の深刻さを理解していないと、その効果

は乏しいものだろうと考える。自発的に何かをすることが、一番効率的であり、効果が大

きい。そこで、私は、ベジタリアンという新しい食生活を提案した。一番身近であり、ほ

ぼ自分の本能によって行う”食べる”という行為を自らの意思で抑制し、社会のあり方を変

えようとするのはやはり強い意志が必要であり、難しいと思うが、私はとても意義がある

ものだと考える。この食生活の定着、広がりをサポートするための環境作りが求められる。

最初は、人々の理解を深めることが大切だ。日本だけなく、世界の食卓がどのようなバッ

クグラウンドを持っていても同じ空間で食事を楽しめるような世の中になってほしいと願

う。  
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