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様々な「共生」
研究者 ４年A組１班
大谷愛莉 秋山琥珀 北村海渡 樋口実優 藤島雄太 弓戸晴加

１、序論
「共生」
この言葉を聞いて、私たちは何を思い浮かべるだろう。アリとアブラムシなどの動物同士の支え合いか。それと
も人と自然との社会的な繋がりか。世の中には沢山の「共生」が隠れている。
今年の夏、私たちは実地研修で里山を訪れ、多種多様な共生を目にした。(2)

そして、１つの山の中で行われているサイクルを学んだ時、私たちは自らの周りにある共生について興味を持
った。本来、私たちは 動物や植物と支え合い、少しの恐怖心を感じていたはずだ。縄文時代、人間は自身の
何倍もある動物を狩り、名前も種類もわからない植物を採取してきた。人間にとってそれらは生きていく上で不
可欠だったためだ。しかし、今 、人間は他の生物と異なり大きな繁栄を遂げている。
それは何故なのか。
私たちは動植物が長い時間をかけて環境に順応させたのに対し、人類は自然の恵みを享受し、知恵を生か
すことで環境そのものを変える力を備えたからではと考えた。言い換えると、狩りや採取で暮らしていた時代は
自然界の回復力が勝っていたが、人口の都市化・産業革命により「人」が自然の回復力をはるかに超えたとい
うことだ。そして今、人類は失ったものに気づき始めている。自然と共存している私たちだからこそ、再生を図る
べきであるのだ。(3)
今回の研究の概要は「共生」について私たちが調べ、指摘する問題点について２部に分けて論述している。
私たちが何をすべきなのか、その答えのヒントになってくれればと願う。
※前提として、この論文における共生を広辞苑に基づき、「異種の生物が行動的、生理的な結びつきを持ち、
一所に生活している状態」と定義する。(1)

２、本論
２ー１ 野生動物の問題点
近年、一部の野生動物が増え自然と動物のバランスが崩れていることを耳にしたことがある方もいるのではな
いだろうか。代表的な例としてシカを調べると、人間の活動による影響が少なからず影響していることがわかっ
た。以下に要因をまとめる。
・拡大造林
→1950年代半ば以降のエネルギー革命により、薪炭を生産する薪炭林の需要が低下し、建材用としてスギや
ヒノキの需要が増加した結果、天然林や薪炭林を人工林へと変えていく「拡大造林」政策が取られる。この政
策は1996年まで続き、天然林などの伐採でできた当時の草地は、シカの好ましい環境となったため野生ジカ
の数が増加した。(4)(5)
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・温暖化
→現在、日本の平均気温は100年あたり約1.1℃の割合で上昇中で各地の積雪量が減る傾向にある。そのた
め雪に弱いシカが生息できる範囲が増加し、新たな餌場を求めて尾瀬などの豪雪地帯や南アルプスなど3000
ｍを超す高山にまで分布域を拡大する。
２ー２自然の問題点
〈人間から自然へ〉
昨今、環境問題の解決が訴えられているが、このことに関しても人間の力が働いていることは言うまでもない。
その一部を紹介する。
・酸性雨
二酸化硫黄や窒素化合物を含んだ雨が強い酸性雨になり、コンクリートを溶解したり森林を枯らしてしまったり
する問題が注目されている。原因が雨という国境を問わないものであることから現在、国際的な対策が求めら
れている。(6)

・森林破壊
20世紀前半、熱帯地域、亜熱帯地域の開発途上国では人口が増加した。これに伴い開発途上国では貧困や
飢餓といった問題を抱えるようになった。増加する人口を養うための食料に乏しく、森林を伐採し、畑や農地、
牧草地に変える現象が起き、これにより森林が減少したとも言われている。現在、世界では急速に森林が破壊
されているのだ。1990年時点で、世界には41.28億ヘクタールの森林面積があったが、2015年になると39.99億
ヘクタールまで森林面積は減少。この25年間で実に1.29億ヘクタールもの森林が減少したことになる。これは
南アフリカの国土面積と同じくらいの大きさだ。(7)
①②で示された問題点と現代の私たちの状況下で、キーワードとなってくるのが今回の「共生」である。勿
論、私たちはこれまで様々な対策を行ってきた。自然・動物保護の法律の強化や、希少種・外来種への対応
がその例である。しかし実際、高校生の私たちにとってそれらの対策は、あまりにも非現実的であり実感が湧か
ないのではないだろうか。
そこで私たちはもっと身近に、よりリアルな「共生」について考えてもらうため、あるプロジェクトを提案する。
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３、提案〜里山納税プロジェクト〜
前述したとおり、現在行われている対策は、私たちにとってあまり身近だとは言えない。そこで、私たちが提
案したいプロジェクトは、私たちの最も身近にあるインターネットを活用したものだ。このプロジェクトの概要は、
地方自治体がインターネットで寄付金を募り、その返礼品として、里山と呼ばれる様々な共生の存在する場所
でとれる特産品を受け取る、というものである。現在話題となっている、ふるさと納税のシステムを想像するとわ
かりやすいだろう。
私たちの提案するプロジェクトには、二つのメリットが存在する。まず、寄付する側へのメリットである。従来の
環境保護への取り組みは、政府が法律を強化するか、私たちが現地に赴きボランティアに参加するなど、大き
く分けて2パターンが一般的だろう。これら2つの対策には、どちらも時間がかかってしまう。特に後者は、ボラン
ティアに参加するまでのハードルが高く、いつでも誰でも気軽に参加できるイベントではなく、里山をはじめと
する様々な環境との共生を、日ごろから意識するのは難しかったであろう。そこで役に立つのが、里山納税プ
ロジェクトである。このプロジェクトで私たちに必要な物は、インターネットだけである。私たちはまず、インター
ネットで里山納税について検索し、寄付をする団体を選び、お金を払うだけである。手順はいたってシンプル
であり、いつでもどこでも気軽に行えるだろう。お金はかかってしまうが、従来の取り組みに比べ私たちにとっ
て、身近なものであると感じられるだろう。更に、寄付を行えば、それぞれの自治体が提示している返礼品を受
け取ることができる。環境対策への資金を提供すれば、その報酬が返礼品という形で残るということである。こ
れは、「ネットで行える」ということとの相乗効果により、社会により浸透しやすくなるだろう。
そしてもう一つのメリットは、寄付を受ける側へのメリットである。資金が整うことにより、様々な対策へ利用する
ことができる。例えば、機材を購入したり、人を雇うことも可能である。つまり、環境対策の取り組みの規模を、
拡大することにつながる。更に、里山納税により自治体が話題となれば、里山という存在自体の知名度が上が
ることにより、環境対策への意識の上昇や、地方のPRにもつながることとなるだろう。この二つのメリットを考える
と、現在の環境対策より浸透しやすいだろう。間接的ではあるが、環境保護について現在よりも身近に考えら
れるようになるだろう。ここで、私たちが実地研修で訪れた里山を例に説明する。私たちは福山にある里山を訪
れたのだが、その里山を管理している場所が福山市と連携し、里山納税に登録し、寄付を募る。この里山で
は、ミツバチを飼育しており、はちみつを採取することができ、販売を行っていた。そのはちみつなどを返礼品
とすることし、その里山で行っている八の飼育などの取り組みを掲載する。後は、寄付されるのを待つだけであ
る。そして、その情報を見た私たち消費者が、寄付を行うことでこの取り組みが成立する。具体例を通して考え
ると、手順は簡単であるとわかる。この中で私たちは、里山がどのような状況で、今何に取り組んでいるかを知
ることとなる。それはつまり、今まさに行われている共生を、リアルに感じることができるのではないだろうか。だ
からこそ、私たちはこの里山納税プロジェクトを提案する。

→

→

４、考察
「共生」は、私たちの周りに常に存在している。しかし、私たちがそれに注目しない限り、隠れている問題や影
響は見えてはこないだろう。自然と動物、人間の３者がバランスをとり、１つの大きなサイクルを生み出すために
は私たちの関心が不可欠であるのだ。
里山という場所を通して「共生」について知ることで、生態系への見方や自分自身の生き方が変化するのでは
ないだろうか。今回の研究を１つのきっかけとして、私たちができることを探していきたいと思う。
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SDGs とリサイクル
―福山のごみ事情―
研究者

４年Ａ組

2班

木下昊丈 加上奏 内藤文哉 阿世比丸和加 牧平実蕗

１．序論
現在、福山市のリサイクル率は広島県の市区町村の中で 5 位で 44．0％と、高い位置にいるが、２０１
３年のゴミ計画収集人口が広島市に次いで二番目に多いこともありゴミの総排出量が広島県で二番目に
多い都市となっている。また、福山市に限ったことではないが、日本では「ごみ埋め立て地」「最終処
分場」が足りないなどのごみの問題が最近では出てきている。
福山市のこのごみの多い現状を減らすため、また日本の埋め立て地などのごみ問題、さらに SDGｓの目
標達成のために自分たちができること、それは４R 運動を積極的に行うことだと考えられる。

２．本論
２－１ リサイクル量を増やすための手段の調査
リサイクル量を増やすために廃棄物固形燃料化や４R 運動を積極的にすすめることがある
４R とは普段よく耳にする３R に加えて Refuse(リフューズ)を加えたものである。
１．Refuse(リフューズ)
不要な物を買わない、断る。マイバッグを持参し包装紙やビニール袋は断る。弁当の割り箸やスプー
ンは断り、自分のはしなどを使う。
2

Reduce(リデュース)
使用量や購入量を減らす。洗剤シャンプーなどは詰め替えをする。食材は余ることがないよう必要な
分だけ購入する。
３．Reuse(リユース)
一度使って廃棄するのではなく再利用する。修理などをして繰り返し使用する。使い捨て容器ではな
く瓶などのような繰り返し使えるものを選んで使用するようにする。
フリーマーケット、バザー、リサイクルショップを活用する。
４ Recycle(リサイクル)
資源として再利用できるリサイクル品を選び、資源を循環させる。資源なるものは、ゴミ出しのルー
ルに従って正しく分別する。生ごみ処理機やコンポスト容器を使い、生ごみをたい肥にする。

２－２ ４R 運動を勧めるための取り組み
４R 運動を勧めるための手段として自分たちができることとしてポスターの作成やインターネットの広
告、また商品のラベルなどを考える。
１，ポスターの作成について
主にお店にはマイバッグ持参や詰め替え品の購入を呼びかける物を設置してもらう。
ゴミステーションの近くにはリサイクルを呼びかけるポスターを設置する。
またこれらを目の付きやすい場所に設置する。
２インターネットの広告について
４R 運動を呼びかけるための広告を作成し、福山市のホームページに掲載する。
具体的な数字やグラフなどを用いて作成することで福山市の現状を視覚的に伝えることができる。

5

3、商品のラベルについて
食料品にはフードロスを減らすことや、残ったゴミのリサイクルを呼びかける内容のラベルを利用した
り、日用品などには詰め替え用品の購入を呼びかけられるものにする。
これらの取り組みを行うことにより元々は４R 運動を知らなかった人にも知ってもらい、関心を持って
もらうことで、環境問題の解決に近づくことが出来る。

https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/about/
３．考察
これらの運動は SDGs の 11 番の「住み続けられるまちづくりを」と 12 番の「つくる責任つかう責
任」、
14 番「海の豊かさを守ろう」に関係するだろう。11 番については企業に頼るだけでなく、ごみの分別
や、エコバッグを用いて個人的にできることをすることで 11 番の内容に書いてあるように都市に住む
人が環境に与える影響を減らすことができる。12 番については企業がつくったものを自分たちが利用す
る際に環境に与える影響を減らす努力をしたり、自分たちの行動が環境に影響を与えていることを自覚
することが大事になる。14 番については近年問題になっているマイクロプラスチックの問題があるため
プラスチック袋の利用量を減らしたり、プラスチックの分別を行ったりして海などの自然に捨てられる
ごみを無くしていくべきである。ただし自分たちの力では通用しないこともあるが、エフピコがしてい
るような、使い終わったトレーを新しいトレーに作り替える「トレーto トレー」という取り組みや、
使い終わったペットボトルを新しいトレーに作り替える「ボトル to トレー」という取り組みがあり、そ
れらを行いプラスチックの削減に努めている。しかしながら、それらを行う上で必要となることはごみ
の分別が必要となってくる。そのためにも自分たちはごみの分別などの出来ることはしなければならな
い。自分たちができることを最大限行ったうえで企業の取り組みをたよりにし、企業と自分たちとの連
携をとっていくことが SDGｓの目標を達成することにつながってくると思う。また、SDGｓの解決の
ためでなくとも、自分たちが住みやすい街をつくるためにごみを減らしたり、ごみになるものをなるべ
くもらわないようにするなどの取り組みをすることが重要になってくるだろう。その取り組みの例とし
て本論で挙げているような４R 運動を徹底して行うことがあり、それらを行うことが今私たちができる
一番身近で、かつ簡単な方法だと思う。４R 運動を行うことが今の福山市の現状を変える私たちのでき
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る最大の一手となっているだろう。

食品トレー容器のエフピコ (fpco.jp)

４．結論
調査を進める中で、私たちは 4R 運動について知り、環境問題の現状、またこのままにしておいたとき
に自分たち、環境にどのような影響があるのかなどを知ることができた。当初の目標であった福山市の
リサイクル率を上げることは 4R 運動と直結しており、私たち一人ひとりはどれだけ小さくても福山市
民全員が一丸となって取り組むことで、このいま置かれている状況を良い方向へ変えることができるこ
とが分かった。
また、研究を始める前に私たちは市単位でこの問題を解決することはハードルが高く、容易ではないと
感じていた。しかし、エフピコさんに見学に行ったり、自分たちで調べるうちに、私たちができること
もたくさんあることが分かった。私たちが協力できることにエフピコさんが実施されている回収した使
用済みトレーや PET ボトルを原料に戻し、また食品トレー容器を作る「トレーto トレー」「ボトル to
トレー」などが例に挙げられる。また、既に多くの企業、団体が活動を進めていることが分かった。そ
れらの活動をもっと調べ、私たちが協力できそうなことをどんどん増やしていくとともに、社会への関
心を増やしていきたい。
そして私たちができることを考え、発表することで少しでも多くの人が 4R 運動の存在を知り、福山市
だけでなく、日本全体、さらに今、地球で起こっていることにまで目を向け、環境問題への関心を広げ
ることで私たちがこの研究をした成果を感じることができる。「物事を成す秘訣は、行動すること」こ
れは中世イタリアの詩人、ダンテ・アリギエーリが残した言葉である。この言葉にもあるように今の福
山市、日本、そして地球の未来を変えられるのは自分たちだけであり、そして良い方向に向かえるよう
に自分たちができることを全力でするべきである。難しいことではない。自分たちの日々の積み重ね
が、ちょっとした行動が、未来へ向けての大きな一歩となるのではなかろうか？僕たちの発表を聞いて
少しでも４R 運動に興味を持ち、行動してくれることを願っている。拙い文章ではあるが、これをもっ
て私たちの研究とさせていただく。
4A-2 班

５．参考文献
1 )SDGｓについて

https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/about/
2)エフピコのホームページより
食品トレー容器のエフピコ (fpco.jp)
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今後の環境教育の課題と提案
～地域に寄り添う環境教育～
広島大学附属福山中・高等学校
4年「体験イノベーション」
研究者 4年A組 3班
池田峻 柏尾悠羽 桒田和輝 仲村柚帆 増田梨央

定義 「環境教育」

環境を総合的にとらえ、 体験的に学習することであり、その 目標は「環境に関わる

知識と 技能を修得し、また環境を持続可能なものにするための活動に参加し、さらに個々人が価値観を
確かなものにし、新しいライフスタイ ルを想像すること」である。

1．序論
小学校、中学校で蓄えた環境問題に対する既存の知識に加え、瀬戸内母屋訪問の実習を通して、里
山の抱える、様々な環境問題の存在を知った。このような諸問題に取り組む必要がある若者の教育の場
である学校での環境教育は諸外国と比べ、劣っていると感じた。そして、日本の環境教育には、明確な
指針がなく、十分でないと考えた。そこで、日本や外国の環境教育が進んでいる地域の取り組みを参考
にして、より良い環境教育の指針を提案する。

2．本論
2-1日本の環境教育における現状
・東京都の教育委員会の調査¹において、区部では、小学校、中学校等ともに「取組は十分である」「どち
らかといえば取組は十分である」と回答した割合が多い一方、市町村部では、小学校、中学校ともに、
「どちらかといえば取組は十分でない」、「取組は十分でない」と回答した割合が多く、市町村では取組は
不十分であると言える。また問題点においては、「時間が少ない」「地域に自然環境が少ない」「予算が少
ない」などが挙げられていた。
・現行の学習指導要領では 「環境」を扱っている教科として、社会や理科、家庭科などが中心に展開 さ
れてきているが、教員の裁量によるところも大きく、学校自体に「環境」 に興味がない場合や教員に取り
組みの経験が少ない場合は、「環境」を体験的、発展的に教えることができず、単に教科書を用いてのみ
の指導と してしまう傾向にある。よって、 教員もまた一市民であり、時代の進路を定めるための基礎知識
を持たなくてはならない。地球環境の悪化を食い止めるために、子どもの教育にかかわる全ての教員に
環境知識、体験活動が必須である。
2-2先進的な環境教育
(1)日本
令和元年度環境教育体験活動優良事例を参考にすると
活動の名称

活動の主体

活動内容

優良なポイント

地球温暖化防止活動
普及対し養成講座 環
境学習リーダー養成講
座²

國學院大學北海道短
期大学部幼児・児童教
育学科児童教育コース
春田ゼミ、北海道滝川

幼稚園教諭・小学校教
諭を目指し教育課程を
履修する学生に地球
温暖化問題や国民運

自ら先生としてとしての
活動を通して学生自身
が普段の生活と地球温
暖化とのつながりを気
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高等学校

動の背景等の基礎的
な情報、地域や課程に
おける取組推進におけ
る考え方や基盤的な知
見や伝え方のノウハウ
を学ぶ

づき行動を振り返り人と
環境に優しい行動がで
きるようになる点
異年齢交流の推進
環境コミュニティの創
造・拡大

尾瀬学校及び芳々平
湿地群環境学習の推
進³

群馬県

環境保全活動を行う団
体では、会員の高齢化
や担い手不足などの課
題があり、この課題解
決に取り組むプロジェ
クトとして、関東と関西
の都市の身近な自然を
中心に土日祝日の半
日に実施しており、気
軽にでき るボランティ
アとして若者が親しみ
やすいブランディング
を心掛けているボラン
ティア登録 者は 20～3
0 代が 7 割と若い世代
が多い

参加者は知識がなくと
も経験がなくとも楽しく
体験することができ作
業の必要性や地域の
人の環境との関りを理
解することができる

埼玉の学校だからでき
る環境活動－私たち
の「学び」から「社会」
のまなびへ－⁴

浦和実業学園中学校・
高等学校

都市部の「人」と「自然」
をつなぐ活動として、季
節ごとに身近な自然を
暮らしに活かすワ ーク
ショップを行う 何でも
気軽に買える時代に、
自分の手で草を摘み、
刻んで煮て染 料を作
り、染める、そういった
工程を楽しみながら経
験し、先人の知恵を学
ぶら

この体験を通し身近な
周りのものから感動や
発見を得ることによって
持続可能な開発につ
ながる

京都丹波スマート環境
学習⁵

京都府南丹保健所

毎年区民 を対象にし
た、森林整備体験を行
うツアーを開催し、地球
温暖化問題とその対応
の必要性、自 然環境
の意義等、区民の意識
啓発を図る

ツアーを通して、森林
の少ない新宿区に住
む区民が、実際に森林
整備体験をすること
で、資源 の大切さ、森
を育てる時間と苦労、
環境保全、地球温暖化
対策について学ぶこと
ができる

多摩 川の源流域の一
つである山梨県小菅村
やその他の流域地域
全体を学びの場とし、

この活動では、様々な
主体の参画（教育機
関、行政、企業、専門
家など）を促すことで、

SDGｓで生活や地域を 京都市立安朱小学校
見直す教育プログラム
～総合的な学習の時
間「私たちの未来 まも
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り隊」⁶

農業や森林 作業、文
化体験などの体験実
習を行う それを通し
て、農山村地域の暮ら
しや地域のつながりを
理解し、農山村地域を
好きにな り、将来様々
な分野で活躍できる人
材を育成することを目
的とする

様々な視点や気付き、
きっかけを得ることがで
きている。また、流域を
共通の資源とし、源流
域だけではなく下流域
の活動への参加、他流
域でもプログラムを展
開することで地域のつ
なが りや地域間交流を
促している

広島県府中市におけ
る行政・学校・企業の
連携における環境教
育⁷

広島県府中市

市の環境行政の指針と
なる「第 2 次府中市環
境基本計画」の中で、
行政 による環境学習
のきっかけづくりと環境
保全に取り組む企業の
活動の場の創出、未来
を担う子 どもたちの環
境意識の醸成を目的
に、「地元企業による環
境学習出前授業」を重
点プロジェクト とし取り
組む

現在も地域の方と共に
清掃活動を継続してお
り、 また、児童が主体
的に地域活動に参加
するなど、意識や行動
の変化につながってい
る
学習計画を学校、企業
行政で共有している

広西湧き水再生プロジ
ェクト⁸

広安西小学校

阿蘇の自然について
考える中で、阿蘇のき
れいな水を通して、熊
本の水環境に ついて
考えるところから活動が
スタートし阿蘇や近隣
市町村の美化活動や
湧水 群調べを行った
り、湧き水周辺の清掃
活動や水質調査を 行
ったりしている

地域の方との交流体験
湧き水と触れ合う活動
を通して、清水が各家
庭に届くまでの課程を
知り素晴らしさに気づき
未来絵清水を残したい
子供たちの気持ちを育
む

(２)ドイツ
ドイツは環境先進大国・環境保護先進国としても有名であり、世界的に見てもレベルの高い地球環境
保護のための政策を推進している。
自然体験の推進として600以上の環境教育施設が各地に設置されており、フライブルク市の「エコステ
ーション」（1986年設立）は管理・運営を環境NGO・ドイツ環境自然保護連盟(→会員40万人)が行い、年
間200以上のクラスが「緑の教室」（ガーデニング、生物観察など）を受けている。
さらには、子どもだけでなく教師や市民も対象に自然を体感する環境学習のためのプログラムを実施し
ており、地元産の木材、断熱性の土壁、自然エネルギーの利用、屋上緑化等、施設自体がエコ建築の
モデルとなっている。
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ドイツは自然と環境に対する責任感を身につけることを目的とし、州の文部省は「環境にやさしい学校」
と題する手引書の中で、文具や消耗品等あらゆるものについて、材料からゴミになった時までを配慮する
ように細かく指示を出している。
学校生活のあり方についても、ゴミの分別、省エネ、公共交通の利用、学校の緑化などが指導されてお
り、学校の建物の管理人に対しても手引書がある。
小学校入学前から分別の習慣付け、小学校での再生紙ノートや自然素材の筆記用具の使用等によ
り、環境への配慮の習慣化が行われている。
(３)イタリア
世界で初めて義務教育に環境教育が取り入れられ時間をかけて深く学習しており、小学校から高校
まで年間最低33時間かけられている。 地理学や物理学に関連した気候変動に関する知識や気候変動
が自然や社会に与える影響や対策、その中でも経済活動に関する幅広い内容や、持続可能な開発に
関する問題を組み込み、若い世代の環境への意識を高めている。
（４）その他諸外国
メキシコ政府は昨年初めに憲法を改正し、教育基本権に自然に対する理解と尊重を加え、教育省と環
境省が共同で気候変動の教育義務化を盛り込んだ新法を準備している。英国の一部の州では、すべて
の学校に気候教育の教師の配置を義務化することを推進している。フィリピンは昨年5月、「環境のため
の卒業遺産法」を作り、大学を卒業するまでに10本以上の木を植えることを義務化した。

3．考察
環境教育の問題点として「予算が少ない」、「時間が確保できない」、と挙げられており、時間が多くかか
らず学びが多くあり、予算が少ない授業、いわば「質が高く低コストな授業」が理想とされる。
「環境」を体験的、発展的に指導する必要とするがあるが、指導は教員の裁量によるため、それにともな
い教員の環境知識や体験活動が必須であり教員の学習できる機会が必要である。
環境教育の進んだ諸外国では、学校において環境教育に重きを置き始めており、環境義務化や授業
数の確保をしたり、教員の学習の場が提供されていたりした。
日本の優良な事例を見ると身近な環境に焦点を当て、地域の方の協力をしながらプロジェクトに取り組
み、まずは興味を持つことや理解することから始めていた。

4．結論・提案
諸外国にしても日本にしても、地域に関する環境教育が進んでいる。評価の高い取り組み事例を見た
ときその取り組みの目的は、大きく３つに分かれていた。
①地域に良い自然環境がある→それを守るための環境教育
②地域が抱える環境問題がある→それらを解決するための環境教育
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③新しい環境教育の指導者が必要→新たな人材の育成
これらのことから、地域の環境に焦点を当て、環境教育に取り組むべきであると考えられる。また自然環
境が少ない地域での環境教育であれば地域の抱える環境問題に焦点を当てることによってどこか他人
事である環境や環境問題を若者の生活に直結することができると思われる。そして、環境教育において
指導者も重要となるため、新たな指導員の育成や、大学等での教職課程の履修で「環境」についての学
習を取り入れ、教育学部の募集人員において体験活動の有無や、ボランティア活動の有無を参考にす
るなどの環境知識の向上や体験活動を促すような活動が必要である。

5．参考文献
¹https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/content/environment/files/research_201809/houkokusy
o.pdf（東京都教育委員会 ２０２２/０１/０１/２０：０４）
「環境教育の整備による国際貢献の方法に関する予備的研究」（研究代 表者・進士五十八、研究者・阿
部治、萩原豪、平成 15 年度環境省地球 環境研究総合推進費終了研究成果報告書）
https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-t62-13.pdf（日本学術会議 ２０２０/０１/０１/２０：３
２）
https://core.ac.uk/download/pdf/234091843.pdf（宮野純次２０２２/０１/０１/２１：３５）
令和２年度環境教育等促進法基本方針の実施状況調査（アンケート調査）What is Environmental Educa
tion? | US EPA
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Environmental_education?_（２０２１/１１/３０/１４：２７）
http://www.newsdigest.de/newsde/features/8134-erneuerbare-energien-in-deutschland
ドイツニュースダイレクト（２０２０/０１/０１/２１：２４）
https://buono-italia.com/post-21862
（BUONO！ITALIA ２０２２/０１/０１/２２：５６）
http://www.env.go.jp/policy/post_65.html（環境省２０２２/０１/０２/０３：２４）
²http://www.env.go.jp/policy/01_R1.pdf（２０２２/０１/０２/０２：４２）
³http://www.env.go.jp/policy/24_R1.pdf（２０２２/０１/０２/０３：０９）
⁴http://www.env.go.jp/policy/25_R1.pdf（２０２２/０１/０２/０３：２１）
⁵http://www.env.go.jp/policy/26_R1.pdf（２０２２/０１/０２/０３：２６）
⁶http://www.env.go.jp/policy/27_R1.pdf（２０２２/０１/０２/０３：３２）
⁷http://www.env.go.jp/policy/06_R1.pdf（２０２２/０１/０２/０３：３８）
⁸http://www.env.go.jp/policy/07_R1.pdf（２０２２/０１/０２/０３：４３）
https://www.foejapan.org/lifestyle/Deutsch/event/ecostation.html FoE JAPAN(2022/03/15/14:50)
https://www2.panasonic.biz/ls/solution/fujisawa/ecotown/freiburg.html

Panasonic(2022/03/15/14:55)
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オンラインショッピングの諸問題と新提案
４年 A組 ４班 伊澤昌輝
片山彩
佐藤翼
中山莉玖
松岡汐音

１，序論
今日では、情報化や企業競争の激化により、様々な業界で社会の流れに合わせた柔軟な対応が求め
られている。また、新型コロナウイルスの流行により、これまでの方式や手法を変更せざるを得なくなるな
ど、甚大な影響を受けた産業も少なくない。私たちはそのなかでもオンラインショッピングとの関わりが強
いアパレル産業に焦点を当てることにした。調べていくと、アパレル産業では売り上げが停滞していると
いう現状を知った。 今後、どのようにしてアパレル産業を発展させ、消費者の利益を確保すればよいか、
企業経営の観点から研究していく。

２，本論

図１ 国内衣料品市場の推移

図２ 市場規模とＥＣ化率の推移
（オレンジ：EC化率 青：市場規模）

図１からわかる通り、1990年以降、衣料品の売り上げは減少傾向にあり、2010年からは停滞している。こ
のことから、日本のアパレル産業において売上が伸び悩んでいることが分かる。現在猛威をふるっている
新型コロナウイルスの影響もあり、今後もその傾向は続くと思われる。では、オンラインショッピングがアパ
レル業界に与える影響はどれほどのものなのだろうか。私たちはどの程度の人がインターネットを利用し
て衣料品を購入しているのかの割合を示すEC化率に着目した。それをもとに作成したグラフが図２であ
る。図２を見ると、EC化率は年々増加しており、現在は約２０パーセントまで伸びている。また、市場規模
も右肩上がりである。売り上げが伸び悩んでいるのにもかかわらず、EＣ化率が増加しているということはよ
り多くの人が店舗で衣料品を買うのではなく、インターネットを利用して衣料品を購入しているということで
ある。
では、オンラインショッピングの売り上げがなぜ増加しているのだろうか。それを考えるに際して、オンラ
インショッピングのメリットと課題について考えていく。
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＜メリット＞
①安く販売できる
店舗を持つ必要がないため人件費や店舗の維持費等の諸経費を削減することができ、店舗での販売
より安い価格で商品を提供することができる。
②データ管理が楽
オンラインショッピングでは商品の仕入れから代金の受け取りまでを全てシステム化・データ化すること
ができる。そのため、紙媒体での記録が不要となり紙の無駄や記録の間違いが少なくなる。
③リピーターを増加できる
購入履歴や閲覧履歴といったデータをもとに顧客個人の志向を分析し、ニーズに応じた商品の提案
をすることで、消費者の購買意欲を向上させることができる。それによって安定した顧客(＝リピーター)の
確保をしやすくなる。
上記の通り、オンラインショッピングには様々なメリットがある。今後、アパレル産業が衣料品の売り上げを
のばしていくためには、オンラインショップでの販売に注力するべきだと私たちは考えた。
しかし、オンラインショッピングを始めるにあたって様々な課題も存在する。ここからはオンラインショッピ
ングの抱える課題について論じていく。
＜課題＞
①始め方が分からない
オンラインショッピングを始めるうえでインターネットの知識、技術は必要不可欠である。また、オンライン
ショッピングでは顧客に個人情報を入力してもらう必要があるため、個人情報が漏洩しないような対策も
必要となる。しかし、そういった知識や技術を持つ経営者は多くない。このことが原因となってオンライン
ショップ開設に踏み切れていない企業は多いだろう。
②各種代行会社に委託すると必要以上にお金がかかる

大企業でもない限り全ての業務を自社で完結させることは難しい。そのため、どこかの企業に業務を委
託する事が多い。上の図は代行会社に業務を委託した際のコストを表した図である。現在では委託した
い業務ごとに専門の会社があり、企業は一つ一つ委託している。しかし、これだと業者を介するたびに人
件費などの間接費がかさんでいくことになる。これによって商品の値段が上がってしまうと、客の購買意欲
が低下する原因にもなる。

③透明性が確保できない
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様々な業者を介することで消費者が商品やお金、個人情報の流れを掴めなくなる恐れがある。魅力の
ある商品だったとしても、よく分からない企業に対してお金を払うことに抵抗を覚える人は多いのではない
だろうか。これでは企業に「よく分からない」というマイナスのイメージがついてしまう。
現在のオンラインショッピング業界はこのような課題を抱えていることが多い。しかし、現状、これらの課
題が完全に解決される見通しは立っていない。その原因として私たちは次の二つのことを考えた。
・ＩＴに詳しいオンラインショッピング経営者が少ない
・アパレルの分野に詳しいエンジニアが少ない
オンラインショッピング業界が抱える課題を解決するためには現状のオンラインショッピングのシステム
を向上させ、上記の二つを解決することが必須である。しかし、経営者に自分でオンラインショッピングを
続けられるIT技術を教える、またはエンジニアが経営者をするのは難しいだろう。前者をするには時間が
かかりすぎるし、後者をすると二つの業種をかけ持つことになり、負担が大きくなるからだ。よって、私たち
は外部からこの課題にアプローチしていくことが最善であると考えた。では、これから次のような新しいオ
ンラインショッピングのあり方を提案する。

３，提案

私たちはこれらの課題を解決するために販促から商品の発送までの全てを手がける代行会社を設立
することを提案する。ここで言う「全て」の業務とは、販促、在庫管理、ウェブサイトの開設と維持、購買客
のデータ分析、発送である。前述の通り、現在は一つの商品を届けるだけでも複数の専門業者を経由し
ているため、多くのコストがかかってしまう。しかし、上の図のように代行会社が販促から発送までの全て
を行うことで、それぞれの会社のマージンなどの間接費を節約する事ができる。
また、アパレル企業は作った服を代行会社に送るだけでよいため、服作りに専念することができる。現
状、コストが高くなってしまうことが原因で商品の値段が高くなった結果、商品が売れなくなり、利益をあげ
ることが出来ずにいる企業は数多くあると思われる。より良い商品・会社・人材が埋もれてしまっている可
能性もある。この代行会社を設立することでより良い製品をたくさんの顧客に提供することができるように
なるだろう。
消費者にとってもメリットがある。商品が顧客のもとへ届くまでに1つの企業しか介さないため、商品の到
着までの流れの透明性を確保することができるということだ。近年では情報化により様々なことがデータと
して大量に保管、活用されており、情報漏洩に対する消費者の意識は高まっていると言っていいだろう。
私たちの提案は企業を一つしか介さないため、情報の取り扱いがとても分かりやすい。消費者も安心して
商品を購入できるだろう。

４，結論
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現在のアパレル産業において、新型コロナウイルスの感染拡大などの社会情勢も相まって、オンライン
ショッピングの存在はとても大きなものとなっている。デジタル化が進む今の社会では、今後もオンライン
ショッピングはますます発展していくだろう。
しかし、誰しもが容易にその流れに乗れる訳ではない。必ず戸惑いを覚える人はいるはずである。もし、
今回私たちが提案した新しいスタイルの代行会社の実現が可能ならば、それは前述のような課題を抱え
た人々にとって大きな手助けとして、とても有用なものとなるに違いない。このような会社構成が広がって
いけばアパレル産業はより発展していくだろう。以上をもって私たちの提案とする。

《参考文献》
図１ 日本科学繊維協会「繊維ハンドブック」、矢野経済研究所「繊維白書」
図２ 令和２年度 産業経済研究委託事業(電子商法取引に関する市場調査）報告書
繊維産業の現状と経済産業省の取組
三井住友銀行 アパレルEC市場の動向と事業戦略の可能性
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広島大学附属
福山高等学校
４年｢体験イノベーション｣

カーボンニュートラルと発電について
太田恭介

高橋一仁

研究者 ４年Ａ組 5 班
鎌倉くるみ 石川沙紀 沼田白紗

１．序論
最近、「カーボンニュートラル」という言葉を耳にする機会が増えてきている。ニュースで見たこと
があるという人や、理科の授業で学習したという人もいるだろう。しかし、耳にしたことはあっても、
きちんとした意味を知らないという人もいるのではないだろうか。
カーボンニュートラルは、「炭素(カーボン)を中立(ニュートラル)の状態にする」、つまり「温室効果
ガスの排出を実質ゼロにする」ことを意味する。もっとも、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの
排出をゼロにする、というのは現実的に難しい。ここでの「実質ゼロ」というのは、排出量から吸収ま
たは除去した量を差し引き、全体としてプラスマイナスゼロにするということである。
温室効果ガスは二酸化炭素に加え、メタン、一酸化炭素など計 7 種類あるが、二酸化炭素の排出量が
圧倒的に多く、温室効果ガスの排出量は二酸化炭素排出量として算出されることが一般的である。そこ
で、今回は温室効果ガスの中でも二酸化炭素のみに注目してカーボンニュートラルについて考える。
1970 年代から地球温暖化が深刻な問題として注目されるようになり、1985 年にオーストラリアのフ
ィラハで開催された地球温暖化に関する初めての世界会議(フィラハ会議)をきっかけに、二酸化炭素に
よる地球温暖化の問題が大きく取り上げられるようになった。
2015 年にはパリ協定が採択され、「世界の平均気温上昇を産業革命前と比べて 2℃以下に保ち、1.5℃
に抑えるよう努力する」という世界共通の目標の実現に向けて、120 以上の国と地域が「2050 年カーボ
ンニュートラル」という目標を掲げた。その国の一つである日本も菅元総理大臣が 2030 年温室効果ガ
ス 46％削減目標を掲げているのをニュースで目にした。しかし、普段私たちが生活を送っていて、実現
のために大きく何かを意識しながら生活しているようには感じない。人々の意識はどのように変化して
いるのだろうか。また、これらの目標は実現可能であるのか。

２．本論
２－１ 人々のカーボンニュートラルへの意識〜新聞の紙面数から〜
人々のカーボンニュートラルへの意識を調査するため、中国新聞、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞の
四紙において、①カーボンニュートラルと検索したときの紙面数②2000 年から今までの新聞記事を
「カーボンニュートラル」、「カーボンニュートラル＆事業」、「カーボンニュートラル＆政策」、
「カーボンニュートラル＆事業＆政策」の４つのキーワードで検索したときの紙面数を調べた。その
結果が以下の通りである。
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①カーボンニュートラルと検索したときの紙面数

上のグラフから、カーボンニュートラルの取り組みが大きく取り上げられるようになったのは 2020
年からであり、2021 年には、どの新聞社でもカーボンニュートラルに関する記事数が急激に増えてい
ることが分かる。

②キーワード検索の結果

18

中国新聞

朝日新聞

毎日新聞

読売新聞

事業関連

40

163

124

126

政策関連

45

154

135

106

その他

45

83

5

77

上のグラフと表を見ると、どの新聞社でも、事業関連の記事と政策関連の記事の数に大きな差は見ら
れない(新聞社による記事数の差が大きいのは、新聞社によって社是が異なるためであると考えられ
る)。
２－２ 日本の発電と二酸化炭素の排出
日本の二酸化炭素排出には発電が関わっていると思ったため、日本国内の発電と発電方法別の二酸化炭
素排出量の関係について調べてみた。

上のグラ
フからも
わかるよ
うに、発電の際多くの二酸化炭素が排出され、また、比較的多
く排出するとされている火力発電が日本の発電の大半を占めて
いる。
２－３ 発電所での取り組み
近年では、発電所でも CO₂ 削減への取り組みが見られる。そのうち、大崎上島町にある大崎クールジ
ェンについて取り上げようと思う。
●大崎クールジェンの石炭ガス化複合発電（ＩＧＣＣ）
石炭を蒸し焼きにして生成した可燃性ガスを燃焼し、ガスタービンを回す。併せて、排熱から発生する
蒸気も蒸気タービンで発電する複合発電（ダブル発電）で、効率を大幅に高める。プロジェクトの「第
１段階」として 16 年度から実証試験に取り組み、商用機を想定した効率は 46％まで向上した。結果、
CO₂ 排出量はＵＳＣから 15％の削減が期待できるという。
ガス化にはもう一つのメリットがある。通常の微粉炭火力で燃焼した後の排ガスに含まれる CO₂ と比
べ、大崎クールジェンのような酸素吹きＩＧＣＣは、燃焼前の石炭ガスは加圧状態のため相対的に体積
が小さく、CO₂ が高濃度な状態のため回収効率も高まることだ。
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大崎クールジェンは「第２段階」と
して 19 年度から実施した実証試験
で、CO₂ 分離回収設備における 90％
以上の CO₂ 回収効率の目標を達成し
た。さらに、２２年度にはプロジェ
クトの仕上げとなる「第３段階」と
して、ガスタービンと蒸気タービン
による発電に加え、分離した水素リ
ッチガスを利用した燃料電池も加え
た“トリプル”複合発電の実証に入り、
いっそうの高効率化を目指す。

２－４ 研究者による取り組み
調べたところ、空気中の二酸化炭素量を減らそうと研究者たちによっても様々な開発が行われていることが
わかった。具体的には以下のようなものである。
1)二酸化炭素の空気中からの除去:アポロ 13 号の生還のカギとなった、船内の空気から二酸化炭素を取り除
く技術を応用し、大気中からの二酸化炭素の除去を目指す。
吸着剤についた二酸化炭素は熱を加えて高濃度の二酸化炭素を回収。吸着剤は再利用する。
2)1 と似たもので、二酸化炭素を吸収しやすい鉱物に吸収させ、それを地面に埋める。
3)太陽光のエネルギーで二酸化炭素から、燃料に変換できる合成ガスを生成。しかし、コストがとてもかか
る。
4)太陽光が色の暗いところに当たると吸収され、明るいところに当たると反射する性質を利用した「海洋の
雲の白色化」の技術を利用。

３．考察
2 の 1〜3 からもわかるように、人々のカーボンニュートラルや脱炭素への関心は昔と比べ高まってき
ていると言える。また、それらへの具体的な取り組みも増えており、将来的にそれらの達成が期待でき
るのではないかと思った。

４．結論
2 の 3 のような取り組みをしていても火力発電がほとんどの発電量を補っているままでは、2050 年カ
ーボンニュートラルを達成するのは難しいと考えた。よって、別の発電方法を開発や実践し、火力発電
の割合を減らせば人々のカーボンニュートラルへの関心が高まってきているのも相まって目標達成によ
り近づくのではないだろうか。2050 年では達成できなくても近いうちに達成でき、今の理想の持続可
能な経済社会をつくることができることを願っている。

５．参考文献
1)いつから地球温暖化が問題とされるようになったのか(2022/1/25 閲覧)
https://www.jccca.org/faq/15922
2)カーボンニュートラルとは？その意味と SDGs との関係性(2022/1/25 閲覧)
https://sdgs.kodansha.co.jp/news/knowledge/39367/
3)中国新聞 PLUS 日経テレコン(2021/12/14 閲覧)
4)聞蔵Ⅱビジュアル:朝日新聞記事データベース(きくぞう)(2021/12/14 閲覧)
5)毎索(毎日新聞記事データベース)(2021/12/14 閲覧)
6)ヨミダス歴史館(読売新聞オンラインサービス)(2021/12/14 閲覧)

20

7)日本の部門別二酸化炭素排出量(2019 年度)(2021/12/14 閲覧)
https://www.jccca.org/download/13335

http://www-gio.nies.go.jp/aboutghg/nir/nir-j.html
8)2020 年の自然エネルギー電力の割合(暦年速報)(2022/1/25 閲覧閲覧)

https://www.isep.or.jp/archives/library/13188
content/uploads/2021/04/fig1.png

https://www.isep.or.jp/wp/wp-

9)産経新聞「石炭が探るカーボンニュートラルへの道 トリプル複合発電、アンモニア混焼、ＣＣＳ、
ＣＯ２再利用…イノベーションの最前線」(2022/1/16 閲覧)
https://www.sankei.com/article/20210913-6M4Z4VJ6C5AG5HMREICYOEHHQA/
https://cloudfront-ap-northeast1.images.arcpublishing.com/sankei/2L23BPNKJZF7HGWPL7LXJ45HJQ.jpg
10)地球ドラマチック｢地球“冷却化”大作戦!｣(2021/12/11 放送)
11)サイエンス zero 脱炭素のトップランナー”二酸化炭素回収技術”大集合(2021/11/28 初回放送)
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SNSの可能性
研究者 4年A組6班 島谷宙弥 田内俊輝 磯谷美希 川﨑友惠 松本奈桜

1序論
近年、コロナ禍によって飲食店の廃業問題が注視されている。新型コロナウイルスによる様々な業種の営
業危機は深刻な社会問題となった。調べてみると(図１)から、コロナ関連倒産件数は増加傾向を見せ、最
新のデータでは月々平均30件程度の倒産を見せている。
また、紫色の折れ線グラフは倒産した会社のうち、コロナの影響によって倒産してしまった会社の割合を
示していますが、全体の50％を占めていることが分かる。
そのような経営が苦しい会社に対して、どのような手段を用いるのが効果的か考えた。

図１(コロナ関連倒産件数)

2本論
2-1SNSを活用
そこで「SNS」に焦点を当てた。現代ではソーシャルネットワーキングサービス、すなわちSNSは今や私た
ちの生活と密接につながっている。そんなSNSの持つ影響力について考えた。私達はまず利用者数を調
べた。(図２)すると表から見てわかるように、ＳＮＳ利用者数は年々増加して、2022年末ではおよそ824

1万人の人がＳＮＳを利用していて、またネット利用人口のうちＳＮＳを利用しているのは83.3％と高水
準であることが分かる。多数のユーザーがいるということはSNSを用いて広告をしたときに多数のユー
ザーに目を通してくれるということになるので影響力は大きい、と考える。
例えば現代の多くの人はインスタグラムやツイッターなどを利用していると思います。投稿したり、いいね
を押したりリツイートをしたり。たったそれだけのことで皆さんも簡単に情報を発信する事ができます。私た
ちはそんなSNSの影響力に焦点を当ててあることでこの問題を解決できるのではないかと考えた。
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図2(日本におけるSNSの利用者数)
2-2SNSを活用
これからのマーケティング、つまり顧客が真に求めるサービスを知るためには、国内外に広く情報を発信
しなければならないだろう。SNSは手軽に、広範囲に文や画像の情報を発信できるという利点がある。
飲食店も同様に写真や動画、文章等を大勢の人に発信する事ができる。その情報に大きな効果を狙い
たいのであれば「#food」のように国内外に通じるハッシュタグの使用で、検索からの顧客獲得も可能だと
考えた。
次にSNS宣伝を行った場合の効果や特徴について調べた。
2-3SNSの特徴
まず大きく分けて、不特定多数の人に公開される"オープン型SNS"と、特定のユーザーにのみ公開され
る"クローズ型SNS”の２種類がある。このうち企業が宣伝するのに適しているのは"オープン型SNS"であ
る。その代表格にはTwitteｒ、 Instagram、 Facebookなどがある。どれもユーザーは20〜４０代が多いが、
中でもInstagramは２０代が多く 女性の比率が他と比べて高い。Twitter、Instagram等は匿名性であるた
め、基本的に実名制であるFacebookより情報の信頼度が低くなりがちである。一方Facebookは情報の量
の多い投稿が多く、更新頻度より情報量を求められることが多いため、Twitterなどのように軽めの投稿を
を多数発信するのには向いていない。また、軽い情報の伝達に向いているSNSでは、企業の軽めのキャ
ンペーン(フォロー、リツイート等)には参加してもらいやすいが、それ以上のモチベーションを保つユーザ
ーにはリーチしづらいといったデメリットがある。
2-4広告の種類
SNSで情報を広める手段として、広告もある。広告には、動画広告、ネイティブ広告、メール広告など、
様々な種類があるが、ここでは次の三つを紹介したい。一つ目は、リスティング広告である。リスティング
広告とは、検索エンジンの検索結果にユーザーが検索したキーワード（検索語句）に連動して掲載される
広告だ。二つ目は、アフィリエイト広告である。アフィリエイト広告とは、Web広告の種類のひとつで、アフィ
リエイター（媒体主）が保有しているサイトやSNSに広告を設置してもらうものだ。最後に、ソーシャルメディ
ア広告だ。ソーシャルメディア広告とは、インターネットにおいて個人が発信する情報を扱う様々なサービ
スで広告を行うものである。
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2-5具体例
「はなまるうどん」という会社でSNSマーケティングを取り入れ、成功を収めました。はなまるうどん(図3)では
facebookに商品写真を載せる、という手段をとっている。商品以外うつさないというコンセプトの徹底のもと
フォロワー数、顧客数の獲得に成功した。

図３(はなまるうどん公式facebookより)

Twitterを活用した例としてアニメイトカフェ総合がある。アニメイトカフェ総合では、多くの情報を記載する
のには適さないTwitterの拡散力に焦点を当てて、他のオンデマウンドメディアへ誘導するといった明確
な情報への筋道を確立し、誰にとっても使いやすく様々な媒体を連携させた事でより多くの情報を発信し
てきた。
他にも、スマホアプリ、テラー(図４)を例に見ていく。テラーの公式Twitterは、面白いツイートの数々によ
り、多くの人々の注目を集めた。結果、ゲームの知名度につながったのである。このようなアカウント運営
は炎上のリスクも存在している。

図4(テラー公式アカウントよりバニーガールを着て出社するアカウント運営者)
図5(この件が原因とされているアカウント運用の無期限運用停止)
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2-6SNSのメリットとデメリット
SNSで広告を行った際のメリットとデメリットについてまとめた。メリットとして広告提供者としてはユーザー
の感想を手早く手に入れることができたり、ユーザー情報を仕入れることができることにより、より有効な手
段を知ることができ、ユーザーとしてはSNSを通じて情報交換のやりとりや他者と共有しやすさ、利用が無
料であるというメリットがある。またデメリットとしては、不適切な発信や情報の提供で炎上を起こしてしまい
会社自体への信用低下に繋がってしまうことや、初期の時点ではフォロワーの少なさから効果がでるのに
時間がかかってしまう、アカウント運用に手間がかかる、一度発信してしまった情報の修正が効かないな
どのデメリットがある。そのため長期的に考える必要があり、正しい使い方をする必要がある。
3結論
コロナの影響により失業や医療崩壊、収入減などの問題が発生し、飲食店の営業面においても廃業問
題という課題が見えてきている。それらを解決するために私達は影響力があるSNSの特性を理解し、その
メリットを上手に利用していくことが問題の解決につながるであろう。
参考文献
https://ictr.co.jp/report/20200729.html/
https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20220111_01.html
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広島大学附属福山中・高等学校
「体験イノベーション」

マスク不足から考えるデジタル化の推進の重要性
研究者 4 年 A 組 ７班
川下颯太郎 駄賀晴也 井手口 莉菜 平木晴菜 山岸寧々

1.序論
私たちは体験イノベーションでホーコス株式会社を訪問し、海外との交流について学ん
だ。そこから、世界へ目を向け、世界と日本の違いについて研究していくことにした。そ
して、現在世界中で流行している新型コロナウイルスにより不足したマスクについて研究
することにした。なぜマスク不足は起こったのか他国と日本の対応の違いを用いて考える
ことで、今後また同じような状況が起こった際にスムーズな対応につながると考えた。
2.本論
まず、何故マスクが足りなくなったのかを述べていく。
(1)マスクの価格高騰
2019 年、新型コロナウイルスの流行によりマスクの買い占めが発生した。そしてマスク
の需要量に対して供給量が足りなくなり、価格が高騰した。
価格が高騰したのには二つの理由が考えられる。

１つ目は日本がマスクを輸入に依存し
ているからである。グラフのように日本
はマスクの輸入量が 2 位である。
日本は人件費が高く低価格なものを作ろ
うとしても採算が合わないことや生産拠
点が海外にあり国内の生産量が少ないこ
とが理由にあげられる。
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http://www.jhpia.or.jp/data/data7.html
２つ目は他国からの輸入量の減少である。
国内で流通するマスクの約 8 割は中国からの輸入品であるがその中国でマスクの値上がり
が発生し、欧米に買い負けして十分な量を輸入することができなかった。また中国が自国
の需要を満たすために輸出制限・規制を行った。
（引用）独立行政法人経済産業研究所「第 30 回 不織布マスクの輸出入：パンデミックの
下でマスク不足にどう対処すべきか」
ではこの問題を国内で解決できないのかを考える。
(2)マスクの国内自給率について
マスクの国内自給率を上げられないかを考えてみよう。
今私たちは繊維製品である不織布マスクを主流に使用している。この不織布マスクを国内
で生産し、ストックを増やすことで効率的にかつ十分に国民がマスクを買えるようになら
ないのか。

しかしこのグラフを見ての通り日本は原油の輸入大国である。一番予防力の強いと言われ
ている不織布マスクは化学繊維を原料としているものが主である。原油を輸入に頼り尚且
つ新型コロナウィルスの影響で海外との貿易が難しくなっている中でマスクを大量に作る
ことは難しいと考えられる。
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このような要因により、日本のマスク不足は起こったのだと考えられる。
次に、マスク不足が起こらなかった台湾の例を見ていこうと思う。
(3)台湾での対策
台湾では新型コロナウイルスの感染が拡大し始めると政府がマスクをすべて買い上げ、
実名制で販売した。
そしてマスクの輸出を禁止を発表、その 3 日後に完成したのがマスクマップである。
マスクマップは、台湾に 6000 ヵ所以上もあるマスク販売拠点の在庫が Google マップ上
で 30 秒ごとに自動更新されるというものである。
このマスクマップにより市民はいつ、どこでマスクが入手可能かという最新情報を手に
いれることができる。こうして情報を示すことでマスクを公平に行き渡せることができ、
パニックを免れたという。また、Google マップを使いこなせない高齢者などのために音声
アシスタントサービスや LINEBot などといったアカウントサービスで 130 以上のアプリ
に対応させている。

出典:『口罩供需資訊平台 藥局口罩採購地圖』
4.結論・提案
これまでの内容を踏まえて私たちの結論は、デジタル化を推進することだ。
台湾では、ひとりの買う量を管理して、買い溜めや、マスクが足りないという状況を防
いだ。また、市民の意見を聞き政治に反映したり、LINE、Google マップを利用すること
によってマスクの情報を市民に提供した。これから、日本でまた同じようなことが起きた
時に正しい情報の発信と拡散を素早く実行するためにはデジタル化の推進が必要だと考え
る。
またデジタル化を推進することは非常時だけでなく私たちの普段の生活を便利にするこ
ともできるだろう。例えば台湾のマスクマップのようなシステムを取り入れてスーパーマ
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ーケットの特売の商品やショッピングモールの福袋の在庫を確認できるようにすれば混雑
を防ぐことができる。
しかし現状、日本では少子高齢化が進んでいるため、これからも進んでいく技術の発展
(特に機械)についていけない高齢者も多く出てくると考える。
そこで私たちはデジタル化の推進のために高齢者などのインターネットに不慣れな人を対
象とした講習などを行うことが重要だと考える。国民をもっとインターネットと身近にし
国の重要なことなどをデジタルで進めることでよりスムーズに正確に安全に決定を行える
と考える。
今後同じようなことが起こった時に国民をパニックにさせない為にも私たちはデジタル
化の推進を提案する。
参考文献
近藤弥生子.“台湾のデジタル担当大臣オードリー・タンが提唱する、すべての人をコロナ
から守る「インクルーシブ」という考え方”
https://www.pen-online.jp/article/007921.html(最終閲覧日 2021 年 11 月 9 日)
“台湾が世界有数のマスク生産大国となった理由”.東洋経済 ONLINE
https://toyokeizai.net/articles/amp/351632?display=b&amp_event=read-body(最終閲覧日
2021 年 10 月 12 日)
口罩供需資訊平台 藥局口罩採購地圖 https://kiang.github.io/pharmacies/(最終閲覧日 2021
年 11 月 9 日)
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広島大学附属福山高等学校
４年｢体験イノベーション｣

世界へ進出していく日本企業
―Go abroad―
研究者 ４年Ａ組 ８班
山手康太郎 河村響一 藤井良太 佐野友南 松永咲綺

１．序論
美紀刺繍工芸さんのように国内のみならず，海外へも進出している中小企業が年々減っている現状に
おいて，進出したほうがいい理由や，そのための課題について調べた。

２．本論
２－１ 中小企業の減少，理由
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このような状況の背景には，経営者の高齢化と，後継者が決まっていないことが大きな理由の一つと
して挙げられる。「自分の代で事業をやめるつもりである」という理由から，積極的に後継者を探すこ
とをしない場合もあるが，事業承継を望んでいながらも，やむなく廃業を選択しているというケースも
あるようである。またそれに加えて，企業の強みである技能・技術の承継に関するコストや，近年注目
を集めている環境配慮の必要性，働き方改革への対応などが挙げられる。

２－２ 海外進出の利点

海外進出するメリットとしては，この 4 点が挙げられる。まず，販路拡大についてである。少子高齢
化や人口減少が深刻化する日本は市場が縮小していくが，世界全体の市場に目を向けた場合，新興国を
中心に人口は増加傾向にあり市場の拡大が期待されている。また，日本国内の成熟産業などは競合会社
でひしめき合っており，レッドオーシャン化している現状も少なくない。海外ではその製品・サービス
はまだ未開発な場合も多く，海外市場に販路開拓をすることで売上拡大を見込むことができる。レッド
オーシャン化というのは，競争が激しい既存市場を意味している。
二つ目は，コスト削減である。原材料費が国内よりも比較的安い発展途上国への進出をすることで，
コスト削減を図ることができる。海外で販路開拓の見込みがあり，日本よりも材料費が低い国に進出を
することでより多くの利益獲得ができる可能性もある。人件費に関しても発展途上国やアジア圏の新興
国に進出をすることで，ある程度のコスト削減が見込める。例えば東南アジアなど IT 人材の例だと，技
術力が高く多言語を話すことができる人材も多く，人件費を抑えながら優秀な海外人材を獲得できると
いう点でメリットは大きい。法人税率や税制優遇など，税金面でのメリットもある。日本の法人税率は
少々高い印象があるが，アジア圏の各国など日本よりも法人税率が低い国も見受けられる。また外国企
業の誘致のために経済特区を設けて，税制優遇を受けられる国もある。
三つ目は，企業価値の向上である。国内だけではなくグローバル事業展開をすることは，自社にとっ
て大変価値のある経験やノウハウを得ることができる。海外ビジネスを軌道に乗ることができれば，自
社商材のマーケットを獲得・拡大していくことができる。それが自社の強みとして他社との差別化にも
なり，企業価値・ブランドイメージの向上に繋がることになる。国内だけではなくグローバル事業展開
をすることは，自社にとって大変価値のある経験やノウハウを得ることができる。海外ビジネスを軌道
に乗ることができれば，自社商材のマーケットを獲得・拡大していくことができる。それが自社の強み
として他社との差別化にもなり，企業価値・ブランドイメージの向上に繋がることになっていく。
四つ目は，新製品の拡大についてである。文化や風習などが異なる日本と海外では，現地人の意見を
取り入れたり文化風習を理解したりすることで新たな商品のアイデア発想やサービス開発が見込める。
また一般的に現地のビジネスパートナーや企業との事業提携などを通じて，海外ビジネスを推進してい
くことも多い。そこで触れたノウハウを融合することによっても自社にとって新たな発見がある。今度
はそれを日本国内においても新しい商品・サービス展開を狙っていけば，自社の企業価値・ブランドイ
メージ向上にも繋がって会社として良い方向に向かうはずである。海外進出をすることにより，海外事
業だけではなく国内の既存事業に関しても良い相乗効果が期待できる。この四点が，海外進出のメリッ
トとして挙げられる。
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２－３ 海外進出するにあたっての課題や問題点
海外進出するにはもちろんデメリットもある。今回は 3 点紹介する。
まず，一つ目に人材のマネジメントや育成のためのコストについてである。海外では，決まった出社
時間に出社をしない人や，採用してもすぐに離職してしまうケースも少なくない。日本も転職をするこ
とが当たり前になりつつあるが，海外では日本以上に人材が流動的であり，待遇面でより良い会社があ
れば転職してしまうというのも一般的である。人材定着のために自社のビジョンを理解してもらったり，
本人のスキルアップや昇進などマネジメントや人材育成にコストがかかることもあらかじめ認識してお
く必要がある。社内人材を現地駐在させたい場合も，日本以上に数多くの手当などが発生するのでコス
トがかかる。海外ビジネス経験のある人を選出できれば良いが，もし社内にいない場合は新たに人材を
雇用する必要も出てくるため労力がかかる。
二つ目に，法規制の問題についてである。現地国の制度や法規制によっては海外進出のハードルが高
くなってしまう。近年では例えば，エネルギー・インフラ関連の業種は外資系の新規参入が難しくなっ
ている。飲食や小売業などでは外資比率に規制があり，出店審査が通らないケースもある。主に製造業
以外の業種が何らかの規制によって，海外進出に対する参入障壁が高くなってしまうケースが目立つ。
その他，商標権や特許権，食品関係であれば農薬規制など業種によって特有の規制もあるので，事前に
確認すべきところである。
そして，三つ目に，海外の文化や価値観についてである。国が違えば言語の違いをはじめ，文化や価
値観，ビジネスマナー，一般常識，嗜好など日本と異なるものが多い。それらの相違からその国に対し
ての理解がないと思われると，悪い場合，そのエリアで海外ビジネスを今後展開できなくなる恐れがあ
るくらい商習慣を理解することはとても大切である。国によっては，例えば宗教の習慣がビジネス活動
にも大きく関わっており，1 日に数回のお祈りの時間が必要であったり，食事面への配慮は不可欠であ
る。その国の文化や価値観，商習慣を理解することが，顧客との良い信頼関係を築くことにも繋がる。
これら三つの点が海外進出のデメリットといえる。

３．考察

これらの点から，中小企業の利益課題の面で，海外進出が非常に魅力的であるといえる。しかし，コ
スト面や働き手の面では，現在の中小企業には少々厳しいところがある。そこで，今現在，海外進出を
考えていたり，将来的に海外進出していく企業に対して，海外進出に成功している大企業がセミナーを
開催したり，中小企業に対しての融資に積極的に取り組む必要があると考えた。セミナー開催によって，
実際の現場の雰囲気や問題などを具体的に知ることができ，海外進出をしていこうと考える企業が増え

32

ると考える。中小企業への融資では，海外進出に成功すると，お金を出す側も，出される側も Win-Win
の関係を築くことができる。

４．結論
現在，新たな市場開拓による事業拡大やコスト削減などを求めて，海外進出を目指す日本企業が増え
ている。しかし海外進出をする際にデメリット面も考慮しなければならない。 そのためにも，企業同士
で助け合いをしていく必要がある。また，多くの外部要因が伴う海外進出を成功させるためには，海外
市場調査・海外調査がとても大切である。

５．参考文献
１）中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2019/2019/html/b1_2_1_1.html
（閲覧日 12 月 14 日）
２）Prove https://www.provej.jp/column/st/benefits-overseas-expansion/
（閲覧日 12 月 14 日）
３）Work Shift https://workshift-sol.com/lp/view/business_overseas
（閲覧日 12 月 18 日）
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広島大学附属福山高等学校
４年｢体験イノベーション｣

ブランディングを成功させるには
研究者
４年Ｂ組

１班

岡本凛香 池田吏成 石川ひかり 戸谷凌眞 三好史哉

１．序論
私たち B1 班は美希刺繍工芸を見学した。その際見い出した「ブランド」というキーワードと現代社会の授業で
既にブランド化に関して学んでいた事から、ブランディングをテーマに研究を進めた。ここではこのマーケティング
戦略を実際に利用した幾つかの企業を調べ比較し、より効果的にイメージを創る方法を探していく。

２．本論
ブランディングとは何かについて調べ、ブランディングの成功例と失敗例をそれぞれ 3 社ずつ調べ、その原因
を探りブランディング成功の秘訣を見つける。
２－１ ブランディングとは
ブランディングとは、「ブランド」を形作るための様々な活動を指して使われる言葉。
「ブランド」というのは、簡単に言えばある商品を別の（類似した）商品から区別するための一連の要素である。商
品のデザインやシンボルマーク、ブランドロゴ、商標、名称、キャッチフレーズ、記号など、様々な要素が組み合わ
さってブランドを形作る。そして、そのような「ブランド」を消費者に認知させ、市場におけるニーズを知り自社（製
品、商品）の強み・ポジションを明確化するのが「ブランディング」という活動である。分かりやすく言うと、「〇〇とい
えばあの商品」「このシンボルマークはあのサービス」…といったイメージをターゲット市場に愛着を感じさせ、浸透
させるのがブランディングという活動の目的になる。
ブランディングが成功することによって、集客、販促、PR といったあらゆる局面において、他社との差別化を図るこ
とができ活動を有利に進めることができる。

２－２ ブランディングの成功事例
・無印良品
無印良品は 1980 年にスーパーマーケット西友のプライベート・ブランドとして出発、1989 年に「株式会社良品計画」の
ブランドとなり、翌 1990 年に本格的に小売業として展開を始め、現在は全世界で 900 店舗を数え、成長を続けてい
る。
無印良品は創業以来「自然と。無名で。シンプルに。地球大。」という企業理念を打ち立てており、ナチュラルでシンプ
ルなデザインを好む消費者層に愛されてきた。それが極端なエコロジー志向やミニマリズム（形態や色彩を最小限にな
るまで突き詰めたデザイン志向）に陥ることなく、一般的なライフスタイルを好む消費者層にも受け入れられてきた。無
印良品のホームページでは無印良品が目指しているのは「『これがいい』ではなく 『 これでいい』という理性的な満足感
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をお客さまに持っていただくこと。」と記している。

一般的に企業は、商品カテゴリーによってブランド領域（ブランドテリトリー）を決定する。しかし無印良品は、「自
然と。無名で。シンプルに。地球大。」という企業理念に合っていれば、トースターだろうが、コートだろうが、布団
だろうが、調味料だろうが、消しゴムだろうが、すべて無印のブランドテリトリーに入ってくる。無印良品の明確な企
業理念と、それにもとづくブランドの統一感が、独自の世界観を築き、ファンを獲得しているといえる。
・スターバックス
スターバックスは、最も重要な顧客接点である「バリスタ」の育成に力を入れて成功したブランディング事例でもあ
る。一般的な飲食店の場合、研修期間は長くても 2～3 日とされるが、スターバックスの場合は例えアルバイトでも
1 人 80 時間の教育を施すという。
また、その教育にはコーヒーの知識・コーヒーの淹れ方・掃除の仕方だけでなく、スターバックスのブランドアイデ
ンティティについても多くの時間が割かれている。
結果、顧客は店内の居心地のよさに癒やされ、お店のスタッフに心からの笑顔で迎えられる。そしてそのような経
験が積み重なって、顧客はスターバックスに対して徐々に感情移入し、特別な存在になっていく。
更に、スターバックスは「広告宣伝を行わずに確立したサービスブランド」としても有名だ。
それは、アルバイトも含めたスタッフ一人ひとりが愚直にスターバックスのブランドアイデンティティを体現しようと努
力しているからこそ、例え広告宣伝を行わなくても「快適なサードブレイス（＝第三の場所：家と職場の中間の快適
な空間）として、際立ったブランドポジションを確立できたブランディング事例と言えるだろう。

・ディズニーランド
「東京ディズニーランドといえば、夢と魔法の国」。東京ディズニーランドは現実から離れた異空間であり、日常か
ら離れた物語の場所である。
東京ディズニーランドには、日本一の絶叫コースターもなければ、日本一の観覧車もない。しかしこれだけ多くの
人が引き込まれるには、技術的に優れたアトラクションではなく、物語の力があるからだ。そこに物語があるからこ
そ印象に残り、引き込まれ、ブランドへの感情移入が促される。
パークで働いている９割のキャストは準社員(アルバイト)だと言われるが、上記の逸話の通りアルバイトスタッフが
極めて優秀であり「そのブランドらしさ」を体現した働きを自発的にすることが強い競争力となっている。
東京ディズニーランドで働くアルバイトスタッフは、そもそも「ディズニーブランド」のファンであることが多い。そし
て、ファンであるがゆえに「そのディズニーらしさ」を誰よりも深く理解している。その結果、たとえマニュアルがない
局面でも、自発的に「そのディズニーらしいふるまい」をし、顧客を喜ばすことができる。
２－３ ブランディングの失敗事例
・ファーストリテイリング
ファーストリテイリング社はファッション・雑貨で有名なユニクロだけではなく、多角的に事業を展開させていた時期
がある。
2002 年 10 月には子会社「株式会社エフアール・フーズ」を立ち上げ、「SKIP」というブランド名で全国の農家から
仕入れた野菜をインターネット上で販売する事業を開始した。ブランドの売りとしては「スーパーよりは価格が高い
が、安全かつ美味しい野菜が手に入る」といったもので、初年度の売上目標は 16 億円、2～3 年目で単年度の黒
字化を目指していた。（※）しかし実際は、2 年で約 26 億円という赤字という結果に終わっている。
失敗の原因はブランド戦略にあると言われている。ファーストリテイリング＝ユニクロというイメージがある中での異
なるジャンルにおける事業展開・新規ブランドの立ち上げでしたが、消費者が抱いていた「UNIQLO」の安くて高
品質というイメージとは異なり、そこそこの値段で高品質の野菜を届ける宅配事業を展開し、UNIQLO とのイメー
ジ乖離から失敗。
・GAP
アメリカのファストファッションブランドである Gap。SPA 型運営という製造販売スタイルを作り出し、現在のファスト
ファッションブランドの運営スタイルの元となったことでも有名なブランドである。
傘下である Banana Republic と合わせると 200 以上もの店舗を日本に構える等、日本でも馴染みの深いブランド
であるが、今から約 7 年前にロゴのリ・デザインを行った。しかし、結果は不評の嵐。公表後わずか 6 日間という短
期間で新しいロゴの使用を止め、元のロゴに戻してしまい、100 億円以上の損失をもたらしてしまった。大胆なロゴ
デザインの変更は SNS 上で多くの批判的反響をよび、GAP はそれに応えるようにロゴを戻したが、これが逆に優
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柔不断な企業である、と見做されてしまった。
・ソニー
ソニーは「人の心に訴えるモノづくり、”感動価値”創造に向けて」というコンセプトを掲げ、2003 年に AV 機器の
高級ブランドである QUALIA の開発、展開を開始した。それまでは、ウォークマンの開発により、人々に感動を与
え注目を集めていた。しかし、ブランディングをする前に、自社ブランドに消費者が求める価値を見極めた上で、
求められる価値を明確にしなかったため、消費者が求めているものと異なり、QUALIA は作り手目線の高級ブラン
ド化が進みコンセプトが疎かになってしまい、失敗に終わってしまう。

３．考察
無印良品は「自然と。無名で。シンプルに。地球大。」という企業理念を打ち立てて、ナチュラルでシンプルなデザ
インの商品を作っている。無印良品の明確な企業理念と、それにもとづくブランドの統一感が、人々に好まれ成功
した。
スターバックスは従業員の教育に注力したことによって、結果として、顧客からは「スターバックスは店員がいつも
笑顔で居心地が良い」というポジティブなブランドイメージを持ってもらうことができた。また、「ゆったりコーヒーを
飲むならスターバックス」という意識が市場に浸透し、人々が集まった。
「東京ディズニーランドといえば、夢と魔法の国」。
東京ディズニーランドでは、働くアルバイトスタッフが、「そのディズニーらしさ」を誰よりも深く理解している。その結
果、たとえマニュアルがない局面でも自発的に「そのディズニーらしいふるまい」をし、顧客を喜ばすことができた。
ファーストリテイリングは、ユニクロと異なるジャンルにおける事業展開・新規ブランドの立ち上げでしたが、消費者
が抱いていた「UNIQLO」の安くて高品質というイメージとは異なったため失敗した。
GAP は、ロゴを変更したが、それまで長年親しんできたロゴとはあまりにも異なり、長年 GAP のファンだったユー
ザーにはまったく受け入れられず、失敗した。
ソニーは、消費者が自社ブランドに求める価値と違う、高級なブランドを作ってしまったため受け入れられず、失
敗した。

４．結論
ブランド構築で必要なもの
1.ブランドの方向性を決定する
ファーストリテイリングやソニーは本論の記述通り、一貫しないブランドの方向性に起因して事業に失敗した。その
ブランドの方向性は本来、目指す理想の未来像、何を究極の価値とするかを考えることで決まってくるもの。つま
り、どんな人にどんな商品やサービスを提供し、どうなってもらうことが最高の価値となるのかを予め明確にする必
要がある。
2.組織でブランディングの必要性を共有
ブランディングとは、顧客との長期的な関係を構築することであり、ユーザーの需要を常に意識する必要がある。
後々になって方向性や施策についてもブレが生じないよう、しっかり足元を固めてスタートする。
3.ブランドコンセプトを決定する
ブランドの方向性に沿って、どの層をターゲットとするのか、どんなイメージを持ってもらいたいか、どんな価値を
提供したいか、ということをさらに明確にしていく。
4.ブランドの提供価値を設定
ブランド提供価値とは、ユーザーがブランドから感じる喜びのこと。その喜びの度合いを高めることができれば、さ
らにユーザーはそのブランドに対して愛着や思い入れを持つことになる。
実利価値・・・品質、性能、利用用途、ユーザービリティ
感覚（感性）価値・・・商品のデザイン、イメージ、
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共鳴価値・・・自己表現、社会表現、社会との共感
情緒価値・・・消費者の実感、体験
5.ブランド名・ロゴの作成
視覚的要素として、特にユーザーの記憶と直結するのがブランド名とロゴマーク。広告やプロモーションの効果を
最大限に発揮するためにも、ブランド価値を上げるためにも重要なものとなる。
そのブランドが持つストーリーや価値観、コンセプトなどが想像できるもの、それらと違和感のないものであることが
ポイントになる。上手くいかないと、GAP のように失敗してしまう。

５．参考文献
１)ブランディング事例｜11 の成功事例から学ぶブランド戦略の成功要因
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/rosetownfukuyama/22390.html
（2021 年 12 月 14 日閲覧）
２）ブランディングの成功・失敗事例 9 選｜事例から分かる成功ポイントも解説
（2021 年 12 月 14 日閲覧）
３）ブランディングとは？｜ブランド構築の手法を 10 のステップで解説
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https://www.imajina.com/brand/entry/806
（2021 年 12 月 14 日閲覧）
４）意外と知らない？ブランディングとは
https://innova-jp.com/branding/
（2022 年 1 月 16 日閲覧）
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広島大学附属福山高等学校
４年｢体験イノベーション｣

過疎化する笠岡を救う
研究者

４年 B 組

2班

末房誠崇 杉山拓音 大谷聡生 森谷真依 難波保乃圭

１．序論
過疎化する笠岡を救うには、笠岡市の労働人口を増やすことが大切だと考えた。労働人口を増やすことで産業が
より活性化すると考えられるからだ。しかし、地方就職そのものを増やすということは今の私達の働きかけから目指
すのは難しく、まず、笠岡からリモートで都市部の会社に勤める人を増やすことができるのではないかと考えた。
都会から色々な利点を求めて地方に移住する人もいるので、そういった人とリモート出社の活動をつなげることも
できると思う。こうしてリモート出社等を活用して都市部から移住してもらうことで、人が増え笠岡の経済が回ること
によってより良いまちになっていくだろう。また、若い世代の人たちが笠岡へ戻ってくることも促進したいと思い、調
査をした。

２．本論
２－１ 地方の労働人口の状況
地方では労働人口が不足している。例えば「人手不足に関する中小企業への影響と対応状況」のアンケート調査
によると、約 73%の企業が人手不足を感じている。建設業、介護職など特に深刻な人手不足を抱える職業もある。
さらに、人手不足について、「深刻」「かなり深刻」と感じる事業者は過半数を占めている。こうした人手不足は人
材の多能工化や兼任化だけでなく、業務の外注化や残業の増加などをもたらし得る。「笠岡市まちづくり協議会
制度見直し検討委員会より現状と課題｣の資料を見ても、市の問題点として高齢化や労働人口不足などがあげら
れており、今の厳しい状況が分かる。

２－２ 地方就職やリモート出社についての実際の声
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実際に地方に移住した人は、地方では通勤のストレスが減るなど精神的な安らぎが得られることや、家賃などの
生活費を抑えつつ休日には都市部に遊びに行くことで楽しめるということなどのメリットを挙げていた。東京都、東
京圏での調査によると地方移住に関心がある人は若い世代で全体より多いと分かった。
また、地方移住に興味がある理由は自然の豊かさや子供の教育のためなどがあった。デメリットとしては、都心へ
の移動が不便であることや、周りの人との人間関係が上手くいかないということが挙げられる。
介護職、建設業、医者、公務員などリモートワークが難しい職種もあるが、これら以外は笠岡から都市部の会社に
リモートで出社できると言える。地方からリモートで出社することについては、内閣府の世論調査でテレワーク経験
者の 4 人に 1 人が移住への関心を高めていることがわかった。加えて、都会の企業はリモートワークに対する理
解があるため、これは実現しやすいだろう。都市部にリモート出社する人が笠岡でお金を使い、笠岡の経済がより
良く回ることが可能だ。

２－３ 笠岡への移住を促進するためのインタビュー調査
2‐1 で述べたように現在笠岡では高齢化や労働人口の不足が原因で過疎が促進されている。まさにこのことが
原因で辞めざるを得なくなった店があった。その店の店長と話をした。その店は昔から長く続いてきた歴史ある店
だったという。だが、息子さんがその店を継ぐことを断り、跡継ぎが出来ず、店を閉じることに決めたということだっ
た。ような事例が近年増えてきているように感じる。｢これは、笠岡市の高齢化や労働人口不足による問題だ。｣と
だけで指摘するだけで終わってしまってはいけない問題だと考える。なぜ、笠岡はこういった問題に直面している
のか。それは都会から笠岡という地方に帰ってくるメリットがないからだと思った。
笠岡に若者が増えるためには現在の若者が将来笠岡で働きたい、暮らしたいと思える街にする必要がある。笠岡
の知り合い 11 人にアンケートをとってみた結果 11 人中 10 人が笠岡には戻ってきたくないと答えた。
帰ってきたいと答えた人によると、地方ならではの落ち着いた雰囲気が気に入っているから笠岡で暮らしながら働
きたいという意見をくれた。しかしながら、そういった意見は少数派だったためこのような現状では笠岡はこれから
ももっと過疎化が進む一方になってしまうだろう。

３．考察
地方への UIJ ターンによる起業・就業者の創出等を資金により支援する制度が 2019 年から始まり、
笠岡でも実際に世帯では 100 万円・単身では 60 万円が「東京 23 区から笠岡市に移住し、特定の企業に新規就
職した人」に移住支援金が送られているようだった。UIJ ターンというのは、それぞれ経緯は違うものの、都市部か
ら田舎へ移住する人たちのことだ。しかし、私たちはこの支援金額だけでは笠岡へ移住する美点のひとつにはな
らないと考える。実際笠岡への移住者は少なく、移住者の数より出ていく数の方が多くなっており過疎化は進んで
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しまっている。私たちの力では支援金を増やすことはできず、笠岡の今の現状から言ってもそれは難しいだろうと
思う。現在日本では同じような過疎化問題に陥ってしまっている地域が多くある。この問題は悪循環を生み出し、
なかなか抜け出せれない現状にある。私たちには重すぎる問題だからといってできることが全くないとは思わな
い。地域の町おこしへの貢献やボランティア活動への参加を私たち自身が積極的に行っていくことで過疎化の問
題解決に繋がる点もあるだろう。今の現状を打破し、地域を活発化させるには地域住民全員で協力することが必
須となってくるだろう。

４．結論
具体的な解決策としては、リモート出社をする人に支援金を用意することがある。これは検証により、実現とその成
果が見込まれるものだとわかったので地方でのリモートワークのハードルを下げる意味でも実施するよう呼びかけ
ることができる。他にも笠岡に若者が帰ってきたいと思えるような魅力的な場所や制度を工夫し、笠岡への UIJ タ
ーンを促進する事も解決策である。その手段は例えば、市独自の支援金や、子育てのしやすい町づくり、田舎な
らではの雰囲気が味わえる場所や行事づくりだと考えられる。
調査からは十分な改善のための意見は得られなかったが、いずれにしても、笠岡に残りたいと思っている人に興
味を失わせず、そうでない人にも興味を持ってもらえる政策をすることが重要だと言えるだろう。これからも小さなと
ころから魅力を増やしていってほしい。

５．参考文献
１）笠岡市 HP 人口推移表
https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/6/1235.html

２）笠岡市産業振興ビジョン(改訂)
https://www.city.kasaoka.okayama.jp/uploaded/attachment/20059.pdf

３）笠岡市まちづくり協議会制度見直し検討委員会より現状と課題
.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/9/38032.html
4）「人手不足に関する中小企業への影響と対応状況」
https://www.smrj.go.jp/doc/org/20170508_info01.pdf
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広島大学附属福山高等学校
４年｢体験イノベーション｣

福山市のバラによる PR 方法の提案
―福山の観光活性化と世界への発信―
研究者 ４年 B 組 ３班
松本康汰 石田浩理 表莉緒 松岡れもん 森本美樹

１．序論
エフピコでの実地研修を通して、私達は更に環境への意識を強く持つべきだと分かった。しかし、今
の私達の生活は様々な資源なしには成り立たず、その資源には限りがある。そこで、発展と環境保全を
ともに目指す SDGs に着目した。
私達は安心して暮らすことのできる未来のために、SDGs を更に普及させることを目標として、新しい
企業案を提案する。

２．本論
２－１ SDGs とは
では、まず SDGs とは何なのか？
外務省によると、SDGs とは「2030 年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標」であり、「地
球上の誰一人残さない（leave no one behind)」ことを誓うものである。17 のゴールと 169 のターゲッ
トが目標のために定められている。

２－２ 日本の現在の状況
によると日本の２０２１年の SDGｓの取り組みの評価は、１６５ヵ国中１８位だった。その中で５番
目、１３番目、１４番目、１５番目、１７番目の目標が課題とされている。
農業に関連する SDGｓの目標及びその取り組み
【食料の供給】
該当する項目・・2『飢餓をゼロに』
持続可能な農業を促進させるために AI などを用いたスマート農業の実証プロジェクトを 2019 年度より
実施。また、世界的な食料不足に対しても栄養改善の国際展開を行っており、『栄養改善事業推進プラ
ットフォーム』を発足した。
【環境問題の解決】
該当する項目・・12『つくる責任つかう責任』、13『気候変動に具体的な対策を』、15『陸の豊かさを
守ろう』
生産より消費のほうが多い日本では、エコファーマー制度により農業が持続性が高いことが高いことが
認定されると、農業改良資金の特例措置が受けられるようになり、加えて有機 JAS 認定によって商品に
『有機』や『オーガニック』などの名称が表示できるようになり、高い信頼を得ることができる。
【農業関連の雇用】
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農業の担い手である人たちを農村へ呼び込むには所得と雇用機会の確保が不可欠であると考え、資金・
情報・環境面からのサポートを充実させた。
企業プランを提案するにあたって、①農業のＳＤＧｓの取り組み②農業の海外支援の二種類の事例を調
査した。
まず、①農業の SDGs の取り組みについて農業組合法人 One の取り組みを例に挙げる
それは、”農”と”福”の連携で、収穫等の繁忙期における人手不足などの課題を抱える「農業」
と、障害者の就業機会の創出や収入増などを目指す「福祉」が連携し、それぞれの課題解決につなげる
取り組みである。
私たちは、2018 年より、障害者就労支援施設との連携によって、 県内の農業法人に先駆けて、農
作業を障害者の方にサポートしてもらう取り組みを始め、個々の能力を活かせる仕組みづくりを進めて
きた。
また、未来につながる One としての取り組みも行った。
これは農業を通じて社会の様々な課題解決に繋がるように SDGs を導入することである。
「持続可能な農業」の達成には、生産し続けられる農地 が必要なため、環境改善型農業の実践に取り
組んだ。収穫時等に発生する廃棄物の堆肥化を 進め、肥料の地域内循環につなげていく。また、プラ
スチックコーティング肥料の使用が海洋プラスチック問題につながることから、2020 年度以降、その
ような肥料を使わないことを決めた。
また、生産性の向上につながる ICT の活用も進めている。2017 年には、トヨタ自動車が開発した農業
管理システム「豊作計画」を導入し、作業時間や農機具の稼働状況の「見える化」を実現した。また、
気象や土中環境のモニタリングシステム、水田の自動水管理ツールも導入して、作業の無駄削減につな
げ、売り上げアップと労働時間の短縮となったことで、完全週休二日制の実現にもつながった。
次に②農業の海外支援について、JICA の取り組みを例に挙げる。それは、農業機械化強化プロジェク
トフェーズ 2 という取り組みで、2014 年 8 月 29 日から開始された。このプロジェクトの目標は、ブー
タンにおいて農家の適切な農業機械へのアクセスが向上することである。その背景として、ブータンの
農業は基幹産業であるが、農地の大半は急峻な傾斜地に位置して狭隘であり、生産性が低く、食糧自給
率も 5 割にとどまっているため、地方に居住する住民の殆どは農業を営んでいるが、貧困生活を余儀な
くされていて、また、農村人口の高齢化による労働力不足が顕在化しつつあるということがある。
この目標を達成するために、以下のことに取り組んだ。
1-1 テストコードとスタンダードの案を作成する
1-2 テストコードとスタンダードの案を BSB へ提出する
1-3 農業機械のスタンダード認証のために BSB 技術委員会の活動へ技術的なアドバイスを行う
2-1 作成されたテストコードとスタンダードを適用する
2-2 必要に応じて農業機械への技術的なアドバイスを行う
2-3 作成されたスタンダードについての啓発活動を行う（民間業者、農家、普及員等）
3-1
3-2
3-3
3-4

サルパン県の水稲栽培における農業機械の改善ニーズを分析する
ニーズの優先順位を決める
ニーズに応えるため農業機械の性能と作業パターンを改善する
改善された農業機械の性能と作業パターンを圃場で検証する

4-1 既存の農業機械および賃耕サービスの状況をレビューする
4-2 改善された農業機械サービス提供モデルを作る
4-3 パイロットエリアで農業機械サービス提供モデルを試行する
それにあたって、日本側は
1．長期専門家派遣（チーフアドバイザー／農業機械試験評価、業務調整／農業機械）
2．短期専門家派遣（農業機械サービス提供など）
3．カウンターパート研修
4．供与機材
5．ローカルコスト
これらのものを投入し、相手国側は、
1．カウンターパートと管理職員の配置

43

1．プロジェクトダイレクター
2．プロジェクトマネージャー
3．カウンターパート
4．事務員
5．日本人専門家のための秘書、ドライバー、他に必要な職員
2．土地、建物、他に必要な資機材の提供
3．プロジェクトのローカルコスト
これらのものを投入した。
そして、このような成果が得られた。
1：ブータン国内において農業機械選択のため客観的な基準が導入される
2：農業機械取扱民間業者、農家、普及員等の農業機械の安全性と性能に対する認識が向上する
3：プロジェクトサイトにおいて農業機械の性能及び作業パターンが改善される
4：改善された農業機械サービス提供モデルが提案される
そして、①②の両方の取り組みを行っていると言える企業の取り組みとして、テラオライテック株式
会社の取り組みがある。
この会社は、１７の項目の中でも一番身近で日ごろの活動を活かすことができる６と７を自社に関係す
るゴールとして掲げた。特に 6 は、貧困や飢餓、健康と福祉といったほかの課題解決にも直結する重要
なゴールと考えているようだ。そして、この会社は社会課題の解決に向けた取り組みにビジネス要素を
加えることで、社会の持続的成長も両立出来るという考えのもと、SDGs をビジネスにつなげる取り組み
をしている。
この会社の強みである水とエネルギーに関する業績を活かしてカンボジアで食用魚殖事業とその収益を
原資とした上下水のインフラ整備を行うプロジェクト｢National Pride｣を立ち上げた。このプロジェク
トは水不足という大きな課題に対し、まず
はその地域に雇用と資源をもたらす新たな産業を生み出し、その利益を全てカンボジア政府に寄付し
て、それを上下水道整備等の公共投資に回してもらう仕組である。この会社は、その公共工事を請け負
うとともに、現地法人も設立して、公共事業の財源確保からインフラ整備に至るまでのサイクルを確立
した。これは、現地の経済成⻑も促しながら幅広い課題解決を図るシステムとなり、現地ではすでに
「テラオ式」という名前がつき、今後同じ水の課題を抱えた地域のロールモデルになると考えているよ
うだ。
２－３ 海外のバラの町の取り組み

３．考察
ここからは私たちの考えた企業プランを提案する。
※これはあくまでプランであり、SDGs の促進を目標としているため、経済的にみて経営が成り立つかに
重点を置いていない。
このプランでは、先に述べたような農業の SDGs における利点に着目し、発展途上国を農業技術の面か
ら支援する。主体となる企業は日本に設立し、発展途上国に農業技術を支援する。ここで提供する農業
技術とは植物の栽培方法に限ったことではなく、治水事業や土壌の改良など農業に関わる環境の整備も
含むものである。（今回、発展途上国とは農業（第一次産業）を中心としている国だとみなしている）
支援を受けた国で作られた生産物は、その国で販売することに加えて、一部を企業を介して日本でも販
売する。
私たちはこのプランが SDGs 促進に加えて、発展途上国自体の発展にも後見できるのではないかと考
えた。そう考えた理由を大きく３つの観点から説明する。
まず食糧供給の点からこのプランを考えてみる。国際農研（JIRCAS）によると、２０２０年の世界の
飢餓人口はコロナウイルスの影響も受け、７億２０００万人から８億１１００万人と推定されている。
これはコロナウイルスの流行による食品の価格上昇の影響もあるものの、発展途上国ではそもそもの食
糧システムが十分に整っていないことも要因となっている。農業技術の提供は、生産効率を高め収穫量
が増加することや、土壌改良・品種改良などによって痩せた土地での生産や栄養価の高いものの生産を
可能にすることも期待できる。これらは人々が栄養あるものを十分に食べることができるようにするこ
とに繋がり、飢餓などの食糧問題の解決に役立つのではないだろうか。
次に農業技術の中でも利水事業に着目して考える。利水とは「河川などの水を農業用水や都市用水に
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利用すること」（『大辞林』より）で農業環境を整える上で利水事業は必要不可欠なものだ。多くの作
物が大量の水を必要とする。また安定した水の供給のためには利水事業に加えて治水事業も必要になる
だろう。一方で、世界、特に発展途上国ではまだ十分綺麗な水を得ることの出来ていない人々がたくさ
んいる。ユニセフのデータでは、２０２０年時点で世界で約２０億人の人たちが安全な水を使用出来て
いないという。汚染された水を利用する事は、様々なな病気を引き起こす要因でもある。治水・利水事
業によって水の管理が進み、今よりも安全な水を安定して手に入れることが出来るはずだ。また治水事
業は洪水や氾濫などの自然災害を防ぐことにも繋がる。
最後に経済に与える影響について。ここまでのプランで、現地での農業、環境整備のための雇用の発
生や、技術提供による生産効率向上から質のいいものを多く生産できるようになり、収入増加も期待出
来るだろう。しかし、さらに収入を安定させ、新たな雇用を生み出すために、ここでは六次産業化をプ
ランに含めたいと思う。六次産業とは、例えばリンゴ農家が、自分たちでリンゴを使ってリンゴジュー
スを作って販売するように、農林業者が生産だけでなく加工・販売まで取り組む経営形態のことを指
す。これにより、農作物に付加価値をつけて販売することができ、また販売までに他の業者に介入され
ることがないため、収入のさらなる向上が見込まれる。製品加工・販売が加わり、仕事量も増加するの
で新たに雇用も生じる。さらには、生産・加工を近くで行えるため輸送に使うエネルギーをあまり必要
としないため環境面でもメリットがある。また、このような収入・所得の増加と生産効率の向上は、
人々に経済面と時間の面での余裕を与えることになり、子供たちが教育を受けやすい環境を作ることに
も繋がるだろう。
まとめると、このプランでは発展途上国を水や食糧などの生活面と、雇用・仕事・教育といった経
済・社会の面から共にサポートすることが出来る。生活的、社会的基盤の形成を助け、その国の発展に
も貢献出来るものになるだろう。
SDGs の項目からみると「１（貧困を無くそう）」「２（飢餓をゼロに）」「３（すべての人に健康と福
祉を）」「４（質の高い教育をみんなに）」「６（安全な水とトイレを世界中に）」「８（働きがいも
経済成長も）」「９（経済と技術革新の基盤をつくろう）」「１０（人や国の不平等をなくそう）」
「１１（住み続けられる街づくりを）」「１７（パートナーシップで目標を達成しよう）」の項目を満
たせているといえると思う。もし経営がうまくいき、利益を十分に出すことが出来たなら、さらに様々
な支援もできるのではないだろうか。

４．結論
ここまで、私たちはどうすれば環境を守りながら持続可能な発展をしていけるかについて SDGs の促
進を目標とした環境に配慮した企業プランを提案してきた。SDGs の１７個の目標のうち、「農業」に注
目していくと、農業における ICT の活用、廃棄物のたい肥化によって、労働の効率化と収益増加の両
立、環境への負荷削減を実現できると分かった。また、発展途上国への農業支援、それに関する水不足
解消支援によって、農業の発展以外にも新たな雇用の創出も実現できると分かった。３の「考察」で
は、それらを踏まえた発展途上国への農業支援プランを提案した。SDGs の項目からみても１０個の目標
を満たす持続可能な開発プランを作ることができた。 しかし、今回の調査は事業の経営的な面を考慮
していない。そのため、実際にやってみたときに事業がうまく進んでいくかはわからない。さらに、今
回は農業が関連しない職業での SDGs の達成について考えていないため、これだけで地球全体の持続可
能な発展を達成することは難しい。だが、今回の提案を他の職業にも応用でき、経営面のリスクもなく
なれば地球全体のさらなる持続可能な発展も可能になるだろう。
今までは SDGs と言われれば「あの国連の目標かぁ」みたいに軽く感じるだけだったが、今回の調査
を通して、一人一人に関係性のあるもので、もうすでにたくさんの企業が取り組もうとしている喫緊の
課題だと感じた。これから大人になる自分たちがどう行動するかが地球の未来に大きく関わってくるだ
ろう。この論文で少しでもそれが伝わってくれればうれしい。
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飲料容器改革
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Ⅰ．序論
１－１ 本研究の目的
本研究の目的は、プラスチックを主な材料とする
ペットボトルごみを削減する方法を模索することで
ある。環境問題を解決するあまり利便性を損なわな
いために、できる限り飲料容器そのものの利用抑制
は行わない方針で研究を進めていく。つまり、飲料
容器を残しつつ環境問題を解決するといったところ
である。
数あるプラスチック製品の中で、ペットボトルは
僅か 6.5％しか占めていない。それにも関わらず、ペ
ットボトルを研究対象として選択した理由は、我々
にとって身近な存在である飲料容器を改革すること
で、社会への啓発効果があり、環境に対する人々の
関心が深まるのではないかと考えたからだ。日本は
１人あたりのプラスチック使用量がアメリカに次い
で２位である。よって、より多くの人々がこの問題
について考える必要があると言えるだろう。
１－２ プラスチックの問題点
現在、プラスチックは大きく分けて３つの環境問題
を抱えている。１つ目は、プラスチックが燃やされる
ときに温室効果ガスが発生し、地球温暖化の原因のひ
とつになっていることである。２つ目は、プラスチッ
クの原料は、採れる量に限りがある石油資源であり、
プラスチックの製造によって資源の枯渇につながるこ
とである。３つ目は、大量のプラスチックが海に流れ
出て、海を汚染していることである。特に、３つ目の
海に流れ出たプラスチックは、５㎜以下に削られたマ
イクロプラスチックとなり、半永久的に海を漂い続け
る。このマイクロプラスチックを魚等が食べてしま
い、その魚を人類が食べることで私たちの体の中にも
プラスチックが蓄積する可能性がある。マイクロプラ
スチックは、危険が未知数であるため悪影響があるか
どうかすら未だ分かっていない。
１－３ ペットボトルの割合
生産された飲料容器のうち、容器別の割合について
確認する。2,020 年のデータを見ると、ペットボトル
が 76.0％、缶(アルミ缶とスチール缶)が 11.1％、紙容
器が 8.6％、瓶(リターナブル瓶とワンウェイ瓶)0.9％
となっている。
このことから、現在の飲料容器はペットボトルに依存していると言っても過言ではない。裏を返せ
ば、ペットボトルさえ削減できれば、飲料容器における環境問題の大半を解決できるのではないかと考
えた。
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Ⅱ．本論
２－１ ペットボトル削減の手段
序論で触れたとおり、プラスチックごみの排出量を減らすためにペットボトル削減について考える。
削減の手段として 3R である①リデュース②リユース③リサイクルが挙げられる。
①リデュース
各自がマイボトルを持ち歩くことで、ペットボトルの発生抑制になる。しかしこれは、飲料容器
を生産したうえでプラスチックの削減を防ぐ方法を探す本研究の目的にそぐわない。
②リユース
欧米などですでに事業化されている。しかし、一回使用したことによるペットボトルの劣化、有害
物質の付着のリスクがあるため、日本では国が定める一定の衛生基準に達しておらず、普及していな
い。一方で、ガラス瓶はペットボトルに比べ有害物質が付着しにくいことからリユースに適している
ことが分かっている。
③リサイクル
1990 年代初頭からリサイクルの取り組みが進められており、最近ではリサイクル率 85%以上を維
持しており、現在 91.5%のペットボトルがリサイクルされるために回収されている。つまり、回収率
は既に高水準であるので、更に回収率の向上を目指すための対策も必要がないわけではないが、他の
手段について考慮する方が効果的とも言えるだろう。

以上のように、ペットボトルを３Ｒで削減する方法はすでに推し進められている。本研究では、さら
にペットボトルの廃棄物を削減するために、プラスチックに代わる新たな飲料容器の素材を考える。
２－２ 代替素材の問題点
近年、プラスチックの欠点を解消するため、多くの代替素材が研究されている。例えば、LIMEX と
生分解性プラスチックが挙げられる。
①LIMEX(ライメックス)
LIMEX(ライメックス)とは株式会社 TBM が開発・製造・販売している石灰石を原料とした、紙・
プラスチックの代わりとなる日本生まれの新素材。石灰石は世界に多く存在しており、安価に入手可
能なため注目を浴びている。しかしプラスチックのように加工しやすくなくペットボトルの代替素材
としては適していない。
②生分解性プラスチック
生分解性プラスチックとは使用後に微生物の働きによって、二酸化炭素と水に分解され自然界へと
循環されるプラスチックである。CO2 排出が既存の物より少なく、マイクロプラスチックが発生し
ないため、既存のプラスチックの代替素材として研究が進められている。しかし、1kg あたりの値段
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が既存のプラスチックよりも生分解性プラスチックは 200〜300 円ほど高い。よって、現状の段階で
は、ペットボトルのように幅広く普及するものの代替素材としては適していない。
以上から、LIMEX や生分解性プラスチックのようなペットボトルに使われるプラスチックを新素材
で代替するのは現状では難しい。よって、ペットボトル自体に代わる容器を提案することにした。
２－３ 代替容器の検証
先述の通り、ペットボトルを削減する手段として代替容器を考える。つまり、ペットボトルを優れた
既存の容器で代替することについて検証する。しからば、代替容器には何が適しているのかを確認する
必要がある。ここでの検証は、既に一般的に普及している容器から代替容器を探すものであり、研究中
の容器については触れないものとする。
※普及している容器の基準は、『全国清涼飲料連合会』の「容器別品目別生産量シェア（2020 年）」の
グラフに含まれるものとした。「その他」に含まれるパウチ・チルドカップについてはデータが見つ
からないので検証の対象外とした。
①検証方法
ここでは、以下の６つの飲料容器を代替容器の候補とし、それらを比較・分析し、代替容器に適して
いるものを探す。内容量は 500ｍＬとする。
1. ペットボトル
2.ワンウェイ瓶
１回のみ使われる瓶。利用後は、リユースされることなく、再び瓶にリサイクルされる。
3.リターナブル瓶
洗浄し、何度かリユースすることができる瓶。
4.アルミ缶
ボーキサイトという鉱石を原料に作られるアルミを加工して容器にしている。
5.スチール３ピース缶
主に鉄が原料で、(1)底蓋・(2)円筒の缶胴・(3)上蓋（飲料缶の場合、飲み口（開け口）の付いた
蓋）の 3 つの部品からなスチール缶
6.スチール２ピース缶
主に鉄が原料で、(1)底蓋と缶胴が一体となっている胴部・(2)飲み口（開け口）の付いた蓋の 2 つ
の部品からなる 2 ピース缶
7.紙容器
主に紙製の飲料容器。牛乳パック等が挙げられる。
比較・分析する観点は以下の３つを設定した。これらの観点は、序論で触れたペットボトルの環境問
題３つにそれぞれ対応するものである。
(１)CO2 排出量
容器を生産・処理する過程で、環境へどの程度の影響が及ぶのかについて分析した。CO2 排出量
について生産から処理までの全工程を分析するので、LCA を用いて環境負荷を調べた。
※LCA：ライフサイクルアセスメントの略。ある製品・サービスのライフサイクル全体（資源採取―
原料生産―製品生産―流通・消費―廃棄・リサイクル）又はその特定段階における環境負荷を定量
的に評価する手法。
※環境負荷：製品等が環境に与える負の影響
(２)持続可能性
容器を生産する原料の持続可能性を三段階評価で示した。持続可能性とは将来にわたって機能を
失わずに続けていくことができるシステムやプロセスのことであり、ここでは原料を生み出すことは
可能であるかというところに焦点を当てている。
(３)自然分解
容器が回収されず海洋に放置された場合、分解するまでに掛かる期間、自然への影響の有無につい
て調べた。
②検証結果
(１)CO2 排出量
まず、CO2 排出量についてである。容器１回使用あたりの CO2 排出量を比較すると、最も優れて
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いる容器はリターナブル瓶、その次に紙容器、そしてペットボトルという結果になった。

※リターナブル瓶の回数表示はリユースされる回数を示しており、回収率で表すと、５回＝80％、20
回＝95％である。直近 10 年では、回収率は概ね 83〜70％の範囲を変動している。
(２)持続可能性
判断基準は
A：原料を生産できる
B：原料をリサイクルで生産できるが
原料そのものは枯渇する
C：原料はいずれ枯渇し、リサイクル
で生み出すことも難しい
と設定した。

ペットボトルの原料となる石油は、埋蔵量が有限でいずれ枯渇するエネルギーと言われている。ボト
ル to ボトルのリサイクルは可能であるが、石油に還元することは出来ないので C とした。
アルミ缶・スチール缶・リターナブル瓶・ワンウェイ瓶の原料は、それぞれ鉱物や鉱石として採取で
きるものであるため、枯渇する可能性があるが、それら製品から元のアルミやスチールへと還元できる
のでＢとした。
紙容器の原料は、木材であるから植林活動を行うことで原料を生産できるのでＡとした。
(３)自然分解
データの引用元の相違の要因や海洋中の微生物の状況の相違から、年数が完全に正確ではないと思
われるが、微生物が存在すれば、概ねこの程度の年数で分解すると考えられる。ここで言う自然分解
とは、OECD の生分解の基準となっている、微生物によって二酸化炭素、水、アンモニアなどのよ
り単純な物質に分解されることを意味する。単に年数のみで優れているのは、紙容器であるが、環境
への影響も踏まえて考えると、一概に優劣を定めることができない。自然への影響のみで考えると、
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ペットボトル以外の容器全てが優れていると言える。
(４)結果のまとめ

CO2 排出量の点で優れている容器は、リターナブル瓶、紙容器の２つである。持続可能性の点で
最も優れているのは紙容器で、ペットボトルを除く容器はそれに次ぐという結果となった。自然分解
の年数では紙容器が優れているが、環境破壊・環境汚染等の点ではペットボトルを除く容器が優れて
いる。以上のことから、環境面トータルで比較的優れていると言える紙容器とリターナブル瓶を代替
容器として考察していく。

Ⅲ．考察
３－１ 代替容器の課題点
代替容器の具体案として挙げたリターナブル瓶と紙容器についての課題点について考察していく。
①リターナブル瓶
まず、前述の通り、日本の飲料容器における瓶の割合は 0.9%と非常に低い数値になっている。日
本で出回っている瓶のうちリターナブル瓶の割合は、2020 年に 30.1％である。よって、実際に出回
っている容器のうちリターナブル瓶の割合は僅か約 0.29％でしかない。このことから、リターナブ
ル瓶の利用促進が重要である。次に、リターナブル瓶の課題について述べる。我々が調べた結果、大
きく分けて２つの課題があると結論付けた。
一つ目は、リターナブル瓶の回収率についてである。回収率は、瓶全体のうち回収したものの割合
のことである。上のグラフは現在の瓶の生産量の内訳と回収率を示している。このグラフから、ここ
20 年程度で少しずつ回収率が低下していることがわかる。さらに、リターナブル瓶の消費量は著し
く減少していることも読み取れる。消費量が減少した原因は、回収の処理のうち消費者が担っている
部分が他の容器に比べて多いからだと考えられる。リターナブル瓶は、各消費者が洗浄・容器を乾燥
させ、業者が引き取るという回収方法になっている。一方、ペットボトルは洗浄する必要すらなく、
そのまま捨てることができる。そのようなペットボトルの便利さゆえに、消費者が瓶を選ばなくなっ
てしまったと思われる。実際に、上のグラフはペットボトルの生産量の推移を表しているが、上のグ
ラフと比較すると、瓶の消費量と反比例するように、ペットボトルの生産量は増加傾向にある。この
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現状をどう変えていくかについては後述する。

(千本)

さて、リターナブル瓶の回収率の低下
は重大な問題である。というのも、回収
率の変化が環境負荷へ与える影響が他の
容器と比較して格段に大きいのである。
下のグラフはリターナブル瓶の回収率を
変化させたときの CO2 排出量を示して
いる。回収率が、10％（1.11 回使用）、
20％（1.25 回使用）、50％（2 回使
用）、60％（2.5 回使用）、80％（5 回
使用）、90％（10 回使用）、95％（20
回使用）の７つのパターンでシミュレー
ションをしている。(括弧内は回転数)こ
のグラフから、リターナブル瓶の回収率
が低下すると、環境負荷量は著しく増加すると言えるだろう。また、ペットボトルに対するリターナ
ブル瓶の優位性を保つためには、最低でも回収率 50％(２回使用)を保つことが必要不可欠である。
さらに、リターナブル瓶の環境負荷は輸送距離に影響を受けやすい。下のグラフはそれぞれの製品
輸送距離を 100 ㎞と 500 ㎞で比較している。輸送距離が長くなる程、それに伴って CO2 排出量は増
加することがわかる。ここで問題になるのは、輸送距離が長くなる程、他の容器に対するリターナブ
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ル瓶の優位性が小さくなることである。

以上のことから、リターナブル瓶の優位性を保つには回収率を高い水準に保つこと、製品輸送距離

を短くすることの両立が課題である。
２つ目の課題は、利便性の低さである。一般的に瓶は重く、割れやすいため携帯することの多い飲
料容器には適していないと言わざるを得ない。現在、強化瓶や軽量瓶についての研究開発が進められ
ている。
②紙容器
先述の通り、日本の飲料容器における紙容器の割合は 8.6％である。リターナブル瓶と比較すれば
高い数値と言えるが、こちらも利用促進が必要である。紙容器を代替容器として用いる際の課題は３
つある。
１つ目は、回収の問題である。紙容器は、脆弱であるので、洗浄してリユースすることは不可能で
ある。そのため、環境負荷をペットボトルより減らすためには、古紙や紙容器へとリサイクルする必
要がある。紙容器のリサイクルは、上の図のような工程で行われる。ここで問題となるのは、「家庭
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で」の回収である。瓶と同様に、牛乳パックをはじめとする紙製品は汚れが付着しているとリサイク

ルが困難であるので、消費者が洗浄・分解し指定された回収場所に持参し、資源ごみとして回収され
るのが一般的である。つまり、消費者が適切な処理を行わなかった場合、可燃ごみとして処理され多
くの CO2 を排出するか、放棄されて自然に悪影響を及ぼすかのどちらかとなってしまう。それゆ
え、いかにして消費者に回収してもらうかが、環境問題を解決する鍵となる。
２つ目は、原料生産の問題である。先述の通り、紙容器の生産はリサイクルか木材からパルプを製
造するかどちらかとなる。後者の場合、木を伐採することになるので、かえって地球温暖化を加速さ
せかねない。それを防止するためには植林活動を行う必要がある。これは、国産材の利用促進を招
き、林業が活性化するというメリットがあるかもしれない。
３つ目は、利便性の問題である。紙容器が利用されにくい側面として、携帯しにくい点が挙げられ
る。ペットボトルは耐衝撃性に優れているのに対し、紙容器は衝撃に弱く容易に液漏れ等を起こして
しまうということだ。しかしながら、近年、先進国各国は紙容器に携帯性を付随させる研究開発を行
っており、実際に販売を開始している会社も多数存在する。これについては後述する。

３ー２ 代替容器の現状・利用促進の手段
〇現状について
①リターナブル瓶
現在行われている取り組みとして、R-1（meiji の飲むヨーグルト）のリターナブル瓶、ホテルの
飲料水をペットボトルからびんに置き換えるなどというものがある。
【R-1 のリターナブル瓶使用について】
R-1 のびんは各家庭から回収して工場で洗浄処理、傷や汚れのないびん
は再使用（30 回程度）、傷や汚れのある瓶は除去し、粉砕して新しい瓶
へと生まれ変わっている。さらに、持ちやすい中太サイズの軽量瓶を使用
し、割れやすいという弱点を補うために瓶の外側に樹脂を薄くコーティン
グすることで耐久性を 3 倍に上げている。機密性の高いポリキャップ
は、回収されて再資源化、緩衝材などになる。
加えて meiji は宅配サービスを行っており、注文した商品を玄関前まで
届けてくれる。使用済みの瓶も新しい物と引き換えで持っていってくれる
ため重い瓶を持ち運ぶ必要がない。
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【ホテルの飲料水について】
ハイアットセントリック銀座というホテルで、ペットボ
トルだった客室の飲料水をリターナブル瓶に変えるという
取り組みが行われている。
2021 年に「プラスチック資源循環促進法」が成立し、8
月には削減対象となる 12 品目が公表された。これに基づ
いた取り組みである。

【利便性について】
先述の通り、軽量瓶の開発が進められている。(左の図参照)しかし、
携帯容器として何ら不自由なく持ち運べる程ではなく、携帯性という点
においては、ペットボトルの完全な代替は難しいと考えられる。
②紙容器
前述の通り、以下のように多くの企業がペットボトルを代替する紙
容器を今まさに開発している最中である。ここでは、いくつかの事例
を挙げる。
【コカ・コーラ社】
2020 年 5 月に、コカ・コーラ社は持続可能な紙製容器
のプロトタイプを発表した。去年、コカ・コーラ社は、販
売された全ての瓶または缶を収集し、リサイクルすること
を目的とした「廃棄物ゼロ社会」の実現を目指すグローバ
ルプランに基づき、容器に対して 100％リサイクル可能な
素材の使用する取り組みを行うプロジェクトを約束してい
た。
そこで今回、コカ・コーラ・ヨーロッパは 3 社と協力
しながら紙容器の開発に取り組んだ結果、そのプロトタイ
プが完成したことを発表した。
同社は、この容器が無駄のない世界を実現するのに役立
つ革新的な包装技術であることを確信しており、2030 年
までには 100％リサイクル可能な素材の紙容器のみ使用す
ることを目指している。
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【株式会社ハバリーズ】
株式会社ハバリーズは、サステナブルな生活様式への新たな提案として、
持ち運びできる紙パックのナチュラルウォーター
「HAVARY’S JAPAN NATURAL WATER」（ハバリーズ ジャパン ナチュ
ラルウォーター）を発売した。公式オンラインストア www.havarys.com で
2020 年 8 月下旬より販売、またナチュラルローソンをはじめ小売店で展開
している。

【京都府立大学 生命環境科学研究科
環境デザイン学科 論文】
『紙製飲料容器への容器シフト促進に関する研
究』という研究論文では、好まれる紙容器の形状や
機能を明らかにした上で、紙容器による PET 容器
の代替可能性について検証が行われている。
このように、紙容器をペットボトルの代替容器と
して実用化する目的の研究もなされている。

以上のように、紙容器は環境負荷の少ない飲料容器として方々から注目されている。ゆえに、紙容
器がペットボトルの代替容器として、実用化に至る可能性は決して低くないと我々は推測している。
〇利用促進の手段
①リターナブル瓶
始めに、リターナブル瓶の存在を知らない人が一定数存在することを示している調査結果がある。
『酒類のリターナブルびんの普及に関する調査報告書』によれば、48.6％の人はリターナブル瓶を知
らないという結果が出たそうだ。このことから、リターナブル瓶の情報提供や PR を行い、リターナ
ブル瓶の環境での優位性について広く認知させる必要があると言えるだろう。例を挙げるならば、店
の商品棚のそばにリターナブル瓶の環境での優位性を示すポスターを置く、業界がテレビやネット上
でＣＭを流す、ＳＮＳ等の web 上のネットワークで情報を拡散させる等が有効だと考えられる。こ
のような情報拡散を利用すれば、回収率の向上も図ることができるだろう。また、同調査報告書によ
れば、リターナブル瓶を利用しない理由で最も多かったものは、「酒屋などに返しに行くのがめんど
うだから」である。この調査報告書で同様の事が言及されているが、かつての酒屋の配達のような宅
配システムを現在に合った形態で再導入していくことで、消費者にとっての利便性、容器の回収率の
向上などを同時に解決できるのではないだろうか。
②紙容器
紙容器はリターナブル瓶とは異なり、大半の人が一度は利用したことがあると思われるが、瓶と同
様に情報提供や PR を行い、環境での優位性を認知させる必要がある。リターナブル瓶と異なり、現
状で既に携帯性があるため、知名度が向上すれば買い手も増加するのではないだろうか。
③まとめ
現状では、瓶は利便性に優れないので、携帯目的で利用される飲料容器は、主に紙容器で代替する
のが得策であろう。一方で、自宅や職場など比較的長時間滞在する場所で利用される飲料容器は、リ
ターナブル瓶を用いる方がより環境へ悪影響を与えにくいと言えるだろう。リターナブル瓶も紙容器
も、ペットボトルの代替容器として利用促進を図るには、まず情報を認知させることが不可欠である
と考えられる。
しかしながら、リターナブル瓶や紙容器がペットボトルよりも環境に良いという情報が認知された
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と仮定したところで、消費者はペットボトルに利便性で劣るそれらを、環境に良いという理由のみで
選択するとは考え難い。むしろ、消費者は価格や利便性等の各々にとって最大の利点がある商品を選
択するだろう。さらに、たとえ宣伝に成功したとしても、消費者側に需要が生まれなければ、生産者
側は供給をしない。よって、ただ単に情報を認知させるだけでは、全く不十分ということになる。
３－３ 環境税について
以上より、ペットボトルの代替容器として環境に良いと挙げられたリターナブル瓶や紙容器も、流通
させるには様々な課題があることがわかる。よって私たちは、環境税の導入を提案する。
環境税とは、環境保全を目的として課される税金のことである。環境税の導入には、価格効果、財源
効果、アナウンスメント効果の三つのメリットがある。
価格効果とは、環境税の導入によって、化石燃料の価格上昇による省エネ製品への買い替えや、化石
燃料の節約の促進を起こす効果である。環境税は環境負荷が掛かるほどより高い税金が課され、環境保
全に有益なものに対しては免税・減税がされることで、社会の行動パターンを環境にポジティブな影響
を与えるものへと変化させ、地球温暖化の防止やエネルギー消費の抑制などを図ることが可能である。
つまり、環境への悪影響を減らしつつ、環境に良い製品に付加価値を発生させることができるのであ
る。

財源効果とは、環境税の導入によって得た税収を地球温暖化対策に活用できるという効果である。例
えば、日本では 2,012 年から「地球温暖化対策のための税(炭素税)」が導入された。この環境税の税収
は、省エネ促進や再生可能エネルギーの普及・開発など、環境保全費用として活用されている。 アナ
ウンスメント効果とは、国民や事業者が税の導入を認識することによりライフスタイル、ワークスタイ
ルの変革が促される効果である。つまり、国民１人１人の環境に対する関心を深めることに繋がるとい
うわけである。
これらにより、温室効果ガスの削減ができ、環境負荷の少ない社会経済システム、産業構造への転換
を推進できる。例えば、スウェーデン等の欧米諸国でも積極的に環境税を導入している。左のグラフ
は、スウェーデンにおける炭素税の影
響を表している。スウェーデンでは
1991 年から CO2 排出量に応じて環境
税を課している。その結果、GDP(国
内総生産)は増加したにも関わらず、
エネルギー消費は減少傾向にある。こ
のようなことから、環境税には有効性
があると言えるだろう。
本研究の事例では、例えば次のよう
に環境税を利用できるだろう。各容器
のライフサイクルにおける環境負荷、
例えば CO2 排出量を算出する。そし
て、その環境負荷に伴って多くの環境税を消費者と生産者両方に課す。消費者は、飲料容器の CO2 排
出量によって納める額が変わる。生産者は、自社の製品の環境負荷に伴って多くの税を納めねばならな
い。これにより、ペットボトル・アルミ缶等の環境に悪影響の多い容器の価格は上がり、一方でリター
ナブル瓶や紙容器の価格は概ね現状維持となる。ゆえに、消費者は税負担が少ないリターナブル瓶や紙
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容器を購入しやすくなり、それらの需要が増すはずである。それに伴って、企業も税負担が少なく、需
要が高まっているリターナブル瓶や紙容器を増産することに繋がる。さらに、実質上の値上げとなるこ
とから、マイボトルの利用促進効果も期待できる。

３－４ 環境税のデメリット
デメリットとしては、まず、消費税と同様に逆進性があり消費者の負担の割合が平等にならないこと
が挙げられる。逆進性とは、所得の少ない人ほど税率の負担割合が大きく、所得が多い人ほど負担割合
が小さくなるという現象のことである。これは、税の垂直的公平、つまり能力の高い者ほど税の負担能
力も高く、より納税額が大きいのが公平であるという税の公平性において重要な考え方に反する。別の
デメリットとして、環境税の負担の少ない国に海外進出する企業が増加し、それによって国内の産業の
空洞化が進むことも挙げられる。また、単に増税が行われてしまえば、国民の暮らしにより負担がかか
ってしまう。海外ではそれを避けるため、環境税の増税に伴って免税措置をする国も多い。
このように、環境税はいくつかのデメリットも抱えており、世界各国で活発に議論が行われている。

Ⅳ．結論
ペットボトル削減の手段として、リターナブル瓶や紙容器といった代替容器を利用することには未だ
多くの課題が残されており、ペットボトルの代替容器と言える程、実用化するには多くの時間を要する
だろう。しかしながら、それにはいくつもの利点があり、実際にそのような容器の研究開発が進められ
ていることが分かった。環境税については、デメリットもあるが、そこを克服できれば環境問題を解決
する有効な武器になると考えている。よって私たちは、ペットボトルの代替容器を利用し、その利用促
進のために環境税を適用することを提言とする。
本研究では、時間の制約もあり、代替容器の課題のうち全てに解決策を提示できたわけではない。例
えば、紙容器を用いた際の林業活性化については不明瞭な記述のみとなってしまった。また、代替容器
の選び方も更に詳細にデータを比較・検証すれば、他にも適した代替容器を発見することができた可能
性もある。それゆえに、追加研究をする余地は大いに残されていると思われる。
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広島大学附属福山高等学校
４年｢体験イノベーション｣

リサイクルマークについて
―新しいリサイクルマークの提案―
研究者 ４年 B 組 ５班

保道梨香 今川陽登 工藤大貴 立花久美子 世良ゆきの

１．序論
株式会社エフピコを見学させていただいて、リサイクルの現状と課題に興味を持ちました。日本
人のリサイクルに対する意識の向上を目指して、現在のリサイクルマークの意味と効果について研
究して、新しいリサイクルマークのデザインを提案します。

２．本論
２－１ 《日本のリサイクルの現状》
まず日本では現在ごみはどのように処理されているのか、特にリサイクルはどのようにして行われてい
るのか調べました。
・日本のごみの回収、ゆくえ
日本では燃えるごみの場合、回収されたごみは最終的に焼却場で燃やされます。一部の地域ではその燃
やした熱を利用して温水プールのエネルギーとして、または燃えカスを道路やコンクリートの材料に使
用します。しかしほとんどの地域では焼却処分のみを行い、その余った燃えカスは最終処分場で埋め立
て処理が行われます。
燃えないごみの場合、回収されたごみは不燃ごみ処理施設に運ばれ人の手で仕分けされた後、様々な機
械を使用してリサイクルできる資源(金属)とリサイクルできないごみ(ガラス、陶器)に分けます。リサイ
クルできないごみについては最終処分場で埋め立て処分が行われます。
資源ごみの場合、回収されたごみのほとんどはリサイクルされます。しかしペットボトルは私たちが認
識している再利用のイメージから遠く離れた燃料として使用されることが 50％強というのが事実です。
そしてその燃えカスも最終処分場で埋め立て処理が行われます。
・リサイクルの方法
ごみは分別され燃料として、またリサイクル可能なものとそうでないものに分別されます。そこから問
題として挙げられるのは「人の手によって」分別される過程と、ペットボトルの燃料としての利用につ
いてだと思いました。
・日本のリサイクル率
「リサイクル率」＝「リサイクルされたものの量」÷「元々あった廃棄物などの総量」と一般的には定
義されています。しかし各国によって分母、分子とする数値を決める定義は様々で、またどの段階のご
みの量をカウントするかも国によって異なります。そのため各国でリサイクル率の定義は大きく異なる
ので、国と国の数値を比べることは正確にはできません。しかし定義の違いによって生じる誤差はせい
ぜい 10％前後と分かっているので、その差は現状に大きく関係してないと考えます。
2021 年度の調査によると日本のリサイクル率は 19％で、QECD 加盟国(ヨーロッパを中心に日本を含む
35 か国が加盟する国際機関)のうち 34 か国を比較すると日本は下から 5 番目になります。他国と比べる
と日本はリサイクル率が低いということが言えます。

２－２ 《リサイクルマークについて》
リサイクルマークとは、リサイクルが可能なことや、リサイクルの素材になることが可能かどうかを
識別するために定められたものである。
1997 年に定められたリサイクル法により分別のための材質識別マーク表示が義務付けられていま
す。
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・日本で使われているマークについて

・これらのマークについての分析
・数字や英語が多く分かりにくい。子供は意味を理解できないだろうし、親しみやすさがない。
・カタカナやイラストを使うことで誰でも視覚的に理解しやすい。矢印を使うことで循環型社会を象
徴している。
・リサイクルマークの認知度

上の表からわかるように、リサイクルマークの認知度には差がある。その一つであるエコマーク
は、環境保全の条件を満たした商品に表示されるマークです。1 年間に販売されたエコマーク商品の
CO2 削減効果は約 101 万トンで、約 44 万人分の家庭から排出される CO2 量に相当します。このこと
から、リサイクルマークは環境問題を解決する重要な役割をになっていると言えます。
２－３ 《ドイツのリサイクル》
・ドイツの現状
日本も入っている OECD 加盟国 35 か国のうち 34 か国のリサイクル率を比較してみると、日本のリ
サイクル率は 19％で、下から 5 番目になります。その中で、リサイクル率 65％で 1 番の国はドイツで
した。
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世界的にも環境先進国と言われているドイツのごみの分別、再利用方法を調べてみました。
・ドイツのごみの回収方法
まず、日本では、ごみを回収するのは自治体が税金で行っています。その一方で、ドイツでは例えば
ハノーファー市を含む 21 の市町村ではハノーファー清掃公社が 61 万世帯のごみの処理を行っていま
す。ハノーファー清掃公社が住民から処理費を払ってもらい、ごみを集めています。ですが、集めたご
みの中でも瓶や、古紙、電池や電化製品などは専門業者に処理をお願いします。
このようにごみ処理で税金が使われていません。
また、容器包装 （ガラス、紙、プラスチックなど）は、ハノーファー清掃公
社が DSD（ドイツデュアルシステム）に頼まれ収集しています。2 週間ごとに収
集され DSD の処理工場に運ばれます。容器包装は、商品の入れ物なので商品を売
る人たちの責任で処理することになっています。

DSD とは、1991 年に国の決まりにより、商品をつくる会社などが使いおわ
った容器包装を集めてリサイクルすることになりました。会社は DSD にお金
を払い、DSD がまとめて処理します。現状、DSD のような会社がドイツには約 10 社あります。
DSD が処理する商品には、「緑のマーク」がついています。
・ドイツのリサイクルについて
ドイツでは、一部のペットボトルや、瓶にデポジットがかかっています。
デポジットとは、その容器の代金で飲み物を買うときに容器代を上乗せして払うお金のことで、その容器を
そのお店に返すとそのお金は戻ってきます。
容器

デポジット

ペットボトル（リサイクル容器）

25 セント（約 30 円）

ペットボトル（リユース容器）

15 セント（約 20 円）

びん（リユース容器）

8 セント（約 10 円）

大きなびん（リユース容器）

15 セント（約 20 円）
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リサイクル容器、リユース容器のそれぞれに、下の写真のようなマークがプリントされています。

１）リサイクル容器

２）リユース容器

リサイクル容器、リユース容器ともに、同じ商品を取り扱うお店やスーパーなら、どこでも返すことがで
きます。専用の機械があり、そこに容器を入れると機械が自動的に計算します。そこで出てきた、レシート
をレジに持っていくことでお金がかえってくるという仕組みです。
ドイツでは、以前はリユース容器が多く流通していたのですが、年々リサイクル容器が増えてきていま
す。そのため、リサイクル容器は 25 セント（約 30 円）という高いデポジットをリサイクル容器にかけるよ
うになりました。
・ドイツのリサイクルについての教育
ドイツでは、小学校のころから、地域によっては幼稚園に入る前から、ごみの分別の教育が始まります。
普通ごみ、古紙、容器包装と三つの分別をしています。また、ごみの種類によってごみ箱の色も変えていま
す。そのため、小さい子でもわかりやすく分別ができ、ごみを分別するという習慣を小さいころから身に着
けることができます。
３．考察

リサイクルマーク案

日本はゴミの分別において、循環型社会を意識した様々な工夫を行っています。焼却処分の過程で生まれ
る熱エネルギーを再利用したり、ゴミをリサイクル資源にしたり、限りある資源を有効に使うための工夫だ
けでなく、リサイクルマークによって人々のリサイクルへの意欲を促進する工夫など、毎年様々な方法でリ
サイクルに取り組んでいます。しかし、現在の日本のリサイクル率は世界的に高いとは言えません。そこで
リサイクル率 1 位のドイツに注目してみると、政府が積極的にリサイクル事業を支援していることや、リサ
イクルをすると人々に利益が与えられることが分かりました。環境への配慮が必要不可欠な今日において、
国家規模よりさらに大きな国際規模でリサイクルに取り組むことが大切なのではないかと私達は考えまし
た。そして、国際規模のリサイクル率向上のために大切なのは一人一人の意識です。より人々がリサイクル
について考えてくれるきっかけのために、私達の班は新しいリサイクルマークを提案します。英語や数字で
はリサイクルの意味が伝わりづらい子供にも分かるよう、視覚的なメッセージ性を目標にして作りました。

63

４．結論
ゴミには様々な種類、回収・リサイクルの方法が存在します。
どのように回収し、リサイクルするのが正しいのかは分からない部分が多くあります。
しかしながら、日本が現在行っている対応では足りていないというのが現状であると思います。（OECD
のデータなど）だからこそ新たな取り組みを始めるときではないでしょうか。
その中の１つの取り組みとしてこの班ではリサイクルの根本にあるリサイクルマークに着目して新たなデ
ザインを提案しました。この取り組みがリサイクル問題の解決に与える影響は小さいかもしれませんが、一
人一人が環境問題について考えることで大きな影響を与えられるのではないでしょうか。
５．参考文献
・ECOALF(エコアルフ)「７ 日本のゴミの行方」

https://ecoalf.jp/news/detail/42
閲覧 2022 年 1 月 24 日
・社会対話・協働推進オフィス「知ってほしい、リサイクルとごみのこと」
https://taiwa.nies.go.jp/colum/recycling.html
閲覧 2022 年 1 月 24 日
・環境省「廃棄物・リサイクル対策」
https://www.env.go.jp/recycle/recycling/index.html
閲覧 2022 年 1 月 23 日
・ITmedia ビジネス「本当に知っていますか？ 環境系マークの意味」
https://www.itmedia.co.jp/makoto/spv/0907/08/news032.html
閲覧 2022 年 1 月 23 日
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広島大学附属福山高等学校
４年『体験イノベーション』

Mission impossible！？
郷土料理と冷凍食品をイノベーションせよ！！
研究者

４年 B 組

岩戸藍子
田中瞭一 三島颯斗

６班

小林杏帆
八幡和寛

１．序論
今日のお弁当に冷凍食品が入っていた人は多いはずだ。コロナ禍で、外食しなくても食べることができ

て、頻繁に食材を買い出しに行かなくてもストックができる、冷凍食品やフリーズドライの需要がさら
に高まっていると感じる。これはデータを参考にしても確かなようだ。
それと同時に、自粛生活で地方に旅行に行きづらくなり、地方の経済が衰えているのではないかとも
考えた。
実際に、下のグラフから福山市の歳入が減っていることがわかる。私たちはこのような地域経済の衰
退に危機感を感じた。
そこで、需要が高まる冷凍食品とイノベーションして地域の郷土料理を売り出すことで地域経済を活
性化させることができるのではないかと考えた。

←農林水産省
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prtimes.jp

２．本論
郷土料理✖︎冷凍食品のイノベーションは実現可能なのか？！
実現可能かどうかを判断するための４項目を考え、それぞれについて調査した。

①世界の電子レンジの普及率
冷凍食品の利用において、電子レンジは欠かせない。

このデータによると、２０１２年時点での日本の電子レンジ普及率はほぼ１００％であるが、他国は
ほとんど５０％以下だということが読み取れる。これは、冷凍食品を普及する上で十分な値とは言えな
い。
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このデータによると、将来電子レンジの世界での普及台数は増加する予測だが、それでも大幅な変化は
見られないので、電子レンジの普及率は今一つと見積もっていいだろう。

②商品の普及方法 過去の成功例
一から新しく商品を作るわけだが、問題となるのは顧客を増やすための知名度の上げ方だ。
そこで私たちはまず、多くはないものの似たような取り組みが過去にあったことを知り、その成功例
から得られるものがないか考えてみた。

成功例 1 木戸食品
冷凍食品『津軽じょっぱり飯』
レトルト食品『ホタテ塩焼き』
（平成１２年発売開始）
ホタテ塩焼きに関してはすでに
２００万食を売り上げている。

成功例２
佐賀冷凍食品株式会社
『冷凍おにぎり』
佐賀県産のお米や、佐賀県とその周辺地域の特別な具材を使ったおにぎ
りを作っている。

これらの 2 つの例からわかることはどちらも、もともと冷凍食品を取り扱っている会社から新商品と
して販売されていることだ。地域の特産品、一つの郷土料理を広めるためだけに 1 から作られたわけで
はないということだ。このことから、このイノベーションを実現させるためにはすでにある会社とタイ
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アップして作る必要があることがわかる。

③輸送方法
国内で冷凍食品を輸送する場合、トラックでの自動車輸送が主要であるが、温度管理が大きな課題と
なる。温度が正常に保たれないと、商品の品質が悪化し、消費者に安全な食品を届けることが難しくな
ってしまう。
そこで、私たちは「コールドチェーン」という輸送方法に着目した。コールドチェーンとは、生鮮食
品や医療品を、生産から消費までの一連の流れを通して低温かつ最適な温度で実現する技術である。こ
の技術を使えば、食品の品質管理が十分に可能となり、輸送エリアの拡大にもつながるため、全国に冷
凍食品を輸送できるだろう。

また、海外への冷凍食品の輸送方法には航空輸送と海上輸送がある。どちらも温度管理の必要を考慮
すると、輸送費はとても高くなってしまうため、海外での実現は難しく、現実的ではない。
そこで、ここでも②同様冷凍食品からは外れてしまうが、視野を広げてフリーズドライについて考え
てみると、品質を保つための光熱費がかからないため低コストでの輸送が可能になり、海外でより広く
商品を展開できそうだと判明した。

④地域貢献
地域貢献は郷土料理を提供する地域にとって重要で、これなしではこのイノベーションは実現不可能
だろう。②で挙げた、佐賀冷凍食品株式会社のようにその地域、周辺で作られた食材を使うのが、地域
の農業の活性化だけではなく、商品の徹底したブランド化にもつながるので一番良いと考える。また、
商品をふるさと納税の返礼品として扱ってもらうのも現実的でかつ得られる利益も大きいと思われる。
そこで得られた利益はうまく行けば地域の大きな収入源にもなるだろう。更にそれを通じて各地の特産
品、郷土料理の知名度が上がれば、コロナによる自粛明けにはその地域に観光客が多く訪れることだろ
う。郷土料理を超え、広く定着して一般食化すればさらにその地域に利益が出るのは言うまでもない。

furusato-tax.jp
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３．考察
最近海外では和食がブームだという。寿司などの定番もよいが、地域の郷土料理も和食である。これ
を機会に日本の郷土料理を世界に発信するのがいいと思う。また、調べた４つの項目から言えることを
整理すると、
①電子レンジの普及率の現状から、海外に冷凍食品を普及するのは地域によっては現実的ではない。
②すでに地域の特産品を生かした冷凍食品、フリーズドライの成功事例はあり、このイノベーションも
成功する確率が高い。しかし過去の成功事例ではすでにある会社の１商品として売り出されており、小
規模で実行するのは難しそうだ。
③国内での輸送はコールドチェーンにより品質を保ったまま各地に輸送できる。
しかし国外への輸送は冷凍食品はコストの面から非現実的であると言え、フリーズドライのほうが良
いかもしれない。
④販売する郷土料理の食材はその地域のものを使うことでその地域の農業の活性化に繋がり、ブランド
化することで観光業にも貢献し得る。さらに、ふるさと納税を利用すれば財政的にも地域の支えとなれ
る。

４．結論・提案
このイノベーションは国内限定で実現可能！！！！
この事業は地域の食材を使い、郷土料理を加工し、保存食にすることで実現できる。
国内であれば、冷凍食品に加工することで形や色、盛り付けを魅力としている郷土料理の場合でもそ
れらを保ったまま商品として提供できる。

しかし、海外に輸出する場合はコストのかかる冷凍食品より、より安く、より長く保存でき、電子レ
ンジを必要としないフリーズドライのほうがいいと考えた。また、最近では天丼などの立体のおかずを
フリーズドライにしている会社もあることから、国内でもフリーズドライでかなりの範囲の郷土料理を
再現できると思われる。
もし、福山でこの事業を始めるとするならば、福山に本社を置くアマノフーズと提携し、福山の郷土
料理でフリーズドライ製品を作るのが良いだろう。それがヒットすれば他の地域の郷土料理もフリーズ
ドライ化し、シリーズ化すれば郷土料理が私達の生活の一部になるかもしれない。冷凍食品をふるさと
納税の返礼品として扱ってもらうのもいいだろう。また、冷凍食品、フリーズドライどちらにしろ、そ
の地域の食品を使ったり、ふるさと納税の返礼品として扱ったりすれば、地域の経済、農業、知名度ア
ップによる観光業の発展にはかなり貢献できると予想できる。これはまさに地域、会社双方にメリット
が有る Win-Win な事業と言えるだろう。
数年前から海外で和食が流行っているそうだが、寿司などの定番だけでなく郷土料理も和食だ。これ
は、郷土料理を日本文化の一部として世界に発信するいい機会になりうる。この事業が海外にまで広ま
れば、地球の裏側で『今日の夜ご飯は福山のうずみだよ〜！』なんて会話がされるかもしれない！大変
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楽しみである！！

５．参考文献(2021 年 11 月 9 日閲覧)
１）ジェトロウェブサイト 株式会社ケンスイ
https://www.jetro.go.jp/case_study/2019/kensui.html
２）木戸食品 https://www.google.co.jp/amp/s/www.atpress.ne.jp/news/281993/amp
３）https://news.yahoo.co.jp/byline/fuwaraizo/20150818-00048537
４）www.jema-net.or.jp
５）菱重コールドチェーン株式会社 https://www.rccc.co.jp/jp/product/facility.html
６）https://www.projectdesign.jp（３月１１日閲覧）
7）北王流通株式会社 https://news.yahoo.co.jp/byline/fuwaraizo/20150818%EF%BC%8D00048537
（11 月 30 日閲覧）
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広島大学附属福山高等学校
４年｢体験イノベーション

障害のある人の雇用と産業
―公平性の達成―
研究者

４年 B 組

７班

光成優 迫田七星 右手拓磨 吉國優 鉄本煌

１．序論
SDGs が注目されてきている。障害のある人を雇うことで社会的責任を果たそうとする企業が増え
ている中で、実際に、障害のある人はどのような仕事を任されどのような待遇を受けているのか。また、
そこでの公平性は保たれているのか。
そして、その状況をさらに良くしていきたい。

２．本論

考察

２－１ 障害者雇用の推移

図１障害者雇用の推移
下のグラフを見ればわかるように障害者の雇用は年々増えてきている。1995 年から 2018 年までで雇
用人数は 30 万人から 60 万人と２倍になっている。
しかし、雇用率はまだ低いことから、公平性は保たれていないと考える。
2－2 障害者の職種
身体障害者…製造業 卸売業 医療福祉 サービス業
知的障碍者…軽作業（小売、流通、コンサルティング、製造系） 清掃 事務
精神障害者…データ入力 情報管理 システム開発 接客業
こうしてみると、職種は思いのほか豊富そうである。よってここでの公平性は保たれている。
2－3 障害者の給料
身体障害者…215,000 円
知的障害者…117000 円
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精神障害者…125000 円

（一か月平均）

ここでサラリーマンの一か月平均の給料をしらべると、35 万円だった。よって公平性はほとんど達成
できていない。
2－4 障害者雇用に関する法律
1976 年に身体障害者雇用促進法が制定され身体障害者の雇用が義務化されてから、次いで知的障害
者、精神障害者の順に整備されてきた。しかし中小企業などは障害者雇用がまだまだ進んでいない。そ
こで雇用に関する有用な中小事業主認定制度である、もにす制度が創設され、障害者雇用が進んでいる
企業は社会的なメリットを受けられるなど対応がされてきている。
また、現在の障害者の法定雇用率は障害者雇用促進法により 2.3％に定められている。
これまでの状況は改善されてきているがまだよりよくできる。
2－5 障害者雇用の基準
カルチャーマッチ…企業のカルチャー(社風や理念、考え方、価値観など)に応募者がマッチ(共感)し
たかどうか
スキルマッチ…企業が求める能力と求職者の持っている能力を照らし合わせて、即戦力として活躍
できるかどうか
テクニカルスキル…仕事や業務を適切にこなす能力があるかどうか
コンセプチュアルスキル…物事の本質をとらえられるかどうか
職業準備性…職業生活を維持するために必要な態度や基本的労働習慣を持てているかどうか
などの一般的な採用基準に加え、
・障害を持っていても自分の能力に自信があるかどうか
・障害受傷を前向きにとらえられているかどうか
・他者と比較ばかりして劣等感を持っていないかどうか
・障害で遂行困難な仕事もあることを受け入れているかどうか
・職場で誰とでも協力できるかどうか
という 5 つのポイントで判断されている。
障害をマイナスポイントだと捉えるのではなく、受け入れられているかどうかを判断するための基準に
なっている。よってここでの問題はあまりない。
2－６障害者を雇うメリットとデメリット 共に働く社員の声
（ⅰ）メリット
・業務を見直し、最適効率化を図るきっかけとなる
・生産性が向上し戦力として活躍する
・社会的責任を果たす企業としての価値創出につながる
・多様性のある企業文化、組織作りができる
・特定の分野で非凡な才能を発揮する、優秀な人材の確保につながる
・企業が、助成金、調整金の受け取りができる
（ⅱ）デメリット
・社内の理解が得られない
・対応すべき問題が生じやすくなる
・配慮を必要とする
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〈賛成派〉
・特に問題はない
・できないところは周りがフォローすればよい
・障害者の働く機会を奪うのはおかしい
・障害がある＝能力が低いではない
〈反対派〉
・知的障害者の人は無理
・精神障害者の人は怖い
・平等な扱いをしない、と理由でパワハラになりそう
・障害者に対する罰は一般の人と平等でないのに、雇用に関して、扱いを平等にするのは受け入れ
られない
・残業が増えそう
・人を傷つけるイメージ
・フォローできる気がしない

このようにしてみると、デメリットにしても反対の声にしても、考えればどうにかなるものばかりであ
り、あくまでイメージが生み出しているものであるように感じる。対照的に、メリットは事実であるも
のが多い。とくに SDGｓが注目され多様性が重要になっている今、障害者雇用に積極的に取り組み社会
的貢献を果たすことは企業にとって大きなメリットになると思う。
２－８提案
1〜7 より障碍者雇用で公平性が保たれていないのは雇用率と周囲からの考えられ方である。
障害者雇用の公平性を保つために次のことを提案する。
〇法定雇用率を 3.5％にひきあげる
現在の法定雇用率 2.3％
働ける年齢の障害者数→約３５０万人
法定雇用率 2.3％だと…153 万人
就業率 43％
法定雇用率 3.5％だと…233 万人
就業率 66％
就業率男性 82.5％ 女性 66.0％であることより、法定雇用率を 3.5％にすることで女性の就業率に追いつ
き、公平であるといえる。
〇障害者雇用の手当てを増やす
企業が障害者を雇用しやすくなる。
上の二つにより雇用の公平性は保たれる。
〇障害者への理解を深めるために参加型のイベントを行う
障害者と健常者が協力することにより偏見を取り除く。仕事的な障害者への視線も変わるかもしれな
い。
これにより周囲からの考えられ方が平等になる。

４．結論
今回の調査を通して、障害者雇用は公平性の面ではまだまだだということが分かった。SDGs を達成し、よ
りよい社会を作り上げるためにこの雇用の面で働きかけていきたい。障害者雇用を詳しく知り、障害者につ
いて考えるいい機会になった。
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１．序論
近年、日本では少子高齢化に伴う地方の過疎化や都市部に人が集中することにより、特定の地域に政治・経
済の中枢機能が集中し、文化や人口も過度に集中してしまう一極集中が問題となっている。国もこのような状況を
打開しようと、地方創生をテーマに掲げ様々な取り組みを行っている。財務省北陸財務局のホームページ 1）では
地方創生とは、少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の
過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持し
ていくことを目指すものである、と定義されている。私たちは現状を打開するために、この地方創生の考え方を参
考に地域活性化を実現するためにどのような取り組みを行っていけばよいのか、を研究した。

２．本論
２－１ 中国地方の人口の推移
日本全体にあてはまることだが、特に地方では人口の急激な変化が問題となっている。そこで私たちは一番身
近な地方である中国地方の人口の推移を調べた。（図２）国勢調査をもとに作成されたグラフ２）によると中国地方
の常住人口は１９９０年代前半までは増加傾向にあったが、１９９０年代後半には減少に転じ、その後も常住人口
が減少し続けていることがわかる。（図２）ここでの常在人口とは、ある調査の時刻に調査の地域に常住している場
所（常住地）で調査する方法で把握した人口のことである。総務省が発表した国勢調査の人口速報値をもとにし
て作られた日本経済新聞３）の記事によると（図１）、２０２０年の中国地方の人口は５つの県すべてで減少してお
り、減少率も５年前の調査と比較すると５つの県すべてで増加していた。
ではなぜ地方の人口減少が深刻になって
いるのか。総務省が行った地方公共団体へ
の調査によると、主な理由として
・雇用機会の減少
・インフラ整備の不足
・良質な教育機関、教育機会の不足
などが挙げられている。

←図 2. 中国地方の常在人口の推移
図 1.中国地方各県における人口変化

２－２ 税金について
地方公共団体は様々な問題を抱えている。そんな中必要となってくるのはお金である。そこで私たちは地方の
歳入源である地方税に注目した。広島県の公式ホームページ４）によると、広島県における歳入の内訳は次のよう
になっている。（図３，４）

75

図３ 広島県における歳入の内訳

図 4. 広島県における県税収入の内訳

図３が歳入の総額、図４がその歳出の中で県税収入のみを表したものである。広島県の歳入総額 9,539 億円のう
ち 3314 億円が県税収入である。さらに県税収入のうち大きな割合を占めているのは、上から県民税 1,066 億
円、事業税 860 億円、地方消費税 652 億円である。このトップ３つの中で法人が関係しているものは県民税のう
ち 152 億円、事業税のうち 821 億円と合計で約 1,000 億円にのぼる。県民税とは地方税法に基づき、県が事業
所または事業所の所在する法人や居住する個人に課す税金であり、事業税とは地方税法に基づき、法人または
個人が行う事業における所得や収入に応じて県が課す税金である。このように県税内における法人が関係した税
は、県税全体の約 3 分の 1 にものぼり、貴重な歳入源であることがうかがえる。
２－３ 観光
中国地方の観光が地域社会を支えていくためには、経
済面からの貢献が必要である。そこで私たちは、その経済
面からの貢献の基盤となる観光客数に注目した。図５は
中国地域の延べ宿泊者数(日本人＋訪日外国人)と全国
シェアの推移を示したものである。

観光庁によると延べ宿泊者数は、2015 年に 2500 万人
を超えるなど、近年増加傾向にある。それに対し、全国シ
アは大きな増減はなく、ほぼ横ばいで推移している。ま
た、中国地方には、原爆ドームや石見銀山、鳥取砂丘、
後楽園など、国内外の人々を魅了する有名な観光地が数
多く存在し、これらを見るために中国地方を訪れる人も多
い。しかし、多くの観光客が訪れる場所は、先ほど述べた
ような有名な観光地であり、あまり認知度の高くないスポッ
トを目指して来る観光客は少ないという問題もある。

図 5. 中国地域の宿泊者数の推移

３．考察
３－１ 目標と現状
地域の活性化といっても様々な形がある。人口の増加を目的とするものなのか、地域経済を活性化することを
第一の目的とするものなのか、などだ。私たちは地域の活性化というものを長期的なものと短期的なものとに分け
て考えることによって目的を明確にし、それを達成しようと考えた。私たちは長期的な目標を公共サービスの充実
によって地域の人口減少に歯止めをかけ、さらに人口増加に転じさせることとし、この長期的目標の実現を支える
ための短期的な目標を、地域の観光業を活性化させることにより、地域経済の活性化を目指すと定めた。
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今回の研究では、短期的な目標に焦点
をあて研究を行った。本論で述べた通り、
近年中国地方では人口は減少の一途をた
どっており、その一因として公共サービス
の不足があげられている。人口減少の要
因を調べていくなかで私たちはお金(税収)
がないと解決が難しいようなものをいくつも
見かけた。私たちが人口減少に歯止めを
かけるには税金が必要である。なぜなら、
税収の増加はそれだけ公共サービスに回
せるお金が増えるということだからだ。

図６．我々の考える地域の活性化を目指す仕組み

税収を増やすためには現在の住民からの税収より、外から入ってくる外貨の獲得を目指す必要があると考え、外
貨を獲得できる観光業に焦点をあて、地方税のなかでも割合の高い法人からの税金の増収を目指すべきだと考
えた。*ここでいう外貨とはある特定の地域からみた、国内外問わず他地域で回っているお金という意味である。
観光客がより多くのお金を使うようになれば、法人の収入は増え、結果的に法人税の増収につながる。観光業の
促進のための方法として新たな観光資源を作り出すというものがあるが、これには莫大なお金がかかり、私たちが
目指すものとは乖離してしまう。そこで私たちは今ある観光資源を使い観光を促進する仕組みつくりを研究した。
中国地方の観光客数は少しずつではあるが伸びてきている。しかし、問題としては有名な観光地への偏りがあげ
られる。中国地方には３つの世界遺産が存在している。原爆ドーム、厳島神社、石見銀山などは世界的にも知ら
れていて観光客数も多いがその一方で他の観光地へ訪れる人はそれほど多くはない。班での話し合いの中で、
私たちもどこかに観光に行くときに有名なところには行くがその他の観光地にはなかなか訪れることがないという
話になった。なぜ、他の観光地に訪れる人が少ないのか、それは認知度の不足によってそもそも知られていなか
ったり、観光地ごとの移動が難しかったりするからではないだろうか。外国人観光客や都会の人々はそもそも車に
よる移動手段を持っていないこともある。観光で訪れた人々に１回の旅行でより多くのお金を使ってもらうにはでき
るだけ長く、そして多くの観光地を訪れてもらう必要がある。

３－２ 課題
観光を促進するために解決すべき２つの課題として
1 .有名な観光地だけでなく、他の観光地にも訪れてもらうような仕組み
２.移動手段
２は１を解決するための補足的な役割を果たす。
この２つの課題を解決するにはどうすればいいのか、話し合い考えた。
３－３ 提案
私たちは観光を促進するための仕組みとして「観光地スタンプラリー」を提案する。具体的な内容は後述するが、
「観光地スタンプラリー」とはスタンプラリー形式で中国地方の観光地を周ってもらうものだ。スタンプラリーについ
ての調査によると、商店街や遊園地などの観光地におけるスタンプラリーについての調査５）によると、スタンプラリ
ーに参加した人の中の約７８％の人がその商品、地域、サービス等への興味関心や購買意欲が上がったと答え
ている。（図７）
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このデータからもスタンプラリーの実施によるマイナス影響はほとん
どなく、メリットのほうが大きいことがうかがえる。しかし、これらのデ
ータはあくまで商店街や遊園地、１つの観光地内での話である。私
たちの提案する「観光地スタンプラリー」は今まで狭い範囲内での
み行われてきたものをさらに範囲を拡大させたものである。これによ
り、１つ目の課題である有名な観光地だけでなく他の観光地にも訪
れてもらうという面において、認知度が低かったところであってもス
タンプラリーのルートに入れることによって訪れてもらいやすくなる。
さらにスタンプラリーのなかには観光地に向かうための主な交通ル
ートを掲載する。その時、掲載するルートは車以外の交通手段で
いけるようなものも掲載することによって、外国人観光客や都市部
の車を持っていない人でも訪れやすくする。この時、スタンプラリー
を作成する側も今までなぜ観光客が伸び悩んでいたのかを交通の
面から見直すことができ、バスの運行など始めるきっかけにもなれ
ばよいのではないか。

図 7 スタンプラリーについての調査

さて、ここまでは「観光スタンプラリー」についての良い面だけを並べたが次にこのスタンプラリーの課題になる部
分について話す。それはスタンプラリーの規模についてだ。従来のスタンプラリーは１地域や商店街、遊園地の
範囲内で行われているものがほとんどだ。しかし、私たちはその規模を拡大する。この時、あまりにも範囲を拡げ
てしまうと１回の旅行ですべての地域を周ることが難しくなってしまいスタンプラリーの効果が出ない可能性があ
る。私たちの目標としては中国地方全体での「観光スタンプラリー」の実現を目指したい。というのも、それぞれの
県ごとでスタンプラリーを実施する方法もあるが、中国地方全体でやるほうが有名な観光地が多く
より多くの人々に様々な場所に訪れてもらえる可能性が高まるからだ。そこで私たちは、この「観光スタンプラリー」
の全体的な範囲としては、中国地方全体にするものの、スタンプラリーの達成段階を分けることで１回の旅行でも
達成可能にすると良いのではないかと考えた。

このようにいくつかの段階を作ることによって、長期の休暇で観光に訪れた場合は中国地方すべてを周るルート
で旅をしたり、短期の休暇で観光に訪れた場合は１つの県やいくつかの県を周るルートで旅をしたりと、観光客そ
れぞれで時間的に可能なルートでスタンプラリーに参加してもらうことが出来る。
３－４ 具体的な実施方法
「観光スタンプラリー」は紙媒体のものとデジタル媒体のものの２種類で行う。紙媒体のいい点としては、さまざまな
場所にスタンプラリーの用紙を設置することができるので気軽に手に取ってもらいやすい点だ。紙媒体の具体的
なイメージとしては、１枚の紙というよりは薄くて小さい冊子のようなものをイメージしている。有名観光地に設置す
るのはもちろん、中国地方以外の地域と連携して、他地域のチラシ等の宣伝の紙を中国地方に設置する代わり
にこの「観光スタンプラリー」の用紙や宣伝を他地域で設置させてもらうことも出来るかもしれない。デジタル媒体
については紙を持ち運ぶのが面倒だったり、無くしてしまうかもと心配な人に役立つ。専用の QR コードを読み取
ってもらいアプリ等をダウンロードしてもらえば、持ち運びも便利でかつ地図等の機能がついていれば観光地を
巡るときにより詳細なルートを示すことが出来る。それに外国人観光客向けに翻訳版などを作れば外国人観光客
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の方にも快適な旅をしてもらえる。もちろん、紙媒体のほうでも外国人観光客向けのものを用意する。

←薄い冊子６）
アプリとしては、デジタル de スタンプラリーというデジタルスタンプラリーの制作サービスを提供している会社７）が
あるので導入自体は難しくないと思う。

スタンプラリーを達成した時の景品については、地域の特産品や中国地方の観光地で使える商品券、宿泊券が
あたる抽選に参加できるなど、地域の活性化につながったりアピールにつながるものを景品にする。景品につい
ては、スタンプラリーに参加した理由の調査５）で、景品が魅力的だったから参加したという人は意外にも 28.1％に
とどまっており、観光客の興味を引くために豪華な景品を用意する方法もあるが、たとえ豪華でなくても地域のア
ピールにつながる景品にしたほうが良いと判断した。しかし、28.1％というのは予想より少ないというだけで無視で
きる数字ではない。例えば、看板で掲げる抽選の 1 等の商品は豪華にするなど様々な人たちに興味を持っても
らえるような景品にしていけばよい。
「観光地スタンプラリー」の費用については、中国地方の観光地を運営している団体でお金を出し合い負担する
か、地方自治体が負担するか、クラウドファンディングによって資金を集めるのかなど様々な方法が考えられる。

４．結論
今回の研究によって、私たちは地域活性化に向けて「観光スタンプラリー」を活用した観光を促進する仕組み
を考えた。これが成功し私たちが掲げている短期的な目標が解決出来た場合、法人からの税収増加に加え、地
域経済の活性化による増収も見込まれることから、長期的な目標である公共サービスの充実によって地域の人口
減少に歯止めをかけ、さらに人口増加に転じさせることも達成できると考える。
しかし、この「観光スタンプラリー」については前例が少ない分、どれほどの効果があるか分からず、また費用の面
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においてもどれほどの金額になるか分からないということもあり、さらなる検証が必要だと思われる。

５．参考文献
１）財務省北陸財務局ホームページ,地方創生とは
http://hokuriku.mof.go.jp/soumu/pagehokurikuhp013000091.html
（2021 年 12 月 20 日閲覧）
２）中国地方の人口
http://pop-obay.sakura.ne.jp/figures/figures60510.html
（2021 年 12 月 19 日閲覧）
３）日本経済新聞,2020 年国勢調査
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC2547R0V20C21A6000000/
（2021 年 12 月 19 日閲覧）
４）広島県ホームページ,財務統計
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/toukeiyouran03.html
（2022 年 1 月 10 日閲覧)
５）スタンプラリーは本当に有効なのか？
https://www.badge-man.net/bmwp/column/stamp_rally/
（2021 年 12 月 10 日閲覧）
６）FreePick
https://jp.freepik.com/premium-psd/thin-booklet-mockup_8243118.htm
（2021 年 12 月 10 日閲覧）

７）官公庁・観光協会・地方自治体様向けデジタル de スタンプラリー
http://stamprally-jp.net/
（2022 年 1 月 10 日閲覧）
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広島大学附属福山高等学校
４年｢体験イノベーション｣

日本の伝統技術が最先端技術へ
―時代を超える技術―
研究者

４年 C 組

1班

的場勇太 田原龍輝 阿部晃士 大川内晴哉 児玉大地

１．序論
実地研修でもらった「ベーゴマ」からこのテーマを思いついた。
「ベイブレード」というものをご存知だろうか。「ベイブレード」とは、様々なカスタマ
イズをしたベーゴマを戦わせて、勝敗を競うものだ。私たちのグループのほとんどが子ど
もの頃テレビで見たことがあるか、遊んだことがあるという経験を持っている。そんな
中、なぜ「ベーゴマ」よりも「ベイブレード」の方がより馴染みがあるのかという疑問が
生まれた。後ほど本論で詳しく説明するが、「伝統が最先端技術と融合し、より良いもの
になったから」という結論に至った。そこから私たちは新しい伝統と最先端技術の融合を
提案し、日本の伝統の再復興を促進させたい。
２．本論
２－１ まず初めに、ここまで流行るのはベーゴマには無かった新しい何かがあるはずだと考え、それ
を探すことにした。
その結果、多くの要因があることがわかった。そのうちの一つが、その時流行っていたゲーム
[遊戯王]を参考にしてカスタム要素をベーゴマに取り入れたことだった。これにより、勝負が
今までよりも複雑化し、勝敗がどうなるのかが予測しずらくどんどん白熱していく。
これは販売対象の子どもだけでなく大人の心までもつかむことになったのだと考えている。
宣伝をしたのが大流行していたコロコロコミックだったのも大きな要因だと考えた。
コロコロコミックは子どもの多くが買っており、そこで大々的に宣伝されたことで子どもに欲しい
と思わせられたのだ。
このように流行しているものを取り入れることは
みんなの心を掴み今までのよりもよりよいものになる可能性があると考えられる。
２ー２ 日本の伝統技術が最先端技術に応用されている例を探してみた。そのうちの一つにドローンが
挙げられる。調べてみると竹とんぼの羽の形をしているドローンはその他の羽の形のドローンよりも高
い効率性を持っていることが分かった。
そこで羽の形状別のドローンのメリットとデメリットをまとめてみることにした。
①二枚羽(竹とんぼ型)
プロペラの効率性はこの三つの羽の中でもっともよい。そのため他の形状をしてるドローンよりも長
時間の飛行が望める。またスロットルレスポンス(スロットルを開けてからエンジンの回転数が上がるま
での応答速度)も他のものよりもよい。さらに羽の枚数が少ないため機体の軽量化が望める。
しかしながら枚数が少ないと細かい操作がしにくくなるというデメリットが存在する。そのためより
安定した飛行をするためにはプロペラの枚数を増やす必要がある。
例)
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プロペラの枚数を増やしたドローン(左図)
②三枚羽
三枚羽のプロペラは軽く低抵抗でスピードもそれなりにでる。この三種類の羽の中ではもっともバラ
ンスがいいと言える。そのため初心者におすすめ。
例)

③四枚羽
四枚羽はこの三つのプロペラの中でもっともパワーやスピードが出しやすい。
ただし、効率性はあまり良くないため飛行時間は短くなってしまう。
例)

これらのことから二枚羽(竹とんぼ型)のドローンは他の羽の形状のドローンに比べて効率性、飛行時
間、軽さの面で優れていると言える。

３．考察
以上のことから、昔ある程度流行った民主的なものに伝統技術を流用し、現代の流行を要
素として加えることで今までにない真新しいものに成ると考えられる。しかし、真新しい
ものだからといって世間に簡単に広まるわけではない。そのものには、それなりに需要が
上昇する要因があったと推測できるだろう。まずは、実用的かつ使いやすいものであり、
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分野で世間に知られている企業が関わっている必要がある。次に、時代背景にあっている
こと、また、メディアの注目を集められるほどの意外性があることも重要である。
これらをふまえて「リハビリマシーン」を提案する。
４．結論（提案）
私たちが提案するリハビリマシーンは簡単にいうと機械化させたサポータースーツのよう
なものだ。「それならもうあるんじゃね？」と思う人もいると思うが、勘違いしないでも
らいたい。確かに今現在、人が関節を動かす際に発せられる僅かな電気信号を読み取り、
そこから関節の動きをサポートするものは存在するが、わたしたちが提案しているのはそ
れらとは異なったものである。参考にする日本の文化は人形であり、特に人形浄瑠璃で使
用されるようなものからこの発想を得た。実はこれらの人形は他の人形に比べ関節の数が
多く、手の指などを含め、非常に人に近い動きを再現することが可能である。そして人形
の中には、操縦するための空洞がある。私たちが考えるサポータースーツの形としては、
人形を人と同じ大きさにし、中に人が入れるようにする。そして、今まで内側から糸で行
っていた操作を無線で行う。というものだ。もし、このような装置が普及すれば、トレー
ナー1 人あたりが対応できる患者の数が増え、問題になっている医療従事者不足の解決の
手助けにもなるのではないだろうか。
５．参考文献
ドローンの基礎知識(構造編)
https://www.ipros.jp/technote/basic-drone-structure/
2021,12.27
DJI 公式サイト
https://www.dji.com/jp
2021,12.27
人形浄瑠璃基礎知識
http://jorurikaido.com/chishiki.html
2021,12.27
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広島大学附属福山高等学校
４年｢体験イノベーション｣

プラスチックごみ問題
研究者

４年 C 組

２班

綾崇裕 大中和 豊田萌子 水野貴弘 矢尾尚大

１．序論
私たちは、エフピコで実地調査を行い、プラスチックトレーのリサイクルについて学んだ。その実地
調査で学んだことをもとに、プラスチックの廃棄にまつわる問題に対して、我々ができることを提案す
る。本論では、私たちの提案を２項目に分けて述べる。主に、プラスチックの使用量を抑える方法と、
プラスチック廃棄物を確実に処理する方法の２つである。

２．本論
２－１ 脱プラスチック
ゴミとして回収されたプラスチック類のうち容器包装の割合は全体の 67.6％にものぼる。これは世界
平均を 20%も上回る数字である。 ちなみに、ストローなどの容器包装以外のプラスチック類は
16.2%、ペットボトルは 14.4%である。
スターバックスコーヒーでは、2021 年 9 月より順次フラペチーノ®を FSC®認証紙ストローで提供
店舗で提供するすべてのストローが紙製に
すかいらーくレストランツ全店約 1,400 店で 6 月 6 日より使い捨てプラスチック製ストローを廃止
国内店舗の 88％にあたる 2,795 店舗でストロー廃止を完了 タピオカドリンク用ストローもバイオマス
ストローTM に
このように容器包装以外の脱プラスチック化は進んできている。次に容器包装プラスチックについて
である。容器包装プラスチックとはコンビニ弁当の容器などのパック類、袋、フィルム類などである。
これらは、私たちの日常生活でもっとも使うプラスチック類である。なので、これらの消費を削減する
ことができれば「脱プラスチック」に大きく前進するであろう。

２－２ プラスチック廃棄物の回収
家庭から排出される容器包装プラスチックはペットボトルとその他プラに区分される。その他はペッ
トボトル以外をさすが、リサイクル技術面では、これらは明らかに異なる特性を持つ。使用済みペット
ボトルについては、以前から主に廃棄物を新たな製品の原料として再利用するリサイクル方法であるマ
テリアルリサイクルが行われてきた。これに対し、ペットボトル以外のその他プラは、多様な材質でか
つ多様な用途で用いられているプラスチックの混合物である上、食品残渣などの異物が混入しやすいこ
となど、リサイクルを阻害する要因が多い。平成 12 年に課せられた再商品化義務によりプラスチック
の分別回収を行う自治体は着実に増加し、平成 12 年度の約 7 万 ton から、平成 16 年には約 45 万 ton
に達している。しかし、この量は重量でみれば家庭ごみ総量の約 1.3%にすぎない。
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7 その他プラスチックの再商品化手法別の取引量、再商品化量の推移

２－３ プラスチックの処理
プラスチック問題が多くの場所で議論されている昨今、皆さんも「日本のリサイクル率は 84％」とい
う話を聞いたことがあるだろうか。実際これは噓ではなく、日本は世界的に高いリサイクル率を誇って
いる。しかし、この数値はサーマルリサイクルと呼ばれるリサイクル方法が半分以上をしめている。
このサーマルリサイクルはプラスチックを燃やした熱を利用することで、今この説明を聞いた皆さんも
思った通り、リサイクルと呼ぶには少し違和感があると思う。サーマルリサイクルはリサイクルとは呼
べないと言われることが多い上に、サーマルリサイクルをリサイクルに含めているのは、世界中で日本
だけである。サーマルリサイクルをどうしていくかが、プラスチックのこれからにつながっていくの
だ。
２－４ 海洋プラスチック問題
昨年、日本でもようやく地球の課題として認識された「海洋プラスチック問題」。単純に海を漂うご
み問題にも思われているが、事態はもう少し深刻だ。簡単に説明するならば、人間社会が排出したペッ
トボトルやビニール袋など様々なプラスチックごみ（廃プラ）が海に流れ出し、長距離・長期間を移動
する中で粉々に砕け、5mm よりもさらに小さい「マイクロプラスチック」になり、それが魚やクジラ
の体内に蓄積され、さらには海洋深層水などの飲料水となって人間も飲み込んでいるという問題だ。
プラスチックが漂うのは表層だけではない。比重の重いプラスチックは海の底に沈み、また比重の軽
いプラスチックも微生物などが付着すると沈む。さらに表層から海流によって海底に引き込まれ、深海
を旅するという。とてつもない量のプラスチックが海に漂流しているのだ。
マイクロプラスチックが発生するメカニズムは、まだ完全には解明していない。しかし、プラスチッ
クは人間社会が作り出したもののため、人間社会に原因があることはほぼ間違いない。人間社会がプラ
スチックの排出を止めない限り、海洋汚染は止まらない。

日本のプラスチックゴミ対策は進んでいる？
プラスチック削減の話題になると、日本は「海外より遅れている」という人がたくさん出てくるが、
反論する人もいる。「日本は昔からプラスチックの分別回収をしているから、むしろ海外より進んでい
るんだ」と。確かに日本では、プラスチックの分別回収が世界でもトップクラスに進んでいる。国連が
2018 年に発表した報告書でも、日本の回収を見習うべきだとも指摘されている。
分別回収されたプラスチックは、リサイクルされていることになっている。日本が発表している数字
では、日本のプラスチックのリサイクル率は 84%で、世界的に見てもかなり高い。コンビニやスーパー
で買い物をした食品トレーやビニール袋も、多くの人が分別してプラスチックごみとして捨てるように
なってきたので、これもリサイクルされている。
こう考えると、日本のプラスチック対策は進んでおり、日本からはプラスチックがさほど海にも流出
していないようにも思えてくる。とすると、日本ではこれ以上プラスチック対策は不要なのだろうか。
残念ながら、そうとはならない。
結論から言うと、日本は回収したプラスチックの 7 割以上を、“燃やして”いる。日本人は、一生懸命
分別回収した廃プラは、きっと新しいプラスチック製品に生まれ変わったりしていると思っているのだ
が、実際にはそのほとんどは、国内で燃やされて消えてなくなって終わりだ。それでも統計発表されて
いる「リサイクル率 84%」も、決して嘘をついているわけではなく、これも正しいのだ。

３．考察と提案
今まで脱プラスチック、プラスチック廃棄物の回収、プラスチック廃棄物の処理の３つの視点からプ
ラスチック問題について考えてきた。そこで私たちはこれらの問題に対して,３つの提案をする。
①脱プラスチックについて
→容器包装プラスチックについて考える。マイバッグを使う、また、マイバッグの重要性をテレビ
CM や広告で宣伝する。お菓子などの包装を紙製のものに変更する。(例:キットカット)
②プラスチック廃棄物の回収について
→民間のリサイクルに対する認識を高める。具体的には広告による宣伝、リサイクル可能であるとい
うことを強調する（新しくマークを作る等）
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③プラスチックの処理について
→廃棄物を化学合成により他の物質に変え、その物質を原料にして新たな製品を作るリサイクル方法
であるケミカルリサイクルや、廃棄物を新たな製品の原料として再利用するリサイクル方法であるマ
テリアルリサイクルの技術の向上が求められる。

４．結論
プラスチックの使用をやめるように呼びかけようとも、プラスチックの上位互換問題について今まで
述べ続けてきたが、この話を聞いてプラスチックをなくすべきだと思うのは間違いだ。プラスチックは
人間の歴史を変えた素晴らしい物で、プラスチックをなくすことは必ずしも世界にいい影響になるとは
限らない。丁度いいバランスすなわち Parfect balance が今の社会に必要なことである。これからの未
来がより良くなるように皆さんでがんばりましょう！

５．参考文献
１）河川のプラスチックごみ回収調査
https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/gomi_recycle/keikaku_shiryou_data/data/sigen-gomityousa/20201211.files/kasen.pdf（2021 年 12 月 14 日閲覧）
２）日本経済新聞，2017 年 6 月 31 日，論説「観光立国日本」（2022 年 1 月 8 日閲覧）
３）中沢孝夫，「世界を動かす地域産業の底力」（筑摩書房），pp188-198，2016 年 （2022 年 1 月
8 日閲覧）
４）https://www.jstage.jst.go.jp/article/wmr1990/16/5/16_5_243/_pdf （2022 年 1 月 10 日閲覧）
５）折兼 https://www.orikane.co.jp/product/eco/ （2022 年 3 月 15 日閲覧）
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広島大学附属福山高等学校
４年｢体験イノベーション｣

どのようにすれば二酸化炭素を減らせるか
―実現可能な CO2 削減ー
研究者

４年 C 組

3班

西山 純平
三田 和佳
大野 成
有平 結音
碕木 涼葉

１．序論
「日本が化石賞を受賞した」というニュースを耳にしたことがあるだろう。化石賞とは、地球温暖化
対策の国際的な会議の場において、その日に最も消極的だった団体に贈られる不名誉な賞のことであ
る。つまり日本は温暖化対策に関して消極的だと判断されたということになる。本当に日本は温暖化対
策に消極的なのだろうか。また、日本はどのようなことができるのだろうか。

２．本論
２－１ 石炭火力発電と石炭火力発電の効率化について
石炭火力発電について
現在、世界の発電電力量のうち、約 4 割が石炭火力で最も大きな割合を占めている。電力エネルギー
消費の大きい中国・インドで約 6 割以上、再生可能エネルギーの導入が進むドイツでも約 4 割を石炭が
担っている。石炭は「エネルギーセキュリティ」「経済性」に優れており、日本の電力需要を支えてい
る。再生可能エネルギーは発電時に CO2 を排出しないため、温暖化対策の一環として導入の拡大が期
待されている。一方で太陽光、風力等の再生可能エネルギーは天候などにより発電量が大きく変動する
という課題があり、再生可能エネルギーの拡大には不安定な電力量をカバーする「調整力」が必要不可
欠になる。
そして、現在その役割の一端を担っているのが火力発電である。火力発電のうち、石炭は石油や天然ガ
スと比べて埋蔵量が豊富にあり、政情の安定した国を中心に世界中に広く分布し、安定供給が見込まれ
る。また、他の化石燃料に比べ低価格で、価格変動も少ない資源になっている。
石炭火力発電の効率化について
中国電力㈱と電源開発㈱が共同出資している大崎クールジェン㈱は、革新的低炭素石炭火力発電の実
現を目指す「大崎クールジェンプロジェクト」を進めてきた。石炭ガス化燃料電池複合発電と CO2 分
離回収技術を組み合わせた実証事業を展開し、CO2 の排出を大幅に削減することを目標としている。
事業の仕組みについて
石炭をガス化し、ガスタービンを駆動させる。同時に、ガスの排熱を回収して蒸気を発生させ、蒸気
タービンを駆動させる。ガスタービンと蒸気タービンとの複合発電を行うことで、世界最高レベルの発
電効率を達成した。現在は、発生させたガスから CO2 のみを分離回収する実証試験に取り組んでい
る。さらに最終段階では、燃料電池（水素と酸素を化学反応させて、直接電気を取り出す発電装置）を
組み合わせて発電効率を更に向上させる計画である。将来的には国内外にこの技術を普及させること
で、世界的な CO2 排出量の抑制が期待されている。

２－２
EV について
自動車の種類について
EV･･･電気をエネルギーとしたモーターだけで走り、排気ガスを出さない
HV･･･ガソリンと電気をエネルギーとしたエンジンとモーターで走り、ガソリン車と比べると排気ガス
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が少ない
PHV･･･外部充電ができる HV
FCV･･･燃料電池を搭載したモーターで走り、排気ガスを出さない
日本と世界の EV 普及率
日本の現状として、自動車や鉄道などの運輸機関は、企業活動や人々の生活を支える重要な要素であ
る。しかし、その運輸部門は国内 CO₂ 排出量の約２割を占め、その約８割は自動車に由来している。
それを踏まえ、日本の EV 普及率を見てみる。一般社団法人 日本自動車販売協会連合会が発表している
「燃料別販売台数（乗用車）」によると、2020 年（1〜12 月）の EV の新車販売台数は約 1 万 5000 台
となっており、乗用車全体の販売台数が約 250 万台なので、全体の約 0.6％が EV となる。この現状を
見ると、日本の EV 普及率はまだまだだと思われる。
アメリカの 2020 年の EV 普及率（新車の販売台数における EV の割合）は、約 1.8%で、数値の上で
は、日本よりも普及していると言える。アメリカの場合は EV の新車販売のうち、およそ 8 割をテスラ
社の車種が占めているということが特徴。
ヨーロッパは、欧州自動車工業会（ACEA）の発表によると、2020 年の EU＋英国の新車登録におけ
る EV の割合は約 5.6％となっており、2019 年が約 1.9％だったため、急速に普及が進んでいることが
わかる。ちなみに、EV の普及がもっとも進んだ国としてノルウェーの名前がよく挙がり、2020 年の新
車販売台数における EV の占める割合は約 54％に達している。理由としては、ノルウェー政府が積極的
な EV シフト政策を打ち出していたり、ノルウェーには自動車メーカーがないことでガソリン車から
EV への移行がしやすく、人口が少なく国民の理解を得やすい、といった背景も理由にあると考えられ
る。
中国は中国汽車工業協会によると 2020 年の自動車販売における EV の占める割合は約 4.4％である。
世界の EV 化への取り組み
アメリカでは、自動車メーカー各社から、大統領令に沿って電動化の推進を加速させる旨の声明が発
表され、本格的な電動化へと舵を切った。（ハイブリッド車（HV）は含まれないとされている）
ヨーロッパは、自動車分野については「CAFE（企業平均燃費）規制」という非常に厳しい目標が設
定されており、その目標値は CO2 排出量を「2030 年までに 2021 年比で 55％削減」「2035 年までに
2021 年比で 100％削減」となっている。事実上、2035 年には HV も含めてすべてのガソリン車・ディ
ーゼル車が禁止されるということである。
中国は、NEV 政策を加速させていく方針である。具体的には、2035 年までに「NEV の割合を 50％
以上」とした上で、そのうち「EV を 95％以上にする」という目標を掲げている。また、NEV 以外の
残りの 50％については、ガソリン車をすべて HV とするとしている。
※NEV 政策とは PHV や燃料電池自動車（FCV）を含む電動化車両を NEV（New Energy Vehicle＝新
エネルギー車）と呼び、自動車メーカーに販売台数の一定割合を NEV にすることを義務付けるという
こと
日本の EV 化への取り組み
日本では「2035 年までに乗用車の新車販売で電動車 100％を実現する」という方針が定められてい
る。（ここで言う“電動車”には、HV や FCV も含まれていてすべての車を EV にする、というわけでは
ない）この方針は、経済産業省が 2020 年 12 月に関係省庁との連携で策定した「2050 年カーボンニュ
ートラルに伴うグリーン成長戦略」（以下：グリーン成長戦略）によるもので、2021 年 6 月に改訂版
が発表された。このグリーン成長戦略は、自動車分野に限ったものではなく、エネルギー関連産業や半
導体・情報通信産業などにも及んでいる。加えて、温室効果ガスの排出削減につながる 14 の重要な産
業分野が特定されており、総合的に経済成長と環境適合を考えていこうという趣旨である。
大手日本自動車企業のトヨタ自動車は 2021 年 12 月 14 日、「バッテリーEV 戦略に関する説明会」
を実施し、2030 年までにバッテリーEV（電気自動車）のグローバル販売台数で年間 350 万台を目指す
と発表した。トヨタは 2021 年 5 月の段階で、2030 年までのバッテリーEV 販売目標を 200 万台として
いたが、一気に 150 万台を上乗せし、自動車の EV 化へ大きく乗り出したと考えられる。さらに、2030
年までに 30 車種のバッテリーEV を展開するとも発表した。
また、日本では都道府県などの自治体ごとでも、EV の普及に向けた取り組みを多く行っている。た
とえば、東京都では「ZEV※普及プログラム」を掲げており、同じく 2050 年の脱炭素社会実現に向け
て、車から排出される CO2 の実質ゼロを目指している。具体的には、充電インフラへの支援や、EV へ
の補助金などを行い、EV 普及を推進している。
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※ZEV＝Zero Emission Vehicle（ゼロエミッションビークル）。走行時に CO2 等の排出ガスを出さな
い、EV や PHV、FCV のこと。
現状を見ると、自動車メーカー各社は EV 開発を推進しており、車種も急激に増えているので、選択肢
が増えれば、EV はもっと身近になり、普及率も自然と高まっていくと考えられる。
政府や企業が打ち出している戦略から、私たち社会が理解し、受け入れ、生活に組み込んでいくこと
が自動車の EV 化に、カーボンニュートラルの達成に近づいていけると考えられる。
また、世界的にみると盗電などで EV にシフトできない国もあるのでその国には、今まで日本の企業
が力を入れてきた HV が活用でき、世界規模で CO2 削減が見込めるようになると考える。

２－３ 未電化地域に電気を通して CO2 削減
世界には全く電気を使わないで生活をしている人が約８億人いる。その内 60%はサハラ以南アフリ
カ、17%はインド、その他バングラデシュやインドネシア、ミャンマーなどのアジア地域となる。
そのような未電化地域では燃料としてワラや薪動物のフンなどを燃やしてエネルギーを得ている。そ
れらが燃えたとき CH4 や CO2 を排出する。さらに薪を手に入れるために森林伐採をして CO2 吸収量
も減らしている。それらの理由から北アフリカの熱帯地域は年間 10〜15 億トン CO2 を排出している。
これは自動車 2 億台が１年間で排出する CO2 に匹敵する。

図 2 二酸化炭素放出量を表した地図
（青が濃いほど co2 吸収、黄が薄いほど co2 放
出）

図１世界の地域別電気を使わないで暮らしている人の数
つまりこの未電化地域に暮らしている人達が安く電気を使えるようになり薪などを燃やさなくなったら
co2 排出を大幅に減らすことができる。
未電化地域に電気が通っていない理由は 1.国内の発電量が足りない 2.送電線の工事ができない ３．
貧困で電気を買えない 4. 紛争などで難民となった、の主に 4 つの理由がある。１は発電所を建てるそし
て運用していく費用を政府が払えないから、２は山など地理的な要因や治安が悪いなどの理由で起こ
る。
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すでにパナソニックなど日本の企業や組織は太陽光発電を使ったランタンやポンプなどを発展途上国に
寄贈し、電気活用の啓発、教育プログラムを行ったりしている。このようなプログラムが行われたミャ
ンマーべービンセンナ村では太陽光で発電した電気を学校の生徒寮の LED で使い夜間学習ができるよ
うになったことで進学率（卒業試験の合格率）が 2 年間で１７％から３２％に向上している。また、ケ
ニアのイルキマティ村では学校菜園に電動ポンプと点滴灌漑を設置しトマトやスイカを栽培、さらに養
鶏をして鶏卵を販売。これらの売り上げから学校給食を毎日提供することができるようになり、学校に
行けば食事ができることから学校の出席率が向上した。電気照明を設置したことで夜間の学校で大人向
け識字教室を開催したり、診療所で夜間の診療をしたりできるようになった。冷蔵庫が使えるようにな
ったことで診療所でワクチンを冷蔵保存できるようになり予防接種率が倍増した。
このような取り組みで村ごとの環境に合わせた再生可能エネルギーを使った発電で未電化地域に電気
を通していけば未電化地域を減らせると思う。しかし、曇りの日などはその村は電気が使えなくなって
しまう。そこで、下の図のような仕組みを作ればよいと思う。沿岸の都市に日本の Co2 の排出が少ない
最新の石炭火力発電所を建てる。原子力発電で使うウラン、火力発電で使う石油や天然ガスよりも石炭
は安く買えるので発展途上国政府も火力発電所を運用しやすく国民も安く電気を使うことができる。し
かし、山の上にあるなど地理的に電線をつなげるのが難しい村もあるので電気を運ぶのにハイブリッド
カーのバッテリーを使う。都市で電気を充電し帰りはガソリンで帰り、そのバッテリーに貯めた電気で
村の電気を賄う。村の人がハイブリッドカーを買うお金はないと思うのでハイブリッドのバスやトラッ
クを村や国が買って、都市に行く人や物をのせて運賃をとれば良いと思う。そのバスやトラックを運転
する人を雇うことで新たな雇用を生み出し職につく人が増えれば治安も良くなっていくと思う。都市は
火力発電所があることで安定して多くの電気を得られるので家や工場などを増やせるようになりその国
の経済も発展するようになる。経済が発展すれば新たな市場ができるので日本もそこに商品を売り出す
ことで日本の企業も成長することができる。

そのように電気の通っていない村の人は電気が使えるようになり、夜も勉強したり、働いたりできるよ
うになる。さらに、発展途上国は再生可能エネルギーによる発電所や Co2 の排出が少ない石炭火力発電
所があることで年間 Co2 排出量が減り、世界からの評価が上がり投資なども受けやすくなったり、経済
も発展して治安がよくなり、発展途上国をぬけだすことができたりする。また、この支援をする日本も
寄贈するハイブリッド車や火力発電所を日本の企業が作ることで日本の企業がもうかり、発展途上国か
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らの信頼も高くなるので発展途上国の新市場で多く日本の製品を売ることができ日本を成長させること
ができるだろう。このように Co2 を削減して地球温暖化の対策をしつつ未電化地域の人、発展途上国、
日本が win-win-win の関係でいられる計画のほうが長続きして結果的に Co2 を多く削減できるだろ
う。

３．考察
2021 年 11 月に行われた COP26 において、日本が化石賞を受賞した主な理由は「石炭火
力発電の継続の表明」だ。しかし、日本はかなり特殊な環境にある先進国である。島国で
あるため他国から電力を購入することができず、すべて自国で管理しなければならない。
また災害の多さや事故が発生した過去を踏まえて、原子力発電を中心に据えることも難し
い。石炭火力発電は一般的に二酸化炭素の排出量が多く、多くの国で廃止もしくは著しい
削減を目標に掲げられている。しかし日本はそれに頼るしか方法がないのだ。だからこ
そ、世界最高水準の発電効率を目指して、研究が続けられてきた。石炭火力を別のものに
置き換えることは方法の一つとしてある。しかし、持続可能という観点から見れば、効率
化を推し進めることの方が合理的ではないだろうか。

４．結論
日本は技術を用いて、自国だけでなく世界各地で活躍する可能性を秘めている。実績を上げれば、世界
から認められる環境先進国になれるだろう。
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広島大学附属福山高等学校
４年｢体験イノベーション｣

SNS を利用した若者への中小企業の認知度の向上
研究者

４年Ｃ組

４班

光成吉平 石井愛那 片山桜希 重政貴史 蓮池壮悠

１．序論
私たちが実際に美希刺繡に行ったとき、若い人が少なく、また従業員自体の数も少ないように感じ
た。美希刺繡が世界で活躍する企業であるにも関わらず、我々が認知できていなかったのは、知名度が
あまり高くないからなのではないかと予想した。中小企業の人手不足というのは、この知名度が関係し
ていると考えられる。ここで、SNS はコストがあまりかからない、ユーザーが多い、ターゲットに対し
て情報を発信できる、という観点から、SNS を利用すればいいのではないのかと考えた。そのため今回
は SNS を利用した中小企業の知名度向上を研究テーマとする。

２．本論
２－１ 中小企業の実際の問題
中小企業庁の 2015 年版の中小企業白書(1)によると、中小企業全体の雇用人数は減少傾向にあり、ま
た 15～34 歳の雇用率も減少傾向にある。逆に 60 歳以上の雇用率は上昇している。

図は中小企業庁の 2020 年版の中小企業白書(2)の「業種別従業員過不足 DI の推移」のグラフである。
これは従業員の今期の状況について『過剰』と答えた企業の割合(%)から『不足』と答えた企業の割合
(%)を引いたものである。
グラフからわかるように、人手不足を感じている企業は年々増加しており、過剰と判断している企業は
年々減少している。
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これらのことから、中小企業は若者不足、労働者不足といった問題を抱えていることが分かる。

２－２

中小企業の具体例

①澤運送株式会社は動画を活用した採用募集が高い効果を発揮し多くの申し込みを獲得した運送会
社。地方の中小企業は人材を募集してもなかなか応募が集まらないという現状があり、なかでも
運送業はドライバー確保に苦戦している。そのような状況で澤運送株式会社の動画マーケティン
グが成功した理由は
・求職者が抱える不安などを読み取り、動画に反映させた。
・動画は長尺を一本つくるの一本つくるのではなくではなく５～６分の動画を数本作製。
・自分がトラックドライバーとして働く姿や社員とコミュニケーションをとる姿がイメージで
きるような動画
・動画だけで完結させるのではなく概要欄にほかの SNS や Web サイトのリンクもつける
・リンク先の Web サイトでも採用ページを作り、動画では伝えきれなかったことを細かく伝
え

ている。
→Points
・採用動画では自社に応募しようとする求職者のニーズを徹底的に考える。
・一つの SNS だけで完結させずに他の SNS と連動する。
・リンク先の Web サイトでも求職者のニーズをカバーする。
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②三ヶ島製作所は自転車のペダルを製造する BtoB 企業。Made in Japan にこだわる三ヶ島製作
所

さんは、Facebook を英語と日本語でを活用して、国内外のユーザーに向けて広く発信して

い

る。澤運三ヶ島製作所さんのデジタルマーケティングの成功ポイントは、
・自社の強みと商品の魅力、両方にマッチした SNS の選定
・英語と日本語の両方で発信
・商品だけでなくその商品を生み出している「人」や「企業」も見えるように工夫
・三ヶ島製作所は BtoB 企業なので取引先は個人ではなく企業なのだが、Facebook では取

引

先のその先にいるエンドユーザー（個人）に向けて発信している
→Points
・自社商品の魅力を理解し SNS マーケティングを工夫
・自社に適切な SNS の選定

２－３
SNS 使用の注意
SNS を企業が利用する上で注意しなければならないことがある。
・炎上しないようにする。
企業が炎上すると、信用を失ってしまう。
具体的な対策として
ソーシャルメディアガイドを社内の人に徹底して知っておいてもらうこと、
炎上が起こった時の対応を予め決めておくことがあげられる。
長期的な更新の体制を整える。
SNS を利用した際その効果が表れるには時間がかかる。
https://prtimes.jp/magazine/sns-operation/.
２－４
SNS を利用する理由
SNS を利用する主な理由として、次の 4 つが挙げられる
・コストがかからない
・ターゲットに向けた情報発信
・ユーザーが多く情報が広まりやすい
・SNS による情報発信の重要性が高まっている
①コストがかからない
SNS マーケティングに使われる有名な SNS は全て無料で始めることができる。
また、SNS 広告はマス広告に比べて低いコストで広告を配信出来る。
②ターゲットに向けた情報発信
SNS 広告は投稿する際に、配信するターゲットを限定し、少ない予算から情報発信ができる。
最近では、年齢、地域、性別、家族構成、趣味など様々な内容で絞ることが出来る。
③ユーザーが多く情報が広まりやすい
以下は、主要 SNS の月間利用者数である
Twitter:3 億 3000 万人(2019 年 5 月)（３）
Instagram:10 億人(2018 年 6 月)（４）
Facebook:28 億 5300 万人(2021 年 4 月)（５）
このように、各 SNS は毎月億単位のユーザーが利用しており、情報発信に適していると言える。
④SNS による情報発信の重要性が高まっている
総務省の令和 2 年版情報通信白書によると、どの年代においても、SNS の利用者が増加している。
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このことから、利用者の多い SNS を用いた効果的な宣伝が重要視されていることがわかる。

３．考察
中小企業の SNS 活用の利点と重要性については上記の通りである。
ここで実際に中小企業が SNS を活用してマーケティング活動をする場合を考えてみると、２番の項
目であげたような注意点を気にする必要があったり、ノウハウの不足や、定期的な発信が難しい、人件
費がかかり、自力で成果を上げるまでに多くの時間やコストがかかるなどの多くの問題がある。
そこで、こういった問題を解決するために、近年では中小企業の SNS 活用をサポートする代行業者
が多数登場してきている。こういった業者の仕事は、各業者によって、SNS のアカウントの立ち上げ
や、コメントに対する返信、運用結果に基づくレポートづくりと運用方針の調整まで多岐にわたり、そ
れぞれの業者によって得意としている分野（使用する SNS の種類や作業の種類）が異なっており、各
企業の目的に合った宣伝方法を得意とする代行業者を選ぶことで、安定して、低リスクで SNS を活用
したマーケティング活動における成果を出すことができる。
だが、このような業者への依頼にもいくつかの問題点が残存している。
一つ目の問題点：どの業者に依頼するべきなのかわからない。
SNS マーケティングの代行業者は現在多数存在しており、それぞれ得意とする SNS のジャンルや業
務の種類が異なっているのは上で述べているとおりだが、そのために企業には、業者へと依頼する前か
ら、どの業者に頼むべきなのかを判断するための、SNS の特徴や相場、悪意のある業者の見極め方など
の知識が必要とされている。これらの情報は、調べてみた限りでは各企業のホームページやサイトごと
に情報や主張に差異や相違があり、SNS 自体が慣れないツールであることや、代行業者の数の多さ、能
力のないフリーランスや悪質な詐欺業者が数多く存在していることも相まって、SNS マーケティンング
代行業者へ依頼することのハードルを上げているように思われる。
二つ目の問題点：自社に SNS 運用のノウハウがたまらず、いつまでも内部で運用できない。
SNS アカウントなどの運用を代行業者に完全に委託することによって、社内に運用に関するノウハウ
が蓄積されず、運用に必要な人材が育たない結果、いつまでも社内で SNS を運用することができず、
したがって社内の人間でなければできないようなディープな発信ができなかったり、内部化することに
よる経費の削減が不可能だったりといった問題がある。（自社従業員に運用してもらう場合では、専用
の人員などではない限りたいてい委託よりも人件費が安く済む）
三つ目の問題点：悪質な業者がある
SNS 代行業者には粗悪なサービスのみを提供して高値をふんだくったり、各 SNS の利用規約をガン
無視したりといった悪質な業者も存在しており、（実際に調べていて何件か見かけました）このような
業者にあたった場合、見込んでいた効果が出ないばかりか、フォロワーの購入などのよくない印象を与
える行為や、炎上などによってむしろ企業のイメージがダウンしてしまう可能性もある。こういった業
者は特にフリーランスに多い。
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以上のような問題点を抱えているので、代行業者に委託するのが必ずしも安全で、良策だというわけで
はない。では一体どのようにすればよいのだろうか？

解決策の一つとして、信頼できる SNS 代行業者同士が相互にネットワークを作り、互いに信頼を確保
しあう方法が考えられる。優良な業者が共同で市場から悪質な業者を追い出し、企業の求めるものを確
実に提供できる体制を付けるのだ。
具体的にどうするのかというと、まずはじめに、しっかりとしたノウハウと信頼のある代行業社が集団
で出資して、各企業の SNS マーケティングの入り口となる目標設定と、それに基づく適切な企業およ
びプランの紹介を専門にする組織を設立する。こうしてできた組織が、代行業者がきちんとした運営を
行っているのかを監視して、優良な企業をマークしておき、企業の目的に合わせて良質なサポートを提
供してくれる業者を紹介することで、（早い話が仲介するのである）各代行業者が各々の得意分野で実
力を発揮でき、より高い効果を生むことができる。
この時、悪質な代行業者に紹介を回さないようにすることで、このような業者を市場から締め出すこと
ができ、依頼する側の企業が安心して代行を頼めるようになる。出資元の代行業者が信頼のある代行業
者だからこそ、このような企業にも信頼が生まれるので、この点も重要である。

このようにしていくことで、先の第１、第３の問題を解決することができるのだ。
また、残った第２の問題についてだが、実はすでに解決に向けた取り組みが始まっている。
現在存在しているいくつかの代行企業が、「代行事業をしながら従業員を教育し、最終的に内部化する
ことを目標とするプラン」を展開し始めているのだ。（７７）
上記のような代行業者同士のネットワークを作れば、各企業がおのおののニーズにちょうどいい企業を
選びやすくなるので、企業が SNS 運用の内部化を望めば、業界全体でこの流れを推進され、第２の問
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題についても解決に近づけることができるだろう。
４．結論
私たちは今回の課題研究を通して、現代日本の中小企業の抱える問題について知り、
これらを解決する方法を探った。
まずは情報を集め、その過程で、以下のようなことを知った。
１．中小企業は人手、後継者不足などで実際に問題を抱えていること
２．SNS は中小企業にとって有用なツールであること（SNS 活用の事例などより）
３．中小企業の SNS 活用にはいくつもの問題があること
４．中小企業の SNS 活用を支援する代行業者があること
５．代行業者の利用にもいくつかの問題があること
そこで、企業の抱える問題を解決するには、SNS の活用を促進することが重要で、ひいては、SNS 代
行業者の抱える問題を解決すればよいのではないかという考えから、最終的に代行業者で共同して、企
業の SNS 代行依頼を中継ぎする企業を作ることで、これらの問題を解決できるのではないかという結
論に至った。
今回の研究の成果は、本論などで述べたような（こうした研究をしなければ知らなかったであろう）情
報と、考察において提案した方式を発見したことである。
また、それとは別に今回新しく分かったこと（？）として、「私たちが考えるようなことは、もうほと
んど実行されてしまっている」ということを（あらためて）実感した。というのも、はじめは「中小企
業の SNS 運用を支援するための代行業者を設立しよう」ということを提案する予定だったのだが、調
べてみるとすでにそのような会社が多数存在しており、断念したのである。まだ誰も実行していない内
容を考え出すことは本当に大変だった。

５．参考文献
1https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H27/PDF/chusho/07Hakusyo_part2-2_web.pdf
（2015 年度中小企業白書）
2https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2020/chusho/b1_1_3.html（2020 年度中小企業白書）
3https://s22.q4cdn.com/826641620/files/doc_financials/2019/q1/Q1-2019-Slide-Presentation.pdf（Q12019-presentation report)
4https://business.instagram.com/getting-started?locale=ja_JP(META for business Instagram)
5https://investor.fb.com/investor-events/default.aspx(META investor relations)
6https://magazine.kaizuka.tokyo/entry/snsagent-cost（KAIZUKA マーケティングマガジン「SNS 運
用にかかる費用」）
7https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000044523.html（PR タイムズ【ニュース配信サービ
ス】）
8https://www.waca.associates/jp/knowledge/56616/#index_id0（ウェブ解析士ナレッジ「BtoB 企業の
SNS 活用事例）
9https://neo-m.jp/column/marketing-research/-/3304/（NEO マーケティング 「SNS 運用代行の選
び方は？）
10https://magazine.kaizuka.tokyo/entry/smallbusiness-social（KAIZUKA マーケティングマガジン
「中小企業は SNS の運用なんてやらないほうがいい」）
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SNSを活用した福山市の観光業促進
～鞆の浦#鞆の浦～
4年C組

5班

鈴木悠生

藤井亮

森兼慧

石丸綺賀

茅本夕璃

１．序論
少子高齢化や都市への人口流出により、地方観光地の存続が厳しくなってると知り、地元であ
る福山市の観光業の現状が気になり調べてみた。福山市の観光客数の現状を見て福山市のその
ような問題をどのようにしたら改善できるのかということを考えた。現在、全国的に福山市は
観光地として知名度が高いとは言い難い状況にある。そのため、情報を拡散しやすいSNSに注目
をした。

２．本論
２－１．福山市の観光業の現状
図表1

図表2
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図表3

上の図表は、コロナ前の福山市(またはその他広島県の主要都市)の観光客数、総観光客数に占
める入込観光客数(市外からの観光客数)の割合の推移である。
図1を見ると、観光客数はほとんど変化していないように思える。
しかし、図2を見てわかる通り、市内客数は年々増加しているにも関わらず、市外からの観光客
数はほとんど変化していない。
また、図3を見てわかる通り、福山市は、他の広島県の主要都市に比べ、入込観光客数(市外か
らの観光客数)の割合が低い上、年々減少してきている。
これらの図表から、福山市は市外からの観光客数が少ないことが課題であるということがわか
る。

２－２．SNSの種類

Twitter・インスタ・Facebook
Twitter

Instagram

Facebook

利用アカウント数
（日本）

4500 万

3300万

2600万

主な年齢層

20代

10~20代

30代

主な性別

男性（やや多い）

女性（やや多い）

男性（やや多い）

特徴

・リアルタイム性が
強い
・拡散性が強い
・短文（200字）
・主に文章

・主に写真
・情報収集のツール
・ハッシュタグ機能
・ストーリー機能

・実名投稿
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・動画・静止画・
長めのテキスト・
リンクシェアなど

・ハッシュタグ機能

多くの投稿フォーマッ
ト
・オフィシャル感

２－３．SNSの活用方法

上はFacebook、Twitter、Instagram、LINE、その他のSNS、その他のオンラインチャット、ブ
ログ、情報レビュー共有サイト、掲示板、メーリングリスト、オンラインゲーム/ソーシャルゲ
ームを国際調査したものである。
各ソーシャルメディアの利用者数の状況を見ると、LINEの利用率が最も高く利用者数の割合は
約60％だった。発信力の高い上にも上げたFacebook、Twitter、InstagramについてはFacebook
は41.1％、Twitterは40.3％、Instagramは28.2％となっている。また、全体的な傾向として
「ほとんど情報発信や発言せず、他人の書き込みや発言等の閲覧しか行わない。｣と回答する人
が多い傾向だった。

２－４．SNSの年代別利用状況
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ソーシャルネットワーキングの年代別利用状況は13〜19歳、20代、30代が60％を超えているの
に対して、40代以上では年代ごとに10％以上低下し、60代は30.7％70代は16.5％と世代間で大
きな差がある。
よって、発信力があるのは若い人たちだと言える。また、この１０～３０代の若年層をターゲ
ットにするのがよさそうだ。
２－５．福山市の観光地
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そこで、例として福山といえば、という質問に対して最も多かった鞆の浦をもとに考える。
鞆の浦とは
福山駅から南に14km行った場所にある。古くから潮待ちの港として栄えた。また、日本で最初
の国立公園に指定された瀬戸内海を代表する景勝地の1つだ。江戸時代には北前船の寄港地とし
て栄え、朝鮮通信使も幕府の慶賀などのためにたびたび寄港し、現在では様々な映画などのロ
ケ地になっている。
鞆の浦を訪れた人のレビュー
〇しげさんさん
常夜燈で有名なせいか、写真を撮って帰る人が大半。
手前の駐車場からは遊覧船も出ているが平日は閑散としている。
所どころで工事をして町起こしをしており、発展途上の観光地といった感じ。砂浜でもあれば
いいのだが護岸で海を感じにくい。休憩場所や座る場所もほとんど無い。観光客に優しい港町
にならないとリピーターにはなれない。
〇きょうさん
平日に訪問したので、見学できない場所もたくさんありましたが、訪問できて良かったと思え
る景色に出会えました。昔ながらの町並みを散策出来るのどかな風景に癒されました。
〇ちずさん
日本史上の長きに亘り、交通の要、交差地の舞台となった街。小さな街ですが、見所がいっぱ
いです。
折角なので、地元の観光ボランティアの方に案内してもらいながら散策しました。色んな深い
お話を聞きながら観光したので、各名跡をとてもじっくり其々の歴史を学びながら堪能しまし
た。お薦めです！
〇のりちゃんさん
久しぶりに鞆の浦へ行ってみました。
昔より、新しいお店もできていて、良かったです。
もう少し、ご飯食べれるところもあれば良いですね。
これらのレビューから鞆の浦を見てると、常夜灯など有名な場所や街並みに対して観光客が集
まって来ていることが分かる。また、地元の観光ボランティアの人達によって案内もされてい
るようだ。
しかし、問題点もいくつかある。まず、平日が閑散としているというコメントだ。人混みを避
けようと平日に来ようと考える人も多くいると思う。けれど、せっかく来てもらったのに観光
できる場所がなかったり、お店が開いていないのはもったいない。
また、お店が開いていないことともつながるが、飲食店が少ないのも少し残念だと思う。飲
食店があればさらにそこで福山についての魅力を発信できるし興味をもってもらえる。また、
飲食店があることで鞆の浦への滞在時間が増えるはずだ。もし飲食店がなかったら、食事をす
るときにその場を離れてしまう。しかし、飲食店があればお昼をまたいで滞在したりすること
ができるはずだ。そして、飲食店を増やす際、テイクアウトなどだと座る場所が必要になるの
で休憩場所の設置なども必要だと思う。
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問題点は多く見つかったが街並みなどの良い点も存在する。これをSNSを利用して発信してい
く方法を考える。

#鞆の浦で調べてみると街並みの写真よりも食べ物の写真が多くあった。若い世代が魅力的に
感じるのはインスタ映えする食べ物のように感じる。そのため、若者に人気の出るカフェなど
の飲食店を作らなければいけない。
また、食べ物の投稿よりは少ないものの海などの景色を撮っているものも多くあった。だか
ら、フォトスポットなどを作るのもいいと思う。これらのことから、Instagramの発信力を生か
すような観光地作りをしていく必要がある。

２－６．ＳＮＳ使用自治体の事例
実際にInstagram等のSNSを活用し,観光客や人口などの増加に努めている事例を挙げる。
① 神奈川県葉山町
2015年にInstagramにて公式アカウントを開設
葉山町の写真の投稿や「＃葉山歩き」を設け,Instagramへのユーザーの葉山町の写真投稿によ
る自治体の情報発信を促す。現段階で3.6万人超のInstagramフォロワー数を持ち、「＃葉山あ
るき」には約11万件の投稿が行われている。（葉山町の現人口は約3.3万人）
観光客数は軽微ながらも増加し続けている。
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②山梨県丹波山村
2010頃にTwitterアカウントを開設
フォロワー数2000人強（人口の約4倍以上）積極的な情報発信を行っており、アカウント開設後
観光客数が増加している。
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３．考察
前述のグラフより、福山市の市内観光客数は安定して増加している。これは市民に対する情報
発信が概ね成功しているとみなすことができるだろう。ただその一方で市外からの観光客数は
変化していない。つまり、うまく市外の人に魅力が伝わっていないということだ。この点が福
山市の課題である。これには現代の便利ツール「SNS」を使うことがとても良いと思われる。
SNSを何らかの形で活用している人は全体の30％以上にも上り、そのなかでも1～３０代の若年
層が多くを占めている。また、そんな若者たちに多く使われているSNSが「Instagram」であ
り、これを軸に考えていくのがSNSを扱ううえで大切になると思われる。福山市の観光地として
有名な場所を調べたところ、『鞆の浦』が浮上してきた。このある程度ある知名度を利用しな
い手はない。が、やはりこの場所にも観光業を盛んにするうえで無視できなさそうな問題もあ
った。いろいろな地方自治体のSNSの活用例を見てみると主にInstagramにおいて、訪れる観光
客のユーザー側からも【＃】等を用いて写真投稿などの自分たちの町のＰＲを行ってもらって
いるところが多いように感じた。確かにこの方法だと自分たちでは気づかない魅力を発見して
もらったり、各ユーザー個々人のコミュニティで情報を発信してもらうことができるというメ
リットがある。Instagram等に投稿されている写真は華やかであったり情緒のあふれる風景など
の注目を集めやすい物が多かった。

4．結論・提案
私たちは以上のことより「福山市公式のInstagramをはじめとしたSNSのアカウント
を作り、鞆の浦などの魅力あふれる景観を写真や動画等のコンテンツとして投稿、
またそれらをコンクールや＃を創設して募集をかけ、市と市民や観光客双方向の情報
発信を図る。ということを提案する。具体的に言うと、鞆の浦の歴史ある美しい風
景を写真に納めてSNSユーザーに興味をもってもらおうということだこれによってSN
Sを通じて福山市の課題である市外の人との交流を行うことができ、彼らがその情報
を拡散してくれることによって鼠算式に情報を受け取る人が増えていくであろう
し、今まで自分たちでは気づけなかった新たな魅力を再発見できるだろう。
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ただ、これだけでは成功するとは限らない。本論で触れたような問題点が存在する
からだ。いくらきれいでもアクセスが悪かったり不便な所では観光地として敬遠さ
れがちになってしまう。市などの自治体が休憩所の設置や、鞆の浦などの観光地に
出店されやすいように補助金の制定や土地の整備などの事業も行っていくべきであ
ろう。官民一体となって、この福山の地を盛り上げていってほしいと思う。
５．参考文献
・第2次福山市観光振興ビジョン
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/life/88573_233587_misc.pdf
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広島大学附属福山高等学校
４年｢体験イノベーション｣

プラスチック削減への提案
―私たち高校生ができること―
研究者

４年

Ｃ組

６班

坂本愛花 伊藤潤 河村遥斗 大工原美佐 平ノ内空
１．序論
私たちは夏の研修で、エフピコへ行った。そこで見たのは大量にリサイクルされるトレーなどのプラ
スチック類だ。しかし、それでもプラスチックのリサイクル率はまだまだだという現状も知ることがで
きた。そこで私たちは、どうすればリサイクルされるプラスチックを増やし、廃棄されるプラスチック
を減らすかを考えた。
その中でも私たちは、プラスチックの中でも海洋ごみにおけるプラスチックに注目し、加えて近年注
目されつつある SDGs の中で私たちは１４の【海の豊かさを守ろう】と関連づけて考えることにした。
海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全するために、海洋ごみを減らしていくことこそが解決へ
の糸口だと考えた。
まず、海洋ごみを減らすためにできることとして、
①入ってくる海洋ごみを減らす
②今ある海洋ゴミを取り除く
これらの 2 つの手段が考えられる。
②に関して世界では多くの取り組みが行われているが問題も多々ある。例えば、日本では海洋ゴミを取
り除くイベントが多く催されているが、参加者不足が問題となっている。
そこで私たちは本論で海洋プラスチック問題の現状と解決策として世界で行われている取り組みを参
考とし、海洋ゴミを取り除く取り組みについて関心を持ってもらえるようにするための工夫を考える。

２．本論
２−１ 現状
世界のプラスチックゴミは１億５０００万トンあると言われており、海洋プラスチックの８０％以上が
陸から発生している。これらのゴミは雨が降った際などに路上のゴミが川や水路に流出し、海に流れ出
ることが多い。また、毎年少なくとも８００万トンのプラスチックゴミが流出している。これはジャン
ボジェット機 5 万機相当になる。このままプラスチックゴミが増加し続ければ 2050 年には魚よりプラ
スチックゴミの方が多くなると警鐘を鳴らしたことが注目され国際的な関心が高まってきている。
また、プラスチックゴミが劣化し、5mm 以下になったマイクロプラスチックと呼ばれるものは北極
や南極でも確認されており、夏季の日本周辺や北太平洋中央部で浮遊量が多くなることが分かっている。
これらのゴミはアジア太平洋地域の観光業年間６.２億ドル、漁業・養殖業３．６億ドルの消失に繋が
っている
そして年間２〜６万トンは日本からのものである。さらに、グラフからもわかるように日本は多くの廃
プラスチックを海外に輸出しているため、実際にはかなり多くのプラスチックごみを排出している。

日本の廃プラスチック輸出量
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2018 年上半期

単位（万トン）

２－２ プラスチックごみが与える影響
海洋ごみが与える問題として、海洋ごみの 65.8%がプラスチックゴミであり、プラスチックゴミによっ
て海洋環境を破壊し生態系を崩し、本来取れるはずの海洋生物の漁獲量が減ることとなる。加えて、マ
イクロプラスチックを誤飲することで海洋生物や人間にも影響を与える。(炎症反応や摂食障害を引き起
こすなど)
プラスチックにより海が汚染され、漁獲量の減少、海での観光が減り、より観光業にも影響がある。
さらに、船舶運航の障害、沿岸中域の環境も悪化する。
また、魚類、海鳥、アザラシ、海洋哺乳動物、ウミガメを含む、少なくとも約 700 種もの生物が傷つけ
られたり死んだりする。このうちの９２％がプラスチックの影響である。例えば、漁網などに絡まった
り、ポリ袋を餌と間違えて摂取したりすることによるものだ。
人体に与える影響
海洋生物が体内に取り込んだマイクロプラスチックは細かな粒子であり、分解されないため体内に蓄積
されている可能性がある。マイクロプラスチックを取り込んだ魚介類を口にすれば私たちも体内にマイ
クロプラスチックが入り込む可能性がある。
また、マイクロプラスチックは歯磨き粉や洗顔、化粧品にも含まれており洗面所から海へと流れ込んで
いる。
海洋ごみが分解されて細かくなる年数
・吸い殻 1.5～10 年
・アルミ缶 200 年
・釣り糸 600 年
・レジ袋 １～20 年
・ペットボトル 400 年
・発泡スチロール製カップ 50 年
・おむつ 400 年
プラスチックの年間生産量は過去５０年で約２０倍に拡大。
しかし、これまでリサイクルされたのは生産量全体のわずか９％。よって、プラスチックごみが増えて
いることがわかる。
海洋プラスチック問題について WWF ジャパンより
特に多いのが容器包装用で世界全体の生産は３６％だが発生するごみは４７％にのぼる。
世界では使い捨てプラスチックの代表格であるレジ袋の使用規制 ４５カ国で課税・有料化を決めた
国も含めると６０カ国が改善に取り組んでいる。

２−３世界組織や国々の取り組み
SDGs の 14.海の豊かさを守ろうの中には【2025 年までに海洋ゴミや富栄養化を含むあらゆる種類の海
洋汚染を防止し、大幅に削減する】などのターゲットが定められている。
国連環境総会では「海洋プラスチックごみ及びマイクロプラスチック」に関する決議が採択されている。
これにより海洋ごみに対処するためのオプションや障害を精査することとなった。
G7 ではプラスチックの製品設計から管理、廃棄物の防止、市場や教育、普及啓発などが盛り込まれた
「海洋プラスチックごみに対処するための G7 イノベーションチャレンジ」が採択されている。
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また、G20 でも 2017 年に初めて海洋ゴミが取り上げられ、G7 で取り組まれた内容を基礎とした「海洋
ごみに対する G20 行動計画」の立ち上げに合意している。これは海洋ごみの発生抑制から持続可能な廃
棄物管理の構築、また海洋ごみの調査などを盛り込んだイニシアチブとなっている。

２ー4 解決策
今行われている活動として
◎海のプラスチック回収のための取り組み
･世界コスプレサミット実行委員が提案した『コスプレ de 海ごみゼロアワード』
世界中のコスプレイヤーによる海ごみへの取り組みを表彰しており、コスプレイヤーのクリエイティ
ブ力、表現力、発想力、発信力などを活かした活動が SNS で、投稿されている。
また、コスプレイヤーたちが集まりコスプレを楽しみながらみんなでビーチなどの清掃活動をすると
いう取り組みもある。
・Plastic Fishing
オランダのアムステルダムで開催されている、川でプラスチックごみをつり上げ、楽しみながらごみ
の削減について考えようというプログラム。
STOP TALKING. LET’S START DOING!をモットーとし、面白がりながら行動することで、課題に直
接 コ ミ ッ ト し 、 問 題 を 身 近 に 感 じ て も ら お う と い う 取 り 組 み で あ る 。

◎プラスチック排出の削減のための取り組み
･生物への影響が出やすい釣り糸などに応用できる新しい素材となる生分解性高強度繊維の開発。
生分解性を持っているため、土や海の中では微生物などに分解されることから、環境への負担も少ない
素材として製品への応用が期待される。

３．考察
海洋汚染の大半の影響はマイクロプラスチックの影響が大きい。従って、私達はいかにしてマイクロプ
ラスチックの影響を減らすかを考える。
まず、現在の海洋ゴミの量や与える影響などを図や写真、映像などを使い、周知させていくことが大事
だと思う。
それだけでなく、海洋ごみによって汚染された海の様子などを具体的に発信していくことも大切だと考
えた。その発信に大いに役立つのが SNS の活用だ。
SNS を使い情報発信することで 1 人でも多くの人に興味を持たせる狙いを持つ。また、海洋ゴミの回収
イベントがどこで行われているのかも分かりにくいため、SNS を使って場所や日時を伝え、拡散しても
らうことを目的とし、回収イベントそのものの周知も図る。
そうすることで海洋ごみを私たちにもう少し身近なものにし、人々の関心も上げられるのではないかと
考えた。
さらに、SNS を使うことで我々若者が主体として取り組みに参加することができれば、海ごみ問題への
取り組みはさらに活気付くと考えられる

４．結論
近年話題となってきた海洋ごみについて私たちができることは多くあると思う。
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まず②の、「今ある海洋ごみを取り除く」についてはもちろん回収イベントの参加を通じて私たちも海
洋ごみ削減に取り組める。また取り組みを拡散することによって海洋ゴミ問題への関心を呼ぶことがで
きる。
最後になるが、①の入ってくる海洋ごみを減らすことについてはできることが多くある。
3R を心がけるだけでなく、マイバックやマイボトルの持参から始められる、今から取り組めるものだ
と思う。
2050 年には魚よりプラスチックごみが多くなるのではないかと言われている今、私たちが取り組むひ
とつひとつが後の海の平和へ繋がっていくのではないかと考える。

５．参考文献
１）福山市ホームページ，「ローズマインドについて」
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/rosetownfukuyama/22390.html
（2017 年 6 月 11 日閲覧）
２）日本経済新聞，2017 年 6 月 31 日，論説「観光立国日本」
３）中沢孝夫，「世界を動かす地域産業の底力」（筑摩書房），pp188-198，2016 年

110

広島大学附属福山高等学校
４年｢体験イノベーション｣

学校におけるジェンダー問題について
―

―

研究者

４年Ｃ組

7班

金城佳穂 上村晴希 髙橋昇吾 細谷美仁 山口凛

１．序論
近年、急速にジェンダー意識が高まっていると感じ
る。SDGs の一つの目標ともされ、よく耳にするようにな
ったのではないだろうか。身近な例では、男女別名簿から
男女混合名簿になったことが挙げられる。また、ジェンダ
ーレス制服が導入されている学校もあり、女子生徒でもズ
ボンを履くという選択ができるようになってきている。
しかし、世界経済フォーラムが 2021 年に行った調査
によると、日本のジェンダー指数は 156 か国中 120 位と
なり、前回の 153 か国中 121 位と比べて横ばいの結果と
なっている。また、先進国の中で最低レベルとなり、アジ
ア諸国の中で韓国や中国、ASEAN 諸国より低い結果とな
った。学校でも校長先生や副校長先生、教頭先生などの管
理職の人たちは男性の人のほうが多いと感じたり、国会議
員も女性議員がごく少数だと感じるように、まだジェンダ
ー意識がなかなか届いていないところがあるのが、現状で
ある。
私達はより良い社会を創造していくために、この新た
な価値観と向き合う必要があると考えた。そこで今回、私
たちにとって身近である教育とジェンダーの繋がりについて研究していくことにした。
１)

２．本論
２－１ ジェンダーについての現状
学校におけるジェンダーの意識について調査をするために、本校 4 年生を対象にアンケート調査を実
施した。回答者は 202 人中 90 人であった。
○自分が親になった時に子供に何色のランドセルを与えるか

子どもの男女関係なく約 63％の人が、子どもの
好きな色を選ばせて与えたいと回答した。
また、女の子にはピンクや赤のランドセルを与えたいと約 18％の人が回答し、男の子には黒や青のラ
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ンドセルを与えたいと約 30％の人が回答した。女の子と男の子の色の選択が大きく分かれていることか
ら、男女の色のイメージが強くついていることがわかる。

○ジェンダーに関する用語について

上のグラフより、ジェンダーに関する単語に
つい
てはほとんどの人が聞いたことがあるということが分かった。また、上の 4 個の単語については 8 割以
上の人が意味を知っていることもわかった。このことから、ジェンダーについてほとんどの人にある程
度の知識はあるということがわかる。
２－２ 学校の潜在的カリキュラムについて
潜在的カリキュラムとは、隠れたカリキュラムと言われることもあり、「教育する側が意図する、し
ないに関わらず、学校生活を営むなかで、児童生徒自らが学びとっていく全ての事柄」を指す。学校で
の潜在的カリキュラムを構成するのは、それらの場の在り方であり、雰囲気といったものである。
○各教科の先生のイメージについて

上のグラフは先程のアンケート調査で、各教科の先生の性別のイメージについて聞いたものである。
上のグラフより、約 76％の人が数学は男性の先生のイメージがあると回答している。そして、約 49％
の人が国語は女性の先生のイメージがあると回答している。このことから知らず知らずのうちに数学は
男性、国語は女性の先生が多いという潜在意識があるということがわかる。
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また、同アンケート調査では家庭科の先生は約 97％の人が女性の先生、技術の先生は約 90％の人が
男性の先生のイメージがあると回答した。これは家庭科、技術がそれぞれが男女共修ではなかった時が
あるため先生の性別に偏りがあるかもしれない。しかし、このイメージが家事をするのは女性という意
識、機械を使うのは男性という意識をつくっている可能性がある。
他にも、理科、社会は男性の先生というイメージに、音楽は女性の先生というイメージに偏りがあっ
た。英語、美術、保健体育は 70％以上の人がどちらのイメージもないと回答した。

○ランドセルの色について

これも同アンケート調査にて、小学校時代のランドセルは何色だったかを聞いた結果である。この結
果から分かるように、女子は 75％が赤やピンクのランドセル、男子は 82％が黒や青のランドセルだあ
ることが分かる。女子は赤やピンク、男子は黒や青という潜在的なイメージがついていることが分か
る。
しかし、親世代のランドセルの色は、母親世代のランドセルの色は赤が約 90％、父親世代のランドセ
ルの色は黒が約 91%となっている。これは、ランドセルが当初赤と黒しかなく、ほかのいろのランドセ
ルが普及してなかったためだともいえるだろう。今は様々な種類の色が市場に出ており選択肢が増えた
こともあり、親世代と私たちの世代を比べると男女のイメージが少し和らいだことは事実である。
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3)

○クラス名簿について
ここでクラス名簿について着目する。グラフか
ら見てわかるように、中学校のクラス名簿は 74％
の人が男女別の名簿が使われていたことが分か
る。男女別クラス名簿は、男子が前、女子が後と
いう順番になっている。これは、男が正、女が副
という序列が無意識的にしみついてしまう可能性
があるだろう。
しかし、最近男女混合名簿を導入する学校が増
えている。本校も、本年度から男女混合名簿を導
入している。男女混合名簿の導入が進むことで、
男女差別が少しずつ減っていく可能性があるだろ
う。
２－３ その他の潜在的意識について
学校における潜在的カリキュラムの他に、潜在的意識はあるのだろうか？上のアンケートのランドセ
ルの調査で、男女の色のイメージがあるとわかった。そこで、男女の色の歴史について調べてみた。
男性については飛鳥時代に冠位十二階が出され、紫や青、赤、黄が高貴な色とされた。平安時代には
正装の色にほぼ、黒や青が使用されたらしい。江戸時代には武士の袴に藍色や鼠色が用いられた。昭和
に入り、東京五輪のピクトグラムのトイレマークが青色になった。また、鯉のぼりの子供の色も青色が
主流となった。
女性については飛鳥時代につくられた高塚松古墳の壁画に描かれた女官が赤や黄色、青の服を着てい
る。平安時代には袴の色が赤に固定され、青や紫も積極的に使ったカラフルな襲の十二単を楽しんだそ
うだ。江戸時代には銀や赤色の打掛が使われた。昭和に入り、東京五輪のピクトグラムのトイレマーク
が赤色になり、鯉のぼりのお母さんの色は赤色に定着した。その他にも、お雛様は赤やピンクの着物を
着ている。七五三でも女の子は赤色のものを、男の子は黒や鼠色のものを着る人が多い。よって男性は
青、女性は赤のものを比較的よく身につけていたとわかる。
なぜ各自が青や赤を昔から多く使ってきたのかはわからないが、事実、実際にそれぞれがそれらの色
を好んできたことによって男女の色のイメージが青、赤に定着されやすかったのだと思う。長い年月を
かけて作り上げられてきた文化によって ｢男は青、女は赤」といったイメージが潜在的に意識され、現
在もそれが続いているのだと推測する。
このような歴史が、学校での潜在的なイメージのもとになっている可能性があるだろう。

３．考察
現在の私たちの潜在的意識には、昔から引き継がれてきた固定観念のようなものと関係があるかもし
れない。男女の色のイメージにおいて、アンケートのランドセルの調査結果からわかるように、男子は
黒色や青色、女子は赤色という印象が強い。それは、上記の色の歴史からわかるように、昔も同様の結
果を得ている。また、教科の先生の性別のイメージについての調査結果のように、教科ですら男女のイ
メージに偏りがある。長年受け継がれてきたこの潜在的意識を変えるのは、容易ではないだろう。
しかし、最近はこの難題を解決しようという動きが活発になっているように感じる。ジェンダーに関
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4)

する単語の調査結果からわかるように、多くの人がジェンダーに関する用語を知っており、テレビでも
時々この話題について議論されているのを見かける。学校でもこれらのことを学習する機会が設けられ
るようになったため、特に若者がこの問題について真剣に取り組んでいるように思う。
男女のイメージによる潜在的意識に束縛され、自分のしたいことができない、息苦しい社会は望まし
くない。誰もが生きやすい社会をつくるために、まずは若者に限らず、幅広い世代の人々がこの問題に
ついて知り、考えることから始める必要がある。
だから、私たちは潜在的に存在していて、誰かが悪意を持って男女差別を広めているわけではない
が、構造的に男女平等が害されるような価値観が維持される仕組み、意識を少しずつ変えていくため
に、身近なところでジェンダーについての話ができる場を設けることを提案する。これを実施すること
はとても難しいが、知り、伝えていくことが大切になると思う。学校でこのような時間を設けたり、家
族での話題に出したり、身近なところに話をする場はあるだろう。そのような場を利用し、潜在的な意
識を少しずつ変えていきたい。

４．結論
学校における潜在的カリキュラムは存在する。また、世の中にも潜在的意識は存在し、それらは後天
的に作られたものかもしれないと推測できる。そして、誰かが悪意を持って男女差別を広めていないか
らこそ、身の回りにあること・ものを当たり前と思わず、それらについて様々な価値観があることを理
解し、固定観念にだまされることなく、本質を見つめ、それらについて柔軟にかんがえること。このよ
うなことから始まる今まで常識だと思われてきたものを少しずつ変えていくような新たな価値観が、性
別という縛りにとらわれず、多様化していくことの手助けになるだろう。

５．参考文献
１）内閣府ホーム内閣府男女共同参画局ホーム「「共同参画」2021 年 5 月号」
https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2021/202105/202105_05.html
２）文部科学省ホームページ「潜在的カリキュラムについて」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/jinken/06082102/004.htm
３）ランドセルナビ「親世代のランドセルの色」
https://www.randoserunavi.com/blog/index.php/report2019/oyako_color/
４) セイバン天使の羽 https://www.seiban.co.jp/
５）歴史でみる色分けについて https://toiletmark.com/123/
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賞味期限切れコーナーの設置で食品ロス削減
研究者

４年Ｃ組

８班

多田裕 内海香凜 倉田泰樹 松田莉子 吉村元一

１．序論
近年、食品ロスが問題になっている。消費者庁ホームページ 1）によると、食品ロスとは、"本来
食べられるにもかかわらず捨てられる食品"のことである。なぜ食品ロスが問題とされているのか？
それは水分を含む食品は運搬や焼却の際 CO2 を排出し、焼却後の灰を埋め立てることで環境へ
の負担がみられるからである。そこで私たちは食品ロス量の削減の取組みの一つとして、薄利多売
という性質上大量の食品ロスを生み出す可能性の高いスーパーマーケットに、売れ残って賞味期
限が切れた食品を格安で売ることができ、かつ各スーパーマーケットが手軽に設置できるコーナ
ー、`賞味期限切れコーナーを設置することを提案する。

２．本論
２－１ 食品ロス
農林水産省２）によると、2021 年 10 月 31
日現在の最新のデータである令和元年度の
食品ロス量は、食品ロスの推計を開始した平
成 24 年以降最小であり、食品ロス量は減少
傾向にある。しかし、令和元年度の食品ロス
量は 570 万 t でありこれを国民一人あたりの
量に換算すると、1 日の食品ロス量は約 124g
と茶碗一杯のご飯の量に相当し(右図)、この
事から莫大な量の食品が捨てられていると分
かるだろう。
食品ロスは家庭系、事業系に大別される。食
品ロス削減のための取組み案を考えるにあたり、
事業系食品ロスの方が家庭系食品ロスよりも多い
(右図)こと、家庭系の食品ロス量の減少を促進さ
せる物理的な手段が少ないことから、私たちは事
業系食品ロスに焦点を当てた。その中でも、食品
小売業者の食品ロス量が、事業系で唯一食品ロ
ス量の推計を開始した平成 24 年の量を一度も下
回っていないことから、私たちは小売店の食品ロ
スについて注目した。小売業においての食品ロス量を減少させるには、完売の促進が効果的であ
ること、食品廃棄の原因の一つに販売期限切れがあることから、私たちは序論で述べたような賞味
期限の切れた食品を販売するコーナーを、小売店の中でも性質上、大量の食品ロスを生み出す
可能性の高いスーパーマーケットに設置することを着想した。
２－２ 賞味期限
①賞味期限とは
賞味期限とは何かを明確に知るため、賞味期限と消費期限を比較する。
賞味期限は、食品表示法第 4 条第 1 項 1１）の規定に基づく内閣府令である食品表示基準第 2
条
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第 1 項第 8 号において、「定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の
保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合
であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。 」と定義されている。
要するに、賞味期限とは、袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存した

場合に、この「年月日」まで、「品質が変わらずにおいしく食べられる」期限のことだ。つまり、早く食
べた方がいいことに変わりは無いが、少しのこの期限の超過では、食品の劣化は身体に悪影響を
及ぼす程度に達しないのである。また、「この商品は何日以内」と定める公的な機関や基準は存在
しない。科学的・合理的な根拠に基づき、さらに安全も考慮したうえで、製造者がすべての責任を
負って設定している。
消費期限は、食品表示法第 4 条第 1 項 1１）の規定に基づく内閣府令である食品表示基準第 2
条第 1 項第 7 号において、「定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の
品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。 」
と定義されており、概ね 5 日以内に品質面で著しい品質低下が認められる食品や食材（例として
は精肉や刺身、一部日配食品（パン、生菓子、弁当、惣菜など））は、この消費期限表記が義務付
けられている。
要するに、消費期限とは、袋や容器を開けないままで書かれた保存方法を守って保存していた
場合に、この「年月日」まで、「安全に食べられる」期限のことだ。つまり、消費期限を過ぎた食品は
食べない方がいいということである。
②３分の１ルール
加えて、製造者（メーカー）は消費期限・賞味期限のほかに販売期限を設定している。販売期限
とは消費者にいつまで販売してよいかという期限で、その内に３分の１ルール５）というものがある。
賞味期限が９０日あったとした場合、メーカーは６０日前までに店舗へ納品する、店舗は３０日前ま
では販売するが、３０日を切ると売り場から商品を引き下げなくてはならない。これは日本の商慣行
で、まだ食べられる食品が店頭から消えてしまう＝廃棄されることで大きなフードロスを生み出す原
因の一つとされている。また、そもそもこの賞味期限は賞味期限の設定のために行った科学的な
検査に「安全係数」という１より小さい数（おおむね 0.8）をかけて算出したものであり、ここでも大幅
に食品を食べられる期間が削られている。これは流石にやりすぎなのではないだろうか。
２－３ コーナーを設置するにあたっての調査
賞味期限切れの食品を販売するにあたっての調査を行った。以下にその成果を示す。
①賞味期限切れの食品の販売について
賞味期限切れの食品の販売は、法に抵触しない７）。食品衛生法などの法律に抵触する販売行
為とは、人の健康を害する食品を販売する行為や、食中毒などの食品事故を起こした場合などで
ある。賞味期限は「おいしく食べられる」期限であるため、賞味期限が切れたもの、イコール、健康
に害を及ぼすものということではない。
賞味期限の切れた食品を販売するスーパーマーケットの例を二つ挙げ
る。
エコロマルシェ６）(右）という東京都にあるスーパーマーケットでは、『国
内に溢れかえっている様々な理由のまだ食べられる「ワケあり食品」の廃
棄処分を食い止め、少しでも多くの消費者に食べてもらうために再流通さ
せ、食品ロス削減を目指す』という理念のもと、賞味期限切れ・切迫や過剰
在庫といった理由で通常の流通ができなくなった食品を安価で販売して
いる。(ただし、冷蔵＆冷凍食品などの温度管理が必要な商品、アルコー
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ル類は取り扱っていない。)賞味期限の切れた食品についてはスタッフが実際に食べて安全を確
認した上で販売しているという。
また、合同会社ファンタイムが運営するマルヤス１０）(右)という関東地方に四店を構えるスーパー
は、食品取扱い業者から、賞味期限が切迫していたり、過剰発注で売りきれなかったり、不良在庫
となっていたりする食品を買い取り(事業者様かつ常温品のみ)、その商品を安価販売している、こ
のような活動から同社は NHK をはじめとする様々なメディアから取材を受け、2021 年 12 月 8 日
には環境大臣より表彰を受け、同月 24 日には農林水産省から第 9 回
「食品産業もったいない大賞審査委員会審査委員長賞」を受賞している。

②定価で並ぶ商品と品質の大きく変わらない食品を格安で購入すること
ができるというのは、消費者にとって魅力
的なことであるのか。
日本財団が 2020 年に行った 18 歳への
食品ロスに関する意識調査８）によると、
「賞味期限が切れた食品を食べることに抵
抗がありますか。」という質問に対し、
66.1％の人が「ない」または「ほとんどない」
と回答している。また、賞味期限と消費期
限を認知している人の集団としていない人
の集団では、認知している人の集団の方
が「ない」または「ほとんどない」と答えた人の割合が多かった(右図)。
日本政策公庫が平成 31 年に発表した食
の志向等に関する調査結果報告書９）によ
ると、近年(平成２０年 1 月〜平成 31 年 1
月)、消費者の食に対する経済性志向は横
ばい状態である(右図)。

３．考察
本論２－３の②で分かった、賞味期限が過ぎた食品を摂取することに対して抵抗感を感じない人の
全体に占める割合が６0％を超えていること、消費者の食に関しての経済性志向が一定しているこ
とから、私たちは賞味期限切れコーナーを設置した時、消費者の一定した量の購入が見込めると
判断した。そしてコーナーを設置するにあたり、私たちが考えた賞味期限切れコーナーの効果的
な販売のしくみについて販売方法、販売期間、値段設定の三つの観点から説明する。
３－１ 販売方法
・コーナーの存在が知られていなくては意味がないので、コーナーは利用客の目につきやすい店
の入り口付近もしくはレジの近くに設置する。
・本論２－３の②の、賞味期限と消費期限の違いを認知している人の集団としていない人の集団で
は、前者の集団の方が「ない」または「ほとんどない」と答えた人の割合が多かった結果から、私た
ちは賞味期限についての正しい認識を広めることで、このコーナーによる利潤を増やすことができ
るのではないか、と考えた。そこでスーパー利用者にもこのコーナーをアピールするために、当コ
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ーナーの存在、賞味期限は「おいしく食べられる」期限であることをポスター・広告等で宣伝するこ
とにした。
・販売するのはもちろん売れ残った等の理由で賞味期限が切れてしまった商品だが、私たちはこ
のコーナーが多くのスーパーマーケットで設置されることが、食品ロス量の削減という点から大切だ
と考えていて、そのためには低コストで設置できることが重要だと考えている。だから、本論のエコロ
マルシェ、マルヤスのように、生鮮食品や惣菜等の、身体に安全な状態を保つためにスーパー用
の冷蔵庫や冷凍庫を使うことを必要とする食品は残念ながらコーナーには置かないことにする。
・より効率的に賞味期限切れの商品を利用客に消費してもらうため、インスタントご飯の近くにふり
かけ等「ご飯のお供」を置くなど、コーナーの商品の並べ方に工夫をする。スーパーチェーンにお
いては､店舗ごとのコーナーの売上に応じてその規模を調整し、可能であればそのコーナーの需
要が高い店舗に、需要の低い店舗からコーナーの食品を送る。
・これまでで何度も述べた通り、賞味期限は「おいしく食べる」期限であり、販売する食品も常温保
存が可能なもので、十分に安全性が確認されたものであるためその可能性は少ないが、万が一

コーナーを利用した人がその後体調を崩した際にその人と法的トラブルに陥らないようにするため
に、レジでの会計時に商品が賞味期限切れであるかをスタッフが一目でわかるようなシステムを作
り、たばこ、酒等と同様に、逐一スタッフに確認を取らせる。また、確認後には体調を崩してもクレー
ムをつけることができないようにする(自己責任)。
・買い控え(スーパー利用者が、賞味期限が切れる時期を待って、品物を買わないでいること)を防
ぐために、スーパーの利用回数、購入金額等に応じた一定の条件を満たすと、当コーナーで買い
物ができるようにする。
３－２ 販売期間
消費者庁１）では次のような式を設定している。

これは賞味期限が切れた後でもどれくらいはある程度安心して食べられるかを計算するための式
である。例えば、賞味期限が５か月の商品では一週間は賞味期限が切れていても問題なく賞味す
ることができる。最低でも、この日数分は賞味期限切れコーナーに設置し、販売する。この期間内
に売れなかった場合、安全性を考慮して廃棄処分にする。
３－３ 値段設定
値段設定は定価の３割程度が妥当と考える。上記のマルヤスなどのお店では多くの商品が半額以
下で売られており、１割を下回ることも多々ある。しかしすべてのスーパーで賞味期限切れコーナ
ーの設置を目指すには低すぎる価格設定は現実的ではない。多くの店では割引シールは半額ま
でであり、賞味期限切れなのでダメ押しの３割程度で販売をする。また、コーナーに配置後も値下
げをすることで売れ残り０を目指す。

４．結論
賞味期限切れコーナーを、置く商品を常温保存できるものに限定して設置することを提案する。
考察３－１で述べたように、設置する際のコストが低ければ、各スーパーマーケットがこのコーナー
を手軽に設置でき、かなりの量の食品ロスを削減することにつながるだろう。また、この対策では消
費期限切れの商品や冷蔵保存の商品などの売れ残りによる食品ロスを防ぐことができないが、そ
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れは「手軽に設置することができる」というこのコーナーの特性・このコーナーの利用者の安全を重
視した結果である。
この研究には、データの面で反省点が大きく 2 つある。まず、スーパーマーケットで売れ残った食
品のうちの何割程度が常温保存が可能であるかというこのコーナーの設置においてかなり重要な
役割を果たすであろうデータを得ることが出来ていない。そして、この研究で取り上げたデータはイ
ンターネットでの調査によって得られたデータのみである。調査方法のしっかりした信用度の高い
データを得ることができるという利点があるとはいえ、自らで当校の生徒を対象とした意識調査や複
数のスーパーマーケットへの廃棄食品の現状の取材・意見聴取等の調査を行っているべきだった
と反省している。もしこの研究をより深く行うことが出来たとしたら、これらの点を改善し、より現実に
肉薄した研究にしたいと思っている。

５．参考文献
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(8)18 歳意識調査 「第 22 回 – 食品ロス –」
https://www.nippon-foundation.or.jp/app/uploads/2020/02/wha_pro_eig_115.pdf
(9)消費者動向調査（平成 31 年 1 月調査）食の志向等に関する調査結果
https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/h30_zyouhousenryaku_4.pdf
(10)株式会社ファンタイムホームページ
https://fun-time.co.jp/about/
(11)食品表示法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000070
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広島大学附属福山高等学校
４年「体験イノベーション」

福山市の養殖業の発展、推進
研究者 4年D組 1班

石井愛楓 尾瀬波帆子 久下本優大 内藤誠 伏見太希

1.序論
日東製網で網について知り、福山の養殖業がどのような状況なのか気になったので、調べてみた。す
ると福山の養殖業は、そこまで活発でないと言えることが分かった。そんな福山の養殖業の現状を示した
り、養殖業について新たな提案を示したりして、福山周辺の養殖業を盛り上げるとともに、福山の漁業の
認知度の向上による繁栄を目指す。

このことを示すデータとして稼ぐ力(付加価値を生み出す力)がある。福山市の水産養殖業の稼ぐ力は、
全国平均値を1とした時の－1.97（2016年）となっている。
広島県内の他の都市と比較してみると、最も値の大きい江田島市の4.78（2016年）を筆頭に、福山市の
値よりも大きい都市が、15市区町村存在しており、福山市は県内で16位となっている。広島県内では、低
めの位置付けの値であると言える。
このことから、福山市の水産養殖業を活性化するためにはどのような活動をすれば良いか、に焦点を当
てて述べていく。

2.本論
養殖業の発展、推進を目指し、牡蠣と海苔に注目していく。
【1】牡蠣
牡蠣は広島県（主に呉市、江田島市、広島市。収穫量順）が養殖生産日本一だ。そんな広島県の一部で
ある福山市では、最近養殖に乗り出している団体もある。牡蠣を福山の新たな特産品にすることが出来れば漁
業経営の多角化も図れるだろう。しかしながら、呉市、江田島市、広島市と比べると生産量、養殖従事者の人
数でまだまだ劣っている。広島市の牡蠣の養殖は、太田川の広大な河口干潟を利用して発達してきた。室町
時代末期の天文年間から450年以上の歴史を持つ、広島市水産業の基幹となっている。
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現在、福山市内で消費される牡蠣の大半は県東部と隣接する岡山県産のものである。福山市でも牡
蠣の養殖ができる環境を整えることで、牡蠣の養殖が可能になると考える。牡蠣を地域の新たな特産品とし、
福山市、広島県の名前を県外の人により知ってほしい。
加えて、養殖をきっかけとした海の環境保全活動の促進や、海の水質を良くするための清掃活動も期待し
たい。福山市近隣の海では、依然としてゴミの漂流・漂着や不法投棄物等の不適切処理による景観の悪
化がみられる。解決策として漁場環境の保全・修復や水産資源の増大を目的とした海底耕うんや海底推
積物の除去を進めることが必要である。
牡蠣の養殖で有名な広島市や江田島市は広島湾にそそぐ太田川が運んでくるプランクトンや土砂が
牡蠣の養殖に適した環境を形成している。福山市でも広島市や、江田島市と同じような環境で養殖をす
るのであれば、植林の推進を進めていくことが効果的だと考える。
また、現在福山市内海町にある横島では、「うつみ牡蠣小町」と呼ばれる、染色体が通常の牡蠣の2対
に対して、３対ある三倍体の牡蠣を生産している。夏に身が小さくならない品種で、シーズン初めの秋か
ら大ぶりの牡蠣を出荷でき、広島県産の市場での評価を高めることにも貢献している。
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牡蠣(養殖)生産量の都道府県別シェアhttps://urahyoji.com/kaki-yoshoku/

【2】海苔
現在、広島県では年間約2352㌧の海苔が生産されている。海苔の全国生産量は、およそ250,000tとなってお
り、広島県の海苔は全国シェアが1%にも満たない(令和元年)ため、大変貴重な海苔となっている。
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令和元年の生産量(農林水産省)
https://www.maff.go.jp/chushi/info/toukei/attach/pdf/chushi_nougyou-73.pdf
☆瀬戸内は大きな波が起きにくく、海苔の養殖場として適している。
できる限り機械を使わずに作ったり、味付けに近場のものを使ったりして、製法や食材にもこだわっている。こ
のことから福山の海苔は希少であると言える。
☆瀬戸内の海苔は｢浮き流し養殖｣というもので作られている。瀬戸内の海苔の特徴として以下のポイントが挙
げられる。
・瀬戸内海に面したところで作られている。
・厚みのあるしっかりとした海苔ができる。
・コンビニのおにぎりなどにも使用されている。
☆現在、広島県では年間約7000万枚の海苔が生産されている。このことから、広島県産の海苔は希少である
が、未だ生産量が少ない為、さらに生産量を増やしていくことが必要である。
また、福山市の海苔の主な産地は福山市の田島・走島地域であり、特に田島では広島県の海苔の約80%が生
産されている。 このことから、現在の福山市の海苔の主な産地である田島・走島地域での海苔の生産を活発
化させることで、福山市の水産漁業の｢稼ぐ力｣の水準を上げられるのではないかと考える。

3.提案
福山の漁業を盛んにするために、養殖業の発展・推進を目指すことが先決であると考えた。
本論で述べたことを踏まえて、以下の２つの活動により、福山市の水産業の活性化をすることを提案する
○牡蠣などの養殖に適した海洋環境の整備
1つ目は、牡蠣などの養殖に適した海洋環境の整備をすることだ。
現在、福山市で養殖が行われている地域は田島・走島地域など限られており、その地域のみでは、十
分量の生産ができないことが考えられる。
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よって、現在養殖が行われていない地域でも養殖地を作ったり、養殖ができる環境を整えることで福山市
の水産養殖業の発展、推進に繋がると考えた。
具体的には、牡蠣や海苔などの養殖場に適した漁場にするために海の清掃デーを設けることだ。また、
福山市の養殖が活性化し、市民や県民に福山市の養殖の存在を知ってもらうことで、海洋環境を守ると
いう意識を高め、清掃デーに積極的に参加したり、海へのゴミのポイ捨ての取り締まりがさらに強化される
という効果も狙うことができると考える。
○通販で福山の幸を全国へ!!
2つ目は福山のブランドや特産物を大集結させた通販サイトを作ることだ。
福山市の水産養殖業があまり知られていない原因の1つに福山市の海産物を購入する人が少ないこ
とが挙げられる。単身赴任や、進学のために県外に行った人や県外に住んでいる人が気軽に福山市の
水産物を購入できる独自の福山市の産物サイトを設けることを提案する。福山市オリジナルの商品や、福
山市産の商品を取り扱う通販サイトを設けることで、県外に居ても福山市を離れて暮らしている人たちが
気軽に地元の商品を購入することができる。また、福山市や広島県にゆかりの無い人でも通販サイトを使
えば簡単に商品を購入することができるため、県外の人に福山市の産物をよりアピールすることができる
と考える。
ここで独自の厳しい判断基準によって、他地方産物との差別化をはかることも提案する。

4.出典
https://graphtochart.com/japan/fukuyama-shi-earning-poweraquaculture.php
福山市の水産養殖業の「稼ぐ力」について 2022/01/04
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/122/173193.html 広島市の水産業の概要 2021/12/14
https://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/1510/01.html 農林水産省 牡蠣の産地と生産量 2021/12/14
https://www.sankei.com/article/20151201-J43343GZPFLMZAVOZGJOW6NDQQ/ 産経ニュース福山産カ
キ 2021/12/14
https://www.asahi.com/articles/ASP5T7HTZP5FPITB002.html うつみ牡蠣小町 2021/12/27
https://fukuyama-brand.jp/?page_id=1357
田島のり 2021/12/14
https://www.ki-foods.com/mamechishiki/m01
海苔の養殖 2021/12/14
https://food-drink.pintoru.com/seaweed/about-aquaculture-seaweed/
海苔の養殖 2021/12/27
https://urahyoji.com/nori-yoshoku/
海苔の生産量ランキング(2021) 2022/01/07
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広島大学附属福山高等学校
４年｢体験イノベーション｣

日本のスマホ代は高すぎる！！
研究者

４年Ⅾ組

小野祐太郎

２班

後藤大輝 石川量喜 金尾聡大 三谷祐太

１．序論
現在の日本では携帯電話料金の価格が高額であることが問題となっている。携帯電話は日常生活に必
要不可欠な物であり,日本でもほとんどの人が所持していることから,携帯電話料金の引き下げは必要で
ある。その主な原因として携帯電話市場が寡占状態にあることが挙げられる。イギリスやドイツなどの
国では寡占市場を改善するため,MVNO(仮想移動体通信事業者:一般的には格安1SIM･携帯会社と呼ばれ
る）などによって価格競争が積極的に行われている。1）国内でもこれを応用することでイギリス,ドイツ
のように価格競争が活発に行われ,携帯料金が低廉化することができるのか,国内の現在の携帯電話の料
金や使用状況を鑑みて達成が可能なのかを検証する。

２．本論
２ー１ なぜ日本の携帯料金は高額なのか？
それは、大手携帯会社(MNO:移動体通信事業者)である,NTTdocomo,SoftBank,KDDI(au),楽天モバイ
ルによる寡占が生じているためである。
この寡占の仕組みには様々な経緯があるので,順を追って検証していく。
(１)なぜ寡占が生じるか？
山田 2）によると,携帯会社(MNO)への新規参入が困難であることが原因となっている。
新規参入が困難である原因は,携帯電話に利用できる電波の周波数に空きがないことである。従って,
このように寡占が生じてしまう。
(２)海外のように電波が有効活用できない理由
山田 2）によると,国内の電波利用が複雑になっているためである。
テレビ放送や携帯電話による通信は,使用できる周波数帯の電波によって行われている。（図①山田 2）
ｐ.173）を参照すると,大部分の周波数割り当てがテレビ放送に使用されていることが分かる。このと
き,携帯電話で使用する周波数帯は未使用の部分を縫うようにして使われていることが見て取れる。この
状況では,新規参入する携帯会社の使用できる周波数帯が限られ,市場参入を阻害する原因となってい
る。

図①→

図②→

1これによってモバイルデータ通信や通話を行うことができる。
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では,なぜこのように合理的でない電波利用状況にあるのか,その理由は前述のテレビ放送にある。（図②
山田 2）p.175）を参照する。現在の電波利用状況は,「●区画整理前●」によると,使用している周波数帯
は各地域によって様々であり,これがテレビ放送の使用している周波数帯が広大になっている原因であ
る。これを,「●区画整理後●」にすることで使用可能な周波数帯が増加し,企業の新規参入を促すことが
できる。
(３)寡占の実態
携帯電話の通信サービスはもはや公共インフラ化している。
しかしその公共インフラ化している携帯電話市場において強固な寡占状態が形成されている。
公共インフラである,例えば電力サービスを担う例として,関西電力を挙げる。関西電力を挙げた理由は
総資産が NTTdocomo とほぼ同じであるからであり,比較対象として適切であると考えたからだ。
携帯電話サービスを提供する NTTdocomo と会計報告書を比較すると,寡占の実態が把握できた。
↓表①総資産、経常利益 並びに資本金に対する経常利益の２社の比較 3）4）
総資産
(円)

経常利益
(円)

総資産に対する経常利
益(％)

NTTdocomo

7 兆 5359 億 2500 万

8679 億 5100 万

11.5

関西電力

7 兆 6127 億 2900 万

2115 億 4100 万

2.8

表①から考察できることについて,違う業種であるのため正確に判断できるものではないが,電力会社
(ここでは関西電力）に対し,携帯電話会社(ここでは NTTdocomo)は誤差として許容しがたい,あまりにも
高い利潤があるのではないかと判断できる。実に、関西電力に比べ、NTTdocomo はおよそ 4 倍もの規
模の利益を得ていることになる。
これより,携帯電話サービス市場には明らかに寡占が存在していると言うことができ,携帯電話会社が
寡占市場において莫大な利益を得ていることが判明した。
２－２ イギリスでの携帯電話市場
留学＠UK のホームページ ⁵ ⁾ によると,イギリスの MNO は EE 社,O2 社,Three 社,Vodafone 社 の 4
社であり,日本との差はなく,寡占が生じやすいことには変わりはない。
しかし,イギリスでは端末価格の低下(Android)や,SIM オンリー契約により,携帯料金は下がり続けてい
る。
また,＠DIME のホームページ６）によると,日本での MVNO は 20 社で,楽天株式会社 7）によると,イギ
リスの MVNO は 115 社にものぼる。
Q.SIM オンリー契約とは?
一般的に日本国内では端末と SIM カードをセットで契約するが,端末との結びつきを解除し,(すなわ
ち SIM ロックを用いない状態) SIM カードのみでの契約をすること。これにより,より安いキャリアに
乗り換えやすくなる。 ８）
２－３ eSIM でより安く
[しむぐらし」のホームページ９） によると,「eSIM(イーシム)」とは,Embedded SIM(組み込み型の
SIM)を意味する。通常の SIM カードは端末に挿入する必要があるのに対し,eSIM は端末内に組み込ま
れた部品であるため抜き差しすることはない。通信事業者が提供するアプリや,通信事業者のウェブサイ
トから通信プランを契約することで,その場ですぐに通信プランを使えるようになる。また,ウェブサイ
トでの契約で店舗の維持費,人件費が抑えられるため,通信料金も安くなる。
２－４ Un-Carrier 戦略とは？
Un-Carrier 戦略(アンキャリア戦略)とは,その名の通り,携帯キャリアがかつて行ってきた慣習を撤廃
していく戦略だ。
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2 年契約と2端末補助金の廃止,データの超過料金の廃止,税・3サーチャージの廃止など,様々な施策を導
入してきた。
２－５ 格安 SIM が安い理由
AEONMOBILE12)によると格安 SIM は回線を大手キャリア(MNO)から借りてサービスを提供してい
るので,アンテナや基地局などの設備投資がかからない。また,実店舗がない MVNO(格安携帯会社)が多
く,インターネットでの販売が中心となっているため,人件費などの店舗運営費もかからない。さらに通
信速度も抑えることで,低価格を実現している。

MNO
通信においての設備を
フル装備している。

設備を貸与する

MVNO
MNO から借りた設備で営業
多くはインターネット上で営業

する。

設備投資が無いため安くなる
２ー６ 寡占以外の理由
山田 13)によると日本国内では過去に,携帯電話と SIM カードをセットにして販売してきた。ここまで
は何ら問題ないが,問題であったのはその価格決定であった。SIM カードに高い料金を掛け,高額な通信
費を支払わせ,その代わりに端末料金を大幅に安くする,といった方式が取られていた。
例を挙げる。図③を参照する。SoftBank の場合,iPhone8 を Apple 社から購入する。その時の端末料
金は 78800 円。顧客がこの iPhone8 を購入する際,端末料金+データ通信料金のセットを 2 年縛りで契約
することになる。このとき、解約するには違約金 10000 円を徴収される。販売時、端末料金は 78800
円であるのにもかかわらず,45360 円であるとして,二年(24 カ月:24 回)の分割払いとした。また,この料
金にデータ通信料金を上乗せした。二年後,端末料金の支払いが完了したはずであるのにもかかわらず,
同じ料金をデータ通信料金として取り続け,多くの利益を生み出していた。前述の通り,解約には違約金
¥10000 が生じてしまうため,他社に乗り換えることは厳しい。 図③

SoftBank

￥78800

消費者

￥45360(￥3780×12 回払い)
+
データ通信料金

二年後・・・・・
2 端末補助金について 14)から引用
「端末補助金制度」という仕組みが大きく関係しています。 携帯電話売り場に行くと,0 円や 1 円という価格で端末が売られているのを目にしたことがあると思います。
どうして携帯電話がタダ同然の値段で買えるのか不思議に思ったことはありませんか？

理由は,新規契約に対して,事業者から販売店に端末補助金が支払われているか

らです。つまり,新規契約で携帯電話を売れば,販売店には数万円の奨励金が転がり込むのです。その分,販売価格を大幅に値引いても商売になるという仕組みです。

3サーチャージについて 15)から引用
ロサンゼルスではカリフォルニア州のプリペイド携帯税（MTS サーチャージ）として 5.48 ドルの税金
うなものが課せられる。それを廃止した点で Un-Carrier 戦略は画期的だったと言える。
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...このように、アメリカではサーチャージと呼ばれる税金のよ

消費者は
端末料金→支払い完了
しかし、
￥3780+データ通信料金
は変わらず請求される。
これに加え、解約する時には違約金￥10000 を払う必要がある。
しかし,この販売方法は 2019 年 10 月に禁止された。すなわち現在(2019 年 10 月以降)ではこれによっ
て高価格になっているというわけでない。

２ー７

通信速度と料金の比較

(2020 年時点)

（ １ ） 各 国 の 通 信 速 度 単 位 ( 4 Mbps)
通信基本料金単位 (円)
Asia Blockchain Review の報告書 16)による

(２) 各国のモバイルデータ通信の
ICT 総研のホームページ 17)による

日本

49.3

日本

4021

アメリカ

26.7

アメリカ

6188

イギリス

22.9

イギリス

2300

ドイツ

28.7

ドイツ

3077

韓国

59.0

韓国

5308

フランス

28.6

フランス

2010

（３）各国の一人当たりの GDP
日本經濟新聞 18)による

国

単位(ドル)

単位(円)

日本

40048

4198632

アメリカ

63285

6634799

イギリス

41207

4320141

4 ((megabits per second) )データ通信における転送速度の単位。1 秒間に 10⁶ ビットのデータを転送できる。 1bps の 100 万倍に当たる。メガビット毎秒。メガビット/秒。
Mbit/s。Mb/s。この値が大きいほど通信速度が速いということが分かり,品質がより良いと分かる。
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ドイツ

38788

4066533

韓国

46253

4849164

フランス

31631

3316194

※為替レートは 2022 年 1 月 15 日 12:54 UTC に基づく
（４） 料金当たりの通信速度
1Mbps の通信速度に対する料金 単位(円/Mbps)
(2)÷(1)

1

フランス

70

2

日本

82

3

韓国

90

4

イギリス

100

5

ドイツ

107

6

アメリカ

232

（５）GDP 当たりの料金
一人当たりの収入に対する通信基本料金の割合 単位(%)

●
●
●

(2)÷(3)×100

1

韓国

0.11

2

日本

0.10

3

アメリカ

0.09

4

ドイツ

0.08

5

フランス

0.06

6

イギリス

0.05

GDP とは居住者たる生産者による国内生産活動の結果,生み出された付加価値の総額であるためその
国の経済がどれくらい活発であるかがわかる。
GDP 当たりの料金が高ければ高いほど,国民一人一人にとっての収入に対する通信料金が高くなって
いることを示す。
4)の料金当たりの通信速度は 1Mbps の速度を使うためにかかる料金を示していることから,値が小さ
ければ小さいほど消費者にとって利益が大きいということが見てとれる。

２ー８ 現在の携帯料金
讀賣新聞オンライン 19)によると,新たな事実が浮上
した。
この研究では 2020 年度以前のデータを使用した。
右図の「前年」は 2020 年である。
実際は 2021 年では携帯電話料金は低廉化している。
(月間データ容量 20GB においての各社の平均基本料金)
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この値下げの要因は,上記ホームページによると、
菅首相による値下げ要請を受け,NTTdocomo が新
プラン,ahamo のサービス開始を始め,他社がそれ
に応じるように価格競争を行ったものによる。
しかし,低価格になったものの,5G 通信(データ無制限プラン)では依然,ロンドン(4331 円)の 2 倍もの価
格(8913 円)である。世界的にみて平均的な水準であるが,実際ロンドンでは半額以下である。技術的な課
題があるとはいえ、ロンドンのような格安携帯会社の多数参入により携帯電話料金の低廉化の余地があ
る。

３．考察
「２ー１(３)寡占の実態」から推測される携帯電話サービス市場の強固な寡占状態は消費者である私
たちの不利益に繋がっていることは言うまでもない。不当に高い携帯料金を払っていることになる。ま
た,違約金の制度などによってより安い携帯電話会社に乗り換えることも困難になっている。
海外では上記の通り eSIM の普及,携帯電話会社による Un-Carrier 戦略の推進など,様々な取り組みが
行われ,携帯電話料金が下がり続けている。日本国内ではまだまだ行われていないものばかりである。是
非取り入れていくべきである。
２ー７により判明した事実は、一人当たりの収入に対し,日本では通信料金において高負担であるが,
インターネット通信の速度は高レベルであることが分かった。これは韓国についても言えることであ
る。
現在の品質を保ちつつ,まだまだ現在より携帯料金が下がる余地はある。しかし、これだけの問題があ
りながら,依然携帯料金が下がらないのは消費者の認知が足りていないことも一因であるのではないか,
と考えられる。

４．結論
「１序論」にてすでに述べた通り,海外ではすでに寡占状態が存在しつつも,格安携帯会社などの積極
的な参入による価格競争が活発に行われており,携帯電話料金が低廉化している。国内でもこれが応用可
能かを検証したが、上記のような電波の周波数帯を踏まえると,紹介したようにテレビ放送の周波数使用
を整理することで新たな携帯電話会社,それに格安携帯会社が参入することが十分に可能であると思われ
る。それによって,価格競争が行われることが期待できる。
さらに,提案できることとして,「３考察」でも触れた通り,寡占状態から生まれる不利益を受けている
当本人の消費者が携帯電話料金が高くなっているメカニズムを知らないことも,この寡占状態が続いてい
ることの原因ではないだろうか。モバイル通信事業の管轄を担う総務省などの国家機関が消費者庁,消費
生活センターなど,複数の機関との連携を図ってこの問題の周知を行うべきであると考える。
「２ー６ 寡占以外の理由」の末尾で述べた通り,過去の販売方法が近年禁止された。これは消費者の
理解が広がり,消費生活センターや総務省に多くの苦情が寄せられたということがあったためであるそう
だ。この事実が,「消費者の理解を促すことが重要である」という主張を裏付けることができるのではな
いか。
私たち消費者が SIM オンリー契約などによって,いかに通信費を抑えることができるのか,といったこ
とに着目すべきである。
料金と通信速度についての関係を検証すると,日本は高負担であるが,高品質でもある。しかし,日本の
高速な通信速度を維持する上で費用がかかるため通信料金が割高ではなく,携帯電話会社が多すぎる利益
を得ているのである。高品質という日本にある強みを生かしつつ,国が寡占市場の緩和に携わることで,
価格競争を起こし,低価格で通信サービスを提供できるよう働きかけるべきではないか。
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広島大学附属福山高等学校
４年｢体験イノベーション｣

日本の 3R の反省
―より良い SDGｓのために―
研究者

４年 D 組

3班

望月賢澄 小西清歌 内藤栞子 永松輝大 石黒瑛哉

１．序論
地球環境保全の機運が急速に高まる中、世界中で SDGｓ（持続可能な開発目標）が関心を集めており、ＳＤＧｓ
という言葉は、環境問題を始めとした様々な世界の問題の解決に向けた合言葉のようになっている。
だが、思い出してほしい。ほんの数年前まで、「SDGｓ」という言葉を日常的に耳にするようなことは無く、日本で
地球環境保全の合言葉と言えば、「3R（運動）」或いは「リサイクル(運動)」ではなかっただろうか。
そこで、SDGｓが常識となった今だからこそ、日本での３R の歴史や実態を、主にプラスチックの処理に焦点を当
てて見直し、SDGｓに生かせる反省点などを振り返る。

２．本論
２－１ そもそも 3R とは
３R とは、循環型社会の形成にあたって重要な、廃棄物処理の方法である Reduce（リデュース:発生抑制）、Ｒｅ
ｕｓｅ（リユース：再使用）、Recycle(リサイクル：再生利用)のことである。(¹)
２－２ リサイクルはいつ頃からの概念なのだろう
一般に、リサイクルは、経済成長に伴うごみ減量対策とオイルショックに伴う資源エネルギー問題に起因して生
まれた概念とされる。(²)
例えば、1969 年（昭和 44 年）に日本都市センターから発表された『経済社会の変貌と清掃事業』及び 1970 年
（昭和 45 年）に生活環境審議委員会より発表された『都市産業廃棄物にかかる処理処分の体系及び方法につ
いて』において、「環境サイクル」の記載が見られる。(²)(³)この「環境サイクル」は、リサイクルとほぼ同様の概念であ
ったが、資源の循環利用というよりは「公害防止対策」の延長線上としてのものだった。(²)
また、1974 年（昭和４９年）3 月に発足したリサイクル運動市民会が、「リサイクル」という言葉が民間で用いられ
た日本初の事例とされている。(²)その他にも、電電公社（日本電信電話公社、現 NTT）が、電話帳を回収して再
生する「クリーン・リサイクル」という取り組みを行っていたりしていた。(²)
そして、環境庁（２００１年より環境省）の発行する『環境白書』においては、１９８０年（昭和５５年）発行のものに初
めて「リサイクル」の文言が見られる。 (²)
1995 年（平成 7 年）には容器リサイクル法が制定され、容器包装廃棄物のリサイクルを推し進めんとした。(⁹)
因みに、「リサイクル」という言葉自体はオイルショック以前に国会議事録に登場したこともあった。ただ、これはリ
サイクルと言っても、「核燃料のリサイクル」を指すことがほとんどであり、廃棄物処理に関する「リサイクル」が国会
議事録に記載が見られるのは、１９７１年（昭和 46 年）２月が最初である。(²)
ここで海外にも目を向けると、１９７０年（昭和４５年）のアメリカで、ニクソン大統領(当時)が合衆国議会に提出し
た『環境問題委員会報告』（別名『公害教書』 ）において「物質を最大限に再循環させ再使用することは，処理を
要する固形廃棄物の量が増加するのを抑えるために必要である<Maximum recycling and reuse of materials are
necessary to reduce the growing volume of solid wastes that must be disposed.> 」との記載があり、既に「リサイク
ル」と「リデュース」の使い分けが行われていることも分かる。(²)
更に、ドイツでは、日本に先立つこと 4 年、199１年（平成 3 年）から容器包装のリサイクルを実施している。(¹⁰)

134

資料１:「リサイクル」の記載のある年と記載回数のグラフ(²)

このように、「リサイクル」には実に半世紀にも及ぶ歴史があるわけだ
が、実際に「リサイクル」という言葉が頻繁に使われるようになったのは
1991 年（平成 3 年）の廃棄物処理法の大改正以降である（資料 1）。
(²)

２－３ 3R はいつ頃からの概念なのだろう
1999 年（平成 11 年）7 月に産業構造審議会地球環境部会と廃棄物・リサイクル部会合同基本問題小委員会に
よりとりまとめられた『循環経済システムの構築に向けて（循環経済ビジョ ン ）』 において、「1R（Recycle）から 3R
へ（Reduce,Reuse,Recycle）」が提唱された。(²)
また、2000 年（平成 12 年）6 月公布の循環型社会形成推進基本法では、廃棄物処理の優先順位を、
(1)発生抑制（リデュース）
(2)再使用（リユース）
(3)再生利用（リサイクル）
(4)熱回収（燃却処理する際に発生した熱エネルギーを発電などに利用すること(⁴)）
(5)適正処分
としている。(⁵)
２－４ 3R の実態
資料 2 を見ると、3Ｒの中で、リデュースとリユースが、リサイクルよりもその内容を理解している人が少ないことが
分かる。また、資料 3 によれば、「３R の最重要項目は何だとされていると思うか」という質問に対し、実に 3 分の 1
以上の人が「リサイクル」と解答した。
資料３：「3R の最重要項目は何だとされている
か」

資料２：3R の各項目の内容を理解している人の割
合

という問いへの解答（正解はリデュース）

※資料２,３は、当班が 12 月 15 日（水）〜12 月 22 日（水）の期間、当校の第 4 学年を対象に実施したアンケートの回答 35 件を元に作成。

それを裏付けるような資料がある。
資料４：環境基本計画などにおける 3R 関連用語の登場回数(²)

これは、環境基本計画などにおける 3R 関連用語の
登場回数の表である。やはり、リサイクルの登場回数が
群を抜いており、最も重要なはずの「リデュース」の登場
回数が圧倒的に少ない。加えて「3R」の登場回数が「リ
サイクル」よりも少ないとなると、報道される際もリサイク
ルのみがフィーチャーされ、リデュースやリユース、3R
の概念が定着しない、なんてことも起こりうる話である。
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資料５：廃棄プラスチックの処理の内訳（⁶ ）

更に、日本の「リサイクル」の実態を示す左のような資料がある。
この資料 5 は、廃棄プラスチックの処理の内訳を示したものである。
この資料によれば、廃棄プラスチックの実に 85％が、「有効利用」されて
いる。しかし、その大部分がサーマルリサイクル（エネルギー回収）が占
めており、再生利用（マテリアルリサイクル、いわゆるリサイクル）されてい
るのは廃棄プラスチック全体の 22％にとどまっている。(⁶)ちなみに、大
部分を占める「サーマルリサイクル（エネルギー回収）」は、欧米では「リ
サイクルではない」とされている。（⁷）
ただ、再生利用を行うには、排出者による仕分けがきちんと行われて
いないと、廃棄物回収後の仕分けに労力がかかりすぎ、結果的にサー
マルリサイクルの方がメリットが大きいなんてことになりうるのも事実であ
る。(⁸)

３．考察
よって、日本における３R 活動の反省として、「リデュースやリユースの推進が不十分」「有効利用されるプラスチ
ックのうちマテリアルリサイクルされるものが余りに少ない」ということが挙げられる。
このようなことはなぜ起こるのか。その一因として、「使い捨てが余りにも多い」ことが挙げられるだろう。使い捨て
製品は大量でもかさばらずに軽量、そして安価であり、飲食店やホテルなどでは無料なことさえある。しかし、我々
はこれらを余りにも貰い過ぎ、余りにも一瞬にしてゴミ箱送りにしてきてしまったのではないか。
更に言えば、我々は「その時の自分さえ良ければどうでも良い」という全く近視的、自己中心的な考えで今なお
過ごしてきてしまっているのではあるまいか。
我々消費者に今求められているのは、「使う『前』と使った『後』への関心」「物の長期的、有効的な使用」という実
に「当たり前」なことだ。企業はその当たり前なことの実現を支えるモノづくり、サービスをするべきであり、政府や
市民団体は、消費者や企業のアクションを促進するための政策、運動を展開すべきなのである。そうして初めて、
「大量生産大量消費の見直し」は達成される。

４．結論
我々は、これらの課題をＳＤＧｓとも関連付け、次のように提案する。
まず、政府には、「使い捨て製品への厳しい姿勢」「環境にやさしい技術への積極的補助」を求める。前者は、
SDGｓの 12 番「つくる責任つかう責任」に、また、後者は、SDGｓの 9 番「産業と技術革新の基盤をつくろう」と 13〜
１５番「気候変動に具体的な対策を」「海・陸の豊かさを守ろう」にあたる。具体的には、使い捨て製品への課税や
環境に優しい製品への減税などの優遇措置、そしてまだ見ぬ技術の開発や、最新技術の海外への普及活動に
対する投資など。企業や国民に対して、「権威ある旗振り」を行うべきである。また、その過程で、政策実行の中心
に女性を登用したり、支援した技術が莫大な経済効果をもてば、SDGｓの 5 番「ジェンダー平等を実現しよう」や 8
番「働きがいも経済成長も」の同時達成も狙える。
企業には、「環境や人権に配慮したモノづくり」を求める。製品の原材料の調達から製造、出荷にかけて、環境
に大きすぎる負荷をかけたり、それらに携わる人々を搾取しないといった倫理的なビジネスを展開するべきであ
る。有機栽培を採用したり、原材料の乱獲を自制したり、労働者に安心安全な労働環境や彼らの権利を保証した
りと、様々な現場で、SDGｓのあらゆる目標を達成する大きな役割を担っている。
消費者には、「製品の製造過程も評価し、適切な量を買う」「物を長く使う」「排出の際に仕分ける」ことを求める。
具体的には、環境に配慮して製造された製品やフェアトレード商品を購入したり、それを大切に長く使ったりする
こと、また、ポイ捨てをしないことや、ペットボトルやトレーは洗浄して、マテリアルリサイクルに協力し、サーマルリ
サイクルの割合を減らすことである。SDGｓの 11～15 番にのっとり、「つかう責任」を果たし、海や陸の環境を守り、
我々がいつまでも暮らせる社会を目指す上で大切なのは、目新しいことより、当たり前のことにどれだけ身を入れ
て取り組めむこと、そして、政府や企業の努力を無駄にしてしまわないことである。
そして何より、SDGｓの 17 番「パートナーシップで目標を達成しよう」にのっとり、消費者、企業、政府が相互に
刺激しあうことが問題解決に欠かせない。消費者は声を上げ、製品や生産方式、はたまた施策の改善を求めるべ
きである。また、企業はその要求に対し、良質な製品や健全な経営という形で返し、政府は政策を定め、確実に
実行したり、優良な企業や製品への優遇により、企業のモチべーションを高めるべきである。そして企業や消費者
は政策を積極的に支持して、SDGｓの達成に取り組むべきである。
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主体

行うこと

政府

①使い捨て製品に対する課税
②環境にやさしい製品や優良企業への優遇措置
③環境にやさしい技術の開発やその技術を海外に普及
させる活動への積極的支援
⇒消費者や企業に「権威ある旗振り」を行う。

企業

消費者

達成される SDGｓの目標

①有機栽培の採用、乱獲の自制
②労働者に安全安心な労働環境や彼らの権利を保証
⇒「生産活動」という、SDGｓの目標に溢れるフィールドで
目標の達成を試みる。

（

）
等

①フェアトレード製品や環境にやさしい製品の購入
②物を長く、無駄なく使う
③廃棄物を削減し、マテリアルリサイクルが行えるように
分別を徹底する。ポイ捨てをしない。
⇒3R 及び SDGｓ運動の主体としての自覚を持ち、政府
や企業の努力を無駄にしない。

三者合同 ・互いに行動を促しあう（市民運動、優良企業の優遇、
法律の制定など）。

５．参考文献
１）コトバンク 3R https://kotobank.jp/word/3R-182390（2021 年 12 月 23 日閲覧）
２）リサイクルという言葉の誕生から３Ｒへの変遷 大澤正明 著（2021 年 12 月 23 日閲覧）
３）産業廃棄物処理をめぐる法制度の現状と課題 村田哲夫 著（2021 年 12 月 23 日閲覧）
４）株式会社ニット－冷熱製作所
https://nitto-reinetsu.com/word/%E7%86%B1%E5%9B%9E%E5%8F%8E
（2021 年 12 月 28 日閲覧）
５）日本大百科全書（ニッポニカ）リユース（2021 年 12 月 28 日閲覧）
６）プラスチック基礎知識 一般社団法人プラスチック循環利用協会
https://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf（2021 年 12 月 28 日閲覧）
７）ForbesJAPAN『世界基準からズレた日本の「プラごみリサイクル率 84％」の実態』
https://forbesjapan.com/articles/detail/24796/2/1/1（2022 年 1 月 18 日閲覧）
８）経済産業省 https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/research/h16fy/model16-3_5.pdf
（2022 年 1 月 18 日閲覧）
９）公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/resource/manufacture/text/seido-r03.pdf(2022 年 1 月 30 日閲覧)
１０）経済産業省パンフレット『容器リサイクル法 活かそう、「資源」に。』
https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/resource/association/pamph/pdf/law2006_ja.pdf
(2022 年 1 月 30 日閲覧)
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広島大学附属福山高等学校
４年「体験イノベーション」

帰ってくる

伝統工芸品（未来形）
研究者 ４年Ｄ組 ４班
小畠直己 唐川然 井上広大 森野志織 西出菜々子

１．序論
我々が行っている研究のテーマは，現在伝統技術が廃れてきている「その中，伝統工芸品に
注目し廃れていっている原因を知り，その原因を解決し，再興する過程を築くことである。
前にも書いた通り再興の過程を築くということを目標に一般家庭での伝統工芸品，技術を普
及させる方法を考えているのだが，まずは既に世界で応用されているそれらを紹介しようと思
う。人類にとっての大きな課題を解決する手段となる可能性を見出されているのはおりがみだ
ろう。

これは，ミウラ折りという折り方である。これは現在，紙の地図の保存や宇宙ヨットのソー
ラーパネルなどに用いられているものだ。これは，全ての折り目がひし形になっていて折りた
たんだ状態から一気に開いたときの耐久性が高く破れづらい上，大きなものでも持ち運びしや
すいサイズまで折りたためるという事で重宝されている。この技術の応用で宇宙で使われるソ
ーラーパネルを現地で組み立てる必要がなく，作業員の危険を減らすことと持っていくものの
規模縮小を同時に行うことが可能となった。
また，折り紙は現在医療分野への応用方法も研究されており，難病エイズの治療への手掛か
りになるのではないかという注目もされている。
このように，一般家庭には普及されていないものの日本の伝統技術や伝統工芸品は世界中で
様々な分野での応用が始まっている。
では，本題。伝統工芸品の現状を見てみよう。
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２．本論
2ー1

これは少し古いが昭和49年（1974年）から平成25年（2013年）までの伝統工芸品の生産額，
従事者数，企業数，指定品目数を表にまとめたものだ。出典は経済産業省製造産業局『伝統的
工芸品産業をめぐる現状と今後の施策について』2008年である。廃れている，とはいったもの
の指定品目数が増えているという事実がここにはある。伸びは以前より低いものの新しいもの
をつくる挑戦をしているのだ。そこから読み解けるのは品目開発を続けているという事実であ
り，それはつまりまだ伸びしろがあるということだ。ではその伸びしろを生かすためにどのよ
うに刺激すればよいのか。

2ー2
伝統工芸品の再興のためには，伝統工芸品が何なのかを知るだけでは足りない。そのものを
知ったうえで，新たな興味・アイデアが出てくるようにするには，実際の生活に伝統工芸品を
どう利用することが出来るのかをつかむことができればいいのではないだろうか。
この2年コロナウイルス感染症によって経済の硬直を脅かされ，様々な企業が苦しむ結果とな
っている。そこで，私たちはVR技術を利用したらいいのではないかと考えた。
まず，VRとは何かについて調べた。VRとは，自分たちが存在しているかのように感じるほど
に精密な映像技術により構築された仮想空間を体験する技術である。現在，この技術は多くの
ことに利用され，また応用が試みられている。主に，ゲームやビデオに利用されており，私た
ち消費者からしても身近なものとなっている。また，企業の中にもプロジェクトを通してVRを
活用している所もあるようである。このように，VR技術は今現在注目を集めている。伝統技術
を用いた日本家具を取り入れた実際の生活空間の体験や，伝統工芸品単独の展示を行うことが
でき，人々の興味を惹くこともできるようになると思われる。
しかし，これらのことをおこなうためには，次の３つの問題点があると気づいた。
【Ⅰ】高価格VR機材の費用削減
【Ⅱ】VRで投影する画像・資料の作成技術
【Ⅲ】VRを利用する為の通信環境の確保
私たちは，これらの問題を解決し，伝統工芸品の再興をするための過程を築きたい。
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【Ⅰ】高価格のVR機材の費用の削減
現在のVR機器の市場を見ると，出荷台数は毎年1000万台〜1500万台単位で増えている。また，
ビジネスで使用されるVR機器が全体のVR使用場所の過半数を占めている。
このことから，世界中でのVR機器の供給，需要共に急激に増えていることがわかる。
まだ先のVR機器の需要は計り知れないが，このまま需要と供給が右肩上がりと想定できる。よ
って価格の変動もどうなるかはさっぱりわからない。市場を常に追っていき，価格が低い時に
できるだけ性能が良い機器を獲得する他に手段がないと思われる。
【Ⅱ】VRで投影する画像・資料の作成技術
VRは機器があるからすぐ使用できる物ではない。VRで投影する動画・画像の撮影し，その資
料をVR機器に取り込まなければならない。それらの技術は素人がするには難しい。そこで，技
術者の募集またはVRの動画を作成する企業に協力を求めなければならない。現在，伝統技術が
すたれて来ているとはいえ，伝統技術に興味を持つ人たちが集まり，様々な活動を始めている
傾向がある。そのため，募集をかけるとそのような人たちが自然と集まってくると思われる。
また，VRの動画作成を専門とする企業がいくつかある。その企業の力を借りることができる。
例として，株式会社ユニモトがある。この企業は，2011年より360VR動画の製作・撮影・開発を
手がけるコンテンツメーカーである。現在は，動画作成の依頼も受けている。このような企業
も有効活用して技術者を集めるとよいと思われる。
【Ⅲ】VRを利用する為の通信環境の確保
VRは基本室内で使用するとする。

上り平均速度
下り平均速度

光回線
255Mbps
208Mbps

ポケットWiFi
33Mbps
8Mbps

ホームルーター
32Mbps
5Mbps

この表から考えると，光回線が圧倒的に通信速度が速く，VRで空間体験するうえで最も重要
となってくる動きの滑らかさが最大限に生かされることがわかる。
だが，光回線は通信局とVRを使用する場所とを直接光ファイバーでつないでいるため，もしV
Rを使用する場所を移動させることになった場合，もう一度通信局とつなぎ直さないといけな
い。，
ＶＲ体験を開催する場所，各参加者の自宅であったり，一つの会場であったりによって条件
が変わり，少し手間がかかることになる可能性があるが，実際の生活空間を現実に限りなく近
づけて体験してもらうためには，光回線が一番良いと考えられる。
これらが私たちの考えた解決策である。これらを駆使して，ＶR体験を実施することで伝統技
術の衰退を食い止め，さらには多くの人の注目を浴びることができるだろう。

３．考察
これまでの内容を踏まえた私達の提案はＶＲを使って家でも気軽に伝統工芸品，伝統技術を
多くの人に体験してもらうことだ。コストの問題や扱い方の問題等の様々な問題はあるが，そ
れでもVRを使えば様々な所に住む人々が伝統工芸品に触れられるようになるのは確実である。
しかも現地に行かなくても良いため新型コロナウイルスなどの感染症対策も十分である。更に
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もしもこの案がうまくいけばVRだけでなく，その他の最新テクノロジーを伝統技術の再興への
応用に生かすことへの抵抗が減り，最新技術，伝統技術双方の普及が見込まれる。

成功している例としては，漆産業だ。漆産業の切削の行程に3DCGデータ（コンピュータグラ
フィックス）や三次元形状入力システム（3Dプリンター）を導入することにより，デザインか
ら試作までの期間の短縮，素早い模型さけ制作によるデザインの早期決定，伝統工芸において
難しい〔同じもの〕の作成が可能になった。
他にも，関係のないような製品と伝統技術との組み合わせもある。この画像のように，藍染
とスニーカーのコラボなど伝統工芸の技術が現代人気がありよく使われている物に応用をきか
せたもの，炊飯器と南部鉄器とのコラボや津軽塗とスマホカバーのコラボなど伝統工芸品の美
しさを生かした商品が多々あった。

４．結論
上にあるこのサイトにあるように，計画が練られ実際に使えるようなシステムや道具が開発
されようとしている。現代の技術を使って伝統技術・伝統工芸品を広めていくというプロジェ
クトに最新技術を組み込んで新しい可能性を見出してみてはどうだろうか。もしかしたら，い
つでも気軽に日本の文化に触れられる日が来るのは案外近い未来なのかもしれない，とあなた
は思いませんか？

５.参考文献
１）かっぱの戯言～徒然なるままに～ https://ameblo.jp/euler-334/
(2021年 10月13日閲覧)
２）経済産業省製造産業局『伝統的工芸品産業をめぐる現状と今後の施策について」2008
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/nichiyo-densan/index.html
(2021年11月11日閲覧)
３）伝統工芸の魅力を再発見！職人の技術とテクノロジーがコラボした最新の商品事例7選
https://ferret-plus.com/7750 (2021年12月12日閲覧)
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広島大学附属福山高等学校
４年｢体験イノベーション｣

福山市のばらによる活性化

４年Ｄ組

研究者
５班

上川千尋
川ノ上裕也
坂本芳樹
西村颯真
森分美由希

１．序論
福山市のホームページ 1）によると、福山市の人口はこれから減少傾向になると考えられている。ま
た、15 歳未満の年少人口は一貫して減少傾向にあり、15∼64 歳の生産年齢人口も 1995 年をピークに減
少傾向にある。一方 65 歳以上の高齢者人口は増加傾向にあり、2005 年頃から高齢化率 21％を超えて超
高齢社会に突入していたことがわかる。

また、2013 年度の福山市の財政見通し 1)によると 2023 年には約 48 億円の赤字となることが予想され
ている。そして、今後の更なる高齢化などに伴い、赤字額は増加していく恐れがある。
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これを避けるために福山市の特徴の 1 つであるばらを有効利用することはできないかと考えた。福山
にばらの印象を付け福山市に訪れてもらう、ばらに関連する商品を売った分の利益を財源とするなどと
いった方法で財政困難を避けようという考えだ。このような取り組みを行うにあたって、まず福山市の
知名度や福山市のばらの知名度、そしてばらの有効的な利用方法を調べてみようと思う。

２．本論
２－１ 福山の知名度調査
福山市が「福山市」と聞いて思い浮かべるものをインターネットで調査したもの 2)。調査対象は福山
市を除く全国の 20 歳以上の男女 2,000 人。
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「ばら・ばら祭り」と回答した人はわずか 20％。また、「特に思い浮かばない」と回答した人が最も
多く、44％を占めていることが分かる。さらに、別の調査において、調査対象を中国地方以外に住む
人々に絞ると、ほとんどの人が「福山市」と聞いて特に思い浮かぶものがないという結果になった。こ
の事から、福山市の知名度が低く、福山市と聞いてばらが思い浮かぶ人ももちろん少ないことが分か
る。
下は、同調査で「福山市」で知っているものを調査したもの 3）。
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こちらもばらに関連する回答である「ばら公園」、「福山ばら祭」は約 15％に留まり、「この中にあ
てはまるものはない」が半数以上を占めていることが分かる。つまり、福山市を除く全国の人々は、福
山市の「ばら公園」や、「福山ばら祭」の存在自体を知らないということが言えるだろう。
そこで我々は、福山市の知名度をあげると共に、福山市のばらとの繋がりを知ってもらい、ばらを目
的に福山市に訪れる観光客や移住者を増やしたいと考えた。観光客や移住者が増えることで、福山市の
経済はより豊かになり、少子高齢化や財政難に対する解決が見込まれるだろう。さらに、福山市の知名
度が上がることは言うまでもなく、ばらに関連した商品も知名度が上がるにつれて売上額が上がるだろ
う。
一方、ばらに関連した商品の知名度を上げることで、福山市を知ってもらうきっかけにすることも出
来るだろう。

２－２ バラの利用法
①観賞用
ばら公園などの福山市内の観光名所を広めると同時に、家に飾ることの出来るバラを普及させる。
②日用品
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香水や化粧品などにばらを用いる。
③食用
ゼリーや紅茶、ジャムなどに使える食用ばらを用いて食品を作り、福山市のお土産として販売す
る。
現在、一般的なばらの利用法は①の観賞用である。そこで、他都市に先駆けて②・③のようにバラを
用いた商品を生産し販売することで、福山市の知名度を上げる。
このような取り組みをするにあたって、福山市で③に当てはまる企業の取り組みが現在行われている
かを調べると、福山市のマチモト株式会社という企業で食用バラを活用した商品を生産していることが
分かった 4)。

３．考察
たとえどれほどいい商品ができても、それが知られていなかったら財源は確保できない。そのため、他の
都市にどのようにして商品の情報や魅力を知らせていくかが、成功するカギとなる。地域振興に成功した都
市の事例を調べてみると、おおよその都市でインターネットを用いたプロモーションビデオや広告の作成や
インターネット通販などメディアへの情報発信を積極的に行っていることが分かった。よって、福山市もこ
のようなメディアへの発信が求められる。具体的には、福山市のばらを用いた商品や、「ばら公園」、「福
山ばら祭」の様子の写真などを SNS に投稿して、特に若者向けに情報を発信していくことが必要だと考え
る。

４．結論
今後更なる少子高齢化や財政難に陥ると考えられる福山市の知名度を上げるために、ばらを使った商
品開発やインターネットによる情報発信などといった様々な用途にばらを用いるべきである。また、開
発した商品はインターネットでプロモーションを行うのが良いと考えられる。

５．参考文献
１）福山市ホームページ，「福山市人口将来展望分析」
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/life/219881_1105779_misc.pdf（2022 年 3 月 11
日閲覧）

２）福山市ホームページ，「第五次福山市総合計画策定のための基礎調査報告書」， p31,pp105106,pp118-138
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/life/79839_203830_misc.pdf
(2022 年 1 月 17 日閲覧)
３）福山市ホームページ，「ローズマインドについて」
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/rosetownfukuyama/22390.html
(2022 年 1 月 11 日閲覧)
４）食用バラマチモトホームページ，http://www.machimoto.co.jp/ (2022 年 3 月 13 日閲覧)
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広島大学附属福山高等学校
４年「体験イノベーション」

コロナ禍と運動不足の関係

研究者 4 年 D 組 6 班

川端健太 大屋諒典 白須昂 山本愛子 服部結生

１．序論
現在、新型コロナウイルスが猛威を振るっている。新型コロナウイルス感染拡大により、私たちの生活は大きく変化し、
健康にも影響が出てきている。

このデータは株式会社第一生命経済研究所が男女 1,000 人を対象に行った「第 2 回 新型コロナウイルスによ
る生活と意識の変化に関する調査」の結果の一部である。「運動不足だと感じている」と答えた人は 71.7%にも及
んでいる。多くの人が運動不足に陥っている現在、運動不足は何が問題であり、私たちは運動不足とどのように
向き合って行かなければならないのだろうか。

２．本論
２－１ 歩数の変化
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これは株式会社リンクアンドコミュニケーションが健康アプリを使って調査した歩数の変化を表すグラフである。平成 29
年度「国民健康・栄養調査」の結果では、日本人の平均歩数は 6,322 歩で、その半分未満となる「3,000 歩未満」、
「3,000～6,000 歩」、「6,000～9,000 歩」、「9,000 歩以上」の 4 段階に区分し、期間による変化を分析している。
＜調査期間＞
① コロナ影響前（2020 年 1 月 12 日（日）～2 月 1 日（土）の 3 週間）
⇒新型コロナウイルスによる生活への影響がさほど大きくなかったと想定される期間
② 自粛要請（2020 年 2 月 23 日（日）～3 月 28 日（土）の 5 週間）
⇒政府や厚生労働省からの自粛要請が発表された 2 月末から 3 月にかけての期間
③ 緊急事態宣言（2020 年 3 月 29 日（日）～4 月 11 日（土）の 2 週間）
⇒4 月 7 日の緊急事態宣言発表の前後の期間
3,000 歩未満の割合は、コロナの影響がさほど大きくなかった 1 月（①の期間）では 17.8％だったのに対し、自粛要請
期間（②の期間）では 20.1％、緊急事態宣言期間（③の期間）では 28.4％となり、30％近くまで増加している。また、
6,000 歩未満の割合は、1 月は 50.2％、その後緊急事態宣言期間には 63.4％と、その差は 13.2 ポイントと急増してお
り、全体的に歩数が減っていることがうかがえる。原因としては、不要不急の外出の自粛、テレワークやオンライン授業
などが考えられる。

歩数で消費しているエネルギー（※3）と、運動で消費しているエネルギーを足し、厚生労働省が「健康づくりのための
運動指針 2006」で推奨している 1 日の活動量の 200kcal（※4）と比較した。3,000 歩未満の人は、1 日に約 90kcal 分
の消費エネルギーが不足していることが分かる。90kcal を消費するためには、掃除であれば 24 分、自宅でできる軽め
のエアロビクスで 17 分、ウォーキングで 21 分の時間が必要である（表 1 参照）。3,000 歩未満の方は、不足している
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90kcal 分を追加で消費する必要がある。
（表 1）体重 60 ㎏の人が、90kcal を消費するために必要な活動の時間
※3 歩数の消費エネルギーは、1000 歩分の消費エネルギー＝10 分×3 メッツ×体重 60 ㎏＝28.8kcal として計算し
た。それぞれのグループの歩数は、「3,000 歩未満」は 2,500 歩、「3,000～6,000 歩」は 4,500 歩、「6,000～9,000 歩」
は 7,500 歩、「9,000 歩以上」は 10,000 歩として計算した。
※4 「健康づくりのための運動指針 2006」では 1 週間で 23 エクササイズ（Ex）の活動を推奨しています。それを 1 日あ
たりの消費エネルギーに換算すると、体重 60 ㎏の人では 23Ex×60 ㎏÷7 日≒200kcal となる。
ここでの運動とは歩くこと以外でのカロリー消費、(家事
や仕事)のことだと思われる。

２－２ コロナ禍の運動不足がもたらす危険
1.肥満の原因になる

このデータは、2020 年 5 月 12 日～5 月 13 日にそれぞれ男女 300 名を対象にインターネットで実施したもの。
新型コロナウイルスの流行により、外出を控えるようになり、家で過ごす時間が増えている。この調査結果を見る
と、「変わらない」がどちらも大半を占めてはいるものの、女性では 42.7%、男性では 30.4%が体重増加を経験して
いることが分かる。
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このデータは提供された 4595 人の体重のデータを分析し 2020 年 2 月 1 週（2 日～8 日）の数字を基準として、5
月 2 週（10 日～16 日）まで、週ごとの変化を調べたもの。1 日当たりの歩数が 6000～9000 歩までは体重が増加
したのに対し、9000 歩以上の人は、体重が減少していることが分かる。(体重が増加した人の多くは 0％以上～
2％未満の増加だったが、中には約 9.8kg も体重が増加した人もいた)
このように運動不足は体重増加に直結していると言える。
運動はカロリー消費に効果的であり、体脂肪の燃焼のために必要不可欠である。年齢を重ねるごとに基礎代謝
は徐々に低下するので、運動をしないと食べた物を消化しきれず胃腸に負担をかけてしまう。
2.生活習慣病にかかりやすくなる

このデータは、男性 39183 人、女性 43851 人、合計 83034 人を対象に身体活動量(安静にしている状態より、多
くのエネルギーを消費するすべての動きのこと。運動だけでなく通勤や買い物、家事や 仕事など日常生活の中
で意識して体を動かすこと全てを含む)の多さによって 4 つにグループに分けて対象者の全死亡、がん、心疾
患、脳血管疾患での死亡との関連を調査したもの。
このデータから男性の場合、脳血管疾患については、死亡リスクの低下は見られなかったものの、ガン死亡リス
ク、心疾患死亡リスクは身体活動量が最大のグループでそれぞれ 0.80 倍、0.72 倍となっている。女性の場合、ガ
ン死亡リスクは身体活動量が最大のグループで 0.69 倍となり、心疾患と脳血管については、身体活動量が最大
のグループが 1 番死亡リスクが低い結果にはなっていないものの、どちらも死亡リスクの低下傾向が見られる。
慢性的な運動不足は血行を悪くし、体の中に老廃物が溜まって、疲れやストレスを感じ易くなり、この状態が続く
ことでがん、動脈硬化、高血圧、心臓病などの生活習慣病にかかりやすくなる。
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3.タスクの効率が落ちる
勉強や仕事であまり動かない状態が続くと、血行が悪くなる。また、仕事での緊張状態では脳が疲れるためストレ
スがどんどん溜まり、放っておくと効率は下がる一方となる。
4.うつ病やその他の精神疾患のリスクを高める
運動不足は自律神経系の働きを抑えてしまい、体のホルモンバランスを大きく乱し、気持ちが非常に不安定な
ど、体の免疫力が落ちるだけでなく、心の病への影響も出てくる。

２－３ 運動をしない理由

楽天インサイト株式会社は、楽天インサイトに登録しているモニター（約 220 万人）の中から、全国の 20 代から 60
代の男女 1,000 人を対象に「スポーツおよび日々の運動に関する調査」を実施した。これはその調査の一部「定
期的に運動またはスポーツをしますか」という質問に対しての結果を示したグラフである。運動をしない理由につ
いて｢時間が無い｣という意見が最も多く、｢体を動かすことが苦手｣｢運動が好きではない｣｢運動に興味がない｣な
どの運動に対して消極的な意見は、全体の 6 割以上も見られた。また、｢場所や施設がない｣｢お金がない｣などの
理由も見られた。
〇運動を習慣化する
運動不足を解消するには一時的に運動するのではなく、それを継続することが必要である。そのためには、運動
するモチベーションを維持しなければならない。そこで、何時間行ったかなどを数字で運動記録を残すことや運
動を行った日はカレンダーに記録しておくなど、目に見える形で残しておくことが有効である。また、それらを簡単
に記録できるフィットネス用アプリケーションも活用することで、｢運動する仲間と繋がれる｣、｢運動の管理、計画が
行える｣など、さらに多くのメリットが得られるだろう。

2-4 運動によるコロナ感染時のリスク軽減について
米国の主要な保険システムであるカイザーパーマネンテが、2020 年 1 月 1 日～10 月 21 日に、新型コロナに
感染したと診断された 4 万 8,440 人の成人を対象に行った調査によると、ウォーキングなどの運動や身体活動を
習慣として行っている人は、新型コロナウイルスに感染しても、重症化や死亡のリスクを大きく減少できることが明
らかになった。
調査の対象となった人は、カイザーパーマネンテの運動調査「エクササイズ・バイタルサイン」を、2018 年 3 月〜
2020 年 3 月に 2 回以上受けていた。これは、週の中〜高強度の運動の頻度と、運動強度ごとの 1 回あたりの平
均時間などを電子健康記録に記録するというものであった。
対象者の年齢の中央値は 47 歳、女性は 61.9％で、週あたりの運動時間は 150 分以上が 6.4％(活動群)、10 分
以下が 14.4％(運動不足群)だった。全員のうち 8.6％が入院、2.4％が ICU に収容、1.6％が死亡した。
結果から以下のようなことがわかった。
運動不足群は活動群に比べ、入院率は 2 倍以上に、ICU 収容率は 1.73 倍に、死亡率は 2.49 倍にそれぞれ
上昇した。
運動不足群は、年齢 60 歳以上、また臓器移植を受けたことのある人を除く場合に、基礎疾患(がん、糖尿病、
循環器疾患、腎臓病、高血圧など)のある人よりも、死亡リスクがさらに高かった。
人種や年齢、性別、基礎疾患など他の要因が与えた影響についても分析しており、その結果、運動不足である
ことは年齢と臓器移植歴を除き、他のあらゆる基礎疾患やその他のリスク要因よりも強力な危険因子であることが
わかった。
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※研究成果は、医学誌『British Journal of Sports Medicine』のオンライン版に掲載されている。データはないで
す。

３．考察
コロナ禍ではコロナ流行前と比べて運動量が減少している。そして、運動量が減少することで健康面や生活面に悪影
響が及ぼされている。運動不足を解消するためには運動を習慣化することが大切だが、運動をすることに抵抗がある人
が多く、その人たちにとって、運動を始め、習慣化することは難しい。また、運動をすることによってコロナ感染時のリス
クを軽減することもできる。以上より、運動不足を解消することによって得られるメリットはとても大きいと考えられる。

4．提案 • 結論
私たちは運動をすることに抵抗がある人に向けて、スマートフォンを利用した運動を提案する。
①YouTube を利用する
YouTube は気軽に視聴することができる。新型コロナウイルスが流行した頃から、家でできるストレッチや筋トレの動画
が多くなっている。これらの動画は短いものから長いもの、簡単なものからハードなものまで幅広く存在している。これら
の動画を活用することで気軽に、効果的に運動をすることができるだろう。また、外出をする必要がないため新型コロナ
ウイルスにかかるリスクはない。
②位置情報ゲームアプリの利用
現在、ポケモン GO やピクミンブルーム、ドラクエウォークなどの位置情報ゲームアプリが多くある。最も有名なのがポケ
モン GO である。ポケモン GO ではスマートフォンの GPS 機能を使用しながら移動することでポケットモンスターキャラ
クターの捕獲・育成・交換・バトルを画面上でプレイする。基本プレイは無料で、スマートフォンを持っていれば誰でもプ
レイすることが可能である。これらのアプリをきっかけにジョギングやウォーキングを始めることができる。

運動は健康を維持するために必要不可欠なものであるため、コロナ禍の運動不足を深刻な問題と捉えなければ
ならない。運動に対して消極的にならず、前向きな姿勢で取り組んでいくことが大切なのではないだろうか。

5．参考文献
１）(株)第一生命経済研究所

第 2 回 新型コロナウイルスによる生活と意識の変化に関する調査 (健康編)

http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/ldi(2022/02/04)
２）株式会社リンクアンドコミュニケーション 「新型コロナウイルス流行下での生活習慣の変化」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000018672.html(2022/02/04)
３）nippon.com
https://www.nippon.com/ja/news/fnn2020061251600/(2022/02/04)
４）運動不足が原因で毎年 5 万人が死亡！？健康づくりに欠かせない「運動の効果」とは？
https://www.mfa.co.jp/cando/cando-483/(2022/02/04)
５）身体活動量と死亡との関連について
https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/320.html(2022/02/04)
６）運動不足による影響(マイナビ転職)
https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/suppli/healthcare/054(2022/02/04)
７）スポーツおよび日々の運動に関する調査(RakutenInsight)
https://insight.rakuten.co.jp/report/20180829/(2022/01/06)
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未来を切り拓く昆虫食
研究者

４年Ⅾ組

７班

横山陽向 玉井悠 林昂希 岡美月 岸野秀美

１．序論
世界中で様々な社会問題があり、それらの解決には困難を要している。我々はその中でも特に、環境
問題や食糧問題に焦点を置いた。これらの問題解決の一助となり、我々の未来を担うとされている昆虫
食。無論、我々のような一高校生が大規模な食糧問題に対して一石を投じることは難しい。そこで我々
はこの昆虫食を日常生活の中でも広げることを通し、環境問題や食糧問題の改善に繋げることを提案す
る。そしてその礎として日本国内での養殖物の昆虫食に目を向け、どうすれば日本国内で昆虫食が普及
するのかを研究する。

２．本論
2-1 昆虫食の歴史
昆虫食の歴史は古代ギリシア・ローマにまで遡る。古代における昆虫食関連の記録は多くはないが、
3500〜2500 年前の古代ギリシア・ローマの時代においてバッタやセミやカミキリムシ等が盛んに食さ
れていたと言われる。
日本においても農耕時代以来、外注駆除・食料の確保という面で一石二鳥であるため、稲の害虫とし
て知られるイナゴの仲間を食していたという。これに関しては容易に想像もできるだろう。3c 頃に伝播
したと言われる養蚕業が 6c 頃には広く普及していたことから蚕を食用利用していたのではないかとい
う見解も見受けられる。
平安時代に入ってからも、日本最古の薬物辞典「本草和名」にイナゴを食べていたという記述が見ら
れる。なぜ薬物辞典にそのような記述があるのかというと、おそらく中国から伝来した漢方薬には昆虫
を原材料とするものが多いからだ。昆虫食という観点からは若干反れてしまうが、平安時代には食用の
みならず薬用としての昆虫の利用もあったのだろう。
そして時は過ぎ、江戸時代に入ってからもイナゴの蒲焼（螽蒲燒賣）として、イナゴを串に刺し、蒲
焼にして食されていたことが、江戸時代の有名な百科事典「守貞謾稿」に記述されている。その他にも
ゲンゴロウやタガメ、そして現在では「ハチの子」という名で比較的メジャーなハチの幼虫も食す文化
があったようだ。
以上のことをまとめると、日本は古来より昆虫食の文化があり、昔から食糧面において支えになって
いたことは間違いない。近年、昆虫食が「ゲテモノ」として扱われるに至ったのは、過剰とも言えるま
での食糧の豊かさと、昆虫とのふれあいの場である自然の減少・消滅が故であろう。

2-2 昆虫食のメリット
2-2-1 環境
ここでは初めに食糧生産時に排出される温室効果ガス削減について話そうと思う。 温室効果ガス
を削減するにはどうしたら良いのか。この話題ついて話されるとき「地産地消」がよく話題に上がるだ
ろう。しかし我々はそれでは不十分だと考えた。
Livestock's Long Shadow: Environmental Issues and Options1)によると人間が排 出する温室効果ガ
ス（CO2 換算）の内 18%は家畜を飼育する際に排出されたものであ り、これは物を輸送する際に排
出される量より多いのである。
下のグラフは OurWorldinData.org2）による各食品生産物 1kg あたりの温室効果ガスの総排出量を示
しているのであるが、このグラフの内、輸送によって排出される部分は赤い部分だけである。またそれ
ぞれの排出量は生産物によって大きく異なる。このように輸送による温室効果ガス排出量は、食料生産
中に排出される量と比較すると 微々たるものであり、つまり温室効果ガス削減においては「食料がど
こからやってくるか」よりも、「何を食べるか」の方が重要である。そして「何を食べるか」というこ
とは直感的にそう思われるように環境に大きく影響を及ぼすのだ。
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【各食料品１㎏当たりの二酸化炭素量(㎏)】

では何を食べるのか。そうだ。虫、昆虫である。
昆虫食を広めることが初めに述べた問題の解決の一助となりえるのは、ほかの家畜と比べた時の昆虫
の特性にある。下のグラフを見てみよう。まず昆虫は CO2 を主とする温室効果ガス発生量が他の家畜
に比べて少ない。また、アンモニアの排出量も少なく 10 倍の差がある。アンモニアは主に反芻動物の
腸内発酵と家畜の糞尿から生まれてしまうからだ。3)
【虫と豚と牛の温室効果ガス（上）とアンモニア（下）の排出量】
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メタンと亜流酸化窒素は温室効果ガスの中でも環境に与える影響が大きく、地球温 暖化係数 4)
（GWP:二酸化炭素を基準に、各種気体が大気中に放出された際の濃度あたりの温室効果の 100 年間の
強さを比較して表したもの）によるとメタンは CO2 の 25 倍、亜流酸化窒素は 298 倍である。ではこれ
らのガスと昆虫たちはどんな関わりがあるのだろう。昆虫の中でメタンを生産するのはゴキブリ、シ
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ロアリ、コガネムシのみであり、さらに亜流酸化窒素は農場の糞尿から生まれるのだ。3)
2-2-2 食糧問題について
世界人口は現在世界人口白書 20215)によると 78 憶 7500 万人であり、そのうち 10 億人 は飢餓状
態にある。2050 年には世界人口は 95 億人以上にまで増加することが予想され ており、1 日に必要な
タンパク質は体重の 1/1000 だと言われており、1 人当たりの平均 体重を 50kg と仮定した場合、2050
年には年間約 1.8 億トン(1 日あたり 50 万トン)のタンパク質の供給が必要になる。つまり、2050 年には
2005 年時のタンパク質の約 2 倍の 供給量が必要になるとの計算だが、現在の農業・畜産業の在り方
のままでは早ければ 2025〜30 年頃には需要と供給のバランスが崩れ始めると予測されている。6)

昆虫食は飼育の面においてこの問題を解決するのに適しており、昆虫は変温動物
のため、飼料
変換効率が高い。米国の一般的な生産方法では、肉を 1kg 太らせるた
めに必要な飼料は鶏の場合は
2.5kg、豚は 5kg、牛は 10kg なのに対しコオロギは約
1.7kg となっており、昆虫は圧倒的に少な
い。加えて鶏や豚の 55％、牛の 40％に対
し、コオロギは最大 80％が可食・消化可能であると
推定されている。昆虫食は
食品ロス対策にも繋がっているのだ。つまり、コオロギの飼料から
肉への変換
効率は鶏の 2 倍、豚の少なくとも 4 倍、牛の 12 倍であるのだ。3)
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また、ミールワームのみについての話になるが、ミールワームのタンパク質 1kg の 生産にかか
るエネルギー使用量は牛肉より少なく、豚肉と同等で、鶏肉や牛乳よ りわずかに多い。ミールワ
ームのタンパク質を生産するのに必要な土地 1 ha に対 して、同タンパク質量の牛乳を生産する
には 2.5 ha、豚肉または鶏肉を生産する には 2~3.5 ha、牛肉を生産するには 10 ha が必要であ
る。3)別の調査でも 1g のタ
ンパク質を生産するのに必要な敷地面積は虫が 18 ㎡であるが鶏は 51 ㎡、豚は 63
㎡、乳牛は 254 ㎡とどちらも昆虫の方が少ないエネルギーと面積で飼育できるもの
である。
昆虫を採取したり養殖飼育したりすることは、生計多様化の一作になり得る。 野生の昆虫は
直接簡単に採集でき、養殖のための基本的な道具に必要な資本も最 低限で済む。そのため昆虫を
原野で採集、養殖、加工し販売することは女性や土 地を所有しない貧しい人々にもできるのだ。
こうした活動は食生活を直接的に向 上させ、収入源にもなる。7)
おわかりいただけたであろうか。昆虫食は優れている面が多くこれからの未来に役 立つこと間違い
なしである。では現状昆虫食はどうなっているのだろうか。
2-3 昆虫食の現状
世界の昆虫食市場は株式会社日本能率協会総合研究所によると 2019 年度で 70 億円であり、今後
2025 年には 1000 億円規模になると予測されている。8)昆虫はアジア 29 国、南北アメリカ 23 国で食べ
られ、アフリカの 36 国では少なくとも 527 種の昆虫が食べられており、世界で食用にされる昆虫の種
類は 1900 種にものぼるといわれる。3)これは文化圏によって呼び方が異なる上にその中でも方言のよう
にまた呼び方が変わっていくからだ。しかしながら世界の食肉市場規模、1 兆 8000 億ドル（約 200 兆
円）9) と比べればまだまだである。そもそも日常生活で昆虫食は普及しているとは言い難い。ここで日
本国内に目を向けてみよう。BUGS GROOVE10)によると日本の昆虫食市場の各分野で実績がある企業
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は 33 社で 1 位のアメリカの 75 社に大きく差をつけられている。

そして消費者の昆虫に対する意識も低い。17～19 歳の男女 1000 人を対象に実施した インターネ
ット調査で、代替たんぱく源として「代替肉=フェイクミート、ソイミー
ト」や「昆虫食」を食べ
てみたいか聞いたところ、昆虫食に関しては 83.8%が「いい え」と答えた。11)

３．考察
このように、多くのメリットのある昆虫食だが、先に述べたように、まず取り扱うメーカーが少なく、
その一つ一つの商品が高価なことが日本では普及していない原因なのではないかと考えられる。そし
て、それは、日本での需要の少なさと、生産方法がまだ確立されていないことによって引き起こされて
いると考えられている。まだ普及段階にある昆虫食を生産する、もしくは大規模生産に踏み切る企業が
少ないことは当然のことであろう。
では、なぜ昆虫食が普及しないのか。

この資料から読み取れるように、やはり見た目の問題が大きいようだ。12)
見た目を受け入れられないことは、変えようがない。よって、自身で昆虫を育てて食べる自給自足の
ような形で昆虫食を普及させることで、自身で育てるという点で、昆虫に愛着が沸き、見た目の問題
を、企業が間に入ることによる本来の生産コストよりも高値で売られることを防ぎ、価格の問題を、同

158

時に解決することができるのではなかろうか。

４．結論
我々は、上で述べた通り昆虫食が日本で認識されるには、まず消費者たちの昆虫食に対する抵抗感
を消す必要があると考えた。
そこで我々が提案するのは、家庭菜園ならぬ｢家庭虫園｣である。これの代表的例にＬＩＶＩＮ
Ｆａｒｍｓ Ｈｉｖｅというものがある。これは、キッチンで出た生ゴミ(野菜)のみで、ミルワー
ムを２００〜５００ｇ収穫することができる。13)ミルワームに抵抗がある人は、コオロギなどで最
初は始めても良いかもしれない。
家庭虫園によって、昆虫への抵抗感がなくなり、更には昆虫食の栄養価の高さも実感できる。た
くさんの人に昆虫食が浸透していけば、企業も昆虫食の大量生産を実現しようとしていくのではな
いか。そして、たくさんの企業が昆虫食の大量生産に取り組めば、これまでの昆虫食の問題だった
コスト面も解決されていくと我々は考えた。
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人と環境に優しいリサイクル

D8班

尾崎 智永 北村 日昇

寅尾 悠翔 藤井 結菜

米本 夏実

１.序論
体験イノベーションの授業でエフピコに訪問した際、障がい者雇用など、多様性を重視し
た環境でした。そこで、ゴミの回収においても多様性を尊重した回収方法が必要なのではな
いか、と考えました。
実際、班員が祖父母の口から「ゴミ出しが遠くて大変」という言葉を聞き、高齢者や障が
い者の方はゴミ出しが決して簡単なことではないという現実に直面しました。そこで、高齢
者・障がい者の方にも優しい、リサイクル率も上がるような回収方法を考案しよう、という
ことになりました。
２.本論
2-1.エフピコさんの取り組みについて
ダイバーシティ(多様性)を重視しており、36年前
ている。(2021年現在362名)

から積極的な障がい者雇用を実施し

2-2.現在の福山市のごみの回収方法について
福山市のごみの回収方法は大きく分けて、［ⅰ］店頭回収［ⅱ ］家の近くのゴミステー
ションに持って行く の2種類あることが分かりました。
［ⅰ］店頭回収について
まず、店頭回収とは「スーパー等の小売店の店頭に回収容器を設置し、家庭で洗浄した容
器包装（プラスチックトレーなど）を持参してもらう仕組みである」（三菱UFJリサーチ＆
コンサルティングより）。
メリット
● ［ⅱ］家の近くのゴミステーションに持っていくに比べ、コストを削減することが
出来ること。
● 集めた容器包装(ペットボトル等)をリサイクルして再商品化することが出来るこ
と。
● スーパー等の小売店は日常的に住民が通う場所であり、店頭回収はそのライフスタ
イルにあったリサイクルシステムであること。
デメリット
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●

回収ボックスの管理、バックヤードでの保管、集めた資源の処理など店側の負担が
大きいこと。

［ⅱ］家の近くのゴミステーションに持って行く
メリット
● ごみを戸別回収する場合一軒一軒まわらないといけなくなり、一台のゴミ収集車で
一日でまわれる地域の数が狭くなってしまい、広い地域をまわるためには、ごみ回
収の作業員の数を増やさないといけなくなることに対し、ゴミステーションでの回
収では、近くの家の住民がゴミステーションにごみをまとめて出しているので、ご
み回収の作業員が少なくても、広い地域をまわることができること。
● ゴミステーションという一定の場所にごみを出すので、余程ごみの量が多くならな
い限り、通行人の邪魔になりにくいこと。また、大量のごみでもゴミステーシとい
う特定の場所があるので、大量のごみでも出しやすい。
● 大型のカラス除けネットをゴミステーションに保管することができるのでカラスに
容易にゴミ袋をつまみ出され、ごみを荒らされることを防ぐことができること。
デメリット
● 夫婦共働きであるなどの理由で日中家にいることができない場合、ゴミステーショ
ンの掃除をすることができないこと
● メリットの1つに挙げたようにカラス除けネットをゴミステーションに保管する場合
は問題にならないが、カラス除けネットを回収して保管しないといけないとなる
と、多くの人の場合仕事をして帰宅してからになるが、これが大きな負担となるこ
と。

まとめると福山市のごみの回収方法には大きく分けて2種類ありそれらにはそれぞれ異なる
メリットデメリットが存在しています。

メリット
店頭回収

●
●
●

家の近くのゴミ
ステーションに
持って行く

●

デメリット

コストを削減することが
できる
集めものを再商品かして
販売できる
住民のライフスタイルに
あっている

●

ごみの回収ボックスを設置
しているスーパー等の小売
店の負担が大きくなる

ごみがまとめて置いてあ
るのでごみ回収の作業員
が少なくても広い地域を

●

時間がない等の理由でゴミ
ステーションの掃除がしに
くい
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●
●
●

まわることができる
通行人の邪魔になりにく
い
大量のごみでも出しやす
い
大型のカラスネットを保
管可能

●

カラス除けネットを回収し
て保管しないといけない場
合それが住民の負担となる

2-3.訪問回収の課題
2-2より、福山市は店頭回収など、住民がゴミステーションやスーパーなどに出向いてゴ
ミを出さないといけないシステムになっていました。それは自力で動くのが難しい人たちに
とっては困難であるため、回収者が住民のところへゴミを回収して回るシステムにするのは
どうかと考えました。そこで実際に訪問回収を実施している市があるのではないかと思い調
べてみたところ、広島県大竹市が訪問回収を実施していることが分かりました。

さらに大竹市はリサイクル率が広島県内１４市９町中１位、日本国内１７１８市中３３位
という優秀な順位を残しています。しかし大竹市は福山市よりも人口も世帯数も少ないこと
から、ごみの自宅訪問回収ができていると考えました。ですが下の資料からもわかるよう
に、福山市より人口も世帯数も多い倉敷市が訪問回収を実施していることから、理論的には
福山市も訪問回収を実現することは可能であると判断しました。
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2021年（令和3年）3月時点での各市の世帯数、人口

世帯数

人口

福山市

212,621

465,402

大竹市

12,883

26,587

倉敷市

215,881

480,974

2章の本論より私たちは、福山市でも自力でごみを出すことが困難である人のためのごみ
の自宅訪問回収のシステムをととのえる必要があると考えました。なぜなら、2−2の現在の
福山市のごみの回収方法を見てもわかるように、福山市のごみの回収方法は短距離であった
としても自分でごみを回収しているところに赴いてごみを出さないといけないシステムにな
っており、体を動かすのが難しい人にはこれは困難であると考えるからです。
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またこのごみの自宅訪問回収の実現可能性については、本論2−3でも述べた通りで、福山
市比べて人口、世帯数ともに福山市より多い、倉敷市でも実施されていることから福山市で
もごみの自宅訪問回収は可能であると私たちは判断しました。
ごみの自宅訪問回収とは具体的にどのような制度かというと、それぞれの地域の自治体が
定めた、基準に則って自分の力でごみを捨てに行くのが難しいと判断された人の家へ、その
自治体の職員が週に1回ないしは2回ほど赴き、ごみを回収していく制度です。
この制度の大きなメリットは、自分でごみを出しに行くことが困難であると考えられる人
のところへ自治体の職員が直接赴いてごみを回収するため、自分でごみを出すという負担が
なくなることです。このようなメリットがあるごみの自宅訪問回収ですが、これをするため
に新しい職員を雇う必要があったり、新たな予算が発生したりする、などというデメリット
もあります。

４.結論
上記のことから、ごみの自宅訪問回収は、高齢者・障がい者の方に優しく、リサイクル率
が向上することも期待されるため、またごみのリサイクル率が上昇するとマイクロプラスチ
ック問題などの環境問題の解決にもつながり、SDGｓ11番
「住み続けられるまちづくりを」

につながると考えられるので、福山市もごみの自宅訪問回
収を実施することを私たちは提案します。
5.参考文献
https://ie.user-infomation.com/trouble_dust/dust_05.htm
「容器包装リサイクルのコスト低減に有効な店頭回収」櫻井 仁
以下広島県各市HP
https://www.city.takehara.lg.jp/data/open/cnt/3/4450/1/all.pdf?20210902113328
2/19
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/16/16069.html
2/19
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/data/open/cnt/3/16286/1/rakuraku721.pdf?2021021
7143730
2/19
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kankyo/89267.html
2/19
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/134243.pdf
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2/19
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/uploaded/attachment/107749.pdf
2/19
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/31/14577.html
2/19
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/31/14577.html
2/19
https://www.city.fuchu.hiroshima.jp/kurashi/gomi_kankyo/gomi/dashikata/1491.html
2/19
倉敷市hp
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/

2/19
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地産地消
4年E組 １班 浅井嵩洋 岡田佳穂 木村機 寺田菜々実 福千彩都

１．序論
中島商店さんでの研修を通して私たちが通う学校がある福山市の地元の農業について気になったので調べて
みると、農業人口が減り続けているという問題を知った。地元の特産物、農業に興味を持つ若い人が少ないこと
も問題だと考えた。そこで福山市の農業を活性化させるために今回は地産地消の観点から、どのように人々の
関心を向け、農業人口を増やし、地産地消を促進するのかを研究していく。

２．本論
〈地産地消の促進〉
まず地産地消とは国の基本計画であり、地域で生産された農産物をその地域で消費しようとすること、で
ある。
地産地消をすることによって得られる消費者側のメリットには、身近な場所から新鮮な農産物を安価で得ら
れること、自らが生産状況等を確認でき、安心感が得られること、食と農について親近感を得ると共に生産
と消費の関わりや伝統的な食文化について理解を深める絶好の機会となることなどがある。
また、生産者側のメリットは 消費者との顔が見える関係により地域の消費者ニーズを的確にとらえた効率
的 な生産を行うことができること、流通経費の節減により生産者の手取りの増加が図られ、収益性の向上
が期待できること、対面販売により消費者の反応や評価が直接届き、生産者が品質改善や顧客サービス
に前向きになると期待できることなどである。
一方、地産地消のデメリットは、生産者側の負担が大きいことである。農作物を作るだけでなく、地元で売
るためにはかなりの労力が発生する。販売をするための場所の確保や、マーケティングや広報活動、顧客
管理などの作業もある。
さらに、万が一消費者のニーズに合わなかった場合、売れ残りは破棄しなければならない。その処理に負
担がかかり、場合によっては処分料も発生する恐れがある。このように地産地消のデメリットも把握したうえ
で、生産者側が取り組む必要がある。

〈農業の担い手の減少〉

基幹的農業従事者数の変化
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基幹的農業従事者とは、普段仕事として主に自営農業に従事している人のことである。基幹的農業従事
者は毎年減少しており、そのうちの６５歳以上の高齢者の割合がとても高く、平均年齢が６６〜６７歳と社会
の高齢化に伴って農業従事者の高齢化も進んでいることがわかる。
〈なぜ農業の担い手は減少しているのか〉
理由としてあげられるのは、３Kのイメージである。３Kとは、さまざまな訳し方があるがここでは「きつい、汚
い、稼げない」で考える。まず、「きつい、汚い」に関するイメージの克服は農業の機械化によってできる。
「稼げない」に関しては、作物を出荷する際、価格決定権が生産者側にないことが問題となっている。その
ため、自己アピールをしたり、自分で営業することにより自分で価格を決められるようにすることが重要にな
る。また、作業の効率化によって生産コストを削減することができる。これからは、農業の機械化による新３K
「稼ぐ、効率化、簡略化」が求められる。
〈地産地消のデメリットの克服〉
地産地消の課題の克服について、福井県越前市では、地元卸売市場を核として、南越地区管内3つの
農協、13の生産部会（個人52名、団体23組織）で構成される出荷組織が設立され、行政、普及指導センタ
ー、消費者グループ等多様な主体が連携し、地元量販店での地元産コーナー設置による直売システムを
構築した。

課題解決の取り組みと成果
このように、地産地消の課題の克服で大事なのは、「多様な主体と連携」することである。
生産者の負担を減らすために、生産者が様々な主体と連携し負担を分け合い、多種多様な方面で生産物
をアピールすることが必要だ。

〈地産地消の成功例〉
農林水産省は、農林漁業の持続的かつ健全な発展、農林漁村の活力の再生および食料自給率の向上
を目的に、毎年、全国の地産地消及び国産農林生産物・商品の消費拡大に資する取り組みを募集・審査
しすぐれたものを表彰している。
地産地消優良活動表彰事例 令和２年度 農林水産大臣賞 食品産業部門
株式会社 筑前町ファーマーズマーケット みなみの里
筑前町ファーマーズマーケットみなみの里(以下 みなみの里)は、食と農をテーマにした直売所・加工所・
農村レストランを併設した地域活性化の拠点として、筑前町の農産物に徹底的にこだわり、加工品の開発、
学校給食への納入、農をテーマとしたイベントの開催による農業への理解醸成等の取り組みを通して地域
に活力をもたらしている。市場からの仕入れは一切行わず、筑前町産の農産物にこだわり、地元の生産振
興や地域振興に大きく寄与していること、特産の筑前クロダマル（商標登録した地元特産の黒大豆）の生産
振興と地元商店での商品開発の拠点として、加工原料（きな粉）の製造、農業者と商店の連携構築に取り
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組み、地域ブランド形成に取り組んだこと、若手出荷者とグループを結成し、福岡市内のマルシェ等へも出
張販売に積極的に取り組んだことなどが注目すべき特徴としてあげられる。

みなみの里
〈福山市の取り組み〉
現在福山市は、地産地消の推進のために安心安全な農林水産物の供給、地域内流通の仕組みづくり、
生産者と消費者の相互理解の促進を目指している。主な活動には、消費者への情報提供、産直市、PRイ
ベントなどがあり、また、ふくやま地産地消の日が毎月２９日に設けられている。福山市の学校での給食、行
事での郷土料理も様々な年代の人へ地域のものを食べてもらう取り組みの一つとなっている。
福山市の特産物と聞いてまず思い浮かぶのはくわいやバラだろう。しかし、鯛、ねぶと、鯛ちくわ、あんず
など、ほかにもまだ知名度の低い特産品はたくさんある。

ふくやまブランド農産物のシンボルマーク「ふくやまＳＵＮ」

３．考察
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農業従事者の人口は減少傾向にあり、その中の高齢者の割合がかなり高いこと、福山市は地産地消の
促進のために様々な取り組みをしていることが今回の研究で調べてみてわかった。調べる前は、福山の特
産品を考えたとき、私たちはくわいとバラしか思いつかなかった。また、産直市や福山市の地産地消の日な
どはほとんど知らなかった。しかし調べてみると、鯛、ねぶと、鯛ちくわ、あんずなどほかにもまだ特産品が
たくさんあるということを知ることができた。
このことから、まずは地元の人、特に若い人が地元の特産品を知る機会を身近にすることが必要だろうと
考えた。

４ 結論、提案
これまでの内容を踏まえて私たちが出した結論は、福山市の特産物で作ったおにぎりを福山市内のコン
ビニエンスストアや駅で販売することだ。
福山市の特産物にクワイと鯛がある。そこで私たちは、鯛ご飯のおにぎりで、その中にクワイを具として入
れ、おにぎりのてっぺんからクワイの芽の部分を出したおにぎりを考えた。
クワイは大きな芽が出ることから「芽でたい（めでたい）」とかけて縁起がいい食べ物とされているほか、「芽
が出ますように」と出世を願う気持ちが託されている。また、鯛も「めで鯛（めでたい）」と縁起物として知られ
ている。だから、私たちはさらにおにぎりからクワイの芽を出すことによってめでたいものにし、縁起物のめ
でたいおにぎりとして売りたい。商品名はクワイの芽と鯛を合わせた「芽出鯛」だ。また、おにぎりに使われる
お米だが、福山市管内南部地域の約6割の農家が作っている「恋の予感」という品種のお米を使う。このお
米は2015年度から奨励品種に採用され、2018年度には米の食味ランキングに出品され、初出品以来3年
連続Aランクを獲得しており、安定して優れた食味であると高い評価を得ている。
この「芽出鯛」おにぎりは、福山市内のコンビニエンスストアやスーパー、駅などの人の集まりやすいところ
で移動販売をしたり、福山駅の駅弁売り場で販売する。移動販売は時間帯によって販売する場所を移動
することができ、サラリーマンのランチタイムの時はオフィス街で営業したり、通勤退勤時は駅の近くでする
など、許可さえ取っておけば自由に営業ができる。また、福山市の駅で最も利用者が多い福山駅の駅弁売
り場は福山市に帰省してくる人、また、ほかの県に行く人も駅弁感覚で買え、間食になるので売れやすい
のではないかと考えた。
以上の考えから、特産物で作った「芽出鯛」おにぎりの市内のコンビニエンスストア等への移動販売、駅
での販売を提案する。

〈芽出鯛おにぎりイメージ〉

〈移動販売〉
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福山市であっても日本全国であっても、農家の減少、高齢化、地産地消についての課題はまだまだある
が、私たちのような若い世代がこのような問題について考える機会を作り、考え、実行することで課題は改
善に向かうだろう。

5. 参考文献
・ 農林水産省 地産地消の推進
（2022年3月15日閲覧）
https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h18_h/trend/1/t1_1_3_03.html
・ 日本栄養士会
（2022年3月15日閲覧）
https://www.dietitian.or.jp/trends/2021/155.html
・ 第三次福山市地産地消促進計画 福山農業振興ビジョン （2022年3月15日閲覧）
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/norinsuisan/220484.html
・ 内閣 世論調査
（2022年3月15日閲覧）
https://survey.gov-online.go.jp/h30/h30-shoku/2-4.html
・ 若者の農業・農産物への意識調査 CORE
（2022年3月15日閲覧）
https://core.ac.uk/download/pdf/228637931.pdf
・ 農林水産省 農林水産基本データ
基幹的農業従事者数、新規就農者数
（2022年3月15日閲覧）
https://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/08.html#1
・ クワイの縁起について
（2022年3月15日閲覧）
https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/osechi/chishiki14/
・ 鯛の縁起について
（2022年3月15日閲覧）
https://tenki.jp/suppl/y_kogen/2019/03/06/28900.html
・ JA福山市
（2022年3月15日閲覧）
https://www.jafukuyama.or.jp/pages/27/
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広島大学附属福山高等学校
4年「体験イノベーション」

中小企業の後継者問題
4年 E組 2班
藤田宇響 岡崎千真 小川達也 胡内信輔 豊原大世

1．序論
実地研修で美希刺繍に行ったときに、経営者が高齢の方で大変そうだった。そこで、現在の日本の中小企業で
経営者の高齢化や後継者不足が問題になっているのではないかと思い、調べてみた。中小企業庁の、「中小企
業の経営者の高齢化と事業継承」というデータによると、1995年から2015年の20年間で経営者年齢の山は47歳
から66歳へ移動していることが分かった。

つまり、日本の中小企業の経営者の高齢化は今まさに問題になっているということである。
調べてみた結果、想像以上に深刻な状況であることが分かった。日本の産業のおよそ5割を支えている中小企
業がこのような深刻な状況にあることは、日本の産業の将来にとって悪影響になる可能性が高く、解決すること
は、とても重要であると考える。そこで、この問題の原因と、現在行われている解決策、そして、僕たちの考える解
決策について研究していく。

2．本論
2－1 現在の状況
中小企業の後継者不足が現在どのような状況なのかについて述べていく。「休廃業・倒産した企業に関する調
査」のデータによると、現在実に76.6％もの中小企業で後継者不足が起こっている。さらに、年代別にみると経営
者が60代以上の中小企業で50.4％、70代以上の中小企業で44％、そして80代以上の中小企業でも35％にも上
ることがわかった。
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また、すべての年代の経営者において休廃業・解散・倒産に至った(事業承継ができなかった)企業のほうが事
業継承できた企業よりも後継者不在率が高いというデータもある。これは、業歴別でも同様である。
これらのデータから、後継者さえいれば事業承継が可能であるにもかかわらず、休廃業・解散・倒産に至った中
小企業が多く、非常に深刻な状況であると考えられる。
2－2 中小企業で後継者が不足している原因
中小企業で後継者が不足している原因として、主に二つの原因が考えられる。
まず、少子高齢化の影響でそもそもの労働人口が減少していることが挙げられる。さらに先程述べたように中小
企業庁の「中小企業の経営者の高齢化と事業継承」によると、20年間で経営者年齢の山は、47歳から66歳へ移
動しているとわかる。このことから、少子高齢化の影響で、企業を継ぐ人が減少していると考えられる1。

もう一つは、1990年代以降の失われた20年2によって平均的自営業者の年収が、平均的被雇用者の年収を下
回り、若い年代の人々が、中小企業の経営者となることよりも、安定した大企業に被雇用者として就職することを
望んでいることが挙げられる。
以上のことから、少子高齢化によって、そもそも労働人口が減っていることに加え、価値観の変化といった理由
から後継者になることを望まない若い人々が増加しており、中小企業の経営者は厳しい状況に立たされているこ
とが多いと分かった。
2－3 現在行われている解決策
では、この深刻な状況を解決するために現在、どのような策がとられているのかについて述べていく。

1

日本は他国より廃業率が低いため、生産性の低い企業が、本来廃業すべきなのに、廃業せずまた事業承継せ
ず、存続しているので、結果として経営者が高齢化すると考える専門家もいる。
2

1990年代初頭のバブル経済崩壊後、日本経済が20年以上にわたって、低迷したことを指す。
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中小企業庁のホームページによると、現在複数の解決策がとられていると分かった。この中から、中小企業庁が
主に力を入れて取り組んでいる3つの策を具体的に見ていく。その3つの策とは、「経営承継円滑化法に基づく総
合的支援」、「事業承継補助金」、「事業引き継ぎセンター」である。
まず、「経営承継円滑化法に基づく総合的支援」についてだ。この取り組みで、可能なことは次の4つだ。
①税制支援(贈与税･相続税の納税猶予及び免除制度)の前提となる認定
②金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)の前提となる認定
③遺留分に関する民法の特例
④所在不明株主に関する会社法の特例の前提となる認定
また、「事業承継補助金」では、事業承継に関する費用を補助されることができる。
この二つの対二つの策について、僕たちはあまり効果的でないと考える。なぜなら、現在中小企業の事業継承
が問題になってるのは、後継者が見つからないことが主な原因であるのに、これらの対策では後継者が見つかっ
ていることが前提となっているからだ。
一方、「事業引き継ぎセンター」は、新型コロナウイルスの影響でさらに深刻化した中小企業の後継者問題に対
して、2020年4月1日から開始されたより根本的な対策であり、この対策では、事業承継の関する相談から、マッチ
ング支援まで行う。さらに、令和元年度に認定支援機関等が実施した事業引継ぎ支援事業に関する事業評価報
告書によると、マッチング先の検索の利便性の向上などを行った結果事業引継ぎ成約件数が前年度からおよそ3
割増加した。
これらの現在行われている解決策から、経営者と後継者をマッチングさせることができれば、かなり効果的である
と考えられる。
2－4 解決の方法
そこで、僕たちは経営者と後継者をマッチングさせる良い方法は何かについて調べた。すると、中小企業の事
業承継を対象にしたマッチングサイトという存在を知った。このマッチングサイトは、後継者がいないことなどを理
由に「事業を譲り渡したい」と考える人と、創業や新分野進出等を目的に「事業を譲り受けたい」と考える人をつな
げるサービスである。中小企業庁の「事業引き継ぎセンター」の取り組みの成果からこのサービスは非常に有効で
あると考えられる。
しかし、このマッチングサイトには、大きな問題点がある。それは、後継者候補の登録が少ないということだ。同時
に、エキテンとBatonzの全国の中小事業者への事業承継に関する調査によると、後継者不足だと感じている経営
者(「事業を譲り渡したい」と考える人)のマッチングサイトの認知度はおよそ30％であり、やや低い。

僕たちのような一般の人の認知度はさらに低く、後継者候補の登録が非常に少ないのが現状である。
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3．考察
これまで述べてきた通り、中小企業の後継者が不足していることの原因は少子高齢化や価値観の変化であり、
経営者が後継者を探すことが困難であることである。また、現在行われている解決策については、根本的な解決
につながるような対策には、経営者と後継者がマッチングするのを支援することが効果的だが、実際にはあまり行
われていない。
さらに、マッチングサイトはよい解決策であると考えられるが認知度が低いという大きな問題点がある。経営者の
立場と後継者候補の立場のどちらからも、選択肢が多いことは必要不可欠である。したがって、マッチングサイト
の認知度をあげることが、後継者不足の根本的な解決につながると考えた。
そこで、僕たちは経営者と後継者候補の広告をすることを提案する。しかし、広告をする際に、問題になることは
何を用いて行うのかということだ。特に今回の場合は、経営者と後継者候補の年代が大きく異なるため、効果的な
広告方法も異なると考えた。そこで、若者（20代前後）と高齢者（65歳以上）がそれぞれどのような媒体で情報を収
集しているのかについて調べた。

その結果、若者はＴｗｉｔｔｅｒや検索エンジン、YouTube等のSNSを中心とする電子媒体を多く利用しているのに
対し、高齢者は新聞、チラシ等の紙媒体を多く利用していると分かった。情報収集に利用している媒体で広告を
することが最も効果的である。したがって、若者にはTwitter、YouTube等のSNSを、高齢者には新聞等を用いて広
告をすることを提案する。
では、これらの広告ではどの程度問題解決に近づくことができるのだろうか。今回は、Twitterを利用した場合
と、新聞を利用した場合を想定して、どれくらいの効果が見込めるのかについて計算を行った。
まず、Twitterを利用した場合についてだ。既存の求人サイトの値を参考に3、ユーザー数を100万人、エンゲー
ジメント率4を0.3％と仮定すると、広告が実際に閲覧される回数である総インプレッション数は約250万回、その中
でも特に興味をもたれた回数であるクリック数は約20万回、クリック率は一般的に成功とされる10％を10～20ツイ
ートによって達成できると計算できた。
次に、新聞を利用した場合についてだ。今回は全国で最も発行部数が多い朝日新聞に広告を掲載したと仮定
する。ABC協会の新聞発行社レポートによると2021年上半期の平均発行部数は約475万部である。一部当たり少
なくとも一人が広告を見るとすると、475万人に知ってもらうことができる。

3

デジマクラスの調査を参考に仮定した。

4

投稿に反応したユーザーの割合のこと。
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以上のことから、効果的に広告をすることでかなりの多くの人の目に留まることになり、マッチングサイトの認知度
は上昇し、課題解決に近付くことができると考えられる。しかし、広告を出すことには莫大な費用が掛かることやユ
ーザー数やエンゲージ数等の仮定に届かない可能性を考慮すると解決は難しいと思う。

4．結論
今回の研究では、中小企業の後継者不足は経営者と後継者候補のそれぞれに対して、効果的だと考えられる
方法でマッチングサイトの広告をすることによって解決に大きく近づくであろう方法を提案した。しかしながら、費
用などの点で多くの課題が残されており、引き続き広告の方法を検討する必要があると思った。

5. 参考文献
1) 「中小企業の経営者の高齢化と事業継承」 中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakus
yo/2020/chusho/b1_3_2.html（ 3月15日 15時06分閲覧）
2) 「休廃業・倒産した企業に関する調査」 中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/
H29/PDF/shokibo/03sHakusyo_part1_chap2_web.pdf （3月15日 15時09分 閲覧）
3) 「中小企業の事業承継と廃業 ─廃業リスクを回避するために─」 津島晃一 https://www.jstage.jst.go.j
p/article/jarms/47/0/47_67/_pdf/-char/ja （３月１５日15時10分 閲覧）
4) 「財務サポート事業承継 事業承継の支援策」 中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/sho
ukei/index.html (3月15日 15時12分 閲覧)
5) 「令和２年度に認定支援機関等が 実施した事業引継ぎ支援事業に関する 事業評価報告書」 独立行
政法人中小企業基盤整備機構 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2021/211102report.pdf
(3月15日 15時13分 閲覧)
6) 「全国の中小事業者へ事業承継に関する調査」 エキテン・Batonz https://prtimes.jp/main/html/rd/p/
000000092.000013451.html (3月15日 15時15分 閲覧)
7) 「情報収集は検索エンジンではなく「Twitter」が第1位！around20男子の実態調査」SHIBUYA109lab.htt
ps://ferret-plus.com/13835
8) 「平成26年度 高齢者の日常生活に関する意識調査結果（全体版）」 内閣府https://www8.cao.go.jp/ko
urei/ishiki/h26/sougou/zentai/pdf/s3.pdf (3月15日 15時20分 閲覧)
9) 「日本の人口の推移」 厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Sou
muka/0000055150.pdf (3月15日 15時21分 閲覧)
10) 「新聞発行社レポート」 ABC協会 https://www.jabc.or.jp/newspaper.html (3月15日 15時22分 閲覧)
11) 「SNS別のエンゲージメント率の目安を解説！エンゲージメント率の計算方法は？エンゲージメント率を高
める方法も紹介します」 デジマクラスhttps://digima-class.com/article/2996/ (3月15日 15時26分 閲
覧)
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広島大学附属福山中・高等学校
4年「体験イノベーション」

商店街から福山市を盛り上げる
研究者 4年E組 3班
石井遥大 山根凜太郎 佐藤まりん 尾国真央 仲嶋彩乃

１序論
中島商店さんの講演で、「地域社会のつながり」についてお話をいただいた。そこで私たちの地域にはどのよう
な課題があるのか気になり、調べると、福山市民を除いた全国の人に「『福山市』と聞いて思い浮かべるもの」を
聞いたインターネット調査で、44%の人が「特に思い浮かばない」と答えていたことが分かった［図1］。福山市とい
えば○○、といったイメージが広がっていないことが福山市の抱える大きな課題である。そこで私たちは、福山市
を代表する観光地として、商店街を作ればいいのではないかと考えた。商店街は単に観光客の増加が見込まれ
るだけでなく、地域に密着した商業施設であり、地域の人々の交流の場にもなると考えたからだ。しかし、一般的
に商店街といえば、かつては街の中心的商業施設として活気があったものの、現在は空き店舗の多い、寂しい
姿へと変貌している印象がある。ここからは、福山市の商店街の現状と課題について知り、どのようにすれば福
山市の商店街が発展していくかを研究していく。

【図1】
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【図2】

2本論
2-1 商店街の現状
まず、福山市の商店街の現状について述べていく。広島県内の3大学が福山市内の4つの商店街(新市商店
街、三和地区小畠商店街、世羅高校どおり商店街、上下商店街)で行ったヒアリング調査では、後継者がいる店
が2割程度しかいないことや、店主の高齢化、新規の客がいない、現状維持で精一杯などの問題が判明したと
いう。このような現状からか、全国的にも商店街の数は直近20年で大きく減少している［図2］。このように商店街
が衰退している主な原因は、大きく①少子高齢化による跡継ぎ問題②乗用車化の影響③集客力の低下の3つ
である。

【図3】

それぞれについて見ていく。まず、①少子高齢化による跡継ぎ問題について。全国的に少子高齢化が進んで
おり、若い世代の減少により店を継ぐ人がいない、というのが現状である。これは福山市でも見られ、深刻な問題
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の一つである。福山市の人口のピークは2010年で、そこから減少が続いている。2021年11月末の人口は46万30
00人ほどだが、2040年には40万人を切ると推定されている。加えて生産年齢人口の流出・減少も問題である。2
005年から2015年にかけて15〜19歳、20〜２４歳が大幅に減少している。これらのデータから、将来商店街を担う
人が減少することが予想される。跡継ぎがいない場合、店も営業を続けることが難しくなり、商店街全体の店舗
数も減るので、影響は大きい。

【図4】

次に、②乗用車化の影響について。福山市では、大型店の増加以前から、住居の広さ・地価の安さを求めて
郊外への人口流出が進んでおり、それに乗用車の普及が拍車をかけた。自動車が移動手段として一般化したこ
とで人々の行動範囲が大きく広がったため、商店街はより広い範囲での競争にさらされることとなった。さらに、
同時期に郊外に大規模な無料駐車場を備えた大型店が出店され、これまで商店街に向けられていた一定の需
要が大型店へと移ってしまった(③集客力の低下により)。このように、郊外への人口流出・大型店の出店に乗用
車の普及が重なったことで、大型店が中心市街地にある商店街よりも便利なものとなった一方、商店街からは客
足が遠のいてしまったのだ。
最後に、③集客力の低下について。たとえ②のように自動車化が進んだとしても、商店街が大型店と同じくら
いの魅力があれば客足は減らないはずである。しかし、現状商店街の店主は高齢化が進んでおり、リスクを冒し
て新たな取り組み等の投資をしたりそれを回収したりするエネルギーはない。また、空き店舗が放置されているこ
とも、さまざまな業種が集結しているという商店街の魅力を失わせ、ゆくゆくは商店街をシャッター街へと変える
原因となるだろう。
2-2全国の商店街の主な取り組み
私たちは、①〜③の原因の中で、③集客力の低下に目を向け、これを改善しようと考えた。集客力を上げるた
めには福山市の商店街の魅力を高めなければいけない。そこで、全国にある商店街の主な取り組みについて
調べ、福山市の商店街に生かそうと考えた。

【図5】 天神町商店街
まずは、島根県松江市にある天神町商店街の取り組みについて述
べていく。松江市は、出雲文化の中心地として古くから栄え、歴史的
な背景を持つ観光地が多数存在しており、京都、奈良と並ぶ国際文
化観光都市となっている。しかし、昭和50年代後半から松江市の中心
市街地で郊外店舗や住宅団地の立地が相次ぎ、近年までその傾向
が続いたことで、天神町商店街は人々の賑わいを失いつつあった。
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そこで天神町商店街は、全国に先駆けて「高齢者に優しい商店街」を作る取り組みを行った。具体的には、歩
行者天国の設置や、車道のかさ上げによる歩道との段差の解消、アーケードを歩く高齢者の安全性の確保に努
める活動といったものだ。さらに、当初は「お年寄りにやさしいまちづくり」をコンセプトとした事業だったが、現在
では「ひとにやさしいまちづくり」へと発展させ、高齢者に限らず全ての人々配慮した商店街を目指している。
このような取り組みを通して、人々の行きやすい商店街づくりを進めたことで、天神町商店街はかつての賑わ
いを取り戻した。この例を基に、福山市も住民の高齢化に対応した商店街づくりを進めていけば良いのではない
だろうか。

【図6】 一宮市本町商店街

次に、愛知県一宮市にある一宮市本町商
店街の取り組みについて述べていく。（（一
宮市本町商店街の歴史は江戸時代にまで
さかのぼり、真清田神社の門前町として発
展した後、））古く から繊維産業と共に栄え
てきた。しかし近年では、繊維産業の衰退
や後継者不足により空き店舗が目立ち、活
気を失っていた。そこで天神町商店街は大
きく２つの取り組みを行った。
一つ目の取り組みは、祭りの実施だ。小中
学校がそれぞれの七夕飾りをするなど、積
極的に市民が参加している。毎年イベント
等に趣向を凝らしており、訪れるたびに楽し
めるものとなっている。
二つ目の取り組みは、来街者が買い物した後、ひと休憩して地域とのコミュニケーションがとれる環境の整備
だ。一宮商店街は来街者が、買物した後に、ひと休憩して地域とのコミュニケーションがとりやすい環境を整備し
て高齢者や子供連れにも来てもらいやすい商店街を作った。
これらの取り組みから現在では多い時には1日4万人、市外からの若い観光客からの注目を集めている。
3 .結論
福山市のみならず商店街全体は衰退しており、福山市も少子高齢化による後継ぎ不足によりこれからも状況
が良くなるとは思えない。なので高齢者に優しい商店街、福山市の特徴を活かした商店街を作り、魅力を増や
すことで福山市を代表とする観光地となり福山市が活性化するのではないかと思った。
4.参考文献
・福山市のホームページ（2022年3月15日閲覧）https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shimin/223

757.htm
・中小企業庁 頑張る商店街77選（2022年3月15日閲覧）
https://www.chusho.meti.g.jp/shogyo/shogyo/shoutengai77sen/machidukuri/6chuugoku/3_chuugoku_13.
html
・一宮中心市街地商店街連合（2022年3月15日閲覧）
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/237854.pdf
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広島大学附属福山高等学校
４年｢体験イノベーション｣

高校の授業でもパソコンを活用しよう
研究者

４年Ｅ組

４班

松岡夏美 井村亮土郎 小野真路 島村拓 長嶋みつる

１．序論
GIGA スクール構想という言葉を聞いたことがあるだろうか。GIGA スクール構想とは文部科学省の
令和元年度補正予算に盛り込まれた、全国の児童・生徒１人に１台のコンピュータと高速ネットワーク
を整備するという事業で、社会の変化を受けて小中高等学校などの教育現場で児童・生徒各自がパソコ
ンやタブレットといった ICT 端末を活用できるようにする取り組みである。
しかし、高校の授業で ICT 端末を用いている学校は、全国で約半数と自治体ごとに格差がある。すべ
ての高校が ICT 端末を導入することで、将来の私たちが暮らす情報化社会への前進のための教育を平等
に受けることができるはずだ。そのため、私たちはより積極的に高校に ICT 端末を導入することが必要
だと考えた。
私たちは研究のために、主にインターネットで GIGA スクール構想に関するデータと報告を調べ、高
等学校における GIGA スクール構想の現状と課題を明らかにした上で、さらにそれを解決するための案
をここで提示していく。

２．本論
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図１(上) 公立高校における端末の整備状況(見込み)について(都道府県別)
図２(下) 小学校等の端末の利用開始状況

２－１

GIGA スクール構想の現状

文部科学省 3)によると 2021 年 8 月時点で小中学校では 63％の学生に 1 人 1 台のパソコンが配られ利
用開始しており、私立高校では 52％、公立高校では 21%の割合になっている。義務教育である小・中
学校ではパソコンやタブレット端末の導入が進んでおり、全国のほとんどの公立小学校・中学校で
GIGA スクール構想で導入された端末を活用している。

２－２

1 人 1 台端末を導入することのデメリットとメリット 1)

まずデメリットについて主なものを２つ挙げると、手書きによる学習機会が失われることと、SNS
トラブルにあいやすいことなどが挙げられる。
一つ目の手書きによる学習機会が失われることについて、ロジテック 6）の見解によると、学習ツール
がこれまでのノートからパソコンやタブレットに切り替わることで手書きで文字を書いたり、絵を描い
たりする機会が減少することより、手書き学習で得られていたものが得られなくなる。例えば、何度も
書くことで記憶に残ることや、要約力、理解力などの向上が期待できる、などのメリットが得られなく
なる。現代では変換機能に頼り、書けない漢字が増えている人が増加しているように感じられるが、手
書きであれば文字を書くスピードに限界があるため、自然と内容を要約しながらノートをとることにな
り、理解力や要約力が身に付く上に漢字を書く機会も増え自然と覚えられる。
二つ目の SNS トラブルに遭いやすくなることについて、学校内外でインターネットに触れる時間が
増え SNS にまつわるトラブルのリスクが増えるといえる。
また、教育業界ニュースを取り扱うリシード 6)によると「文部科学省の 2019 年度学校保健統計調査に
よると、裸眼視力 1.0 未満の児童生徒は増加傾向にあり、小学校 34.57％、中学校 57.47％、高校
67.64％と、いずれも過去最多となっている。」とあり、視力低下の問題も関わってきそうである。
次にメリットの主なものを２つ挙げると、授業の幅が広がることと、生徒同士、教員と生徒のやりと
りがスムーズになることが挙げられる。
一つ目の授業の幅が広がることについて、パソコンで資料を手軽に共有できることで授業内における
グループディスカッション等の共同作業がしやすくなると言える。よって、グループ活動の機会をパソ
コンを導入しない場合に比べて多く得られ、生徒が主体の授業というものが期待できる。また、海外な
どの離れている学校同士での連携もできるということもある。
二つ目の生徒同士、教師同士のやりとりがスムーズになることについて、連絡事項やテストの返却、
提出物など、さまざまな情報をデータでやり取りできる。従来の口頭での説明やプリントなどでのやり
取りに比べ管理がしやすくなり、集計などの作業が簡単に行われると考えた。

２－３

GIGA スクール構想の課題

まず一つに、東洋経済オンライン 9)によると「学校における教育用コンピューターの配備や無線 LAN
をはじめとした通信ネットワークは脆弱」であり、また、「ICT 環境の整備が不十分」となっているこ
とが挙げられる。下の図によると、ICT 教育を進めている学校のうちのおよそ 1/3 が通信ネットワーク
に課題があるとしている。それに加え、GIGA スクール構想自体が 2019 年 12 月 13 日に閣議決定され
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てからのことであるため、実証的検証が少ないということも壁となっている。

また、東洋経済オンライン 8)によると、導入する場合に、端末が自費負担か自治体負担かが自治体に
より違い、問題になっている。実際、保護者負担の学校と自治体負担の学校は同じくらいである。

他にも、教員の IT リテラシーの向上が必要であることもあげられる。日経 BP5）の GIGA スクール
構想の課題調査によると、｢教師が操作方法に慣れていない｣という項目が 71.2%となっており、教員の

中にはなかなか ICT 機器を使いこなせない人も少なからずいる。ICT 機器を活用し、効率的な教育をす
るには、このような教員が ICT 機器を使えるようになる必要がある。

２－４

海外の事例

日本と海外を比較してみると、日本は他の先進国に遅れを取っていると言われている。下の図は、授
業やプロジェクトで ICT 機器を常に、もしくはよく使うと答えた中学教師の割合を表したグラフであ
る。中学校のデータにはなるが、OECD10)によると海外では ICT 教育が進んでいるようだ。スタスタ
11）によると、海外では次のような取り組みがされている！！！

・アメリカ
アメリカでは、生徒が ICT を活用しやすい環境に整えているだけでなく、週一回ほど ICT の活用状
況を共有したりして教員が ICT を活かすためのスキル習得に努めている。

・フィンランド
フィンランドではインターネットの整備率が基礎教育・高校ともに 100%であり、ICT 環境の整備が
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進んでいることがわかる。さらに、幅広い学年でプログラミングが必修化される予定で、ますます ICT
環境が整っていくことが予想できる。

・オーストラリア
オーストラリアでは、コンピューターやタブレットを児童生徒一人一人に貸し出す取り組みを行って
いたが、その実績を保護者に示すことにより保護者の理解を得て各自が端末を持ち込む環境に移行しつ
つある。

３．考察
今まで見てきたように、小・中学校ではある程度パソコンやタブレットの導入が進んでいることがわか
った。そして、新型コロナウイルスによる一斉休校の時には、GIGA スクール構想が進んでいた地区で
はオンライン授業を行っていた。一方で、高校では地域や私立・公立などによって導入状況に差が生じ
ていることもわかった。そして、学校によってオンライン授業を行っているところと、行っていないと
ころとの授業の進み具合の格差が生まれてしまった。
また、世界の ICT 教育の現状を見てみると、アメリカ合衆国やシンガポール、韓国などの国ではほぼ全
ての学校で ICT 機器を用いた教育が進んでいる。そして、世界の小学生が同じテストを受けた結果（下
図）によると、実際導入国のほぼ全ての国が日本よりも学力水準が高いという実態がある。
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４．結論・提案
パソコンを導入することで、様々なメリットが得られる。よって、私たちは授業に ICT 端末を用いる
べきではないかと思う。しかし、導入するための課題がとても多くある。それらの課題を解決するため
に、私たちはいくつかの案を提案したい。
・SNS トラブルに遭わないようにするために、授業用 ICT 端末で SNS にアクセス出来ないようなアプ
リを導入する。
・視力低下を防ぐために、時間割を工夫して、一日の端末使用時間に制限を設ける。
これらの案が実現出来れば今まで挙げてきた課題やデメリットを解決でき、多くのメリットを得られ、
より効率よくより質の高い授業が受けられるのではないだろうか。
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広島大学附属福山高等学校
４年｢体験イノベーション｣

人口の分散計画
―都市から郊外へ移住できる？―
研究者

４年 E 組

５班

中村清雅 魚住萌花 茅本健正 杉山夏音 山本明日香

１．序論
近年、日本では都市部の過密化と地方の過疎化が問題となっている。私たちは、せとうち母屋で
の活動を通して、過疎地域の人手不足や社会インフラ維持の問題について興味を持った。調べていく
と、過密地域でヒートアイランド現象などが問題になっていることが分かった。そこで、過密地域から
過疎地域に人を移動させることで、これら両方の問題が解決できるのではないかと考えた。そのために
は、過疎地域において、まず、観光の促進により、地域の知名度を上げ、次に、雇用を生み出すことで
地域経済を活性化させ、最後に、住環境の潜在利点を活用することで、地域人口を増やすという３段階
での対策が有効であるといえる。そのため、観光面・雇用面・居住面それぞれの魅力アップが必要であ
る。本研究では、過密地域の人々の過疎地域への観光や定住を促すための方法について、過密地域とし
て広島市を、過疎地域として安芸高田市を例にとり、３つの視点から検討する。

２．本論
安芸高田市について少し紹介する。安芸高田市は広島県の北部に位置する人口規模約 2.6 万人の市で
政令指定都市の広島市に隣接している。1950 年以降、現在に至るまで人口は減少し続けている。
ここからは、観光、雇用、居住の３つの視点から安芸高田市の魅力アップの方法について考察してい
く。
２－１

観光面

まず、観光面からの提案を行う。
安芸高田市をマザータウンとする、サンフレッチェ広島プロチームの練習場として、また、
中四国最大の本格サッカー公園として知られる吉田サッカー公園を活用した観光業促進を提案する。
1．現状
安芸高田市は、Ｊ１「サンフレッチェ広島」のマザータウンであり、安芸高田市吉田町西浦にある
「吉田サッカー公園」ではプロチームの練習場として、またユースチームの練習及び試合会場として年
間約８００回弱の利用、約 50,000 人弱の多くの来場者がある。プロチームの練習日には特に多くの観
客が来場し、安芸高田市の主要な観光地となっている。一方、アクセス方法は、
（1）中国自動車道「高田 IC」から約 10 分
（2）広島市内から国道 54 号線を三次方面へ約 60 分
（3）バス：広島バスセンターから 広電バス（吉田行き）（約 80 分） ⇒「吉田営業所」下車 ⇒タクシ
ー約 5 分
（4）JR：広島駅から JR 芸備線 （約 60 分） ⇒JR「向原駅」⇒タクシー （約 20 分）
となっており、公共交通機関を利用した来場者は、市中心部及び吉田サッカー公園最寄りのバス停から
の移動手段がなく、吉田サッカー公園まで歩いて移動されている姿が見受けられるため、難しいのが現
状である。
また、プロチームの練習日は、駐車スペースが満車になり、他の民間駐車場はないという状態であ
る。このため、交通の利便性が低く、観光の機会を逃していると考えられる。
また、吉田サッカー公園には、観覧するための観客席というものはなく、来場者は、いくつかあるベン
チを利用するか、立見で観覧している状況である。吉田サッカー公園内にある管理棟は、サンフレッチ
ェ広島の利用により一部しか来場者が利用することが出来ない。また、吉田サッカー公園内では軽食等
が喫食できるようなレストハウス、応援グッズを販売する売店等も設置されていないのが現状である。
さらに、国道５４号線から吉田サッカー公園へと続く道路沿線においては、平成３２年度完成予定の
道の駅「（仮称）あきたかた」や「田んぼアート」といった新たな観光施設が整備され、来場者の増加
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が見込まれるにもかかわらず、樹木等の植栽がなされていないため四季折々の風景がなく、殺伐として
いる。
安芸高田市の木及び花である桜、紫陽花等を吉田サッカー公園内及び周辺に植栽し、四季それぞれの
見どころを設定し公園としての機能を持たせることによって現在のサポーター及び施設利用者に加え、
新たな観光客を呼び込む施設になりうることが見込まれる。
また併せて、植栽して数年間は幼木を有害鳥獣から保護するための対策を講じることが必須であるた
め、長期的な視点での管理が大切である。
2．解決策
以上のような課題を踏まえて、以下の提案を行う。
➀サンフレッチェ広島に直結する事
（1）吉田サッカー公園付近に民営駐車場を作る。
（2）サンフレッチェ広島プロチーム練習日に臨時運行バスを運転させる。
（3）公園内の売店の展開
（4）公園内に客席を作る。
②サンフレッチェ広島以外
公園内及び道路沿線の植樹及びその管理
⓵（1）

画像出典：Google Earth「吉田サッカー公園」
上の航空画像からわかるように、吉田サッカー公園周辺の土地は、農地、宅地がほとんどだが、耕作
放棄地、空き家などの状況によっては駐車場として利用することも可能だと考えられる。
（2）最寄りの「吉田営業所」と、吉田サッカー公園を直結する専用バスの運行。これにより、広電バ
スの運行には支障なく、かつ公園へのアクセスは容易になる。専用バス（有料）は、サンフレッチェ広
島が運営する。サンフレッチェ広島は、バス運営による利益を追求せず、初期費用は、市のサンフレッ
チェ広島応援費用でまかない、維持費用を運賃で調達する。
（3）サンフレッチェ広島との協議が必要。
（4)安芸高田市のサンフレッチェ広島応援予算の活用
②安芸高田市が主導する「田んぼアートプロジェクト」の一環として行う。また、安芸高田市の道の駅
拡充費用予算の利用を行う。更に、植樹に携わる人材の調達手段として、地域の小中学生や、シルバー
等の人材を有効活用を促す企画を立てる。特に、公園内への植樹活動は、サンフレッチェ広島と共同で
行うことで、ファン等、多くの人材を確保することが出来ると予想する。
以上より、安芸高田市とサンフレッチェ広島との連携をさらに強化することで、安芸高田市の観光業
を促進し、安芸高田市の魅力度アップにつながると思う。
２－２ 雇用面
人口を分散させるには過疎地での雇用や経済の活性化が不可欠であると考えた。
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過疎地域の雇用の改善方法として、自治体が民間企業を誘致することが盛んになっている。
そこで、雇用や経済の活性化を達成するために、自治体の外部から企業を誘致するという解決方法で
考えていく。
企業を誘致することの目的は、以下の 5 点に整理することができる。
１ その自治体の住民の雇用確保
過疎地域では職業の種類が少ないため、貴重な若年層の人が雇用を求めて都市部に移住する傾向があ
る。そのため、雇用を十分に確保することは過疎地域において最重要課題である。
２ 他地域からの労働的視点から見た価値の向上
ある程度の知名度のある企業の誘致を行った場合、住民から見ると安芸高田市は労働面での価値が向
上して魅力が増すことになる。
これは、安芸高田市への移住者の増加に直結し、人口の増加につながる可能性がある。
３ 自治体の税収の改善
雇用を確保することにより、安芸高田市の税収は向上することが期待できる。
企業からの法人税や労働者からの所得税が増加することで安芸高田市の税収は向上する可能性があ
る。税収の改善は安芸高田市のインフラや居住環境、労働環境の改善・発展を可能にし、より一層住民
が働きやすくなるというサイクルが発生する可能性がある。
４ 地域内の経済の活性化
企業誘致はその自治体に限らず、行った地域周辺で継続的な投資が発生する。
安芸高田市のような地域では一般的に地価が都市部と比較して安価となっている。よって、不動産面
の初期投資を抑えることができ、企業は余剰分を必要な設備投資などに積極的に投資できる。その投資
を起爆剤とし、地域全体の経済がより加速する可能性がある。
５ 全く新しい企業の構築
近年、過疎地域にオフィスを開設する企業が増加している。
これは、企業や団体の本拠地から離れたオフィス「サテライトオフィス」の構築が目的だ。
これには企業側、自治体側の双方に大きなメリットがある。
近年注目を集めている新しい企業体制の一つであり、ひとつのオフィスがその後さらなる企業の誘致
を発生させる、というメリットがある。
サテライトオフィスを多数保持することでサテライトオフィスがより洗練された物へと発展させる可
能性がある。すると、誘致を行った自治体の知名度が向上してさらなる誘致や創造の発生も期待でき
る。
以上の目的のもと、自治体は企業誘致のために、以下のような取り組みを行うことができる。
１減税や助成金などの金銭面の補助
企業誘致に成功した自治体の多くは、その企業に対して税金の免除や減額、多額の補助金を行ってい
る。これらは非常にシンプル、且つ効果的な政策だと思われる。
しかし、これには失敗した際に自治体側が大きな損失を受けてしまうリスクがある。あくまでも、最
もシンプルな援助であり、メリットとデメリットがあることを認識する必要がある。
２企業が進出しやすい環境の整備
小規模の企業が単独で進出を成功させた事例はあまりなく、基本的にはその専門的な知識を持った専
任スタッフを配置している。これにより、立地時から立地後のアフターサービスまでを充実させて撤退
を防止させることができる。安芸高田市も同様の取り組みを行うことで、誘致の促進や対応の充実化を
行うことが可能となるだろう。
３施設の貸出
企業の中には、地方進出を狙っても資金的に困難と判断するものも多く存在している。
それらに対して有効だといわれている政策が、企業に対して企画や生産に必要な施設を安価な価格で
貸し出しを行うことだ。
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過疎地にはその施設に活用できそうな空き家が多く存在している。自治体がそれらを買収して改装を
施し、施設として再利用することで多額の損失のリスクを軽減することが期待できる。
４輸送システムの大幅な強化
企業の誘致後、懸念されるのは物流である。安芸高田市のような過疎地は一般的に交通網が貧弱であ
る。そのため、物流の活性化も非常に重要な課題の一つともいえる。
空港や海外輸出の可能な港から離れている地域では鉄道や船舶輸送を併用する「モーダルシフト」を
用いて、省コスト化や高速化ができる。
また、そのような輸送機関を使用できない地域では、近年発達している高度な管理システムを利用し
た交通経路の効率化「VRT」や交通スケジュールの最適化「VST」で従来の輸送機関を効率化すること
が有効であると思われる。
以上より過疎を解消するための方法の一つは雇用の充実である。それを実現するためには雇用の絶対
量の増加、即ち外部の企業を過疎地域に誘致することが最も有効であると考える。
誘致を成功させるために、自治体は誘致の完成からその後の対応の充実を図ることで企業は定着し、
それは雇用の充実以外にも様々な好影響を自治体と企業、自治体住民にもたらすだろうと考察した。
２－３ 居住面
最後に、居住面からの提案を行う。
人口分散のためには人の移住が欠かせないと私たちは考えた。よって、安芸高田市の居住に関する潜
在利益に関して安芸高田市の地価と交通網の 2 面から見ていく。
１地価
安芸高田市の 2021 年度の土地価格は平均 1 万 1388 円/㎡となっている。ちなみに日本全土の土地価
格は平均 19 万 5969 円/㎡、広島県の土地価格は平均 10 万 1262 円/㎡、広島市は 22 万 9600 円/㎡であ
る。このことから、安芸高田市の地価は比較的安価と言えるのではないだろうか。
２交通網
安芸高田市は政令指定都市である広島市と隣接している。安芸高田市内を高速道路や芸備線が通って
おり、広島市へのアクセスは存在する。ただ、芸備線の広島行きは 1 時間に 1 本あるかないかと非常に
少なく、その点が課題であると思う。そのため、安芸高田市民は現状日常生活では自動車の使用が多い
ようである。

安芸高田市ホームページ https://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/kikaku/access/ ）より
以上のデータから、居住面について次のようなことが言えるのではないか。地価は現時点で県内 6 番目
の安さとなっており、安芸高田市内に新しく仕事を持つ様になった人たちはもちろん、広島市内に仕事
を持つ人たちにも移住のメリットがある。ただ、広島市からの移住を促進するためには、高速道路だけ
でなく公共交通機関も必要で、利用者が少なくなって減便している芸備線の本数をいずれ増やすことが
大切になると思った。
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３．考察
安芸高田市の現状、可能性は以上のようである。観光事業の促進策として、サンフレッチェ広島と共
同で吉田サッカー公園の設備及びアクセス方法の充実を図ること、安芸高田市が積極的に様々な呼びか
けをして企業の誘致を行うこと、そして交通網、特に芸備線をより発達させることを行えば、広島ー安
芸高田市における人口分散は十分可能であると考える。しかし、これらの提案を実現するためには多大
な資金が必要である。企業の誘致による経済効果が期待されるとはいえ、これは大きな課題だと言え
る。

４．結論
この研究では、過密地域の人々の過疎地域への観光や定住を促すための方法について考察してきた。
今回は人口分散の計画の一例である。広島ー安芸高田市のように、観光、雇用、居住の三つに関する対
策や取り組みを推進することで、人口の過密・過疎の解消、つまり人口分散が可能なのだと、この研究
を通して私たちは考えた。今後の研究では、計画の起爆剤となる資金、つまり人口分散を実現するため
に最初に投資する資金をどのように工面するかということについて考えていきたいと思っている。

５．参考文献
移住希望者を逆指名 IT 企業が殺到する「創造的過疎地」
https://www.projectdesign.jp/201410/2020urban/001634.php （最終閲覧日：2022 年 1 月 10 日）
3 つの企業誘致の好事例から学ぶ https://www.nice2meet.us/how-to-successfully-invete-companiesto-minor-cities-and-what-young-generations-seek-for-in-work （最終閲覧日：2022 年 1 月 10 日）

ウィキペディア https://ja.wikipedia.org/wiki/ （最終閲覧日：2022 年 1 月 13 日）
安芸高田市の土地価格相場・公示地価・基準地価マップ・坪単位
https://tochidai.info/hiroshima/akitakata/ （最終閲覧日：2022 年 1 月 9 日）
土地代データ

https://tochidai.info/ （最終閲覧日：2022 年 1 月 9 日）

広島県の土地価格相場・公示地価・基準地価マップ・坪単位
（最終閲覧日：2022 年 1 月 9 日）

https://tochidai.info/hiroshima/

安芸高田市地域公共交通網形成計画 https://www.akitakata.jp（最終閲覧日：2022 年 1 月 9 日）
安芸高田市地域資源の有効活用に関する提言書 https://www.akitakata.jp
（最終閲覧日：2022 年 1 月 6 日）
広島観光ナビ 安芸高田市吉田サッカー公園 https://www.hiroshima-kankou.com （最終閲覧日：
2022 年 1 月 6 日）
平成 30 年度 安芸高田市当初予算資料 https://www.akitakata.jp （最終閲覧日：2022 年 1 月 6 日）
サンフレッチェ広島ホームページ

https://www.sanfrecce.co.jp （最終閲覧日：2022 年 1 月 6 日）

広島ニュース 食べタインジャー 吉田サッカー公園 https://tabetainjya.com （最終閲覧日：2022 年
1 月 6 日）
Google Earth

吉田サッカー公園 https://earth.google.com （最終閲覧日：2022 年 1 月 6 日）
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若者が住みやすい街へ
―福山の活性化―
研究者

４年 E 組

6班

西岡貴司 若林亮佑 川﨑陽哉 大塚りこ 全智艶

１．序論
研究のテーマを決めるために SDGs の目標を見ていく中で、SDGs の 17 の目標のうち、自分たちにと
って身近な存在である「まち」をテーマにしている「住み続けられるまちづくりを」という目標に興味
を持った。今私たち班員の意見として福山は住んでいて楽しくないという意見が出た。何があれば住み
やすく楽しいのかを考えることにした。

２．本論
２－１ 私たちが調べたこと（問題点と解決策）
・若者はレジャー施設を好むという印象が班員共通で存在していたためレジャー施設の数に問題がある
のか、と考えてみたが、レジャー施設の定義が難しかったため、断念した
・今、全国各所の自治体がふるさと納税に取り組んでいて、ふるさと納税によって大きな利益を得た地
域も多く存在するので、福山市でのふるさと納税の活動を調べてみた。結果あまり行われていないこと
がわかった。
・ふるさと納税の活動が行われていないなら、と自分たちで案をだしてみた。そこで福山市の象徴とも
いえるバラを返礼品としてアピールするのはどうか、という案が出た。しかし、案自体はいいのだが、
送ったところで、今僕たちが取り組もうとしている「若者が住みやすい街へ」という目標を達成する上
で重要かと言われるとそこまでではないと判断した
・鞆の浦が映画「崖の上のポニョ」のゆかりの地であるが、pr できていないのではないか。（実際、班
員五人の内岡山県在住の二人は全く知らなかった。）ところが、現在好きなジブリランキング（goo ラ
ンキング調べ 母数約 3000 票）では、全 26 作品中 13 位というなんとも微妙な結果になっておりもは
や今となっては鞆の浦がポニョゆかりの土地だとアピールするのは今更感が強いだろう、という結論に
落ち着いた。
・近くの大学に通う大学生の居住区をつくる、という案もでたが近くの国公立大学である岡山大学、広
島大学のちょうど真ん中に位置する福山にわざわざ住む大学生はいないだろう、と考えた
２－２ 宇田さんのインタビューを通して分かったこと
私たちはいろんな面で福山の活性化の案を考えようとしたが、福山の現状や活性化のために必要な知
識を得るために、インターネットを使って地域の活性化の成功例について調べたが、二次情報であるイ
ンターネットは情報の整合性が不十分であり、また地域ごとにそれぞれの特色があるためほかの地域と
福山を比較することはあまり重要ではない、ということに気が付いた。そこで実際に福山市をよりよく
していこうと活動している人がどんなことを考えて、どういった活動をしているのか知りたいと思っ
た。そして、この学校の卒業生であり福山の夏祭りの実行委員長をされていた宇田さんにお話を聞い
た。地域活性化のために重要な催しである夏祭りの実行について、そしてこれからどんなことに取り組
んでいきたいかの意見を聞くことができた。

〈夏祭りの実行における問題点と解決策について〉
・運営機関を構成するメンバーの高齢化にともなう作業能率の変化や安全面の注意、また運営に携わる
若者の個人の時間を確保するのが難しくなっていた。そこで今の状態で従来の日程で夏祭りを開催する
のは困難だと判断し、夏祭りの開催期間を 3 日から 2 日へと変更した。
・開催期間を縮小することで以前の夏祭りよりも規模が小さくなり見劣りするのでは、と考えられたが
昔していたように
（ただ、帰省する人達の車が渋滞するため、例年は封鎖していなかった）
・にあがり踊りとよさこい踊りを混ぜるべきではない、という意見がでた。しかし、古来のものをほか
の要素と混ぜ合わせることは持続可能な祭りにするためには必要なことだと訴えた
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【従来の開催スケジュール】
1 日目

にあがり踊り（福山伝統の踊り）

2 日目

よさこい踊り（高知）

3 日目

花火

（高知県のよさこい踊りは商店街が地元を盛り上げるために持ってきたもの）
【宇田さんの提案によって変更された開催スケジュール】
1 日目

にあがり踊り＋よさこい踊り

2 日目

花火

〈今後取り組んでいきたい問題点、企画〉
・駅前をウォーカブルなものに。車から降りて、歩いて楽しめる街づくり（市長）
・既存のものを街に導入するのではなく、自分たちの街を自分たちで楽しめられるようにする。
・街づくりをしていくための、自由に使える空間を作る。
現在は駅前に土地がない。福山駅の乗降客数は西日本上位のため、学生向けになにか商業施設をおけ
るといいが、旧キャスパー跡地はすべてマンションが建ってしまう。学生向けに何か作ろうという風潮
ができれば作られるかもしれない。

３．考察
改めて福山市の問題点について調べることによって、地域の活性化のためには考慮しなければならな
い面が多くあることがわかり、自分たちでアイデアを出してもどこかしらに欠点や不具合が起きてしま
った。
また宇田さんのインタビューから、すでにこれまで地域の活性化のために多くの行事や企画がなされ
ていることを知り、その企画をよりよい物にするために多くの立場の人のことを視野に入れて問題を解
決していかなければならないということ、そしてコロナ禍で今後の情勢がつかみにくいためアイデアが
出づらくなっているということがわかった。
よって、私たちたかが高校生５人が一つの市を大幅に改善できるアイデアを考えることは非常に難し
い、という結論に至った。

４．結論
私たち５人の調査、考えでは良いアイデアは生まれなかった。
そこで、私たちはアイデアを考える人数を増やすことを提案する。つまり、福山市の高校生全体でア
イデアを出し合う。
私たちの考える一つの案として、毎年市内の高校生で福山市の活性化のためのアイデアを出し合う時
間を作る。もしその場でよいアイデアが出なかったとしても、調べたことをデータベースなどに保存し
ておいて他校の生徒、また次年度以降の生徒が閲覧できるようにしておく。また、リモートなどで話し
合いをすることで学校間での交流が盛んになる。
そして、毎年こういった時間を確保することで、どこかの世代で活性化を目的とする企画やイベント
を開催する際に、部活や生徒会などの上下間での繋がりによる集客が期待できる。「仲良くしていた後
輩が地元でイベントをするらしい」と、大学生になった卒業生が地元に帰ってくるきっかけになる。
この時、イベントで地元の企業に協賛していただく。そうすることで、イベントに金銭的な支援が増
えることでできることの幅が増える。企業側には大学生に会社をアピールする絶好のチャンスとなる。
利用通りに進めることができたら、都会の大学を卒業した人たちが地元に戻って就職する、という流れ
を作ることができる。最終的には、協賛していた企業の社員が高校生たちの企画発案を促すことができ
るかもしれない。
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また、世の中にはこども国会という小中高生が今の社会問題について議論するイベントがあり、毎年
開催されている。そのようなイベントを真似して、地域の子供たちが地域の問題について議論をするこ
とのできるイベントを開催。子供は柔軟な発想ができるので、有効な改善策が見つかるかも知れない。

５．参考文献
ありません。
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食品ロスの今と未来への提案
ーまだ食べられますよね？ー
研究者 ４年E組 七班
和氣忠信 大宮佑太 河村悠希 高橋郁人 橋本昂樹

1. 序論
食事は，私たちにとって必要不可欠である。食事がな
ければ生きていけない。しかし，その食品が，現在大量
に廃棄されている。あなたも聞いたことがあるだろう，「食
品ロス」である。
食品ロスは，もちろん「まだ食べられるものを廃棄する
のはもったいない」という気持ちのためよくないことであ
る。しかしそれ以外にも，廃棄するのに環境に大ダメー
ジを与える。そして何より，飢餓で苦しんでいる人々が救
えるだけの食べ物（４２０万ｔ）を廃棄処分している（６００
万ｔ）ということにも問題がある。
食品ロスの削減は，SDGs(持続可能な開発目標)の
２「飢餓をゼロに」
１２「作る責任，使う責任」
１４「海の豊かさを守ろう」
１５「陸の豊かさを守ろう」につながると考えている。
この研究を通して，「食品ロスの発生には企業の商売上の理由がある」ことや，「企業でも解決が図られ
ようとしている」こと，そして私たちができる有効な解決策は何かが分かった。
どのような経緯で分かったのか？それを見てほしい。

2．本論
2-1. 食品ロスの課題と現状
実は，食品ロスには大きく分けて二種類ある。「フードウェイスト(Food Waste）」と「フードロス（Food Los
s）である。
食品ロス＝フードロス，として扱われがちであるが，実は少し違う。
フードウェイストは消費後，または未消費で捨てられたりするもの，つまり「買ったけど，食べきれないか
ら捨てる」「おいしくなかったから残す」などという私たちの行動によって発生するものである。
対して，フードロスは消費前に捨てられるもの，つまり「売れ残ったので捨てる」などという小売店などの
行動によって発生するものである。
おわかりいただけただろうか。フードウェイ
ストは，「一人一人が気を付ける」ことで減ら
せるのである。食べきれる分だけ買う，腐ら
せたり捨てたりしない，残さず食べきる，など
など，様々な対策 が考えられるが，心がけ
次第では無くせる。
問題はフードロスのほうだ。これは小売店
側の問題なので，私たちが干渉することはできない。だからといって，放っておくことはできないだろう。
ということで，私たちのテーマが決定した。「食品ロスの原因と，その予防策」を研究することにした。
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2-2.3分の1ルールとは？
フードロスについて考えるにあたって外すことのできない問題が，「三分の一ルール」だ。
食品メーカーとスーパーなどの小売店の間に存在している商習慣のことである。
色々な食品に，おいしく食べられる目安の期間として「賞味期限」が制定されており，製造日から賞味
期限までの期間の3分の1が製造日から過ぎてしまうと食品メーカーや卸業者などはその食品を納出でき
ないというものだ。
また，その3分の2を過ぎてしまうと，次第に店頭から除去され，廃棄されるというわけだ。

ちなみに，同様の商慣行は欧米にも存在するが，ヨーロッパは2/3，アメリカは1/2と日本よりも長い。
なんでこんな制度があるのか，なくせばいいじゃないかと思われるかもしれない。しかし，簡単になくせ
るものではないのだ。

【この制度のメリット】
日本の消費者は鮮度にこだわり，できるならなるべく賞味期限の長い商品を選ぼうとする。
商品が賞味期限に近づくにつれ割引に走ってしまいがちでその食品メーカーのブランド価値の毀損に
つながる恐れがあるが，賞味期限の長いゆとりのある商品を店頭に並べることで値引き販売の横行を防
ぐことができる。また，古い商品を廃棄しないで店内の商品が増加することで発生する，急激な物価下落
を防ぐこともできる。

【この制度のデメリット】
言わずもがな商品を店頭に並べる期間が極端に短くなってしまうので売買されない，つまり最終的に廃
棄となってしまう商品が増大してしまうわけだ。
現在，日本では年間600万ｔもの食品ロスがある。アジアやアフリカなど飢餓に苦しむ国々への食糧援
助量である年間420万tを大きく上回る。飢餓に苦しむ人々を救えるだけの食料を，我々は平気な顔をし
て廃棄しているのだ。

２-３.主な企業の取り組み
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このフードロスの問題には，SDGｓの観点から多くの日本企業も解決にむけて策を講じている。例として
私たちがよく目にする，ハウス食品株式会社やすかいらーくグループなどの大手食品企業をあげる。

ハウス食品では，セカンドハーベスト・ジャパンという日本初のフードバンクに，製品自体には問題がな
いものの包装の傷みなどで市場に流通できなくなった商品を寄贈している。
食料が必要な人のもとへ食品を届けることで食品ロスの削減と，SDGsの目標２「飢餓をゼロに」へと貢献
している。
また，ハウス食品では１９９６
年から保育園や幼稚園で自
社製品のカレールーを使用
してカレーをつくる「はじめて
クッキング」教室を１９９６年か
ら実施。SDGｓが採択される
約２０年前から続いているこ
のイベントでは，幼少期に必
要な五感を感じながら食の大
切さや考える力を身につける
ことができる。後の社会を担う
子供に「食育」を促すことは持
続可能な取り組みにつながる
と言えるだろう。
次に，ガストなどで知られるすか
いらーくグループの取り組みにつ
いて述べる。すかいらーくグルー
プでは，客の食べ残しを減らすこと
ができるように，客がご飯の量を選
べるようにしたり，定食のおかずだ
けを注文できるようにしている。さら
に，それでも残してしまったとき，
客の要望によって持ち帰りができ
るよう，環境に優しい素材で作られ
たもったいないパックが用意されて
いる。

３,考察
これらのことから私たちが考えたのは，フードロス問題というものは実は，僕たちが特別な事をしなくて
も，毎日の生活を繰り返す中で解決されるものであるということだ。現在，自分には関係ないと思っている
人ももちろん多いだろう。しかし，上で記したように多くの企業が解決に乗り出しているため，私たちが積
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極的にその制度を利用するだけでも実は解決に繋がるのである。また，それ以外でも，三分の一ルール
を理解した上で，賞味期限の短いものを敢えて選んだり，商品を後ろの棚からとるのではなく，前の賞味
期限の短い方から選ぶということもできる。そういったひとりひとりの生活の工夫がこの地球規模の解決に
貢献できるのではないかと私たちは考える。
４,結論
上記の現状や企業の取り組みから我々は企業や社会への提案と一消費者である私達自身への提案
の大きく二つに分けてフードロス問題の解決へ提案をする。
4－１ 企業や社会への提案
我々が提案するのは
例えばコンビニに輸送してきたトラックに，輸送しにきた食品と処分されるであろう食品を入れ替え，まだ
食べられるものを入れ替え，回収した食品をフードバンクなどに寄贈することである。実際，コンビニの食
品は衛生的に舗装されており，まだ食べられるものばかりである。フードバンクでは衛生管理も問題にな
っていることから，衛生的な，まだ食べられる食品を寄贈することは，大きくフードロスを減らすことにつな
がるのではないだろうか。だが，このような方法でも輸送費がかかったり，輸送する際に，賞味期限が切
れてしまうことが問題として挙げられる。このような問題の解決策を見つけることが今後の課題と言えるだ
ろう。
4－２ 我々自身への提案
我々自身への提案としてまず食品ロスという問題の根本に目を向けてほしい！なぜ食品ロスが問題と
なっているのか？この問題のすべての根本は，我々の意識にあると僕たちは考える。我々が食品を残さ
ずに全て食べさえすれば，この問題は理論上は解決されるはずだ。
我々にできる最も手軽かつ確実な解決方法。それは，お残しをしないことだ。食べられる分だけ料理す
る。買う。注文する。そして完食する。それだけで，「フードウェイスト」はゼロにできる。
そして，「フードロス」に対しても，我々のできることがある。試しに買ってみてはどうだろうか？インターネ
ットでは，通販サイトを通じて簡単，かつ安価に購入ができる。
どうしても
「フードロスって，本当は捨てられる食べ物でしょ？食べて大丈夫なの？」
という不安を抱く人が多い。なかなかフードロスを減らす取り組みが怒らなかったのも，このせいかもしれ
ない。
しかし，この論文に書いたとおり，フードロスのほとんどはまだ食べられるものである。三分の一ルール
で廃棄される食べ物は，まだ賞味期限も来ていないので十分おいしく食べられる。また，他にも，皮に少
し傷が入った（中身は全く問題ない），形が悪い，しまいには出荷されたときに段ボールが汚かっただけ
で処分されるものもある。「まだ食べられますよね？」そう自分に問うてみてほしい。
また，現在この世界情勢ではなかなか家から出る機会も減り，自炊も増えていると聞く。そんな状況だか
らこそ，まずは冷蔵庫にある食品を使って料理をしてみてはどうだろうか。
以上のことをフードロス問題の解決の糸口として提案する。

5.参考文献
１）豊洲市場 フードロス削減プロジェクト（最終閲覧日 202２年３月８日）
https://www.tsukijiichiba.com/user/collection/264

２）おいしくて楽しい！２０２１ フードロス削減プロジェクト（最終閲覧日 ２０２1年１２月１４日） https://ww
w.oisixradaichi.co.jp/foodloss-action/

3）コンビニの食品ロスは一日いくら？ 大和エネルフ株式会社（最終閲覧日 ２０２１年１１月３０日）
http://www.enelf.jp/archives/2613
4）スカイラークグループの取り組み（最終閲覧日 ２０２２年２月４日）
https://www.skylark.co.jp/csr/foodloss_reduction.html
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５）企業ランキング上位！ハウス食品のSDGｓの取り組み（最終閲覧日 ２０２２年２月４日）
https://note.com/sdgs_media/n/n36df67a48e6d
６）「フードロス」と「フードウェイスト」は全く違う―alterna（最終閲覧日 ２０２２年２月１日）
https://www.alterna.co.jp/39536/
コロナ支援 フードロス削減【公式】 (@otasuke_1234) / Twitter
７）食品ロスポータルサイト 事業者向け情報ー環境省（最終閲覧日 ２０２２年２月４日）
http://www.env.go.jp/recycle/foodloss/busi.html
８）日本もったいない食品センター（最終閲覧日 ２０２２年２月４日）
https://www.mottainai-shokuhin-center.org/
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++広島大学附属福山高等学校
４年｢体験イノベーション｣

サブスクリプションによる備後の活性化
―福山の観光活性化と世界への発信―
研究者

４年 E 組

10 班

浅野真凛 北村伊吹 竹中将惺 濱田涼佑 渡壁葉月

１．序論
今、世界ではサブスクリプションの需要が増え、CM などでも名前を聞くようになっている。
そこで地方を振興させる意味も込めて、私たちの住む備後の名産品をサブスク形式で全国に広めようと考え
た。備後には広めるべきものがたくさんある。福山に住んでいる E8 班の私たちでさえ、福山にこんなにも素敵な
商品があることを知らなかった。今回の調査を通して、ますます福山の魅力を広めたい。

２．本論
２－１サブスクについて
サブスクリプション・サービス通称サブスクとは、月額料金等の定額を支払うことにより、契約期間中、商品やサー
ビスの利用が可能となるものをいう。
動画や音楽、電子書籍・雑誌等のデジタルコンテンツ、ソフトウェアなどではサブスクリプション型での提供が普
及しつつある。デジタルコンテンツ等以外においては、従来から定期購入・頒布会といった売り切り型の販売が行
われてきたが、最近ではこれら商品についても一定期間利用できるサービスとして提供されるようになってきてい
る。

引用：消費者庁 サブスクリプション・サービスの動向整理
サブスクリプション・サービスの特徴
サブスクリプション・サービスには、期間内、制限なく利用可能なサービス（使い放題）と、一定の条件のもと利用
可 能なサービスとがある。
制限なく利用可能なサービス …見放題等とする動画配信サービス 等
一定条件のもと利用可能なサービス …期間内の提供数、利用回数、交換回数等に上限がある花配達サービス
等
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サブスクリプション・サービスによる消費者のメリット
- 多く利用することにより割安になる。
- 定額で様々な商品を試すことができる。
- 価格以上に高品質な商品・サービスを利用できる。
（消費者のサービスの継続利用が中心となり、新規顧客獲得に要する広告費等を、提供する商品・サービスに向
けることが可能）
- 自身の嗜好等にあった商品・サービスのレコメンデーションが得られる。
- 事前に商品等を探索、選択しなくてもよい。
- 処分する手間がない。

サブスクリプショ

定額制／月額制

リカーリング

ン

短期から長期契約
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特長
3
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引用：https://www.ntt.com/business/services/application/crm-dm/subsphere/lp/article-what-issubscription.html

２ー２サブスクの需要
サブスクの需要は何と言っても、無制限なサービスによって消費者がお得だと思える点だ。
料金はサービスによって異なるが、音楽の場合は月額 1,000 円弱である。シングル CD を買えば 1 枚で 1,000
円、デジタル音楽では 1 曲 250 円程度を払ってダウンロードする必要がある。
しかし「聴き放題」のサービスならば、月に 1,000 円を支払うだけで世界中の数千万もの楽曲を自由に聴くことが
可能になる。もちろん毎月の支払いとなるが、普段から音楽が好きで CD を買っていた人の場合、「サブスクを利
用したほうが安く済む」と考えるだろう。「聴けば聴くほど、お得になる」わけである。日常的にコンテンツを楽しんで
いる人ほど、サブスクの「○○放題」はコストパフォーマンスが良いシステムと言えるだろう。「それまでは知らなか
ったアーティストや作品と出会うきっかけにもなる」という点でも好評だ。
また、サブスクの市場は年々拡大しており、2023 年には 8600 億円を超えると考えられている。

その中でも音楽配信におけるサブスクリプションの売上高は 315 億 6,200 万円（2018 年）。
音楽配信売上高に占めるサブスクリプションの比率は年々増加傾向にある。それは以下の図より分かる。
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引用：消費者庁 サブスクリプションの動向整理

２－３アンケート結果
私たちは備後地域でのサブスクの需要について調査するため、下記の３つの質問を４０人にアンケートし、２０人
から質問が返ってきた。

Q1 ご家庭でどのようなサブスクを使っていますか？
野菜が届けられるサービス、ネットフリックス など

Q2 備後地方の特産品でサブスクとして入っていたらうれしいものは何ですか？
という質問では備後地方の特産品を調べ、ほしいものに印をつけてもらい品目ごとに集計した。
12
7
9
くわい
海苔
鯛
八天堂のクリームパン

尾道ラーメン
沼隈ブドウ
保命酒
さより
うずみ
トマト
わけぎ

15
13
3
3
3
4

りんご
ナス
はっさく
イチジク
栗
幸水梨

9

柿

5

5

神石高原牛

12

11
7
7
11

1
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14

Q3 上記以外の備後の特産品でサブスクとして入っていたら、うれしいものがあれば
お答えください。
米 地ビール みかん すいか レモン塩 バラの花 地サイダー かんきつセット
地元の野菜 ワイン 魚

３．考察
今回のアンケートや調査の結果から、私たちは備後サブスクセットとして以下の案を提案する。

セット１(3 月)→はっさく、サヨリ、わけぎ、鯛、のり
セット２(６月)→トマト、ナス、たこ、尾道ラーメン、沼隈ブドウ、のり
セット３(９月)→柿、イチジク、梨、リンゴ、のり
セット４(12 月)→くわい、レモン、のり、栗、八天堂のクリームパン
のりは送られてくるごとに欲しいといった声があったので、のりは４回とも中身に含めようと考えた。
毎月３０００円の支払いで、３か月ごと、年４回の発送を考えている。３か月分の９０００円のうち、７０００円を商品
に、残り２０００円を送料に充てる。

４．結論
アンケート結果から、尾道ラーメンや八天堂クリームパンといった、地元を代表するものは振興を促すためには
必要だと思った。またアンケート結果からもわかるようにそういった商品は地元民にもやはり人気であることがわか
る。こういったものを全国に広めることで、より備後地方の振興が可能になると思った。

５．参考文献
１）サブスクリプション・サービスの 動向整理 - 消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/meeting_materials/assets/internet_committee_
200205_0002.pdf1 月 17 日
２）矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/26961 月 17 日
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