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広島大学附属福山高等学校  

５年｢提言Ⅰ｣ 

 日本におけるスマート農業の活用法について 

5A 3 岩本信太郎 

1.     序論 

現在、農家の減少が問題視されているが、特に我々の主食を担うコメ農家の数は年々減少していっており、19

65年と比べるとその数は2015年には約1/5になってしまっている。現在コメに関する自給率は100％を保ってい

るが、米もほかの食物同様輸入に頼るような状況になると安定供給・安全保障の観点で危険といえる状態にな

るだろう。これを回避するためにも、現在開発や研究が進められている先端農業機械を活用した「スマート農

業」に注目しながらこの問題の解決策について論じてみたいと思う。 

2.     本論 

具体的な活用方法を示す前に、実際に政府が先端農業技術を活用し大規模な水田で実証した結果のデー

タを確認してみた。見てみると、以前の方法と比べ人件費は減少し収量も増えた一方、機械費がかさみ利益

が減少するという本末転倒な結果になってしまっている。

 

農林水産省（MAFF） 農業・食品産業技術総合研究機構（NARO）令和２年10月報告 

しかし、使用された機械のすべてがスマート農業機械と言われるものであり、いまだ黎明期であるスマート農業

産業においてこれほどの新型機械を用いるのはコストパフォーマンス的には難しいと思った。そのうえで、使う

機械の規模や種類によってはプラス利益になるのではと考えた。 

そもそもスマート農業機械の利点とは、これまでは経験などが大部分を占めていた農業技術を科学技術を用

いることで新規参入者にも簡単に収穫を望むことや肉体労働が多い農業の中の重労働を楽にすることを可能

にすることがあげられる。この特性を踏まえ、より効率の良い使用方法を考えていこうと思う。 
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今回提言するのは、そのスマート農業を組み合わせたビジネスプランである。その内容は、現在耕作がされて

いない田や耕作放棄地を借り受け、そこで農作を行い利益の一部を還元するという寄生地主制を導入したよう

なものである。この考え自体は既存のものであるが今回はそれにスマート農業の考えを踏まえたものを提言す

る。従来では様々な場所で耕作をするのは効率が悪く、管理や見回りをするのが難しかったが自動水管理シ

ステムやドローンによる長距離の場所の農薬散布によってわざわざ現地に行かなくてもよいというシチュエー

ションを作ることができる。また、近年の傾向として販売農家の耕作放棄地面積が減少している一方、土地持

ちの非農家や自給的農家の耕作放棄地面積が大きく増加しているため、農家ではないが田んぼを持て余し

ている個人も多いと思われる。そういった人にも、何もしなくても土地を貸すだけでお金が入ってくるというのは

魅力的な話だろう。また、現在耕作放棄地のなかでも中山間地域と呼ばれる場所のものが増加しており、その

荒廃した農地が原因となって、鳥獣害、病虫害、土砂崩れ等の被害が多く発生する可能性がある。これらの問

題を解決することもできるだろう。 

しかし、この案にはいくつか問題点がある。それは、資金・人的資源共に初めに多く必要であるということだ。い

くら収穫したコメによる収入があるといえ安定した収穫量を得るには時間がかかり十分な資本が必要だろう。ま

た、まだ一般にあまり普及されていない技術機械を用いるため導入費が多くかかる。人もいくらシステム管理化

するといえ種まきや収穫といった仕事はある程度ノウハウが必要であり完全な初心者に遠距離の土地を扱わ

せるのは無理な話だろう。 

これらを解決するための案として長距離の農薬散布技術を用いた農薬散布サービス業や機械の貸し出し等に

よってある程度の収益を期待できるだろう。また、人的資源に関しては地元の農業従事者の短期雇用と組み

合わせることで遠距離でも作業を進めながら経験値を得ることができるだろう。ほかにも政府の補助金につい

ても前向きに調べてみようと思う。 

実際に調べてみると、これと似たような取り組みをしている企業を発見した。徳島県東みよし町では農事組合

法人ドリーム生産組合が高齢者や後継者不足の農家の農地を借地し、地元から3名を常時雇用し、4名を臨

時雇用して米麦のほか促成イチゴ等の施設園芸、山間部では、雑穀、ゆず、山菜、施設園芸として夏秋イチ

ゴ、夏秋トマト等を主体とする農業生産を展開しており、国に申請して耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

を利用している。この交付金は再生作業、土壌改良、営農定着、経営展開に利用することができ、今回のプラ

ンでも役立たせることができるだろう。 

 

農林水産省 荒廃農https://www.maff.go.jp/j/nou地再生利用の取組事例 sin/tikei/houkiti/attach/pdf/h2

803_jirei-26.pdf 令和2年３月８日参照 
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次に、実際に活動をする具体的な地域を設定しようと思う。このデータを見ると耕作放棄率の高い都道府県は

中四国地方に集中していると思われる（耕作放棄地の計算方法は下図）。実際計算してみると中四国だけで

の耕作放棄地率は18.8％であり全国平均の10.6％の二倍弱とな

っている。またこれらの地域では集落営農という「集落」を単位とし

て農業生産過程における一部又は全部についての共同化・統一

化に関する合意の下に実施される営農が盛んにおこなわれており、この文化と今回のプランの他人の耕作地

で作業をする点で類似する点もあることからこれら地域での活動が最も現実性があるのではないかと考えた。  

3.考察 

今回の提言は今までにある企業や行政の取り組みを応用したものであったが、地方での取り組みによっておこ

る問題点や農業への新規参入の難しさが現れたものになった。しかしこれらの補強案がうまく作用すれば今ま

で不便性や場所を理由に放棄されていた耕作地を再び活用することができるだろう。またスマート農業機械の

これからの発展や普及によってはより簡単に、そして効率的な農業を創造することができるだろう。まだ開発途

上の分野であるスマート農業のこの先に注目していきたい。 

 

             

左グラフ及び次ページグラフ 

矢挽 尚貴 

統計データによる耕作放棄地と集落営農の関係https:

//www.naro.go.jp/publicity_report/publication/archive

/files/nkkgiho217_07.pdf 

令和２年３月８日参照 
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広島大学附属福山高等学校 5 年「提言Ⅰ」 

 

生徒会と主権者教育 

～若者参画社会の実現に向けて～ 

5 年 A 組 12 番 片岡 瑞貴 

１．序論 

第１ はじめに 

 現在の日本では、若者の選挙投票率低迷をはじめとして、若者の政治参画の意欲が低いことが社会的

に問題視されている。本研究はこの現状を改善するための方法を、生徒会活動による主権者教育の視点

から提言するものである。 

 

第２ 問題提起 

（１）若者の政治参画意識の低下について 

  ア）国政選挙における投票率の低迷 

    若者の政治参画に関する問題で、最も主要と言えるのは、選挙投票率の低迷である。各種選挙   

で主に 10 代・20 代の有権者の投票率が問題視されている。下記のグラフは国政選挙における年代   

別投票率の推移である。グラフ１「衆議院議員総選挙における年代別投票率(抽出)の推移」による   

と、第 31 回から第 48 回にかけて、全体的に投票率が低下している傾向にある中、20 代の投票率は   

第 31 回を除き全世代のうち最低となっている上、変化率は著しい。また、グラフ２「参議院議員   

通常選挙における年代別投票率(抽出)の推移」によると、第１５回から第２５回までの間、20 代の   

投票率は全世帯で最低となっている。また、10 代の投票率について、2016 年の公職選挙法改正    

後、初の国政選挙であった第 24 回では、30 代の投票率を上回る結果となっているものの、第 25 回   

では他の世代と比べても著しく低下している。また、いずれのグラフにおいても、年代が高くな   

るほど、投票率も高くなっている傾向が読み取れる。加えて、昭和 42 年頃は各世代で投票率の差   

は小さいが、年を経るにつれ、その差が大きくなっていることがわかる。 

    ここで、「若者の投票率低迷」＝「若者の政治参画意識の低下」と言えるかどうか検討する。   

投票率の低迷は、若者の意識の低下のみに起因するものではない。例えば、投票所に足を運ばな   

ければいけないという選挙の実施形態が挙げられる。しかし、このような他の要因は、一部の人   

にはあてはまるものの、若者全体に影響するほどのものとは考えがたい。よって投票率低迷の原   

因のうち、政治参画意識の低下は大きな割合を占めるものと判断できる。 

 

【グラフ１】衆議院議員総選挙における年代別投票率(抽出)の推移［出典：総務省］ 
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【グラフ２】参議院議員通常選挙における年代別投票率(抽出)の推移［出典：総務省］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ）若者の意識 

   以下は、内閣府が 2019 年度に実施した「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査(平成 30 年    

度)」における、いくつかの質問に対する回答のデータである。なお、データは国別比較である。 

  ①及び②より、政治への関心及び政治参画意識が相対的に低いことがわかる。③より、政治的有効  

性感覚が低いことがわかる。④より、現状に不満を抱えている傾向が強いことがわかる。       

よって、日本の若者に見られる傾向として、確かに自国の政治に不満はあるが、政治には興味が  な

かったり、自身の力では社会は変えられないという意識から政治に参加することへの意欲が低下  し

ていたりすることが考えられる。一方で、(参考１)及び(参考２)より、若者の意見が政治に反映さ  れ

ることが重要と捉えている人は少なくない。 

 

 ①「あなたは、今の自国の政治にどのくらい関心がありますか。」 

  日本は「非常に関心がある」の割合が 12.2％と最も低く、「どちらかといえば関心がある」を含め

て  も、43.5％と同様に最も低くなっている。 
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 出典：内閣府『我が国と諸外国の若者の意識に関する調査(平成 30年度)』 

 ②「社会をよりよくするため、私は社会における問題の解決に関与したい。」 

  日本は「そう思う」が 10.8％、「どちらかといえばそう思う」が 31.5％となっており、とくに前者

の  割合は他国と比べて著しく低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：内閣府「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査(平成 30年度)」 

 

 ③「私の参加により、変えてほしい社会現象が変えられるかもしれない。」 
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出典：内閣府「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査(平成 30年度)」 

 

 

 ④「自国の将来は明るいと思いますか。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：内閣府「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査(平成 30年度)」 

 

（参考１）「子供や若者が対象となる政策や制度については子供や若者の意見を聴くようにすべき」 

 他国と比べて低いものの、「そう思う」が 31.6％、「どちらかといえばそう思う」が 37.9％となって

お り、若者の意見が政治に影響を与えることの重要性については、ある程度認識していると考えられ

る。 
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出典：内閣府「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査(平成 30年度)」 

 

（参考２）「社会のことは複雑で、私は関与したくない」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：内閣府「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査(平成 30年度)」 

 

（２）我が国の人口問題について 

  我が国は、高齢化率(総人口に占める割合)は 28.4％となっており、超高齢社会(高齢化率 21.0％以上 

の社会)に分類され、高齢化は著しく進んでいる。また、我が国の合成特殊出生率は 2021 年時点で 1.33 
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であり、人口置換水準の 2.07 を下回っていることから、少子化も進行している。 

 出典：内閣府「令和 2年版高齢社会白書」,厚生労働省「人口動態統計(確定数)の概況−令和２年」 

 

（３）問題意識 

  上記の２つ、若者の政治参画意識の低下及び少子高齢化によって引き起こされる問題は何か。 

  その一つに、シルバーデモクラシーが挙げられる。シルバーデモクラシーとは、有権者全体の中で 

高齢者が高い割合を占めているために、高齢者向けの政策が優先される傾向にある政治のことをい  

う。シルバー民主主義ともいう。日本では特に 2000 年代後半に団塊の世代が定年退職の時期を迎え、 

有権者に占める高齢者の比率が上昇した。加えて 20～30 歳代の有権者の投票率が低いことからも、政 

治家も高齢者の声に耳を傾けがちになり、「高齢者の声が通りやすい政治」が現出した（コトバン  

ク）。換言すれば、現状は「若者の声が通りにくい政治」であることになる。 

  日本において、このシルバーデモクラシーの現出はどの程度認められるのか。これについては、情 

報が不足しているため、直接の検証は行えない。ただ、すでに説明したように、日本では若者の投票 

率の低下に加え、他世代との投票率の差が拡大していることや、そもそも超高齢社会かつ人口減少が 

進んでいることを踏まえると、年代別人口に相当の差があることは明らかで、すなわちシルバーデモ 

クラシーの現出は、政治家の活動如何に関わらず、確実に起こりうる状況だと判断すべきである。(シ 

ルバーデモクラシーは、たとえ若者の政治参画意識が低水準でなくても、著しい少子高齢化によって 

引き起こされるとも考えられ、日本におけるシルバーデモクラシーがいずれに起因しているかを断ず 

ることはできないが、若者の政治参画意識の低下が要因になりうること、そしてそれは日本の現状で 

あることを踏まえると、若者の政治参画意識を焦点化しても、問題ないものと考える。) 

  さらにシルバーデモクラシーは、それが発現した状況下では問題の解決が非常に困難である、とい 

う性質を持っている。シルバーデモクラシー下では、例えば若者らが「自分が投票しても、政治に反 

映されない。」というように、政治的有効性感覚が低下している、あるいは確実に低下していくた  

め、シルバーデモクラシーの一因である若者の政治参画意識の低下がさらに進行してしまう。これに 

より、いわゆる負の連鎖が生まれてしまい、回復には時間を要することになる。 

 

（４）本提言が目指すもの 

  シルバーデモクラシーは現在の日本で社会問題として認識されていることを踏まえ、本提言ではそ 

の解決の一歩として、若者の政治参画意識の向上を成功目標とする。上で示した通り、シルバーデモ 

クラシーには、若者の政治参画意識の低下以外にも、人口問題にもその原因が見出せる。しかしなが 

ら、我が国の人口問題は複雑であり、その解決はほぼ不可能である。対して若者の政治参画意識につ 

いては、主権者教育の改善等によって向上が見込まれるため、こちらの要因にアプローチするほうが 

より現実的かつ実現可能性が高いと判断した。当然ながら、若者の政治参画意識が向上したからと  

いって、直ちにこの問題が解決されるとは考えにくい。しかし、若者の政治参画意識の向上は、確実 
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に解決への一歩になり、さらに民主主義の理念から見ても、大変意義のあることであると考えてい  

る。 

  本研究では、ほとんどの若者が成人するまでに修了する高等学校における主権者教育に注目した。 

そして、全国の高等学校に設置されている、いわゆる生徒会にあたる自治組織を、主権者教育のさら 

なる推進に活用できないか検討した。 

 

 

２．本論 

第１ 政治参画意識低下の原因 

 政治参画意識の低下は、前述のとおり選挙投票率の低迷に現れている。選挙投票率が向上したならば、

政治参画意識の向上は果たされたことになる。よってここでは、政治参画意識の向上という課題への解

決策の考案のため、選挙投票率が低水準である原因を追及したい。 

 

（１）政治的有効性感覚の欠落 

  一般に、人は何らかの目的をもって行動する。目的のない行動は、無駄と見なされ、削減されてい 

くものである。これは選挙への参加にも当てはまることである。選挙に参加する目的は、国民の一人 

として政治に意見し、自身の望む未来を形作るためである。しかし、代表民主制をとる日本において 

は特に、自身の投票が直接政治を動かしてるという感覚が得られにくい。実際、選別しているのは政 

治家であり、政策そのものという意識は起こりにくい。これはすなわち政治的有効性感覚の欠落を意 

味する。 

 

（２）選挙制度への不信感 

  前述のとおり、シルバーデモクラシーが現出しうる状況にある日本では、政治的有効性感覚は欠落 

していると言える。これは、日本において、民主主義としての選挙制度が、もはやその意義を失いつ 

つあると疑問を呈する若者も少なくないだろう。(これに関連するデータを得ることができなかったた 

め、これは推測の域を出ないが、意見を反映できない選挙制度自体に疑問を持つことはごく自然なこ 

とと思われる。) 

 

第２ 我が国の主権者教育  

 我が国の主権者教育については、平成 23 年に総務省において設置された「常時啓発事業のあり方等研

究会」の提言の内容も十分に考慮しながら促進されてきた。その後平成 29 年に総務省に置いて設置され

た「主権者教育の推進に関する有識者会議」では、その中で迎えられた第 24 回参議院議員通常選挙の結

果を踏まえ、その現状や課題等が整理された。本提言では、我が国の主権者教育の現状と課題を把握し、
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提言に先だって検証するため、「主権者教育の推進に関する有識者会議とりまとめ(平成 29 年 10 月)」

から一部を引用してまとめる。 

 

※(１)~(４)，(５)〈高校生段階における取組〉は、「主権者教育の推進に関する有識者会議とりまとめ(平成 29 年

10 月)」より引用して掲載 

 

（１）学校における主権者教育の取組と課題 

   学校における政治に関する教育は、教育基本法により政治的中立性を要請していることから、従来、政  

治的題材を扱うこと自体が避けられてきた。このたび、参院選において初めて高校生が投票に参加するこ  

とから、全国の高校により、高校生に対する教育が重点的に行われたが、その内容な、政治や選挙の知識  

学習や投票を体験する取組に充塡が於かれ、生徒が主体的に考え、十分に議論し、意思決定を促す取組は  

必ずしも多くない。 

   この点については、間近に迫る選挙を見据えた短期間での取組であり、早急に選挙の知識や関心を高め  

る取組が求められたこと、特別活動や公民科目を担当する授業で行われることが多く、教員の考える時間  

や教える時間が十分に確保できなかったこと、多くの教員にとって初めての取組であったことなど、様々  

な要因が考えられる。 

   また、学校教育において現実の政治的事象を扱う際に、公選法上の選挙運動規則との関係や政治的中立  

性の観点から、18 歳未満の政策討論や、教員による判断材料の提供方法等について、留意する事項が多   

く、授業でどの程度扱えばよいかなどの疑義を抱くとの声もあり、授業で扱いにくいと指摘する声もあ   

る。 

 

（２）選挙管理委員会における主権者教育の取組と課題 

   全国の選挙管理委員会において、学校に出向いて授業を行う出前授業が数多く行われており、その内容  

は、選挙の意義や選挙制度等の講義を行うもの、講義と模擬選挙をあわせて行うものなど、各学校の環境  

や生徒、所要時間等の状況に応じて取組がなされている。出前授業の中でも、模擬選挙は、実際の投票前  

に模擬的に投票を体験することにより、投票所での投票に対する抵抗感を低くする取組であり、特に、実  

際の選挙機材を用いた外部の者からの説明も含む模擬選挙は、生徒も興味を持ちやすい有効な取組であ   

る。 

     これらの出前授業は、主権者教育の重要性が増したことにより、学校からの要望も急増している状況で  

あるが、選挙管理委員会の人員不足により体制が整わず、すべての要望に対応できない事態が生じてい   

る。特に、小規模地方公共団体においては、専任の職員を設けていない団体もある。さらに、選挙時期   

は、選挙について学ぶには効果的な時期であるものの、選挙執行の準備対応に多くの人員を割かれるた   

め、対応が困難となっている。 

 

（３）学校と外部との連携協力による主権者教育の取組と課題 

   18 歳選挙権を契機に、学校教育における主権者教育の取組が活発となり、選挙管理委員会をはじめ、
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マ  スコミ関係や明るい選挙推進協議会、NPO 法人等の民間団体と連携した取組も多く行われた。これら

学校  外部の団体との連携は、専門的知見を有する者から学べる効果的な取組であり、生徒の関心を高める

こと  ができる有効な取組である。 

   また、一部の地方公共団体では、子供議会として、模擬的に議会を体験する取組が行われているほか、  

地方議員が学校を訪問して生徒と対話する取組が行われるなど、多様な連携の下で、様々な取組がなされ  

ている。 

   しかしながら、学校側が外部の専門家を招きたいと計画しても、どのような人がいて、どのようなこと  

を行い得るか、これらの情報が把握されておらず、十分整理されていない状況にある。また、身近な問題  

について、主体的に考え、判断するに際し、地方公共団体に問い合わせる場合に、担当や部署によって   

は、十分に対応してもらえないことがある。さらに、学校に議員を招く取組は、政治的中立性の観点から  

複数の会派の議員を招くことが求められるなど、学校側が主導して行うことは難しい状況となっており、  

このような取組には多くの課題が残されている。 

 

（４）主権者教育の考えられる方向性 

  主権者教育として求められる教育は、社会の出来事を自ら考え、判断し、主体的に行動する主権者 

を育てることにある。このような主権やの育成は小さい頃から、継続した育成が必要である。その題 

材には、年代や環境に応じたものを扱い、考える力、判断する力、行動していく力を醸成する多様な 

取組が求められる。 

 〈高校生段階における取組〉 

   高校生段階においては、公民科目を担当する教員を中心に主権者教育が行われているところであるが、  

考える力、判断する力を醸成するための教育は、他の教科においても重要で、学校又は学年全体として発  

展的・系統的に指導することが大切であり、教員の人員不足や学習時間不足の対応としても、有効な取組  

である。 

   また、高校生段階においては、社会の問題を理解できる年代とも考えられ、前述の副教材で掲載してい  

る、現実の政治的事象を題材にディベートを行うことや、実際の選挙を題材に模擬選挙を行うことも効果  

的であると考える。 

   さらに、新聞記事やニュースを活用した授業も効果的であると考える。高校生が選挙や政治に関心を持  

つために行う取組として、模擬選挙やディベート・話し合い、議員や政党関係者の話を聞くことと並び、  

新聞記事を使った授業を行うことも有効と考えられる。なお、小学生段階から家庭において新聞記事や   

ニュースを題材に話し合うことで、より一層の効果が 期待できる。 

 

（５）現状の検証とポイント 

  上記で説明したように、現在、日本では主権者教育が進みつつある。しかしながら、その多くは政 

治的有効性感覚を芽生えさせるものとは考えがたい。模擬投票や討論、社会情勢に関する授業など  

は、生徒が政治的事象に関心を抱くきっかけとはなりうるものの、自身が政治に参加することで世の 

中を変えることができるという政治的有効性感覚の育成には、効果は小さいと思われる。なぜなら、 
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生徒は実際の社会からは隔離された学校においてのみそのような教育を受けるにすぎず、自身らが社 

会に意見を発信し、議論する機会を得られたわけではないからである。 

  そもそも、政治的有効性感覚を育成することが主権者教育の直接の目的とはされていない。主権者 

教育では、選挙への参加などといった政治参画の促進のため、「日本を支える主権者として、情報を 

収集し、的確に読み解き、考察し、判断を下せる政治的リテラシー(政治的判断能力)を醸成すること」 

を重要視している。しかしながら、いくら政治的判断能力が向上しても、政治参画意識が低ければ、 

日本の現状を改善するものとはなりえない。よって、主権者教育の新たな視点として、政治的有効性 

感覚の育成を盛り込むことが重要と考える。 

 

第３ 提言 

 以上を踏まえ、新たな視点からの主権者教育を提案したい。ただし、本提言は以上で評価・検討した

我が国の主権者教育の現状施策に対して、その改善あるいは撤廃を求めるものではなく、その不十分性

を補填するための新たな方法として提案するものである。 

 

（１）内容 

 

国や各地方自治体と高等学校生徒会連合が連携する 

  

  まず、全国あるいは各地域の高等学校の生徒会の連携を図るため、高等学校生徒会連合を組織す  

る。生徒会間の連携は、生徒によって行われる議論を学校内で完結させることなく外界へと発信する 

ことによって、社会を身近に感じさせることができる。また、現在も主権者教育で取り入れられてい 

るような社会情勢に関する題材について、生徒会で議論した結果を他の生徒会と共有し、さらに議論 

を深めることで、主権者教育を促進することができる。 

  これにとどまらず、高等学校生徒会連合は国や地方自治体と連携し、高等学校生徒会連合がそれら 

に提言し、大人と議論する機会を設ける。社会問題に対する施策を「大人と」話し合う場として捉え 

たい。現在、市町村区単位で導入実例のある若者会議のように、若者のみで意見を交換したり、一方 

的に提案したりするだけはなく、大人との議論を通して施策を考案していくという過程を重視する。 

そこで生まれた施策を実現するかどうかは地方議会等の判断であるが、ある程度の影響力のある会議 

でなければ若者の社会参画がなされているとは言えないため（有効性の自覚を得にくい）工夫が必要 

である。 

  以上のような体制を整えることで、まずは全高校生が各学校の生徒会の成員として生徒会内で議論 

し、各生徒会の代表者らで構成された生徒会連合での議論を経てそれらを国や地方自治体に提言し、 

大人と議論を深め、その結果を各生徒会に還元する、という意見のサイクルが生まれる。これによ  

り、生徒会の代表でない生徒もより社会を身近に感じ、政治的有効性感覚を得られる可能性が高ま  
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る。 

  そもそも本提言は高校生以上を対象に含めることを目標にしているため、各学校生徒会との連携を 

掲げている。従来の若者会議は意欲ある人が参加の機会を得られるものであるが、それでは若者全体 

の意識改革として弱い。そこで、生徒会と連携することにより、全高校生を巻き込んだ意識改革が実 

現できると考える。しかしながら、各学校で教育方針や行事予定等は異なるため、機能的な連携には 

課題が残る。 

 

（２）内容の検証 

 ○政治的有効性感覚の有無に関わらず、あらゆる若者に主権者教育を施すことができる。(すでに説明  

したとおり、従来の少年議会などでは、そもそも政治への参画意識の高い学生しか参加しないた   

め、問題視されている若者への施策としては不十分であるが、この点を解消できる可能性が高いも  

のである。） 

 ○全学校で主権者教育の方針やその活動計画を統一する必要があり、国や地方自治体が政策として主  

導する必要があるため、導入は困難である。 

 

 

３．結論 

 シルバーデモクラシーについては、選挙権年齢の引き下げののち、より注目される課題となった。こ

の問題は複数の視点で検証し、解決への方法を考案していく必要がある。シルバーデモクラシーは、主

に少子高齢化と若者の政治参画意識の低下によって引き起こされるものであるが、本提言では実現可能

性を考慮し、若者の政治参画意識の低下を改善するための方法を模索した。意識低下の原因として、政

治的有効性感覚が得られにくいという事が挙げられる。つまり、自身が政治に参加することに意味を見

いだせないでいる若者が多いということである。本提言はそこに焦点を合わせ、研究を進めた。現在行

われているその改善策として、各地域少年議会等が挙げられる。しかしながら、少年議会等は自主参加

であり、それらに参加するような若者は、そもそも政治参画意識が高い者が多いと考えられるため、改

善策としては十分ではない。よって、どんな若者にも政治的有効性感覚を身につけられる機会を与える

べく、上記のように提言する。 
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内閣府「令和２年版高齢社会白書(全体版)」 

（https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2020/zenbun/02pdf_index.html 最終閲覧日：2022 年

3 月 15 日） 

厚生労働省「人口動態統計(確定版)の概況−令和２年」 

（https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei20/index.html 最終閲覧日：2022 年 3 月 15

日） 

総務省「国政選挙における年代別投票率の推移」 

（https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/nendaibetu/ 最終閲覧日：2022 年 3 月 15

日） 

総務省「主権者教育の推進に関する有識者会議 とりまとめ」 

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/syukensha_kyoiku/index.html 最終閲覧日：2022 年 3

月 15 日） 

総務省「常時啓発事業のあり方等研究会」 

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/keihatsu/index.html 最終閲覧日：2022 年 3 月 15 日） 

生徒会活動支援協会「スウェーデンの市民性は生徒会によって育まれる」 

（https://seitokai.jp/archives/2559 最終閲覧日：2022 年 3 月 15 日） 

小林庸平・両角達平「シティズンシップを育むスウェーデンの生徒会活動」 

（https://researchmap.jp/tatsuhei-morozumi/misc/32226988/attachment_file.pdf 最終閲覧日：2022

年 3 月 15 日） 

高橋亮平「ドイツやスウェーデンを見習い日本の主権者教育も自治と参画を合わせた『新しい生徒会』

を柱にすべき」Yahoo ニュース 2016 年９月 16 日 

（https://news.yahoo.co.jp/byline/takahashiryohei/20160916-00062237 最終閲覧日：2022 年 3 月 15
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日） 
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    現代社会とテレワーク     

     5 年 A 組 16 番 迫 泰樹 

Part.1.導入                        

 現代日本では、過労死や月何十時間の残業というもの    

が蔓延しているとよく耳にする気がします。（右図参照） 

 そのような勤務状況は自殺者の増加や精神障害などの 

悪影響を引き起こしうることが報告されています。その 

原因である長時間労働が社会に浸透している理由は単に 

日本人の仕事効率が遅いというだけでなく、無駄な朝礼 

や会議が多いことや長時間労働を良しとする企業文化に 

由来することも一つの要因としてあげられるのではない 

かと思います。そこでインターネット等を利用して調べ 

ていると、現在企業で積極的に行われているリモートワ 

ークが適しているという情報を見つけ、これは長時間労 

働をなくすための一種の解決策になるのではないかと思 

ったためこれを提言することに決めました。 

 

Part.2.書籍から 

 まず最初に「過労死～その仕事命よりも大切ですか」という牧内昇平さんが書いた書籍を読んで私

が一番衝撃を受けたのは、『大きくなったら僕は博士になってタイムマシーンを作る。僕はタイムマ

シーンに乗ってお父さんの死んでしまう前の日に行く。そして「仕事に行ったらあかん」っていうん

や』という一説です。これは 6歳の男の子の言葉ですが、その家庭に起こったであろうことを容易に想

像することができます。例えば彼の父親は仕事に重きを置く人でたまにしか会うことができず、ある

日ふっと過労死でなくなってしまったのではないか。男の子はもっと早く、父親に仕事に行かないで

と声をかけていれば…と強い懺悔の念を抱いてしまったと推測することもできます。勤務していた会

社はいわゆるブラック企業と呼ばれるものだったのか、それとも会社での人間関係などを思い悩んで

しまった結果、死という道しか残されていなかったのか。どちらにせよその父親が亡くなったのは仕

事のためであり、より問題なのはこのような状況に陥っている人が少なくないという日本の社会その

ものなのです。 
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Part.3.働くということ 

 近年、過労死による死亡者だけでも年間 200 人近くおり精神障害を及ぼした例は 2000 件を超えます。

（下図参照）私も以前、低賃金で労働者を長時間働かせた結果従業員が亡くなった人がいると聞いた

ことがあります。確かに会社の上の立場の人間は利益をより設けたいので社員の給料を減らし、より

長く働かせることは一番の近道かもしれませんが、それは従業員のことを思っての行動なのか、利益

が上がり自分が潤うことがすべてなのか、よく考えてほしいものです。もし、当人が長時間働くよう

な意志があったとしても、それが過度なものであった場合 STOP をかけるのが本当の会社、上に立つ

者のあるべき姿なのではないでしょうか。この本を読んで、現在の社会における過労というものの深

刻さをより感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part.4.提言 

 そしてこの提言の授業を通して私は、リモートワークをこの 

問題を解決する手段として活用することを提起したいと思いま 

す。なぜなら、リモートワークは自宅で行うために夜遅くまで 

会社に残って働くということがなく、自分の体調に合わせて働 

く時間を変えられることは勿論のこと、職場のずっと同じ場所 
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で椅子に座った状態にのみならず部屋や姿勢なども自分が好き 

なようにできるため、従来の環境よりストレスレスといえるの 

ではないでしょうか。（下図参照）さらに、このリモートワー 

クは育児や家族のために会社に来られない人々が働ける環境を 

作ることに相違なく、人手不足を解消する第一歩になるのでは 

ないかと考察したためです。人手不足の解決は過労問題の解決 

に直結すると言っても過言ではありません。 

 

 

                                   

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Part.5.気になる側面 

 リモートワークの良い面を話してきましたが、当然問題点もあります。例えば、普段の環境と違い

誰かに連絡したり相談することが容易にできなくなり一人で悩みこんでしまう人もいるという点があ

ります。他にもインターネット機器をうまく活用できる人とできない人との間の格差が大きく、結局

会社に来て仕事をしてしまう人や逆に普段よりも長時間作業する人も少なくないという点も挙げられ

ます。またリモートワークという新しい環境の流れについていけないために仕事がうまくいかないと

悩んでいる人も多くいるようです。（下図参照） 
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Part.6.リモートワークの特別性 

 しかしながら、私は「リモートワークはなんら特別なことではない｣と断言したいと思います。 

 たとえば取引先や業務委託先とやりとりをする場合、多くの人はメールや電話、FAX などの通信技

術を利用しているはずです。それは、先方との間でリモートワークをしていることにほかならないと

いうのです。つまり会社でリモートワークを導入するというのは、それまで社外とリモートでやりと

りしていたことが部署内や社内に広がっただけのこと、したがってリモートワークを特別視する必要

はないという考え方もできるのではないでしょうか。多くの人はすでに部分的にはリモートワークを

経験し、慣れているはずです。つまり、それは紛れもないリモートワークだったわけです。しかも現

在はそのころよりも格段に、スマートフォン、Web 会議ツール等々さまざまなクラウドのアプリケー

ションが充実しています。リモートワークを快適に行うための環境は間違いなく整っているわけです。

そのためリモートワークは新しい社会の形ではなく、従来の社会体系の応用に過ぎないのです。 

 

Part.7.過労の助長～リモートワークという道 

 そして、リモートワークの最も大きな弊害は長時間労働を助長するのではないかということです。

これが引き起こす問題は人材の流出や生産性の低下に加えて、残業未払いによるトラブルがより多発

してしまうことです。それらに対し今取られている対策として、時間外や休日のメール送付の抑制や

システムのアクセス制限などが挙げられます。さらに仕事を視覚化・共有化させることで上司が仕事

の進捗状況を確認できるようになり、課題であったコミュニケーションを取りづらいという問題も解

決に向かってきています。近年、zoom などのツールも発展してきており環境も着々と整えられつつあ

ります。これらを有効活用することでリモートワークが長時間労働を促進するという課題は改善され

うるだろうと思います。今日の社会情勢の中、勤務体系の変革を迫られており社会も変化してきてい

ます。そこで私はリモートワークを利用することを強く提言したいと思います。 
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出典  

 1. 厚生労働省 日本及び諸外国の労働時間に関するデータ 

        https://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/05/s0520-7c.html 最終閲覧 8/16 

 2.   厚生労働省 過労死等の労災補償状況 2022 

     https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/000796022.pdf 最終閲覧 9/8 

 3. 厚生労働省 テレワークをめぐる現状について 

         https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000662173.pdf    最終閲覧 9/8 

 4. 日本労働組合総連合会「テレワークに関する調査 2020」 

   https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20200630.pdf 最終閲覧 9/8 
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「AIに仕事が奪われる」論から見る労働と幸福 
５年A組１８番  地﨑 丞 

 

1.序論 

 

２０１３年に、オックスフォード大学のマイケル・A・オズボーン准教授によって発表された論文

は、非常に衝撃的なものだった。彼はこの論文の中で、”According to our estimate, 47 percent 

of total US employment is in the high risk category, meaning that associated occupations a

re potentially automatable over some unspecified number of years, perhaps a decade or two. 

“(Michael A. Osborne,2013,p38)とあるように、「発表から１０〜２０年のうちに、アメリカ合衆

国の仕事のうち４７パーセントが自動化される」と述べたのである。 

いま、この発表からすでにその１０年が経とうとしている。しかし、たしかにAIの進歩は目覚ましい

ものの、「AIが原因で失業した」という話はあまりない。むしろ、いまだに深刻な人手不足に悩まさ

れている企業や業種も多く存在する。結果として、この予測はいまのところ当たっていないと言える

だろう。また、ここでは詳細な内容は割愛させていただくが、この論文に対してはいくつか欠陥が指

摘されている。 

しかし、AIと仕事に関する一連の動きは、ある疑問を私に投げかけた。 

それは、「労働と幸福との間にはいかなる関係があるのだろうか」ということである。 

オズボーン准教授の論文を受けて、マスメディアでは「AIに奪われる仕事と奪われない仕事」といっ

たようなことが報道され、就職に関する情報を扱うサイトでもよく取り上げられるトピックとなっ

た。 

一方で、人は時折「働かなくていいなら働きたくない」と思うことがある。実現可能かどうかは別と

して、もしもAI技術が劇的に発展して労働の多くの割合を代替するようになり、AI自身の生産やその

他の倫理的に人間がせざるをえないもの、そして創造性が要求されるものといった数少ない仕事のみ

を人間が担当するようになったら、人間は幸福になるのだろうか。それとも、そのような社会で人間

が生きていくのは難しいのだろうか。 

 

2.本論 

 

研究は以下のように進める。 

 

Ⅰ. なにを幸福とみなすか 

Ⅱ. 何のために働くのか 

III. 労働のない社会の中で 

 

Ⅰ. なにを幸福とみなすか 

 

先の問いに応えるためには、まず幸福とは何であるかを定義しておかなければならない。 

何を幸福とみなすかは人によってそれぞれであり、極めて主観的かつ曖昧な概念であるからで

ある。そこで、まずは国語辞典から定義を引いてみる。 

2018年1月版の『ベネッセ表現読解国語辞典』によれば、「幸福:すべてが満ち足りていて、不

安や心配がない。また、そう思える状態。」となっている。ここから、この研究では幸福を次

のように定義したい。すなわち、満ち足りている、つまりさらなる状況の改善を望まない状態
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を完全な幸福と定義し、不安や心配といったリスクが取り除かれることで欲求が満たされてい

き、身辺の状況が改善されていくことを幸福になること、とするのである。 

そして、ここでは欲求の分類のため、部分的かつ便宜的にマズローの欲求五段階説のものを利

用する。このようにすることで、大きく原義から外れることなく、どれほど幸福なのかを比べ

やすくなると思う。 

 

Ⅱ. 何のために働くのか 

 

幸福と労働がいかに関わっているかを考えるためには、労働が我々の幸福に対していかなる役

割を果たしているのか、つまり働くことがどのようなかたちで欲求を満たしリスクを取り除く

のか、ということを考えなければならない。 

ここで、人々がいかなる目的で働いているのかを示すために、内閣府の令和３年度世論調査（h

ttps://survey.gov-online.go.jp/r03/r03-life/2-3.html）を引用する。 

「『お金を得るために働く』と答えた者の割合が61.1％、『社会の一員として、務めを果たす

ために働く』と答えた者の割合が12.1％、『自分の才能や能力を発揮するために働く』と答え

た者の割合が7.2％、『生きがいをみつけるために働く』と答えた者の割合が13.9％となってい

る。（参照日時;2022/02/09）」とある。 

ここからわかるように、まず最初に挙げられるのは、おそらくは金銭を得ることによって、と

いうことだろう。 

一般の労働者は、労働力を売る対価として金銭を手に入れ、それを消費して生計を立てる。こ

こでは、働くことで結果的に生理的欲求および安全欲求を満たそうとしていると考えることが

できる。他に、手に入れた金銭を娯楽や投資・預金に用いることもある。前者の場合には少々

解釈が難しいが、私はこれを働くことで結果的に余暇における快の割合を大きくしようとして

いるのだと考える。一方、後者に関しては、生計を立てる意味での安全欲求を、将来にわたっ

て継続的に満たせるようリスクを取り除く行為であるといえる。 

そして、労働は金銭を得る以外にもさまざまな面から幸福に関わっている。 

次に挙げられているのは、「社会の一員として、務めを果たす」ということである。 

これは、社会的欲求と愛の欲求を満たすことに繋がっている。 

所属する社会や会社のために、他の何者かのために働くということ、そしてその成果を目の当

たりにすることは、自らの社会的立ち位置を実感し、存在価値を確認する点において重要な意

味をもつ。社会に生きる中での不安を取り除くという価値があるということができる。 

また、「自分の才能や能力を発揮する」というのも、この意味を持っている。 

そしてそれと同時に、この目的はもう一つの「生きがいを見つける」という目標と同じ意味を

共有してもいる。 

すなわち、自己実現の欲求を満たすことである。我々の多くは、半生を通して、仕事に自身の

リソースの多くを注ぎ込む。そこに生涯の目標をもち、能力の全てを使って何かを成し遂げよ

うとすることは、人生をおおいに意味のあるものにするものである。目標がないことは、将来

への不安をもたらす。自己実現への邁進は、この不安を取り除くからである。 

 

III. 労働のない社会の中で 

 

ここで、改めて問いを思い出してみたい。 

AIによって労働の大部分が代替されて働く必要性が失われたとき、私たちは幸福になるか否

か、ということである。労働のない社会は、我々にいかなる利益をもたらすのだろうか。 
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まず、膨大な余暇の時間ができる。私たちは、古代ギリシャにおいて平民階級がそうであった

ように、この時間を哲学などの学問に費やすようになるかもしれないし、レジャーなどの娯

楽、他の人との交流が盛んになるかもしれない。 

次に、当然人々は種々の労働問題とはほとんど無縁になるだろう。AIの生産関連などの産業で

働かなければならないのは標準以上のぜいたくを求める人のみとなり、作家や研究者などは多

くの場合純粋に自己実現のため、あるいは社会的欲求のためにその職務を遂行することになる

と私は予想する。 

ここで重要なのは、私たちは「全く働かない」訳ではないだろうということである。 

もちろん、一生寝転がって怠惰な時間を過ごすことも可能である。しかし、私たちはそうしな

い、と思う。 

Ⅱで挙げたような労働の心理的効果は、存外私たちの人生の大きな割合をしめている。それ

は、さきほど挙げた世論調査のページにある、「どのような仕事が理想的だと思うか」の調査

にも見ることができる。 

この調査(複数回答)によれば、じつに52.3%の人が、「自分にとって楽しい仕事」を理想的な仕

事として挙げている。これは「私生活とバランスがとれる仕事」(51.2%)よりも高い割合であ

り、私生活、つまり仕事のない時間が十分に確保されていることとおなじくらいに、仕事を楽

しめること、つまり働くことに報酬以外の自己完結する利益を見いだせることが重要視されて

いるとみなす十分な根拠であるといえないだろうか。 

また、「世の中のためになる仕事」を挙げている人が23.3%存在することも無視できない。 

もちろん、この調査が複数回答であり、消極的に選択肢を選ぶ場合があることも考慮せねばな

らない。しかしそれでも、全体の約4分の1の人が、自らの報酬や利益ではなく他者の利益をに

資することを少なくとも価値のあるものだと認めているということができるだろう。 

 

3.結論 

 
以上のようなことから、我々は仕事を通して、金銭やその他の物質的利益以外にも、幸福に資

すると考えられる利益を享受しているといえるだろう。我々が仕事の必要のない世界で暮らし

ていくことは、可能である。しかし、そのような仮定の上の世界であっても、実際には仕事が

なくなることはない。それは実際の他者の、ひいては社会の需要によってではなく、仕事を行

う就労者自身の需要によってである。我々は、仕事を通して精神的な安定を得ているものであ

り、普段考えている以上に仕事に対して依存的な関係をもっているといえるだろう。 

だからこそ、仕事はひとを精神的に充足させるものでなくてはならない。我々の仕事に対する

依存性を盾にとり、却って精神を傷つけ、果てには身体的な被害を及ぼすようなことは到底許

されることではないだろう。それは、親を人質にとって子を脅し、最終的に親も子もなぶるが

如きことである。 

ここまでに述べたように、働くこと自体はひとに幸福をもたらすといっていい。問題はそれが

適切かどうかである。 

例えば、イラストレーターや作詞家の多くはその仕事自体が好きで仕事をしているだろう。こ

れは、仕事をすることがもたらす自己への報酬であるといえる。しかし、そのために彼らに十

分な報酬を払わなくても良いということにはならない。 

彼らにも生活があり、十分な報酬なしでは彼らは生存欲求や安全欲求すら満たすことが叶わな

いというのはもちろんである。さらに言えば、彼らはその報酬によってその仕事の価値(の全て

または一部)を規定されるのである。芸術家なら金などなくとも作品を作れというのは間違いで

ある。これが美術作品であるなら、その価値は究極的にはオークションでつけられる値段とい
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うことになる。もちろん自己の鍛錬や作品として形にすること自体の価値もあるだろうが、製

作者にとってはそれらを含めて最終的な作品の評価が報酬なのだ、といえるだろう。不遇の芸

術家の逸話は、芸術の価値は報酬ではないということを示すものでは決してなく、芸術の価値

は十分な報酬のかたちで示されねばならないということを我々に説いているのだと私は思う。 

好きな仕事や目標と共にある仕事、世のためになる仕事をすることは、代え難い幸福をもたら

す。しかし、その幸福はまさに精神的、物質的に困窮していない時にこそ意味をなすのだとい

うことを忘れてはならない。 

 

4.参考文献 

 

 

Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne (2013), ’THE FUTURE OF EMPLOYMENT: HOW SUS

CEPTIBLE ARE JOBS TO COMPUTERISATION?’ “technological forecasting and social chang

e” volume 114, pp.254~280 

 

村山昇(2018), 『働き方の哲学』ディスカヴァー・トゥエンティワン 
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27

https://survey.gov-online.go.jp/r03/r03-life/2-3.html


入院時の児童の教育について 

教育支援をよりよくするには 

5年  A組19番 道家菜穂子 

 

１ はじめに 

提言で研究する対象として院内学級に興味を持ったので、入院時の児童の教育と、院内学級の制度は

入院している生徒の「教育を受ける権利」をどのようにして守っているのかについて調べ、SDGｓの一つに

ある「質の良い教育をみんなに」を達成に近づけるため、身近な広島県を対象に入院時の児童に対する

教育支援をより良いものにするにはどうすればいいかということを提言する。 

 

 

２ 院内学級とは 

まず院内学級を調べるにあたり、院内学級とは何かを調べた。 

文部科学省によると院内学級とは 

「院内学級とは、学校教育法第75条の2の規定「前項に掲げる学校は、疾病により療養中の児童及び生

徒に対して、特殊学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。」に基づいて病院内に設

置される病弱・身体虚弱の特殊学級をいう。」 

である。つまり院内学級とは病気で入院している生徒のための教育機関である。 

また様々な形態があり、大きく分けて二つある。 

１つ目は分教室が設置されている形態である。普通の小・中学校に設置されている特別支援学級の分教

室として先生が派遣されることもあれば、特別支援学校の分教室として設置されている場合もある。また、

これらの分教室は常に開設されているわけではなく、教育を受けたいという児童がいるときのみ開かれる

ものである。 

２つ目は病院内訪問である。普通学校の教員が来る場合もあれば、病弱教育支援員がくる場合もある。

また、ICTを使った遠隔教育も進められている。 

 

 

３ 現在の状況 

次に実際長期入院をした児童がどれほど教育を受けることができているのかを調べた。 

 

病気やけがにより長期入院した児童生徒に

対する学習指導（小・中学校の場合） 

 

A 自校の教員が病院等に訪問し、ベッドサイド

等を借りて学習指導を実施 

B 通級による指導を病院内等で実施 

C 特別支援学級（の分教室）を病院内等に設置

し学習指導を実施 

D 他校の教員が病院等に訪問し、ベッドサイド

等を借りて学習指導を実施 

E その他の方法 
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F 学習指導を実施していない                                   ＜文部科学省＞ 

                                                                                                                

 

このグラフは病気やけがにより長期入院（年間延べ３０課業日以上）した児童生徒に対する学習指導の

内訳である。 

また、同出典より学習指導が実施された児童も実施回数は週一日以下、実施時間は一日75分未満が、

それぞれ過半数を占める。 

                                           ＜東京学芸大学教育実践研究＞ 

 

また、院内学級がどれほど利用されているのかを調べた。 

上の表はとある県の国公立小学校・義務教育学校（362 校）の入院をした児童への調査によるものであ

る。 

これらの調査から、入院した児童が教育を受けることができているケースは少なく、受けていても、短いケ

ースが多いことがわかる。 

 

 

４ 問題点 

これを受けて、教育を受けることが出来ないのは何故なのかを考えた。 

まず、院内学級が利用されていない理由を考えた。 

1 転校 

院内学級に所属するためには、その院内学級を開いている学校に転校する必要がある。元学校と生徒

の所属している学校が同じである場合もあるが、そうでない場合も多い。一度に２つの学校に籍を置く二

重学籍は認められていないため、院内学級で学ぶには転校する必要がある。しかし、生徒や保護者にと

って転校をするということは、もともとの学校との繋がりがきれてしまうという不安となり、院内学級を利用す

ることを躊躇う原因となる。 

2 日数制限 

病院により院内学級に所属するための入院期間が決まっているところがある。教育を受けられる期間が

一週間以上で授業を受けられるところもあれば、原則一か月以上の入院が決まっていないと受けられな

いところもある。最初の段階で一か月以上の入院が決まっていないと入れないということが、院内学級の

敷居を高くしていると思われる。 

3 設置数 
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前記の調査結果からも見られるように、そもそも入院した病院に院内学級が設置されていないこともある。

これは地域差もあり、当然児童の多い病院には院内学級が設置されていることが多く、少ない病院には

院内学級が設置されていないことが多い。 

さらに、退院後自宅療養をしなければならず通学できない人でも、院内学級に通うことは原則できない。 

このことから、現在の院内学級の制度では十分に権利を守ることはできていないと考えられる。 

 

 

５ 教育委員会の支援 

ではどうすれば入院中の児童は教育を受けられるようになるのか、各県の教育委員会が行っている入院

中の児童への教育支援を調べたところ、広島県では次のような方針が立てられていることがわかった。 

・通常の学級、通級による指導、特別支援学級，特別支援学校といったそれぞれの学びの場の充実を図

り、多様性を尊重する心を育むための研修や情報提供を行う。 

・ICTを活用した指導事例を収集・普及すること等により授業におけるICT活用の促進を図る。 

・障害のある生徒等と障害のない生徒等の交流及び共同学習の充実を図る。 

・特別支援学校の専任の教育相談主任の拡充や活用体制の整備により、センター的機能の更なる充実

を図るとともに、教育センターや広島大学と連携し、教育相談主任や特別支援教育コーディネーターへ

の専門性向上のための研修を充実する。 

このセンター的機能とは小・中学校等の教員に対するサポートや、特別支援教育等に関する相談・情報

提供の機能を指す。 

また、センター的機能を活用することで、各児童のニーズに合った教育支援をすることができ、前述した

問題点への解決策になることができると考えられる。 

 

 

６ 提言 

これらのことから現在の院内学級の制度のみでは入院時の児童への教育支援としては足りないこと、また

それを補うために広島県の教育委員会が院内学級だけでなく様々な取り組みを進めていることがわかっ

た。 

そこでこの取り組みを実現させ、教育支援をより良いものにしていくためには、ICTの活用をもっと進める

ことが重要だと考えた。具体的にはオンデマンド配信ができるようにしたり、学校に直接行かずとも授業が

受けれるようにすることである。しかしそのためにはそれができる、例えば配信できるようカメラを設置した

り、生徒がそれを見られるようタブレットなどの通信機器を持つなどの環境が必要とされる。そして、それら

の入院時の児童の教育支援としてのICTの活用の仕方は、現在教育で活用しようとしているICTの使い

方とは違うものであり、いくらICTを活用した教育が広まっても入院した児童にすぐにICTを使って教育支

援をするのは難しいだろう。 

そのため、私は入院した児童に迅速に的確な対応ができるよう、教育委員会の取り組みにある「特別支

援学校のセンター的機能」にICTの環境整備、また使い方の指導なども含めるべきだと考えた。指導に関

してはすでに他の取り組みが存在するが、それをセンター的機能の中に含めることで対応をスムーズに

することができる。 

このことで、「教育を受ける権利」を支える教育支援の体制をより良くすることができるだろう。 

最後に課題として「センター的機能」の機能を増やすことで特別支援学校の負担が増えてしまうので、そ

れの対策も考えなければならない。 
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日本の教育と飛び入学 

                                                                                                              5 年 A 組 20 番 徳田萌絵 

 

1．序論 

 

 私ははじめ日本における教育格差について研究していた。そして研究を進めていく中で日本の教育制度

そのものに興味を持つようになり、調べた結果日本の教育制度は個々の特殊な能力を伸ばすのにあまり

適していないのではないかと思うようになった。例えば、合格するまで何度もテストしたり全教科を満

遍なく伸ばすことを目指したりするなど全員が同じ基準に達することが目指されるような教育が行われ

ていることが挙げられる。しかし実際に様々な分野で活躍してきた人が残してきた功績の多くは一つの

分野を極めた結果であるというのは言うまでもない。最近では、2021 年にノーベル物理学賞を受賞され

た眞鍋淑郎氏がその例として挙げられる。そこで、全教科がまんべんなくできる人ほど上位の大学に進

学できる日本の教育制度において、一つの分野がとびぬけてできる人が良い大学にいけないのはもった

いないと考え、これを解決する方法の 1 つとして飛び級制度を利用することを考えた。この研究では、

現在の日本の飛び級制度における問題点を海外の事例と比較することで明らかにし、より有効にこの制

度を活用するためにはどうすればよいかについて調べていく。 

 

 

2．本論 

  

2-1. 日本における「飛び入学」制度 

  飛び入学は文部科学省で以下のように定義されている。 

 

 いわゆる「飛び入学」とは、特定の分野について特に優れた資質を有する学生が高等学校を卒業しな

くても大学に、大学を卒業しなくても大学院に、それぞれ入学することができる制度です（法第 90 条

第 2 項、第 102 条第 2 項、施行規則第 151 条、第 152 条、第 153 条、平成 13 年文部科学省告示第 167

号）。 

 大学への飛び入学であれば、高等学校に 2年以上在学した者（またはこれに準ずる者）で、 
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大学が定める分野で特に優れた資質を有する者が、大学院への飛び入学であれば、大学に 3 年以上在学

した者（またはこれに準ずる者）で、大学院が定める単位を優秀な成績で修得した者が飛び入学するこ

とができます。 

 ただし、飛び入学生を受け入れる場合、大学（大学院）も必要な要件を満たしている必要があります。 

(大学への飛び入学の場合) 

● 大学院が置かれ、かつ、教育研究上の実績及び指導体制を有すること 

● 特に優れた資質の認定に当たって、高等学校の校長の推薦を求めるなど、制度の適切な運用を工夫 

していること 

● 自己点検・評価の実施及びその結果の公表を行うこと 

(大学院への飛び入学の場合) 

●優秀な成績で修得すべき大学院が定める単位をあらかじめ公表するなど、制度の適切な運用について

配慮していること 

●自己点検・評価の実施及びその結果の公表を行うこと 

               文部科学省「飛び入学について」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111318.htm 

また、今回は大学への飛び入学に限って研究し、以下に書かれてある「飛び入学」はすべて「大学への

飛び入学」を意味することとする。 

 

令和３年度入試における飛び入学実施大学は以下の通りである。 

  

大学名 平成３１年度 制度導入年度 

千葉大学(国立) 

文学部・理学

部・工学部・

園芸学部 平成１０年度 

名城大学(私立) 理工学部 平成１３年度 

エリザベト音楽大学(私立) 音楽学部 平成１７年度 
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会津大学(公立) 

コンピュータ

理工学部 平成１８年度 

日本体育大学(私立) 体育学部 平成２６年度 

東京藝術大学(国立) 音楽学部 平成２８年度 

京都大学(国立) 医学部 平成２８年度 

桐朋学園大学(私立) 音楽学部 平成３１年度 

                 文部科学省「令和３年度入試における飛び入学実施大学」

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111318/001/002.htm 

 

以上から日本でも飛び入学は可能であることはわかるが、それを実施している大学の数は少ないという

のが現状である。では既に実施している大学はどのように飛び入学を利用しているのか、千葉大学の例

を取り上げて具体的に見ていく。 

 

2‐2. 千葉大学と飛び入学 

 千葉大学は 1998 年度に日本で初めて 17 歳から大学で学べる「飛び入学」制度を導入したことで知ら

れる。高校 2年生を対象として、独自の課題論述試験と面接による「方式 I」、一般入試の結果と面接に

よる「方式 II」、総合型選抜および一般入試の結果と面接による「総合型選抜方式」の 3 つの入試を実

施している。また、高校 3年生を対象とした 9月入学（秋飛び入学）の「方式 III」も実施している。 

  以下の文章は参考文献の書籍「飛び入学」に基づく。 

 

・飛び入学を導入した意図 

  飛び入学の導入案が出た当初の飛び入学を推進する側の論理としては、日本の将来の科学研究に対

する懸念があり、それは現行の受験制度によるものという考え方があった。受験によって高校生は大学

に入るまでに疲れ切っている、柔軟な発想ができない、当時の千葉大学の理学部の教授は学生に対して

そんな印象を持っていた。これからの日本が目指すべき独創的な科学技術の開拓のためには、制限時間

内にあらかじめ答えの設定された問題に要領よく答えるような訓練を積むことよりも、じっくりと時間

をかけた試験を行うことで才能を伸ばす 17歳入学が必要だという結論に達した。 

 

・千葉大学が求める 17歳 
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1 物理およびその関連分野に対して強い興味と関心がある。 

２物理のセンスがある。すなわち、創造力、発想力、かつ論理的に物事を仕上げる能力がある。 

３途中でくじけない持続力、ねばり強さがある。 

特に、②のセンスについては、荒削りでもいいから、将来どこまで伸びる力がもっているか（潜在能力）

を選考基準とした。既存の知識の記憶力を重視しないという考えで、教科書、ノート、参考書の持ち込

みを自由として、十分に時間をかけて、設問に答えてもらう方式をとった。 

出題関係者によれば、あらかじめ答えの用意された問題に対して制限時間内で要領よく答える訓練をつ

んだ者が選抜される事を避けたかったそうだ。受験勉強の成果を問うことは、センスを求める飛び入学

の理念に反するのだ。 

 長時間の実験を選抜方法に加えたのは、物理では、理論と、実験が求められるが、両者には大きな違

いがあり、理論には自由な発想で議論を展開できる能力が、実験では、現実の枠の中で自分のアイデア

を実証できる能力が必要とされるからという理由からである。 

 

 

 

・学部卒業後の進路 

 以下のグラフからわかるように、卒業生のほとんどが大学院に進学し研究職への道を歩み進めている。

進学先は千葉大学をはじめ東京大学、京都大学などの国内国立大学の大学院。また、MIT やラトガース

大学など、海外の有名大学院で学ぶケースも増えている。就職先としては、5 名が大学教員（東京大、

筑波大、インディアナ大、大阪大、京都大）として活躍している他、国立研究機関や企業研究所で研究

に従事したり、民間企業に就職して活躍している。 
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                            (左：2020/3/23調べ 右：2020/7/8調べ)         

卒業生の進路 | 飛び入学 | 国立大学法人 千葉大学 先進科学センター (chiba-u.ac.jp) 

 

・一般入試で入学する場合との学校生活の違い 

入学料免除、海外研修などのサポート制度や、先進科学セミナーなどの特別講義があることが一般学生

との大きな違いである。先進科学プログラムの学生には学生室が用意され、専用机、個人の本棚、共用

パソコンといった学習しやすい環境が整備されている。                            

千葉大学の例は一例にすぎず、大学によって飛び入学の導入方法はさまざまである。ではなぜ千葉大学

を例に挙げたのかというと、それは最初にも述べた通り千葉大学が日本で初めて飛び入学を導入した大

学だからである。もちろん飛び入学の導入は一筋縄でいったわけではなく、同大学教育学部や日本数学

学会など様々な機関と意見を対立させ、やっとの思いで成し遂げたのである。そんな千葉大学の飛び入

学の導入を機にほかの大学も次々と導入を始めたわけだが、千葉大学について調べる中で、飛び入学に

ついて見えてきた問題点がある。それは飛び入学制度の利用者がまだまだ少ないことだ。この原因には、

飛び入学の知名度がまだかなり低いこと、飛び入学を実施することによるデメリットがあることが考え

られる。知名度に関しては、実際私がこの研究を進める中で、周りの友達数人に日本でも飛び入学がで

きることを知っているかと聞いたところ誰一人として知らなかった。またデメリットとは具体的に、大

学に飛び入学した場合高校を中退するという扱いになるということ、同級生が周りにいないため人間関

係を築くのが困難であることなどがあげられる。そこで、このような課題を解決し飛び入学を多くの人

に知ってもらって利用者を増やすために 2つの提言をする。 
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３．提言 

①飛び入学をした学生に高卒資格を 

 先程も述べたように、大学への早期入学が認められた場合、高等学校 2 年修了時から大学に進学するこ

とになるので高等学校を中途退学したこととなる。しかしながら、その子供の進路が様々な事情により

大学入学後に変更され大学を中途で辞めることも有り得る。その場合には本人の最終学歴が中学校卒業

となり、高等学校卒業が受験資格となっている資格試験などについて不利益を被るおそれがある。 

 また、文科省は 26 年 9 月、「飛び入学」制度を導入している大学(6 校)、｢飛び入学｣経験者(有効回答

34 人)、科学オリンピック出場者などの高校生等(同 63 人：中学生一部含む)に対してアンケートとヒア

リング調査を行った。その結果、｢高校卒業｣資格を認める必要性について、｢必要あり｣が｢飛び入学｣経

験者の 38%(必要=9%、どちらかといえば必要=29%)、高校生等の 78%(同=64%、同=14%)を占め、特

に高校生等に｢高校卒業｣資格を望む割合が高い。また、｢飛び入学｣経験者が｢高校卒業｣資格の必要性を

感じた理由としては、○高校中退では進路変更が困難／○出身高校の同窓会等に入れず、OG、OBになれ

ない／○自分だけが卒業扱いにならないことへの不安などを挙げている。(図 2・図 3参照) 

以上のことから、｢飛び入学｣をする者に高等学校卒業と同じ効果を与えるようにするという配慮を行う

必要があると考えられる。 

 

旺文社教育情報センター「大学『飛び入学』者に“高卒学力”認定！」

https://eic.obunsha.co.jp/viewpoint/201412viewpoint/ 

 

 

②高校での飛び入学に関する議論の導入 

  飛び入学が普及していない理由のうち、最も考えられるものとしてはその知名度の「低さ」だろう。

千葉高校では過去に４回飛び入学に関する意識調査をアンケート方式で行っている。いずれも千葉高校

教諭の白谷秀一が担当しており、彼は飛び入学に対する高校生の考えや高校教師の指導方法を知るため

にきちんと調査する必要があると考えた。1997 年 10 月と 1998 年 7 月の調査を比較すると、後者の方
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が飛び入学への認知度が大きく高まっている。これは、千葉大学での実施がマスコミに大きく取り上げ

られたことや地元の大学であるということによるものであると考えられる。それに伴って、飛び入学へ

の評価に変化が見られた。反対意見が 3分の 1に減少し、「どちらでもない」が 30％以上も増加してい

る。しかし、調査対象となった高校からは飛び入学者が出なかったので、身近な問題として考えられな

かった。これが現実である。このままでは確実に飛び入学の普及は広まらないままである。よって、高

校で飛び入学に関する情報提供を行うあるいは飛び入学に関する議論の場を設けることが必要であると

考えた。 

 

４．まとめ 

 研究を始めた当初は私自身も飛び入学の存在を知らず、まさか本当に実施されているとは思いもよら

なかった。しかし、研究を進めていく中で飛び入学は意外と最近日本に導入されたものであることがわ

かり、そのきっかけは私と同じように現行の教育制度に疑問を持ち日本の将来を懸念した人たちによる

ものだということがわかった。私がなによりすごいと思うのは、その思いを行動に移した当時の千葉大

学の教授の方々だと思う。飛び入学という制度にはまだまだ問題点もあり、スムーズに普及が広まると

は思えない。加えて、飛び入学に対して良くないイメージを持っている人も少ないことも忘れてはなら

ない。しかし、飛び入学は必ず日本の未来の発展に貢献すると私は信じている。 

 

参考文献 

＊単行本 

小林哲夫(1999)『飛び入学ー日本の教育は変われるか』日本経済新聞出版 

＊ウェブサイト 

「『飛び入学』は飛べたのか 千葉大学・渡辺誠理事、高橋徹教授」読売新聞教育ネットワーク 

https://kyoiku.yomiuri.co.jp/rensai/contents/60.php (最終閲覧日：2022年 1月 20日) 

「 大 学 『 飛 び 入 学 』 者 に “ 高 卒 学 力 ” 認 定 ！ 」 旺 文 社 教 育 情 報 セ ン タ ー

https://eic.obunsha.co.jp/viewpoint/201412viewpoint/ (最終閲覧日：2021年 12月 27日) 

「卒業生の進路」国立大学法人千葉大学先進科学センター 

https://www.cfs.chiba-u.ac.jp/early_admission/career.html (最終閲覧日：2022年 1月 30日) 
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広島大学附属福山高等学校 5年「提言Ⅰ」 

 

         自動運転技術による交通問題の解決 

           中山間地域における交通手段の確保に向けて 

                            5年 A組21番  中村 拓斗 

1.はじめに  

 中山間部などには公共交通網の不足により、車がないと生活できないような地域があり、そういったところに住

む高齢者などは免許を返したくても返せないような状態にある。近年は高齢者による自動車事故が増え、高齢

者の免許返納が注目されて来ている。そこで、自動運転バスを用いて中山間地域における交通手段の確保とい

う問題を解決できないかという研究をしてきた。 

 

2.実証例 

 国土交通省により、高齢化が進行する中山間地域において生活の足の確保のため「道の駅」等を拠点とする

自動運転サービスの実証実験が行われてきた。この実験では、一般的なバスのように人を運ぶだけではなく農

作物なども運ぶことで地域住民の生活のサポートも行っていた。今回の研究ではこの実験をもとに自動運転バ

スの現状や今後の展望などについて考察していく。この実験では道の駅を拠点とし、住宅地や病院などの施設

間の移動を自動運転バスにより提供していた。また、走行中のどのような時に乗組員による手動介入が必要とな

るのか、住民たちからは実験前と実験後でどのくらい自動運転が受け入れられているのかなどといった調査を行

った。 

 

 
        図１ 道の駅を中心とする自動運転バスの実証実験の仕組み（国交省HPより） 

 

2.1 使用された車の種類 

 今回の国土交通省による実証実験では次の4種類の車が使われた。 
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                 図2 今回の実験で使用された車一覧（国交省HPより） 

 

 バスタイプと乗用車タイプで分かれているのに加えて、地中に埋設した電磁誘導線をもとに走行する②、③と、

GPSやセンサーをもとに走行する①、④に分かれていた。 

 今回調べた15箇所で行われた実験では、①が1箇所、②3箇所、③が7箇所、④が1箇所で使われていた。 

 

2.2 実証実験の結果 

 
                 図3 手動介入の発生要因の原因の割合（国交省HPより） 

 

 様々な要因により、手動介入しなければいけない場面が多くみられた。 

 路上駐車や対向車とのすれ違い、自転車や歩行者などの地域住民との間で起きたり、GPS等をもとに運行す

るタイプは山間部や雪が降っているところ、民家が密集しているところなどでGPS等の不具合で主導介入しなけ

ればいけない場面が多く発生していた。 
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              図4 対策前と対策後の手動介入の発生の要因の割合（国交省HPより） 

 

 路上駐車や対向車とのすれ違いなどの地域住民が関わっている要因は、看板や路面表示の設置等の対策を

行ったところ、少しの減少が見られた。 

 

 
            図5 実験が実施された地域住民に対するアンケート結果（国交省HPより） 

 

 乗車前と比べると乗車後に自動運転の技術に対する信頼が大きく上がっているというアンケート結果もあっ

た。その他にも自動運転バスを利用したいと答えた人が乗車前は67％だったのが、乗車後には75％になったと

いう結果も得られた。 

 

3.実証実験の考察 

 路上駐車や対向車とのすれ違い、ルート上に歩行者が少し出ていたなどよくあるような原因で主導介入して

いるという結果が見られた。これらのことに看板や路面標示で住民に知らせるだけでは十分に対応できないと思
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うので、運転手不在で運行するには専用空間をつくるか、センサー等の技術の発展が必要なのではないかと思

った。 

 アンケート結果によると、乗車前では信頼できると答えた人が約4割ぐらいだったのに対し、乗車後には約８割

まで上がっていた。しかし、運転手不在の車両に乗車した場合の結果では約６割ぐらいにしか上がっていなかっ

たので今回のような実証実験を運転手不在の状態で行うなどしてちゃんと信頼を獲られるようにする必要がある

のではないかと思った。 

 GPSやセンサーを用いて運行するタイプと電磁誘導線等を用いて運行するタイプの費用の差は分からなかっ

たため、両者の使い分けについては山間部や積雪が多い地域では電磁誘導線を使用したほうが良いということ

ぐらいしか分からなかった。 

 

4.結論 

 自動運転バスを用いて地域住民の移動手段を確保できるだけでなく農作物の輸送のような形で住民の生活を

支援できることが分かった。しかし、手動介入が必要な場面が多くみられ、また無人での自動運転バスの運行は

難しかったり、住民からの信用が無人の時は半分ほどしか得られていなかったりなどまだ課題もみられた。セン

サーなどの精度を上げたり、専用の空間を確保する、無人での実証実験も行ってみるなどの対策が必要だと思

うので、自動運転バスが実用化するにはまだ時間がかかるのではないかと思った。しかし、様々な課題をクリアし

てできるだけ早く実現してほしいと思う。 

 

5.参考文献 

「国総研資料第1161号」『国土交通省 国土技術政策研究所』 http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tn

n1161.htm 

最終閲覧日２０２２年3月15日 
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人工光合成で世界を救え！ 

                                    ５A30 藤原日向 

１．序論 

 「光合成」という言葉に初めて出会ったのは、小学校の頃だった。その時、「人間も光合成できた

ら食べ物がなくてもいいし環境にも優しいのに。」と思ったのを覚えている。それから約8年後、高

校２年生になった私は、生物の授業で先生の口から出た「まあ今は人間も光合成できるんですけ

どね。」という言葉に驚いた。あの頃私が夢見ていたことが今現実になっているのか？、と。そこ

で、この技術について調べてみようと思った。 

 すると、現代社会における大きな問題をいっぺんに解決できるかもしれない、つまり、様々な問

題の蔓延るこの世界を救えるかもしれない技術だということが分かった。この論文では、人工光

合成とは一体どのようなものか、そしてその技術をいかにして私たちの生活に活用していくかに

ついて述べていこうと思う。 

 

２．本論 

⑴人工光合成とは 

 まず、人工光合成とはなにか、その定義および仕組みについて触れておく。まず、光合成とは、

光のエネルギーを用いて二酸化炭素と水から有機物を合成する反応のことを指す。地球上で

は、葉緑体を持つ植物や、一部のバクテリアによって行われている。 

 これを模したものが、人工光合成であり、二酸化炭素と水を原材料に、太陽エネルギーを活用す

る形で化学品を合成する。概略図で示すと、以下のようになる。 

図１ 光合成と人工光合成                    

図２ オレフィンの製造プロセス 

（引用元：資源エネルギー庁） 

 

 人工光合成の鍵となるのは、日本が国際的に強みを持つ「触媒技術」である。ここでは、プラス

チックの原料などになるオレフィン（エチレン・プロピレンなどの高分子化合物を総称する「不飽和

化合物」）を合成する例について紹介していく。 

 人工光合成では、まず、「光触媒」と呼ばれる光に反応して特定の化学反応を促す物質を使う。

この光触媒は、太陽光に反応して水を分解して水素と酸素を作り出す。次に、「分離膜」を通して
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水素だけを分離し、取り出す。最後に取り出した水素と工場などから排出された二酸化炭素とを

合わせ、化学合成を促す「合成触媒」を使ってオレフィンを作り出す。 

 このようにして、燃料や化学原料を生み出すのが人工光合成である。 

 

（２）人工光合成のメリット 

 人工光合成の大きなメリットは、現代社会が抱える大きな三つの問題を一度に解決できること

である。 

    図３ 世界のエネルギー消費量と人口の推移 （引用元：資源エネルギー庁） 

  一つ目は、資源・エネルギー問題である。図３のように、1900年ごろから世界の人口とエネル

ギー消費量は著しく増加している。また、資源エネルギー庁の予想ではこれからも増加していくと

考えられている。また、図のように世界の一次エネルギーの消費量の多くを占めるのは石油、石

炭、天然ガスである。しかし、それらの量にはもちろん限りがある。ゆえに、これから先、今以上に

再生可能エネルギーの活用が必要不可欠なのである。「再生可能エネルギー」とひとくくりに言っ

たが、その種類は水力発電、風力発電、原子力発電など様々である。その中で最も優れていると

いえるのが人工光合成だ。まず、水力発電や地熱発電のように設備を整えるために自然環境を

壊すことがない。太陽エネルギーを利用する点 は太陽光発電と似ているような気もするが、太陽

光発電とは違い、初めから得たエネルギーを直接化学エネルギーに変換・貯蔵することができ

る。すなわち、人工光合成ではエネルギー資源が自然の状態である「一次エネルギー」から貯蔵

や最終利用に適した形である「二次エネルギー」に変える作業がいらないのだ。また、人工光合

成で合成できる代表的なものである水素は燃料電池に利用できる。そして、使うことができる。ギ

酸で運んだ水素は燃料電池に使用されたり、そのまま水素自動車などの燃料にされたりする。人

工光合成はそれ単体でエネルギーの製造から運搬、活用まですべてをこなしてしまうのだ。 

 二つ目は、食糧問題である。現在、世界の多くの地域で飢餓が問題となっている。 

 図４・５はユニセフが発表した世界の飢餓人口に関する2019年までのデータと今後の予想であ

る。図4を見ると、2014年までは下降し、2014年から201８年までは横ばい傾向にあった飢餓人口

が2019年で再び増加し、2030年には再び増加すると予想されている。原因としては、紛争の拡大

や災害が頻発したことなどがある。また、図5を見ると、2019年における飢餓人口はアジアが多い
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が、2030年にはアフリカが最も多くなると見込まれている。アジアとアフリカは互いに災害や紛争

によって飢餓が深刻化しているが、アジアでは経済発展が著しく飢餓への対策が進んできてい

る。一方アフリカは開発途上国が多く、農業で生計を立てている世帯が多い。にも関わらず地球

温暖化による異常気象で災害が多発し、農業をうまく行うことができずにいる。 

図４ 世界の飢餓人口と割合              

図5 地域別の飢餓人口 

（引用元：2020 The State of Food Security an

d Nutrition in the World） 

  

 そんな人たちを救える技術が、人工光合成

だ。人工光合成では、一般的な発電方法とは異

なり、有機物を生成することができる。2017年に

は、フィンランドのラッペーンランタ大学（LUT）と

VVT技術研究センターの共同研究において、人

工光合成の技術を用いて食用のタンパク質の

生成に成功した。この方法の場合、従来の農業

のように温度や湿度、土壌タイプなどの条件を考慮する必要がない。よって、アフリカのような砂

漠地域や飢饉に苦しむ地域の食料問題の解決につながる。 

                                                                                      図

６ 人工光合成で生成された食用タンパク質                                                                                                                                                                                                                 

（引用元：社会をもっとよくする世界のアイデアマガジン）      

                                                   

  三つ目は、地球温暖化である。日本は、気候変動に関する国際的な枠組み「パリ協定」を踏ま

え、2050年までに80％の温室効果ガスの削減を目指している。それを実現するのに大きく貢献で

きるのが人工光合成である。人工光合成は、火力発電などとは異なり、温室効果ガスを排出しな

い。それどころか、炭水化物を生成する際に二酸化炭素を使用する。すなわち、人工光合成は、

二酸化炭素を減らす「カーボンマイナス」だけでなく、資源として活用する「カーボンリサイクル」を

可能にするのだ。実際、経済産業省が2020年に発表した「カーボンニュートラルに伴うグリーン成

長戦略」においてもカーボンリサイクル産業の一つとして挙げられている。この戦略によると、「化

学プラント」のところに人工光合成の技術が使われる。（図７）二酸化炭素を表している緑の矢印

が様々なところから化学プラントに向かっていくのがわかるだろう。このように各発電所や工場で
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排出された二酸化炭素を集め、人工光合成によって再利用することでカーボンリサイクルを実現

する。 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図７ カーボンニュートラルの産業イメージ 

          （引用元：経済産業省） 

 

（３）人工光合成の実用化とそれに向けた課題 

 ここまで、人工光合成とはどんなものか、どのような利点があるのかについて述べてきた。 

 次は、現状、人工光合成の実用化がどれほど進んでいるのかについて触れていこう。 

 2011年、豊田中央研究所が初めて人工光合成の実証実験に世界で初めて成功した。当時、変

換効率（太陽光のエネルギーを有機物の生産に使える割合）はわずか0.04％だった。しかし、201

5年には植物（0.2〜0.3％）を上回る4.6％に到達し、昨年は7.2％までに増加した。さらに、2022年

１月21日には、日産自動車と東京工業大学が共同研究において、長波長を短波長に変換する材

料が開発され、太陽光に多く含まれている長波長を利用できるようになった。また、三菱ケミカル

やトヨタ自動車、東京大学などが、2030年に人工光合成の大規模実験を行う予定であることを先

日発表した。一日一日、着実に、人工光合成の実用化に近づいているのだ。 

 一方で、課題もまだまだたくさんある。豊田中央研究所へのインタビューにより、それらは技術

面と金銭面の大きく二つに分けられることが分かった。まず、技術面としては太陽光の変換効率

の向上や耐久性の向上などが挙げられる。現在の光触媒では、太陽光の変換効率は人々の生

活を支えられるほどには達していない。また、水を使うことにより腐敗してしまうため、長期間利用

するために耐久性を向上させなくてはならない。次に、金銭面では、安全に実験を行うために十

分以上に丈夫な構造とセンサーを使用した実験装置や触媒の材料が高価であることが挙げられ

る。 

 また、経済産業省による政策の中でも、製造コストを下げて、2050年には既製品と同価格(=100

円/kg)のプラスチックの製造を目指すという目標が掲げられている。 

 

３.提言 

46



 

 このように、人工光合成には様々な可能性が秘められていることがわかった。現在、工場から

排出された二酸化炭素を取り込んで人工光合成を行い、そこで得た有機物を工場で使う、という

システムを構築すべく、各研究所や大学が勢力をあげている。 

 ここで、私が提案することは、人工光合成の普及方法である。人工光合成は一刻も早く普及さ

れるべき技術である。そのために、私は二つの普及方法を提案する。 

 一つ目は、人工光合成への資金の増加である。経済産業省の資料によると、人工光合成によ

るプラスチックの生成技術は日本企業のみが開発している。そして、このプラスチックの市場規模

は、２０５０年に日本市場だけで１０兆円、世界市場では数百兆円の規模が見込まれている。ゆ

えに、日本が大規模市場を獲得できるチャンスでもあるのだ。よって、私は政府に対して人工光

合成にかける費用を増加することを提案する。 

 二つ目は、現在家庭で用いられて

いる太陽光パネルを人工光合成パ

ネルに置き換えることを推進するこ

とである。人工光合成パネルとは、

図８のように建物の屋根などに取り

付けて水素を生成する装置である。

これ単体で家庭の電力の生成およ

び貯蔵が可能になる。 

 

 

 

 

                       図８ 人工光合成住宅の仕組み 

                       （出典：ニュースイッチ）  

   
図９ 部門別二酸化炭素排出量           図１０ 家庭内での二酸化炭素排出量 

 （引用元：国立環境研究所） 

 わざわざ人工光合成パネルにおきかえる必要性があるのか疑問に思うかもしれない。しかし、

図８のように二酸化炭素の排出量のうち、約15％は家庭からである。また、図９よりそのうち約4
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7％は電気から排出されていることがわかる。私たちは発電所が作る電気を使っている。その時

に二酸化炭素が排出されているため、間接的とはいえ二酸化炭素の排出に関与しているのだ。

もし私たちが人工光合成を用いて電気を自給自足すれば、この二酸化炭素の間接排出を抑える

ことができる。よって私は太陽光合成パネルを人工光合成パネルに置き換えることを強く推奨す

る。 

 また、人工光合成パネルが実用化されるのは１０〜２０年後だと予想されている。このころには

１５年ほど前から大幅に普及している太陽光パネルが老朽化する。このとき、新しい太陽光パネ

ルではなく人工光合成パネルに取り換えることで効率的に普及を進めることができる。 

 これら二つのことを並行して行っていけば、人工光合成はより早く、広範囲に普及することがで

きる。 

 

４. 結論 

 現代社会の多くの問題を解決できる人工光合成。これからどんどん実用化が進んでいけば、私

たちの暮らしを支える大きな技術になると考えられる。また、この技術は世界のどの地域でも利

用可能であるため、世界的なエネルギー問題や環境問題の解決につなげることができるだろう。 

 最後に、私の論文の原点に戻ろう。私は、この人工光合成という技術に偶然遭遇し、興味をひ

かれた。そして、この技術は世界に大きく貢献できることを知った。人工光合成以外にも、世界的

な問題解決のために様々な興味深い技術の研究が進んでいる。この論文を読んでいる人には、

ぜひそういう技術を知ってほしい。そして、積極的に関わっていってほしい。エネルギー問題も、

飢餓問題も、地球温暖化も、解決できない永遠の課題ではない。科学技術の発展は凄まじいも

のなのだ。だから、常に自らの知見を広げ、世界を救うための行動を取っていってほしい。 
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コロナ禍で地方創生はできるのか?! 
5A 36 三原拓仁 

１ 序論 

 2020年の初めごろから日本国内でも急速に感染が拡大した新型コロナウイルスの影響で我々の

生活は大きく変化した。これに伴って密をさけたり、手指消毒を徹底したりする「新しい生活様式」が

だんだんと浸透し、実践されるようになってきた。この影響は、コロナ禍になる前から日本の懸念材料

であった東京への一極集中問題の解消とも深く関わりがあると考えられる。それは、リモート会議やリ

モートワークが進んだことによって、必ずしも東京に行かないといけない、住まなければならないとい

う状況ではなくなってきたからだ。そこで、この特殊なコロナ禍という社会の中で東京への一極集中

問題が解消され、また地方で人口減少や高齢化の進むことに歯止めをかけることができ、日本政府

が目指す「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すること」を実現することができるのではないかと考えた。 

 

 

2 本論 

 本論は以下の構成で進めていきたい。 

 ①地方創生とは?! 

 ②コロナ禍になって地方移住に関する意識は変わったのか?! 

 ③東京都などの首都圏の人口の変化 

 ④首都圏に近い県での人口の変化 

 ⑤コロナ禍になってわかったこと 

 ⑥【提言】地方が目指すべきこと 

 

 

①地方創生とは?! 

 内閣府のホームページでは、「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すること」と定められており、これに加

えて以下の4つの基本目標を掲げている。 

 1 稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする 

 2 地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる 

 3 結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 4 ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる 

 また、政府は、「多様な人材の活躍を推進する」「新しい時代の流れを力にする」という二つの横断

的な目標も掲げている。この論文では、以上の内容を踏まえて、コロナ禍における首都圏を中心とし

た人口変化に着目しながら、今後の地方創生のあり方について考えていこうと思う。 

 

 

②コロナ禍になって地方移住に関する意識は変わったのか?! 

 まずは、2021年4月に15,000人のビジネスパーソンに対して実施された調査をもとに考えていこうと

思う。以下の二つのグラフを見ていただきたい。 
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コロナで高まる地方への移住転職ニーズ！U

ターン・Iターン転職を望む理由とは？ 

 https://doda.jp/guide/ranking/096.html#con01  

左：「新型コロナ感染拡大の影響で、あなたは故郷や地方へ移住して仕事をすることに対してどの程

度興味を持っていますか」と質問したものに対する回答 

右：左の質問の回答を年代別に分けたもの 

 

 このグラフからもわかるように、地方移住に興味のある人は、30％程度いるということがわかる。しか

し、実際に移住した人は3％ほどで、移住に興味があっても移住するまでには至っていないというの

が現状であると考えられる。 

 

 

③東京都などの首都圏の人口の変化 

 まずは、以下のグラフを見てもらいたい。 
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グラフ：東京都の転入超過数の推移（2017年1月～2020年12月） 

総務省統計局「新型コロナウイルス感染症の流行と東京都の国内移動者数の状況－住民基本台帳人口移動

報告2020年の結果から－」https://www.stat.go.jp/info/today/168.html  

 

 このグラフは、東京都の転入超過についてのものである。グラフから2020年4月までは、転入が転

出よりも多いことがわかる。しかし、2020年5月は少しではあるが転出超過になっている。そして、202

0年7月からは常に転出超過の状態が続いている。ちなみに東京都で転出が転入を上回り転出超過

になるのは、統計をとり始めた2014年以来初のことである。 

 また東京都では、進学や就職期に当たる3月4月に年間の過半数をしめる人口が転入してくること

が考えられるが、2020年も3月は2017～2019年と同じぐらいの人口が転入している。しかし、5月以降

に転出超過に変わるということは、進学、就職、転職、住宅取得というライフイベントをきっかけとして

東京都を選ぶ人が減ったというだけではなく、東京都の感染状況への不安や、在宅勤務の増加を

背景として他の地域に転居しているケースが東京都の転出超過の一因になっていると考えることも

できる。 

 

 次に以下のグラフを見てほしい。 

 
グラフ：東京圏1都3県及び愛知県、大阪府の転入超過数の推移 

大塚 敬「コロナ禍の一年、東京一極集中から流出への人口動向の大転換コロナ禍の一年、東京

一極集中から流出への人口動向の大転換～2020年度の東京都の人口動向を総括する～」 

https://www.murc.jp/report/rc/column/search_now/sn210614/  

 

 

 

 このグラフからは、東京都のみ転入超過数が大きく減少し、同じ首都圏でも埼玉県や千葉県、神

奈川県ではあまり変化が見られないという特徴がある。 
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④首都圏に近い県での人口の変化 

 ③では、東京都がコロナ禍になったことで転入超過から転出超過になったことを書いた。では、東

京都から転出した人はいったいどこの地域に移り住んだのだろうか?! 

以下のグラフを見てほしい。 

 
グラフ：東京都からの転出者数の前年同期差（道府県、2020年4月～12月） 

総務省統計局「新型コロナウイルス感染症の流行と東京都の国内移動者数の状況－住民基本台帳人口移動

報告2020年の結果から－」 https://www.stat.go.jp/info/today/168.html  

 

 このグラフは2020年4月～12月にかけて前年の2019年4月～12月と比較して東京都から転出した

人がどこの県に転入したのかを示したものである。ここからは首都圏で東京都と隣接する埼玉県、千

葉県、神奈川県では、大幅に増加していることがわかる。他にも東京から比較的近い県では、長野

県や静岡県、栃木県、群馬県などが前年度と比べて増加している。①で示したように、東京圏への

過度の人口集中を是正するという観点から見れば、東京都から人口が減っても、同じ首都圏である

埼玉県や千葉県、神奈川県に転入しているようでは意味がないが、首都圏ではないが東京都から

近い県に転入している人が前年と比べて増えているのは、良い兆しである。しかし、首都圏から遠い

県では、ほとんどの県で微増しているものの、あまり変わっていないと言わざるを得ない。このように、

東京都から転出した人は、首都圏や比較的東京都に近く、新幹線があり東京都まですぐに行くこと

ができる県に転入したということができそうだ。 

 

 

⑤コロナ禍になってわかったこと 

 2020年の初めごろから日本でもコロナ禍と呼ばれる特殊な社会になった。その影響で生活は大き

く変化することになった。その中には、密を避けたり、人流抑制などのようなものもあり、地方にスポッ

トライトが当たるきっかけにもなった。しかし、コロナ禍になって2年ほどたった現在でも地方に多くの

人が移り住んだという話は聞いたことがない。もちろん、コロナ禍になったからといってすぐに首都圏

の人口集中が是正されるわけではないが、いまだにその構図が変わりそうな兆しが見えない。個人

的には、コロナ禍という現象がきっかけとなって、日本国内の人口のバランスが少しずつ変化し、都

市部も地方も将来に向けてより住みやすくなるのではないかと考えていたが、実際はそんなに簡単

なものではないようだ。③④の検証からもわかるが、首都圏から遠いところでは、首都圏からの転入
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者は少なく、あまり変化が見られない。つまり、コロナ禍という特殊な社会を利用して地方創生を目指

すのは、難しいということであり、コロナ禍は首都圏の過度な人口集中を是正し、日本国全体の地方

を創成するほどの出来事ではなかったということである。 

 

 

⑥【提言】地方が目指すべきこと 

 地方の人口が減少するという実態が大きく変わることは今後も考えにくく、如何にして現状維持を

するのかということが大事になってくると考えられる。そこで、地方ならではの空間が多いという特徴

を生かして、コロナ禍でも打撃を受けにくい街づくりを進めることが大事であると考えられる。例えば、

都市部では医療崩壊を起こしやすいが、地方では密になる機会も少なく、感染者も急に爆発するこ

とがなく、医療崩壊は起こりにくい。それが、安心・安全な街づくりにつながり、地方の魅力になると

考えられる。 

 

 

3 参考文献 

 総務省統計局「東京都の人口について」 

https://www.stat.go.jp/info/today/168.html（２０２２年３月８日閲覧） 

 

ホンネの転職白書「コロナ禍で高まる移住転職ニーズ！Uターン・Iターン転職を望む理由とは？」 

https://doda.jp/guide/ranking/096.html#con01 （２０２２年３月１５日閲覧） 

 

 

内閣府総合サイト 「地方創生」 

https://www.chisou.go.jp/sousei/mahishi_index.html （２０２２年３月１５日閲覧） 

 

大塚 敬 「コロナ禍の一年、東京一極集中から流出への人口動向への大転換 ～2020年度の東

京都の人口動向を総括する～」 

https://www.murc.jp/report/rc/column/search_now/sn210614/ （２０２２年３月１５日閲覧） 
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広島大学附属福山高等学校 5年「提言Ⅰ」 

効率の良い勉強方法とは 

～長期記憶の活用方法～ 

 

5年 B組13番 桑田修輔 

 

1. 序論 

 私たちは大学受験に向かって日々勉強に励んでいる。しかし、定期テストの時、勉強したのに忘れ

てしまっていたことはないだろうか。そして後になって教科書や問題集を見返せば、「しまった。」と思

わされたことはないだろうか。人間だから忘れることもあるのだが、大事な受験の日にそのようなミス

は避けたいと思った。だから、この研究を通して、より記憶に定着させるための効果的な学習方法や

学習スケジュールを脳科学の観点から提言する。前提として、今回は長期記憶に関する研究をす

る。明日の単語テストなどにはあまり参考にならないため注意してほしい。 

 

２.本論 

Ⅰ.記憶のメカニズム 

 そもそも記憶とはどのように蓄えられているのか。効率的な学習方法を知るうえで、それは知ってお

かなければならないだろう。長期的な記憶は、大脳皮質に蓄えられている。しかし、その容量はいま

だはっきりとわかっていない。しかし、私たちは毎日の気温を覚えているだろうか。そういう人は少な

いだろう。つまり、脳は必要な情報を取捨選択しているということである。 

 では、それはどこで行われているのか、それは「海馬」である。海馬は耳の奥のほうに位置してい

て、太さ約１センチメートル、長さ約５センチメートルの大きさの器官である。ここでは脳に入ってきた

情報を「生きるために必要かどうか」で仕分けている。つまり、情報を大脳皮質に送りたいならば、海

馬に生きるために必要なんだと思わせること以外に方法はない。 

 しかし、どうすればそれができるのか。それは、「何度も復習すること」である。何度も情報を送り込

むことによって、海馬に生きるために必要な情報だと思い込ませるのだ。これは、言い換えれば脳を

騙すということである。この騙し方が上手ければ上手い人ほど、「記憶力の高い人」となれる。 

 

Ⅱ.LTPについて 

  Ⅰで述べたように、海馬に何度も情報を送り込み、脳を騙すことによって記憶が定着する。しか

し、どうやって脳をうまく騙すのだろうか。結論を言うと、LTPを起こして長期的な記憶を作ることがで

きる。LTPとは、「神経細胞を同時刺激することにより2つの神経細胞間の信号伝達が持続的に向上す

る現象」（Wikipediaより引用）である。わかりやすく言えば、電気回路の抵抗が小さくなることである。そ

れにより長期記憶の回路ができる。つまり、LTPとは記憶を作る素となっているのである。 

 

Ⅲ.２つの脳波「シータ波」「リップル波」 

 このLTPは何度も刺激を加えることによって生じるため、「復習」の重要性が証明されたのは言うま

でもないが、この回数は何としても減らしたい。ここで重要となるのが「シータ波」「リップル波」である。 

 シータ波とは４〜７Hzの脳波で、これが海馬に伝わると、海馬新生ニューロンの分化を促進させる

ことができる。つまり、LTPを起こし、長期記憶の回路を生み出しやすくすることができるのだ。 

55



 このシータ波は、人（脳）が積極的に活動するときに発生する。例えば、歩くとき、興味のある音楽

を聴いているときなどである。また、レム睡眠をしている時も当てはまる。「好きなアイドルのメンバー

なら、完璧に覚えることができる！」という人もいるだろう。 

 しかし、便利なLTPにも限度があり、飽和状態に達してしまうとまったく記憶しなくなると考えられて

いる。そこで必要になるのが「リップル波」である。 

 リップル波とは１５０〜２５０Hzの脳波で、記憶のリプレイとLTPの抑圧に関わっている。記憶のリプレ

イとは、学習した空間情報を将来の行動を効率的にするために物事に優先順位をつけて再生する

ことである。またLTPの抑圧とは、不要になったシナプスの結合を弱めることで、神経回路をクールダ

ウンさせることである。勉強していないと忘れてしまうのはこの脳波のためであると考えられるが、新し

いことを吸収していかなければならない脳にとって必要なことだ。 

 シータ波とは違い、安静時に発生する。睡眠で言えば、ノンレム睡眠の時である。 

 シータ波で新たな記憶の回路を生み出し、リップル波によってその記憶を強固なものにしていくの

である。 

 

Ⅳ.感情と記憶 

 では、今から何か一つ自分の過去を思い出してほしい。ここで、「アインシュタインは1879年3月14

日生まれで…」や「円周率は3.14159265358979…」などを思い浮かべる人は少ないだろう。やはり、

楽しかった家族との思い出や、友人とケンカしたことなどだろう。では、なぜ後者のような思い出ばか

りがより記憶の定着度が高く、すぐに思い出せるのだろうか。 

 それは、「扁桃体」が活動しているからである。扁桃体は喜びや悲しみ、不安といった感情を生み

出す働きをしている。この扁桃体が働くとLTPが起きやすくなる。例えばテストで重要なところでケア

レスミスをしてしまった時、それがずっと記憶に残っていることはないだろうか。経験からしても感情と

記憶は関わっているといえる。 

 楽しいと思って暗記したり、歴史人物になりきってみたり、なにか感情と結びつけつつ記憶していく

のもいいだろう。 

 

３.結論 

 本研究では、4つの重要な単語が出てきたので、それを振り返ろう。 

1. LTP（最重要） 

 度重なる脳への刺激により、シナプスの結合が増強されること。 

2. シータ波 

 海馬から出る4〜７Ｈｚの脳波。LTPを引き起こしてくれる。 

３．リップル波 

 １５０Hz～２５０Hzの脳は。記憶のリプレイとLTPの抑制に関わっている。 

4．扁桃体 

 感情を生み出す器官。LTPの発生を促してくれる。 

 

 さて、本研究の目的は効果的な学習方法や学習スケジュールを考えることであった。本研究を通

して、長期的に記憶するための学習方法は、 

①何度も復習する（LTPを生じさせる）←最重要 

②移動中に暗記する（シータ波を活用） 

③適切な睡眠時間を確保する（リップル波を起こす） 
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④感情を入れて覚える（扁桃体を活動させる） 

という4つが効果的であると考える。 

  

また、上記に示したものと先行研究を踏まえて、以下の学習スケジュールを提言する。 

 

時刻  勉強するもの アドバイス 

7：00 起床   

  7：30～ 計算問題 簡単な計算で目覚まし 

8：00 朝食   

  8：30〜 数学、物理、国語 etc. 

(思考力を使うもの） 

苦手な科目を優先 

12：00 昼食   

  13:00〜 英単語、地歴 etc.  

(暗記するもの） 

寝る前は暗記 

13：30 昼寝  昼寝はおすすめする 

14：30 起床   

  15：00〜  数学、物理、国語 etc. 

(思考力を使うもの） 

得意な科目を優先 

空腹により記憶力アップ 

19：00 夕食   

  21：00〜  英単語、地歴 etc.  

(暗記するもの） 

夜は暗記の 

“ゴールデンタイム” 

23：00 就寝   

※書かれていない時間は自由時間とみなす 

（池谷裕二著『受験脳の作り方－脳科学で考える効率的学習法－』より一部筆者が改変） 

上記のスケジュールはあくまで一例であるため、自分に合うように利用していただいて構わない。 

 

 今回、私は長期記憶、特にLTPの起こし方について研究した。私が研究する前に期待していたよう

な、何か特別な方法ではなく、「何度も何度も繰り返すこと」という単純なことになった。（単純といって

も、これを実践するのはかなり難しいものなのだが。） 

 

4.参考文献 

 1.池谷裕二（2013） 『受験脳の作り方－脳科学で考える効率的学習法－』 新潮文庫 

 2.記憶固定化－脳科学辞典，2017年5月3日, 

  https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E8%A8%98%E6%86%B6%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E5%8C%96 

   最終閲覧日 ２０２２年３月８日  

 3.長期増強－Wikipedia，２０２０年４月８日 
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  https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E6%9C%9F%E5%A2%97%E5%BC%B7 

   最終閲覧日 ２０２２年３月８日 
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広島大学附属福山高等学校 ５年「提言Ⅰ」 

 

怒りの対処方法と持続時間 
                                5年Ｂ組17番 島津心詞 

 

 ノーベル賞を受賞した中村修二は「ここまで自分を突き動かしてきたのは怒りだ」というコメントを残した。

このように怒りにうまく対処してコントロールすることができれば怒りは利用することができる。 

 

⒈ 序論 

 以前より、怒りを感じたときに相手に文句を言ったり相手に分かるように大きな音を立てたりと、攻撃的に

怒りに対処しようとしたときより、怒りを鎮めようと深呼吸したり冷静さを取り戻そうとしたりと内向的に対処し

ようとしたときのほうが怒りの持続時間が短いように感じていた。そこで本研究の主軸は「怒りの対処方法

と怒りの持続時間には関連性がある」という仮説の検証とする。またこの仮説の研究は最も効果的で効率

的な怒りの対処方法を提言することにもつながると考えている。 

 ここで怒りが及ぼす負の影響として２つ述べる。１つ目は身体面で、東洋経済ONLINEによると怒りが最

も血圧を上昇させる。これが不整脈を引き起こし、心筋梗塞、脳卒中等の原因となりうる。２つ目は精神面

で、「ストレスがじわじわと身体に及ぼす影響とは」によると怒りは内向的な性格やうつ病の原因となりう

る。加えて私個人の見解だが怒りは怒っている人、怒らせた人(怒りの当事者と呼ぶことにする)以外の第

３者を不快にすることがあると思う。 

 つまり、正しい怒り対処方法を提言することは怒りの当事者に加えて周囲の人に対しても怒りによる負

の影響を受けるのを防ぐことにもつながる点に意義があるといえる。 

 

⒉ 本論 
⑴ アンガーマネジメント 

 本研究は、主にアンガーマネジメントの観点から進めていくこととする。 

アンガーマネジメントとは1970年代のアメリカで生まれた怒りの感情と上手に向き合うための心理トレーニ

ングのことである。怒りの感情が起こったときの一時的な対処スキルを身に付けるだけでなく、日常生活

の中で怒りの感情が過度に起こらないために、また、衝動的・破壊的な言動を減らすために行う感情のコ

ントロール法である¹。 

 

⑵ 怒りの定義 

 怒りは「第二次感情」であり、その背景に「第一次感情」が存在する。第一次感情として「嬉しい」「楽しい」

「つらい」「悲しい」「不安」などがある。自分の心の中にコップがあるとしたとき、コップがネガティブな第一

次感情でいっぱいになると「怒り」という第二次感情に姿を変えてあふれ出す²。これが怒りである。 

 

表1 

感情 先行条件 自己システム内の機能 対人システム内の機能 

怒り（anger） 目標の頓挫 目的達成の妨げとなって

いる障壁の除去 

いままさに攻撃するかもし

れないということの警告 

嫌悪（disgust） 不快・有害物質／人

物の知覚 

不快・有害物質／人物の

排除 

受容することがないことの

シグナル 

軽蔑（contempt） 優越の知覚 社会的地位、支配、優越

感の確立・維持 

他者に対する支配・優越

のシグナル 

出典）杉浦義典 (2020) 『感情・人格心理学』 遠見書房 ｐ.47 表3 
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 表1は10の基本感情の適応的な機能が自己システムにおける機能と対人システムにおける機能とに分

けて示された表から怒り（anger）と、比較対象として嫌悪（disgust）、軽蔑（contempt）を抜き出して表して

いる。 

 

(３) 怒りのメカニズム 

 人が怒りを感じるまでには３つのステップを踏む²。表２の左側はステップを、右側は具体例を表してい

る。 

表2 

第一段階 出来事の遭遇 ex: 帰りがけに上司に残業を頼まれた 

第二段階 出来事への意味づけ ex: どうしてこんな時間に頼んでくるんだ。いつも自分ばかりひ

どい 

第三段階 怒りの感情の発生 ex:「怒り」の感情が発生 

 このように人は怒るまでに無意識のうちに段階を踏んでいる。つまり怒りの感情が生まれる段階の途中

で、衝動をコントロールできるチャンスがあるということである。また自分が感じる怒りの強さは出来事その

ものによって決まるのでは無く、自分自身の考え方によるものだといえる。 

 ここで表２の「第二段階 出来事への動機付け」をより深く調査すると4つの特徴を持つことが分かった。

１つ目は一連の過程を指すこと。２つ目は方向性をもつこと。３つ目は強さがあること。４つ目は持続時間

には限りがあることである。 

 

（４） 怒りの機能 

 まず怒りの有益な効果について３つ述べる³。 

① 活性化機能：ほとんどの社会運動は、怒りが原動力となっている。 

② 表出機能：健康的な人間関係では怒りの感情も伝えられるし、その他のネガティブな感情も相手に

伝えられ、お互いの関係をさらに改善できる。 

③ 弁別機能：怒りの感情により、動揺したり、緊張したりするが、その状況における精神的な深刻さを知

らせてくれるサインにもなる。 

 

 次に注意が必要な怒りについて４つ述べる²。 

①攻撃性を伴う怒り 例）相手に暴力をふるう。物を壊す。自分を責める。 

②強度が強い怒り 例）思い通りになるまで暴れる。怒鳴る。 

③頻度が高い怒り 例）一日あるいは一週間の中で何度も腹を立てたりイライラする。 

④持続する怒り 例）長い間恨みや憎しみの感情を持ち続ける。 

 

 心理学の観点からも「怒り」の持続は好ましくないことが裏付けられた。 

 

（５） 怒りの性質 

①上から下へ流れる。 

「怒り」は立場の強いものから弱いものへ流れるということだ。 

例）部下と上司とで態度を変える。 

  ガミガミ怒っていた人が電話に出た途端に声色を変える。 
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  車にのると運転が荒くなる。 

  インターネット上で匿名で相手を攻撃する。 

②身近な人ほど強くなる。 

怒りの感情の裏には「分かってほしい」「自分の味方をして欲しい」という気持ちが隠れている。ゆえに家

族や友人などの信頼が厚い相手ほど同意を得られなかったときに怒りを感じやすい。 

③周囲に伝染する。 

どの感情も人に伝染すると言われているが特に怒りは他人に伝染・影響しやすい。 

例）誰かが電話の相手に怒っているとき職場の空気が悪くなる。 

  数人の友人が愚痴を言っているのを聞いたら、思ってもいないのに同調してしまった。 

④プラスのエネルギーに変えることが出来る 

「怒りのメカニズムについて」で述べたように同じ怒りでも出来事への意味づけによって考え方は180°変

わる。「怒り」の感情を原動力やモチベーションに上手く変換することで、「怒り」は有効活用することが出

来る²。 

 

（６） 怒りへの反応 

 アンガーマネジメントの観点からみると、怒りへの反応には大きく分けて２つのタイプがある²。 

Aタイプ  どちらかというと怒りを我慢して溜めこむ。 

→感情が内向きで、自分を責めたり落ち込むことを引き起こす。日本人はこのような傾向がある。 

Bタイプ  どちらかというと怒りを人や物にぶつける。 

→感情を外に出し、人間関係におけるトラブルを引き起こす。 

 

 心理学の観点からみると、少し違う分類となっている³。 

内的統制型の人は物事の原因を自分の内部要因に求める傾向が強い。 

→自分で結果をコントロールできると考えるため、自分の行動の結果について期待を高く持つことができ

る。⇒動機づけが高い 

 

外的統制型の人は物事の原因を外部要因に求める傾向が強い。 

→自分以外の要因が結果を決めるので自分ではコントロールできないと感じ、自身の行動への期待が低

くなる。⇒動機づけが低い 

 

（７）怒りの持続時間 

 ベルギーにあるルーヴェン大学のフィリップ・ヴァーダイン教授とサスキア・ラブリセン教授は、感情の持

続時間とその影響を計測するため、学生233名に感情的になった最近の出来事をい出してもらい、その

持続時間を報告させた。なお単位は「時間」とする。 

表３ 
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出所）mikura book-marks 「27種類の感情の持続時間とは？悲しみは5日間、怒りは2時間 - Web活用

術。」https://scrapbox.io/mikura-bookmarks/2021年12月23日 から作成 

 図１から、最も持続時間が長いのは悲しみの120時間である。怒りの持続時間は2時間で、これは全27

種類の感情中19番目に長いということが分かる。 

 こんな記事もあった。『怒りなどの感情をコントロールする機能や判断、論理的思考などの高次の認知

機能を発揮するのが前頭葉である。この前頭葉は持続的に活動して情動を抑えるようになっているため、

瞬間的な怒りには対応ができない。前頭葉が活動するまで３～５秒程度かかり、数秒間怒りを我慢すれ

ば日常生活の普通の怒りは抑えられる』⁴ 

 これらから怒りの持続時間は他の感情の持続時間に比べると、短く瞬間的な感情であることが読み取

れる。 

  

 また感情には「蓄積性」という性質を仮定できる⁷。蓄積性とは時間を経過して存在し、時を超えて同じ

感情が結合する性質を指す。すなわち行為が終わっても感情が持続し、潜在化された強度（現時点では

表出されていないが表出された時の強度）が強まる、という性質である。この蓄積性の能力は感情によっ

て異なるが、驚きは蓄積できず（二度目は驚かなくなる）、愛情、嫌悪、怒りは蓄積しやすいといわれてい

る。 

 ここで注目すべきなのは感情は蓄積化によって深層化されることだ。深層化とは現在的・自覚的に体験

していない状態になることで感情は持続しているが表出も表象もされていない状態を指す。怒りは怒りの

場面を超えていつまでも持続することがあるのだ。 

 また短期の蓄積性として感情の自己強化現象がある。怒りやおかしさ、悲しみなどはその感情に浸ると

さらに強化される場合である。自己強化はその感情の強度だけの単純な増加ではなく、自己蓄積と遍在

化（いつまでも存在するようにすること）である。例として「悲しい→泣く→さらに悲しくなる」がある。 

 

（８）怒り対処方法の効果 

 怒りの緩和と増幅の観点から、怒り経験後に生起する行動の分類を行った研究⁶によると、怒りを緩和す

る行動として「合理化」「原因究明」「攻撃行動」「社会的共有」「物への転嫁」「気分転換」「忘却」を、怒り

を増幅する行為として「原因究明」「攻撃行動」「社会的共有」「物への転嫁」「精神反芻」を抽出している。

つまり怒り経験後にその怒りを緩和しようとして生じた行動でも結果として逆に怒りを増幅してしまう可能

性がある。このような怒り表出やその抑制の違いは怒り経験後の時間経過によって影響を受けることが考

えられる。怒りの感情は感じた直後に攻撃行動を促進し、この攻撃行動は２～３日後には怒りの感情から

ではなく認知からのみ影響を受けるようになり、１週間後には攻撃行動は減少し、感情や認知からの影響

も無くなることが示されている。 

 

また怒りの表出に関して「表情・口調」「遠まわし」「いつもどおり」の３つの表出方法について表出により相

手に与える印象についての検討結果⁶によると、怒りを喚起した際に「いつもどおり」よりも「表情・口調」の

ように怒りを伝達しやすい表出を行う人ほど、相手に好印象を与えにくいのはもちろん、低い自己評価の

ような内的な問題ともつながることが示されている。 

表４ 

 第一段階 第二段階 第三段階 

怒り感情 強い 中程度 弱い 

生起する認知 肥大化 客体化 客体化、終息化 
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生起する行動 攻撃行動 

社会的共有 

物への転嫁 

社会的共有 社会的共有 

攻撃行動促進要因 怒り感情 肥大化 なし 

攻撃行動抑制要因 人間関係の配慮 

自己像 

規範意識 

損得意識 

客体化 なし 

対処目的 感情から注意をそらす 認知的再評価・再体化 怒り感情の放出・許し 

対処方法 気分転換 

心を鎮める 

合理化、原因究明 

冷静な話し合い、相談 

社会的共有 

忘却 

出所）日比野桂 吉田富二雄（2007）怒り経験の鎮静化プロセスと怒りコントロール  

https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/records/2928#.Ydfvxf7P3IU 2022年１月7日 から作成 

 

 表４は怒りの感情が鎮静化するまでのプロセスをまとめたものである。ここで表４中の第一、二、三段階

は（４）の表２とは無関係であることに注意してほしい。 

 まず第一段階は怒り経験直後を指す。この段階では強い怒りの感情が喚起され怒りを増々高めるよう

な肥大化の認知が主に行われている。次に第二段階は怒りの感情が緩和された時期（２〜３日後）を指

す。この段階では怒りの感情は鎮静化され、肥大化の認知よりも、怒りを感じた経験を冷静に客観的に受

け止めるような認知（→客体化）が行われている。またこの段階で怒り経験を適切に処理できないと別の

機会にまた怒りを喚起させやすくなることが分かっている。最後に第三段階は怒り経験から１週間後、第

二段階以降も怒りが継続していた場合に残った怒り感情を放出する段階を指す。この段階では表４中に

あるように「許し」が目標となる。ここで注意するべきなのは「許し」とは怒りの原因となった人物を許すとい

う意味ではないことだ。正しくは「傷ついた人が、傷つけた人に対する行動的な報復の可能性や、内的な

怒りから解放されること」を指す。つまり「許し」という過程をクリアできないといつまでも怒り経験に縛られて

しまう。自分のために「許し」のプロセスが必要なのだ。 

 

（９）怒り対処方法としての怒鳴る 

 では上記の攻撃行動に当てはまる「怒鳴る」について深く考えてみる。 

動物は大きな声で怒鳴られると身の危険を感じてフリーズする。ギュッと身を縮めて自分を守ろうとする。

例えば、猫は普段あれだけ敏捷に動き回るが、突然大きな音がするとびっくりしてフリーズしてしまう。ほ

かの動物でも、危機的な状況になると仮死状態になるものがいる。ウサギは思い切りつかんだり、脅したり

したら死んでしまう。ここには肉食獣に捕まった時点で苦痛を感じないために自ら心臓を止めるという野

生本能がはたらいている。これは人間も同様だ⁵。 

 ここから、怒りの対処方法として「怒鳴る」ことが効果的なのかを考察する。怒りの感情が発生して怒鳴っ

ている訳だから、上記で述べたように第2段階で「出来事への意味づけ」を行っている。怒鳴ることで、怒

鳴った相手が動きを止める、または萎縮する。これが「出来事への意味づけ」を直接解決するならば、「怒

鳴る」ことは効果があるといえる。例えば工事現場などで明らかに誤った操作をしていて危険な同僚がい

るときに怒鳴ることは効果的だ。フリーズさせてその操作を止めさせることができる。ただしここでその場面

を思い浮かべてみると、おそらく「何やってんだ！（怒声）」（相手がフリーズ）「誰が動かせって言ったん

だ！指示が聞こえてないのか！前もお前は〇×△,,,」のように相手がフリーズした後も「怒鳴る」という行

為は続く場合が多いだろう。（７）で感情の蓄積化について述べたが「怒る→怒鳴る→さらに怒りが強まる」

で怒りが自己強化されかねない。「怒鳴る」という行為は怒りの原因の直接的解決につながる側面を持つ

一方で、怒りの持続時間をのばす側面も持っていると言える。 
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３．結論 

 本論を踏まえて、「怒りの対処方法と怒りの持続時間には関連性がある」という仮説について考察する。 

  まず怒りの蓄積と怒りの持続時間の関連を述べる。怒りが蓄積すると、感情は持続しているが表出も

表象もされていない状態に陥る。対処すべき時と場を逃した怒りはまったく関係のない場面、本人も意図

しない形で大爆発を起こし、これは対人関係にも悪影響を及ぼす。怒りの蓄積は無自覚であるため怒り

の持続時間は、どこかで爆発が起こるまでずっと、ということになる。つまり怒りは蓄積すればするほど持

続時間が長くなるといえる。 

 では何が怒りを蓄積させるのか。ここで怒りの蓄積と怒りの対処方法との関連を述べる。怒りを蓄積させ

るものに、感情の自己強化現象がある。怒りやおかしさ、悲しみなどはその感情に浸るとさらに強化され

る。自己強化はその感情の強度だけの単純な増加ではなく、自己蓄積と遍在化（いつまでも存在するよう

にすること）まで引き起こす。「悲しいから泣く。泣けば泣くほど悲しくなる」とか、「腹が立つから怒鳴る。怒

鳴れば怒鳴るほど怒りがヒートアップする」のように、怒りへの対処行動が自己強化現象を引き起こす。怒

りを増幅させる行動としては「原因究明」「攻撃行動」「社会的共有」「物への転嫁」「精神反芻」が、怒りを

緩和する行動として「合理化」「原因究明」「攻撃行動」「社会的共有」「物への転嫁」「気分転換」「忘却」

が明らかになっている。 

 以上から怒りの対処方法と怒りの持続時間には関連性があるといえる。ただしここで怒りへの対処方法

としての「原因究明」と「攻撃行動」は怒りの緩和にも増幅にもつながる可能性があるため、具体的にこの

行動は怒りへの対処方法としてダメだ、とまではいえない。感じ方には個人差があるため、怒りを蓄積さ

せないために、自分に合った怒りへの対処方法を持つ必要がある。 

 

４ 提言 

 そこで最後に怒りへの対処方法として、感情の自己強化を引き起こしにくいとされるものをいくつか挙げ

る。 

６秒カウントダウン 目をつぶり心の中で数字に意識を向け６から数えていく。この6秒間は怒り

の原因となった出来事から意識をそらす。 

（７）で述べた前頭葉が働くまでの３〜５秒を意識する目的がある。 

延期による 

ストレッサー回避 

対人での怒りにおいて返事を遅らせたり、時間の猶予を得ることで攻撃的に

表出することを防ぎ、怒りの自己強化を防止する。 

 

例）土曜日に久しぶりに友人と遊びに行くので土曜日を楽しみにしていたと

ころ、上司に「来週の月曜日までの書類を今週の土曜日に出勤して作成し

てくれないか」と言われた。 

  →解「土曜日は以前より予定がありまして、土曜日に出勤できるか明日ま

で返事を待っていただけますでしょうか」 

タイムアウト イライラして今にも相手に怒りをぶちまけそうな時、一旦その場を離れて、脳

を休ませる。 

一点集中法 頭の中が怒りの感情で一杯だと感じた時、自分の身の周りにあるものを丁

寧に集中して観察する。嫌な出来事についてずっと考えて自己強化するこ

とを防ぐ。 

 

例）このボールペンいつ買ったっけ。素材は何だろう。重さは10ｇくらいか

な。あPILOTなんや、ZEBRAかと思ったわ。 
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広島大学附属福山高等学校 ５年「提言I」 

 

映画翻訳の抱える問題についての提言 
5B21武田桔京 

 

１，序論 

 アメリカンコミックを実写映画化したMCU作品のストーリーに、ヒーローのキャプテン・アメリカとその相棒

であるファルコンという二人のキャラクターが登場する。この提言を展開する前に、二人が繰り広げた、一

連のやり取りをここに紹介したい。 

 キャプテン・アメリカは、超人的な身体能力を持ったヒーローで力も強く、足も速い。対するファルコンは

身体能力こそ突飛ではないが、キャプテン・アメリカの手助けを担うキャラクターだ。 

 場面は２０１４年４月公開の映画「キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー」において、二人が出会うと

ころから始まる。その日ファルコンは早朝にランニングをしていて、キャプテンアメリカも同じランニングコ

ースを走っていた。キャプテンはファルコンよりも足が速く、何度も周回差をつけていく。抜き去るごとにキ

ャプテンは「左から失礼」と得意げに呟いていくので、ファルコンは負けじと訳すのも良いけど！くらいつこ

うとするが、キャプテンの走力には追い付けない。二人の交友関係はここから始まる。 

 そののち、二人は協力してヒーロー活動を行い、悪と戦い、信頼関係を築いていく。彼らは相棒であり

親友であり、共闘する仲間のアベンジャーズになったのだった。 

 そして場面は変わり、２０１９年４月公開「アベンジャーズ/エンドゲーム」の大詰めへと移る。宇宙からの

強敵を相手に、仲間たちがことごとく倒れていく中、たった一人になったキャプテン・アメリカは、それでも

諦めず立ち向かおうとした。仲間はだれもおらず、敵は大勢、自分は満身創痍の状態で、先は暗がりが

広がるばかりだった。そんな時、どこからか声が聞こえてくる。「左をみろ」。キャプテンが左を向くとそこに

はファルコンが、仲間を引き連れて駆けつけており、映画は最終局面へと進んでいくことになった。 

 

 以上が二人が繰り広げた注目すべき場面である。これでも十分、映画は好評で魅力的だったと言える。

キャプテン・アメリカとファルコンの、くすりと笑える出会いの場面から、二人の激しいアクションシーン、そ

して窮地に立ったキャプテンを救うファルコンの活躍は、印象深いものになった。 

 しかし、この中には逃してはならない重大な欠陥が存在する。今回取り上げたキャプテン・アメリカの「左

から失礼」というセリフと、ファルコンの放った「左を見ろ」というセリフは、本来の英語版だと「On your left」

という同じ言葉のはずだったのだ。 

 ともすれば、このやり取りは単なる独立した会話ではなくなる。同じ作品の中で一度登場したことがらを、

ここぞという場面で反復する、一種の伏線回収が起きているはずだったのだ。キャプテン・アメリカに、出

逢った時、何度も自分を追い抜かしていく時に言われた「On your left」という雪辱の言葉を、ファルコンは

窮地に立った彼の土俵に追いついて「On your left」と言い返したのだった。 

 

 しかし、同じセリフを、違う日本語で訳してしまったがゆえに、吹き替え版を見た人や、聞こえる英語に

注意せずに日本語字幕版を見た人たちには、この伏線回収が伝わらなかったのである。 

 言語への理解や、グローバル化が進む現在、なお、こういった文学的魅力は言語の隔たりのせいで伝

わりづらくなっているのならば、それは解決されるべきである。 

 この提言では、これについて深く考察し、解決策を提案する。 

 

 

 

２，本論 
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①前提 

 世界各国の国民文学のすべてと作品を、その生まれた国を超えてより広い世界の財産としようとするこ

とを、世界文学と呼ぶ。文学という情報を伝達する方法が、印刷技術や図書館の登場などにより、大衆化

し、それが翻訳などを経て世界化していった歴史が存在する。それは現在のグローバル化ともつながりう

る。その中で、ある文学作品において原文の言語的豊かさと、作品が原文の文脈で持つ力こそが、その

文学の意義であるといえる。だから、文学を財産とする限り、それが情報伝達の過程で損なわれてはなら

ないと考える。そこで、世界文学を成し得る為には、翻訳という過程が重要になってくるだろう。 

 

 

②翻訳とは 

 翻訳とは自然言語において、起点言語による文章を別の目標言語による文章に変換する行為をさす。 

 

 種類Ⅰ：産業翻訳：企業や研究者が扱う種類の文書の翻訳 

 種類Ⅱ：出版翻訳：書籍の原稿、また雑誌の記事など出版物を手がける 

 種類Ⅲ：映像翻訳：映像媒体を手がける 

 これらは、それぞれに求められる要素が違い、様々で、幅の広い専門知識、作品の世界観にあった表

現力、口の動きに齟齬がないセリフを訳す力などと異なっている。そのため、以下の翻訳の方法を、随時

使い分けて翻訳するのが良いとされる。 

 

 方法Ⅰ：直訳：単純な逐語的な置き換えや、熟語単位の置き換えだけで済ませている翻訳などで、文

章が状況や文脈ごとに持っている機能に十分に注意を払っていないような翻訳。 

 方法Ⅱ：意訳：文章が発話された状況や文脈において果たす機能や本当の意味（意図）に焦点を当て

て、目標言語でほぼ同等の機能や意味作用を持つ文章を、多数の文章の記憶（言語の使用経験に裏

打ちされた、文脈ごとの、適切な発話事例に関する記憶）の中から見つけ出して行う翻訳。 

 

 

③誤訳 

 以上を踏まえ、世界文学の理念を成し遂げるために、障壁にも鍵にもなりうる翻訳について、問題となる

誤訳に焦点を当てていく。誤訳が起きる条件は以下の三つであるとし、それぞれへの解決方法を定める

ことで、誤訳が起きた時の対処方法とする。そのことで、誤訳を是正し、世界文学が成し遂げられると考え

る。 

 原因Ⅰ：文法や熟語などの原文の翻訳ミス 

 解決方法Ⅰ：正しい知識をもって、文脈に注意を払い、適切に表現をする。 

 原因Ⅱ：言語圏の文化や産業分野への理解不足 

 解決方法Ⅱ：幅広い知識をリサーチし、適切に理解をする。 

 原因Ⅲ：用語集やスタイルガイドの未作成や確認漏れ 

 解決方法Ⅲ：作者の意図と同化を試みることで、適切に理解し表現する。 

（用語集やスタイルガイドとは：翻訳に統一性を持たせるために固有名詞の訳出を定義したり、フォントや

語尾を定義するもの） 

 

 

④検証 

 以下、具体例をあげて誤訳の解決を試みる。 
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 １、「オペラ座の怪人」にて「passion-play」という単語を翻訳者は「情熱のプレイ」と訳した。正しくは「受

難劇」である。これは原因Ⅰによる誤訳である。ハイフンひとつの読み落としで意味は大きく変わってしま

った。これは単語的意味の取り違えである。翻訳の際に注意を払えば解決できる。 

 

 ２、「ギャングオブニューヨーク」にて、名前の読み方について 

 翻訳者は「archangel michael」を「大天使聖マイケル」と訳した。正しくは一般にミカエルである。これは

文化的背景の理解不十分といえる。原因Ⅱによる誤訳である。翻訳には英語への理解だけではいけな

いということがわかる。キリスト教文化への理解をしていれば避けることができたことである。 

  

 ３、「スターウォーズ」にて。翻訳者は「a local」を「ローカル星人」と訳した。「原住民」とするべきとされる。

これは原因Ⅲによる誤訳であり、作者の意図を確認することで解決できる。 

 

 

⑤本題 

 最後に、序論で示したキャプテン・アメリカとファルコンのかわした会話の誤訳について解決を試みる。 

 この誤訳は、本来同じセリフを、違う登場人物が時間をあけて放つことで伏線を回収し、文学的魅力を

付加するはずだったが、日本語訳の時点でその工夫がかき消されてしまったことに問題がある。 

 まず、今回の誤りはどの種類の誤訳に当てはまるかを考える。 

 「原因I:文脈や熟語などの原文の翻訳ミス」である場合、正しい知識を用いて翻訳すれば解決できる。

しかし、ランニングで相手を抜かす時に放つ「On your left」を「左から失礼」とするのは間違いではなく、

劇的な登場のシーンで放った「On your left」を「左を見ろ」と訳すのも間違いではない。 

 次に「原因Ⅱ：言語圏の文化や産業分野への理解不足」が原因である場合、幅広い知識を持って意訳

に臨めば解決できる。しかしこれも、そういった文化的背景のあるセリフではないため、原因は他にあると

考えられる。 

 そして最後に「原因Ⅲ：用語集やスタイルガイドの未作成や確認漏れ」であった場合、注意と作品への

敬意を払って翻訳すれば解決できるはずである。今回の誤訳の原因が上記二つのどちらでもないとすれ

ば、翻訳者の作品に対する理解が足りていなかったのだろうか。 

 そうだと仮定して、一度、様々な誤訳の要因に注意を払い、理想の日本語訳を考えてみる。 

 注意する点は以下。 

・日本語でも同じセリフであること。 

・かつ、どちらの場面でも不自然でないこと 

・文学的魅力を損なわないこと 

 

候補I、「左から失礼」に合わせる場合 

 実際、公式に修正がなされた時、エンドゲームでファルコンが放つセリフが「左を見ろ」から「左から失

礼」へと変えられていた。しかし、劇的登場の場面で「左から失礼」という日本語を使うのは、本来の英語

の原文がもっていた魅力までは到底及ばないと言える。 

 

候補II、「左を見ろ」に合わせる場合 

 映画公開の時間軸からして無理があるが、このように合わせることができたと仮定しても、ランニングシ

ーンで追い抜かす時のセリフとしては不適当と言える。 

 

候補Ⅲ、代用のセリフを考える場合 
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 ランニングシーンと、戦闘に参戦するシーンではあまりにも場面が違い、使うに適切なセリフも、同じ言

葉を使って表すのは難しい。加えて、最初のランニングのシーンと、最後の戦闘の局面のシーンでは、シ

ーンの重みに違いが大きく、発せられるセリフの重みも自ずと違うものにならなければならない。ランニン

グシーンで放つ「On your left」というセリフの日本語訳の代用は「左に注意」などと変えられるが、一方で

ファルコンの登場シーンでは「左に注意」でも「失礼する」でも考えうるセリフは的を得ない。 

 問題なのは「これらの英語が日本語で表せないこと」ではなく、「同じ英語で表せてしまうこと」にあると考

えられる。 

 よって以下を結論とする。 

 

 

 

3、結論 

 世界文学を目指す上で、問題点を抱える翻訳の不完全は、解決不可能のものも存在する。しかし、だ

からといって諦めるのではなく、そこにこそ、実務翻訳された「伝わればいい日本語」を受け取るだけでは

なく、能動的に言語を自らの足でまたにかける努力をする、すなわち英語を勉強することの意義があるは

ずだ。  

 

 

4,参考文献 

 世界文学-Wikipedia(以下URL) 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E6%96%87%E5%AD%A6 

 翻訳-Wikipedia（以下URL） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BF%BB%E8%A8%B3 
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広島大学附属福山高等学校 5年「提言Ⅰ」 

 

インターネット広告とマスメディア広告の役割 
 

5年 B組27番 丹羽彩優美 

 

1．序論 

 広告とは「特定された広告主により、有料で人を介することなく、アイデア、製品、サービスを提示し進め

ること(アメリカマーケティング協会より)」である。この定義の中に含まれる広告の要素は4つある。その4つ

は、①誰が広告しているか明らかであること、②有料で行うこと、③人を介さずに別の媒体を用いること、４

④製品などを提示し薦めることである。この要素の中で、時代の変化に伴い大きく変化してきたものは、

広告を提示する媒体である。その変化は、媒体別広告費の推移を見ても明らかである。長年、最も多く費

用が掛けられていた媒体はテレビ広告である。しかし、近年、スマートフォンなどの電子機器の普及に伴

い、インターネット広告の広告費は上昇し、一方テレビの広告費は停滞、そのほかのマスメディアの広告

費は減少傾向にある。さらに2019年にはインターネット広告費がテレビ広告費を上回った。これらから、

広告に用いられる媒体はテレビをはじめとしたマスメディアから、インターネットに移り変わっている。広告

に用いられる媒体にこのような大きな変化があるにも関わらず、情報の信頼性においては、インターネット

はどの世代においても低い水準である。つまり、インターネットを介しての広告は情報としての信頼度が

低いと言い換えることができる。その反対に、マスメディアの代表であるテレビや新聞の情報の信頼性は

インターネットより遙かに高い。 

図1 媒体別広告費の推移(出典：電通 2019年)     図2 メディア別信頼度(出典：総務省 2018年) 

 

 このような研究背景からわかることは広告費と情報の信頼性には相関関係が見られないということである。

すなわち、媒体に対して信頼度が高ければ、広告費が大きいのでもなく、信頼度が低いから、広告費が

小さいのでもないということである。従って、単に広告に用いられる媒体が、マスメディアからインターネッ

トに移り変わっている訳ではないと考えられる。そこで私が問題提起したいことは、インターネット広告の

役割とマスメディア広告の役割がどのような点で異なるのかということである。広告の定義はあるものの、

媒体ごとに役割を細分化はされておらず、今回の研究テーマとした。 

 媒体ごとに役割を細分化することは、我々消費者が広告に接するときに大いに役立つと思われる。媒

体ごとのそれぞれの役割を把握することによって、広告に対して、適切な対応をすることができ、消費活

動を助け、さらには促すことができるであろう。 

 よって本研究では、消費者が適切に広告に接することができるようになるという意義のもと、インターネッ

ト広告の役割とマスメディア広告のそれぞれの役割を考察、比較することとする。 
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2．本論 

調査方法は以下の通りである。 

Ⅰ．広告モデルから見たマスメディア広告とインターネット広告の比較 

  1-1 二つの広告モデルとその相違点 

  1-2 マスメディア広告における広告モデルの考察 

  1-3 インターネット広告における広告モデルの考察 

 1-4 広告モデルを用いた比較 

Ⅱ．非広告型広告・従来型広告という視点からの各広告の役割 

  2-1 「Ad Avoidance傾向」から見たマスメディア広告とインターネット広告の比較 

  2-2 「Talkability」の観点から見た非広告型広告 

  2-3 非広告型広告と従来型広告の比較 

  2-4 マスメディア広告の従来型性と非広告型性 

  2-5 インターネット広告の従来型性と非広告型性 

  2-6 非広告型広告の考察 

Ⅲ．Ⅰ・Ⅱを踏まえた考察 

 

 調査対象として、マスメディア広告はテレビ広告、インターネット広告はバナー広告に限定することにす

る。テレビ広告は放送番組の前後や番組の本編の途中に放送される広告のことを指し、バナー広告はイ

ンターネット上の広告枠にある画像あるいは動画が表示されている形式の広告を指す。 

 Ⅰでは、広告モデルを通して、広告が消費者の目にとどまり、実際に消費に至るまでにどのような過程

があるのかを媒体ごとに比較する。広告モデルとは、消費者が広告などでその製品を知って、その製品

を購買するまでに至るプロセスのことである。Ⅱでは、マスメディア広告とインターネット広告の特徴につ

いて、非広告型広告と従来型広告という視点から考察する。Ⅲでは、ⅠとⅡの両観点を踏まえた最終的

考察をする。 

 

Ⅰ．広告モデルから見たマスメディア広告とインターネット広告の比較 

 

1-1 二つの広告モデルとその相違点 

 三好・藤本(2015)は二種類の広告モデルを挙げている。1つ目の広告モデルはAIDMAモデルと呼ばれ、

5つのプロセスからなる。そのプロセスは、Attention(その製品の存在に気づかせる)→Interest(その製品

に関心を持たせる)→Desire(その製品を欲しいと思わせる)→Memory(その製品を記憶に留めさせる)→A

ction(その製品を購入させる)である。2つ目の広告モデルはAISASモデルと呼ばれ、これも5つのプロセス

からなる。その流れはAttention→Interest→Search(検索)→Action→Share(情報共有)である。 

 2つの広告モデルの共通点は「Attention」「Interest」「Action」があるということだ。これは広告の過程が、

「認知」「注目」から始まり、「購買」に終わるという広告の普遍的な流れを表している。また、この2つの広

告モデルの相違点として、AIDMAモデルのみ含まれている過程が「Desire」「Memory」であり、AISASモデ

ルのみ含まれている過程が「Search」「Share」であるということが挙げられる。 

 

1-2 マスメディア広告における広告モデルの考察 

 テレビ広告において、広告で紹介された製品に興味を持ち、欲しいと思ってから実際に購入に至るま

でには、インターネットよりも時間がかかる。インターネットは広告を見てからWEBサイトに移動し、購入に

至るまで、すべて同じ媒体内で行うことができるが、テレビ広告は広告を見てから、その製品を買うために

別の場所へ赴かなければならないからである。このため、その広告、広告で紹介された製品の記憶が必

71



3 

要である。そして、その製品に出会った時にその記憶が購入を促すと考えられる。したがって、「Memory」

が含まれるAIDMAモデルが、テレビ広告、広義に解釈すると、マスメディア広告に該当する。 

 

1-3 インターネット広告の広告モデルの考察  

 バナー広告では、画像や動画をクリックすると広告主が設定したWEBサイトに移動することができる。さ

らにそのWEBサイトに移行すれば、そのまま製品を購入することができ、そのWEBサイトをSNSなどを用い

て他者へ知らせることができる。つまりバナー広告からWEBサイトへの移動が「Search」に当たり、WEBサ

イトをSNSなどで他者へ知らせることが「Share」に当たる。したがって、この情報検索と情報共有はインタ

ーネットの独自の広告プロセスであるので、「Search」「Share」があるAISASモデルがバナー広告、つまりイ

ンターネット広告に該当する。また、AISASモデルに「Desire」が存在しないのは、「Search」と同値である

からだと考えることができる。欲しいと思うことは購入の事前段階であり、情報検索も購入の事前段階であ

るため、両方とも、興味を持ったうえでの購入前の最終過程と捉えることができるからだ。 

 

1-4 広告モデルを用いた比較・考察 

 この広告モデルの比較から、インターネット広告は認知から購入いんたまで、一つの媒体でおこなわれ

る、すなわち、購入に至るまでの時間が短いという利点がある。この利点を全面的に踏まえると、インター

ネット広告の役割は認知から購入すべてであると考えることができるが、本当にそうだとは考えられない。 

 序論でも述べたように、インターネット上の情報はマスメディア上の情報より信頼度が低い。よって、イン

ターネット上の新しい情報は信用されないことが多い。つまり、インターネット上での「認知」「注目」は難し

いと考えられる。すなわち、インターネット広告は広告の5つのプロセスすべてにおいて効果的に作用し

ているわけではなく、ある一点において作用していると考えられる。Ⅱでは、広告モデルにおいてインタ

ーネット広告とマスメディア広告がそれぞれどのプロセスに作用しているかを考察する。 

 

Ⅱ．非広告型広告・従来型広告という視点からの各広告の役割 

 佐藤(2010)は非広告型広告を「意図的に広告らしさを排除した広告」と定義し、その広告の優位性につ

いて、「消費者が広告を避けるAdAvoidance傾向」と「Talkabilty (話題にしやすさ)の重要性増加」を背景

として述べている。 

 

2-1 「Ad Avoidance傾向」から見たマスメディア広告とインターネット広告の比較 

 消費者が広告を避ける「Ad Avoidance傾向」について、検証、考察していきたい。佐藤達郎はこのような

傾向がおこる原因として、「”いかにも”広告らしい広告」を挙げている。広告らしい広告というのは、広告

内において、商品/ブランドのメッセージやベネフィットを関連性を明示して訴求する広告である。佐藤達

郎はこの広告を「従来型広告」と呼んでいる。 

 バナー広告はあらかじめインターネット上において掲載させる場所が決まっており、その場所に記載さ

れているということは広告であるということを物語っている。また、バナー広告は広告主が指定するWEBサ

イトへ誘因するための広告であるため、広告主や訴求したい商品、要素が明らかである。そのため「消費

者が広告を避ける「Ad Avoidance傾向」がバナー広告は強く出ると考えられる。 

 一方テレビ広告の場合、録画番組の視聴においては、スキップ機能によって、AdAvoidance傾向が行

使されることがあるが、録画でなく実際に放送されている最中の広告はこのAdAvoidance傾向は行使され

にくい。よってこの傾向はインターネット広告の方が、広告に接する機会に対しで行使される場合が相対

的に多いと考えられる。すなわち、インターネット広告は避けられる対象になりやすく、「認知」「注目」の役

割を果たすとは考えにくい。 
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2-2 「Talkability」の観点から見た非広告型広告 

 次に「Talkability (話題にしやすさ)」という概念を用いて、「非広告型広告」について考察する。ただし、

「Talkability」という単語は造語であり、一般の辞書には載っていないが、広告界で広く使用されているた

め、本研究でも「Talkability」という言葉をそのまま使用することとする。「Talkability」とは「商品やサービス

について話す理由を人々に与え、会話がおこりやすくすること」と定義されている。そして佐藤は「非広告

型広告」において、最も重視されていることとして、この「Talkability」を挙げている。「非広告型広告」は2

つの特徴からなる。1つ目は、コンテンツを提供しているということだ。つまり、広告を通して、製品を大々

的に紹介するのではなく、娯楽を提供するということだ。これは広告コンテンツの役割という観点からの特

徴である。そして2つ目が「Talkability」である。広告内における「オチを含むストーリーの面白さ」や「高品

質感のある映像」などが排除され、個人間で行われる会話に近い形式であるということだ。これは広告の

質という観点からの特徴である。 

 

2-3 非広告型広告と従来型広告の比較 

 ここで、「非広告型広告」がどのような広告であるかをわかりやすくするために、従来型広告と比較した

い。従来型広告において、広告コンテンツの観点からの特徴は、商品に関した伝えるべきメッセージが全

面的に出されているということである。また、広告の質という観点からは、非広告型広告で排除されていた

「オチを含むストーリーの面白さ」や「高品質感ある映像」が主張されている特徴がある。 

 

2-4 マスメディア広告の従来型性と非広告型性 

 テレビ広告は従来型広告の「ストーリー性」や「高品質」という条件を備えていると私は考えた。しかし、

一般的なテレビ広告は15秒から30秒であるので、従来型の特徴である商品の情報を十分に伝えるという

ことがなされているとは考えにくい。また、テレビ広告と非広告型広告を比較すると、「ストーリー性」や「高

品質」を主張しているため、「Talkability」の要素はないが、音楽や著名かつ話題性のある芸能人など、

我々消費者を楽しませる要素が組み込まれていることがうかがえる。つまり、娯楽を提供するという広告コ

ンテンツの観点からの特徴は満たしているということだ。 

 

2-5 インターネット広告の従来型性と非広告型性 

 さらにインターネット広告では、第２章１節の「Ad Avoidance傾向」の考察でも述べたように、広告主が指

定するWEBサイトへ誘因するための広告であるため、広告主や訴求したい商品、要素が明らかである。

つまり、商品に関した伝えるべきメッセージが明らかであるということだ。一方で従来型広告のもう1つの特

徴である「ストーリー性」「高品質感」はないと考えられる。また、インターネット広告と非広告型広告を比較

すると、娯楽よりも商品の紹介が優先されているため、広告コンテンツの観点からの特徴には当てはまら

ないが、個人間で行われる会話に近い形式である特徴、つまり「Talkability」はSNSなどを用いた情報共

有に該当すると考えられる。 

 

2-6 非広告型広告の考察 

 テレビ広告とインターネット広告、従来型広告と非広告型広告をそれぞれ比較すると、テレビ広告もイン

ターネット広告もどちらも完全に従来型、非広告型というわけではないということが見られる。テレビ広告

は非広告型広告の広告コンテンツの観点における娯楽を提供するという特徴と従来型広告の「ストーリー

性」や「高品質感」という特徴を持ち、インターネット広告は非広告型広告の「Talkability」の特徴と従来型

広告の商品に関した伝えるべきメッセージが明らかであるという特徴を持っている。つまり、従来型と非広

告型が交錯していると私は考えた。 
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Ⅲ．Ⅰ・Ⅱを踏まえての考察 

 Ⅰ・Ⅱを踏まえて考察したいことは、Ⅰの広告モデルと、Ⅱの非広告型広告・従来型広告の観点を複合

した、現代の広告モデルだ。それによって、インターネット広告とマスメディア広告のそれぞれの役割が明

確化できると考えた。以下の図3が筆者が考察した現代の広告のあり方である。 

 

図3 現代の広告の在り方 

 
 

図3はⅠで取り上げた広告モデルのうちの1つであるAISASモデルを軸に、それぞれのプロセスにどの媒

体のどの特徴が作用しているかを示した図である。ここで用いた特徴はⅡで取り上げた特徴である。まず

広告モデルの考察をする。このAISASモデルはインターネット広告のモデルとしてⅠでは結論づけた。イ

ンターネット広告とマスメディア広告の現代のそれぞれの役割を考えるために「Search」「Share」が含まれ

る広告モデルがより良いと考えたので、現在の広告モデルとして採用した。次に本題である広告モデル

の各プロセスと非広告型広告と従来型広告の関係性を考察する。「Attention」から「Interest」へのプロセ

スは、広告対象である製品の新情報が信頼に値するかどうかで効果が決まる。従って、「Ad avoidance傾

向」が行使されるインターネット広告はこのプロセスに作用していないと考えられる。一方、マスメディア広

告は視聴者から信用が得られやすいうえに、非広告型広告の特徴である娯楽要素が含まれている。これ

によって、興味、関心を生み出すと考えられる。さらに従来型の特徴である「ストーリー性」「高品質感」も

製品に対して好印象を持つきっかけとなるだろう。よって、筆者はマスメディア広告の役割は消費者に製

品を認知させ、興味を持たせることであると考えた。「Interest」から「Search」、そして「Action」へのプロセ

スは製品に関してより正確な情報を得ることができるかどうかで決まる。よって、インターネット広告の広告

主や訴求したい商品、要素が明らかであるという従来型の特徴によって、興味を持った状態で、正確な

情報を得ることができると考えられるので、インターネット広告の役割の１つは、興味を持った状態から、

消費活動を促すことだと考えた。「Action」から「Search」のプロセスは、インターネット広告のみで可能なこ

とである。「Share」は広告主ではなく、広告を見た消費者が行うものなので、個人間のやりとり、つまり非広

告型広告の特徴である会話に近い形式の「Talkability」が作用していると考えられる。よって、インターネ

ット広告のもう1つの役割として、「Talkability」による情報共有が挙げられる。 

 これは、インターネット広告、マスメディア広告のどちらもが広告の一端を担っているというわけではなく、

それぞれの役割を全うすることで広告のプロセスが成り立ち、消費者を訴求するにあたって、どちらの広

告も重要であるということである。 
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3．結論 

 本研究の意義は、序論でも述べたように、消費者が適切に広告に接することができるようになることであ

る。現代の広告モデルをそれぞれのプロセスごとに、どの媒体がどの役割を用いて作用しているかを示

すことで、我々が普段接する広告がどのように自分に関わっているかを明確化できたと思う。 

 広告業界に存在する問題は多岐にわたる。これらを本研究で取り扱うことは難しく、諸問題に対する提

言はできない。また、本研究はバナー広告とテレビ広告の比較を広義に解釈し、インターネット広告とマ

スメディア広告の役割と結論づけているため、本研究の結果が広告すべてに該当するとは考えにくい。し

かし、本研究で示した現代の広告の在り方が、広告の仕組みの一例を示していることは確かである。そし

て、この広告の在り方を知ることで、消費者の役に立つ可能性は大いにあるだろう。また、広告は世界中

に存在する様々な社会問題をより多くの人に知ってもらうために欠かせないものである。この目的を達成

させるためにはより効果的な広告のあり方が必要である。そのためにも、今回の研究は有意義であった。 
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広島大学附属福山高等学校2年「提言Ⅰ」 

教育格差解消に向けて 

実は日本は身分社会！？ 

 

５年 B組３０番 平林功大朗 

 
１、研究動機 

 毎年日本最高峰の理系学部東大理三に合格した約１００人のうち約６０人が関東圏関西圏を中心とし

て展開する塾「鉄緑会」出身であることを知った。受験は平等と思われがちだが圧倒的に三大都市圏な

どの都会、そしてこういった塾に通うことのできる富裕層が有利である。こういった教育格差の現状を変え

るためには何をすればいいのか、という考えのもと研究を始めた。 

 

 

 

２、日本の教育格差の現状‥‥ 

 生まれた地域や親の学歴によって子どもの学歴はある程度決まる緩やかな身分社会で

ある。 

 

２－１ 生まれによる大卒割合の変化 

 ・父が大卒か非大卒かと子どもの大学の進学率には相関関係が見られる。 

   大学進学率を表すグラフは以下の通り。 

 

 

各年代のうち上の棒グラフが父が大卒の場

合の大学進学率、下の棒グラフが父が非大

卒の場合の大学進学率を表している。 

 

 

 

 

 

 

 

2015 SSMより 

(※SSMとは１９５５年以来１０年ごとに日本の社会学者によって行われている社会階層や不平等などに関する意識調査。) 

(※この大学は四年制大学以上の大学のことを表す。) 
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  ・生まれた地域が都市圏かどうかと大学進学率にも相関関係が見られる。 

  大学進学率を表すグラフは以下の通り。 

 

 

 

 

各年代のうち上の棒グラフが三大都市圏

に住む場合の場合の大学進学率、下の棒

グラフが非三大都市圏に住む場合の大学

進学率を表している。 

 

 

 

 

 

2015 SSMより 

(※三大都市圏とは東京、千葉、神奈川、埼玉、愛知、京都、大阪、兵庫のこと。) 

 

 

２－２ 就学前 

 ・親の学歴により習い事の利用割合が就学前から違っている。習い事では親ではない大人から課題を

示され期待に添うように努力し結果を評価される。これは学校における教師と生徒の関係と類似しており、

この経験を積むことで将来の学習に対する努力などの適切な姿勢をより獲得できる。 

 

 

 

 

子どもの各年齢において上の棒

グラフが親大卒者数０人の場合

の習い事利用率、真ん中の棒グ

ラフが親大卒者数１人の場合の

習い事利用率、下の棒グラフが

親大卒者数２人の場合の習い

事利用率を表している。 

 

 

 

厚生労働省２１世紀出生児横断調査により 

 

 

 

 

２－３ 小学生 
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 ・小学校４年生の親に対して国際教育到達度評価学会によって行われるTIMSS(2015)によると小学校

入学時点で親学歴と相関関係のある学力格差は存在している。 

調査方法は小学４年生の子どもを持つ親に対して、小学校入学時での読み書きに関する６項目、算数に

関する７項目の質問(とてもよくできたからまったくできないの４尺度で評価)をし、その結果からその子供

が高学力かそうでないかを判断している。これはあくまで親の自己評価であるため、正しい結果を指して

いるとは言えない。 

親大卒者数 読み書きが高学力か(％) 算数が高学力か(％) 

０ ３４ ３３ 

１ ４０ ３７ 

２ ４９ ４２ 

 

  

 ・小学校４年生の子供に対して行われるTIMSS(2015)(学力テスト)によると小4の時点で親学歴と相関関

係のある学力格差は存在している。ちなみに偏差値５０が平均で偏差値６０で上位１６％である。学力テ

ストによるものなので上の表よりも正しい結果を指しているといえる。 

親大卒者数 国内偏差値平均 偏差値６０以上割合(％) 

０ ４６ ７ 

１ ４９ １２ 

２ ５４ ２６ 

(算数の結果を示している) 

 

 

・小学校六年間の通塾率は三大都市圏で44,9％。非三大都市圏で30,2％。 

厚生労働省 21世紀出生児横断調査による 

 

 

２－４ 中学生 

 ・中３ １月の通塾率は三大都市圏で78,2%.。非三大都市圏で63,2%。 

厚生労働省 21世紀出生児横断調査による 

 

 ・小中九年間の学習努力量も親の学歴と相関関係がある。義務教育期間に勉強時間に目に見えるほ

どの差が平均的に生まれているのは教育格差の観点からとらえると問題である。 

 

親大卒者数 中学校勉強時間 小学校勉強時間 

０ １５９８ １７３７ 

１ １８５１ １８３４ 
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２ ２０５９ １９０３     

 

２１世紀出生児横断調査による 

 

２－５ 高校生・・・義務教育のでさえ上で示されたように格差が開いているわけだが、高校

では義務教育終了時点での学力の近しい人が集まる学校に通うため、教育の機会などさ

らに格差が開くことは容易に想像できるだろう。 

 

・相対的に学力レベル(偏差値)の高い高校は教師からの期待も厚い。 

 

教師の期待が低い 学校SES平均 学校偏差値平均 

まったくない ５７ ５６ 

非常に少ない ４９ ４９ 

ある程度はある・ある ４７ ４６ 

 

教師は学業成績を重視している 学校SES平均 学校偏差値平均 

全くその通りである ５８ ５５ 

かなりあてはまる ５２ ５２ 

あまりあてはまらない 

全く当てはまらない 

４３ ４５ 

PISA2012より 

(※SESとは出身家庭の経済的文化的社会的な特性を結合した概念である社会経済的地位を偏差値概

念で表したもので学校SESは生徒のSESの平均) 

(※PISAとはOECD(３８過国の先進国が加盟する国際機関、経済協力開発機構)による国際的な学習到

達度調査) 

(※調査方法は各高校の校長先生にアンケートを行うというもの) 

 

 

 ・相対的に学力レベル(偏差値)の高い高校では有名大学に進学した事例が過去も含めより多く存在す

るため、大学に行くことが普通であるという認識が強く大学進学割合も高くなる。進路希望も大きく違う。ま

た、先輩の合格体験記などを大学受験の道標として活用しやすい。 

 

偏差値 大学進学希望(％) 就職希望(％) 

上位２５％ ８８ ２ 
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平均上２５％ ６１ ９ 

平均下２５％ ３５ ２８ 

下位２５％ ２０ ４２ 

松岡(２０１４)・Matsuoka(２０１５a)より 

 

 

 

 

３、解決事例 

同じ扱いを受けるだけでは格差は縮まらない 

・ヘッドスタート 

アメリカの保健福祉省が１９６０年代半ばごろから行われており、支援が必要な家庭の子供(３歳から４歳)

を対象に就学援助を行うプログラム。小学校入学前に「アルファベットが読める」「数字を１０まで数えられ

る」などをあらかじめ準備することで格差の抑制につなげる。 

 

 

４、解決方法 

４－１ ICTを使った教育コンテンツの普及 

 近年一人一台小中学生にPCが配布されているわけだが、それを活用することで教育格差問題は解消

されるかもしれない。経済的な理由や身近にロールモデルがいないなどの理由で学習意欲を持つことが

難しい子どもが多くいるわけだが、彼らの学習度にあったコンテンツの提供や、都会に住む同じ年代の子

どもとの交流などを踏まえて格差は縮められるかもしれない 

 

４－２ 教職課程で教育格差を必修に 

 教育に最前線で携わる教師が教育格差問題に深い理解を持っておくことが教育格差の解消につなが

るかもしれない。２－５で示したように教師の中には教育格差の拡大に寄与している人もいる。 

 ２０１７年度において小学校教員免許の取得が可能な四年制大学２１４大学(５０５科目分)と中学校高等

学校免許の取得が可能な大学７３大学(３７７科目分)のシラバスの中に、格差、貧困、階層などの単語が

１度でも記載されている科目は全体の約１割であった。 

 都会と地方には格差が存在する、というような抽象的なことだけではなく、世代間で格差が再生産され

ていくメカニズムなどを実際に学んで教育格差について深い理解を抱いた後に教育に携わる必要がある

のかもしれない。 

 

 

５、結論 

 今まで示した教育格差には実は根本的な問題が２つ存在している。 
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 １つは教育格差問題は多くの要因がかかわるものであるため、研究が非常に難しいということだ。例え

ば、勉強時間が長い人は偏差値の高い大学に受かるという事例は一般的には正しいが、偏差値の高い

大学に受かった理由は勉強時間が長いからだけではないのも容易に想像できる。今まで読んだ本の種

類や兄弟の有無など、ほんの少しでも関係がありそうなことを全て取り上げようとするときりがない。また、

一つ一つの要因を検証するならば地道に対照実験を繰り返すという手段があるが、それはこの問題にお

いては不可能である。子ども一人の一生を狂わせる恐れがあるからだ。 

 そして、もう１つは教育に関する情報は個人情報であるものが多いため研究者に有用なデータが回りに

くいということである。一部の自治体パネル調査として同じ子どもを追跡調査したりもしているがそのような

事例はまれで研究を行えるほどのデータは存在していない。また社会学者自身は政策を実行できないた

め彼らが行う調査は今までの教育によってどんな結果が出たかを示すにとどまるのである。これでは研究

を行うことが難しい。 

 これら２つの理由から、これを行えば絶対教育格差が改善する、と断言できるようなことはないのだ。私

が４，解決方法で「～～かもしれない。」という表現を多用しているのはそれが原因である。 

 実際データが不足している中行われてきた教育政策には失敗したものが多数ある。例えば「ゆとり教育」

である。「ゆとり教育」は詰め込み授業よりも興味を引く体験型授業のほうがよく、教育内容を削減すれば

理解度が深まるといった「思い込み」のもと実施されたが、これは失敗したどころか教育格差の拡大に寄

与した。というのも、授業時間の削減によって学校以外で勉強できる人と学校でしか勉強できない人や学

習意欲の高い人と低い人の間にさらなる格差が開いたからだ。 

 つまり、いまするべきことは政策としての研究のためのデータ収集である。例えば実験的に制度を作っ

ていく中で生徒や学校単位で定期的にデータをとりそれがいい方向に向かっているか確かめるなどであ

る。その中で今後どのように動くべきかを長期的な視点で見極め、少しずつ格差を縮めていくのが重要

であると私は考える。 

 

 

 

６、参考文献 
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広島大学附属福山高等学校5年「提言Ⅰ」 

合計特殊出生率向上に向けて 

日本の危機 

5年B組31番 弘光 睦 

 この研究における合計特殊出生率とは女性が出産可能な年齢を15歳から49歳までと規定し、それ

ぞれの出生率を出し、足し合わせることで、人口構成の偏りを排除し、一人の女性が一生に産

む子供の数の平均を求める。つまり、ある年において、f(x)を「調査において、年齢のxの女性が

一年間に産んだ子供の数」、g(x)を「調査対象における年齢ｘの女性の数」とし、Σ[ｋ＝15..49]f

(x)/g(x)と表されるものを合計特殊出生率と定義する。 

 

 

1.序論 

図1 

 

 社会保障や財政に加え労働力不足による経済活動の停滞や地域の活力低下など私たちの国、日本

が様々な課題に直面しているが、これらに共通する重要な原因の一つとして少子化とそれに伴う人口減

少問題が挙げられる。少子化は人口減少を直接的に引き起こす深刻な課題である。そしてその少子化を

表す指標の一つに合計特殊出生率がある。 

 合計特殊出生率は1947年〜1949年の第一次ベビーブーム期以降急速に下がり1971年〜1974年の第

二次ベビーブーム期以降はさらに下がり続けた。日本政府は1994年の「エンゼルプラン」から1999年の

「新エンゼルプラン」、2004年の「子供・子育て応援プラン」を打ち出したが2005年はついに1.26という最

低値を記録した。育児・介護休業法の改正や育児休業給付制度、2010年には「子ども・子育てビジョ
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ン」、2013年は「子ども・子育て関連3法」と日本政府は合計特殊出生率向上のために次々と対応策を出

し、2019年に1.36にまで回復したが依然として低い傾向は問題視されている。 

 

 

 

図2 未婚者の平均子供数 

 
図3 夫婦の平均理想子供数と平均子供数 

  
 また上の図2、図3は国立社会保障・人口問題研究所が発表した年齢別にみた、未婚者の平均希望子

ども数と結婚持続期間別にみた、夫婦の平均理想子ども数と平均予定子ども数である。図１と図2、図3を

見比べると未婚者、夫婦が希望するまたは予定している子供数と実際の合計特殊出生率の大きな乖離

がみてとれる。 

 そこで私は合計特殊出生率の決定要因を調べ、海外と日本国内の自治体での成功例を吟味しながら

合計特殊出生率を上昇させるための提言をする。 

 

2.先行研究 
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合計特殊出生率の低下要因に関する先行研究は多く存在しているが、本研究では合計特殊出生率低

下の要因を調べ、本研究で分かったことと、我が国の状況とを照らし合わせながら合計特殊出生率を上

昇させるための提言をする。 

 

3.本論 

 

3－1 既婚率と合計特殊出生率の関係 

 財務省統計研修所によると1970年から2010年までの合計特殊出生率は2.13から1.38まで0.75ポイント

低下しているが図5から全婚出生率は0.33ポイント低下しているもの下がり方はそれほど大きくなく0.75ポ

イントのうち0.42ポイント程度は出産力人口率の低下が原因になると見ることができる。また2010年の出産

力人口率は特に若い年齢層で低く、子供を産まない非出産力女性が増えてきている。ここで、日本に生

まれてくる子供たちの大半は、図6から、結婚しているカップルから生まれてくるということがわかる。よって

我が国日本では既婚者が出産力人口と深い関わりがあることが認められる。実際に財政総合政策研究

所によると出生児数に占める母の年齢別割合の大半をしめる18歳から35歳の女性の既婚者比率と合計

特殊出生率との相関関係は0.513と正の相関があることが認められる。 

 

図4 各歳年齢別の出産力人口率の推移       図5 全婚出生率のTFR 

 

 

図6 婚外子の割合比較 

 

 

 

※全婚出生率とは非出産力人口を除外して計算しすべての女性が50歳までに結婚する場合の潜在的

な出生率を示すものである 

※婚外子とは法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子供のことである 

 

3－2 子育て支援政策と合計特殊出生率 
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 子育て支援政策と出生率の関係には保育サービスなどの現物支給での支援と、経済的な支援とに分

けられる。 

 現物支給での支援は阿部・原田(2008)によると定員を上回って収容あるいは待機している児童の比率

が大きいほど、出生率が低くなるとしており、岸本（2015）によると行政による子育て支援政策は、保育サ

ービスの支援やその他の狭義の子育て支援政 策に留まる限り、合計特殊出生率への正の影響は明ら

かとは言えないとする一方で、世帯向け住宅比率が合計特殊出生率に有意な正の影響を持つことが明

らかに なったことから、世帯向け住宅供給量を増加させる政策と住宅政策を媒介した子育て支援 政策

には一定の効果があるものと考えられるとしている。このことから現物支給の子育て支援政策は合計特殊

出生率と相関関係があると考えられる。 

 金銭的な支援については田中・河野（2009）によると出産に関する補助金が出生率向上に統計的に優

位な影響を持つとしていることから金銭的な子育て支援政策と合計特殊出生率は相関関係があるととら

えられる。 

 

  

3－3 婚外子の出生数と合計特殊出生率 

 内閣府経済社会総合研究所（2005）によるとフランスの婚外出生割合は1983年までほとんどドイツと同

じであったのに対しそれ以降は急激に増加し2002年には44.3%となった。これはフランスで婚外子に対す

る差別がないことやPACS（連帯市民協約）があることが挙げられる。1999年に民法改正によりPACSが制

定されてから合計特殊出生率が上昇したことやと図6で婚外子割合が高い国はどの国も合計特殊出生

率が高いことからも婚外子は合計特殊出生率を底上げする一つの要因となる可能性がある。 

 

4.考察 

 

3－1  

 内閣府経済社会総合研究所（2005）によるとフランスの婚外出生割合は1983年までほとんどドイツと同

じであったのに対しそれ以降は急激に増加し2002年には44.3%となった。これはフランスで婚外子に対す

る差別がないことやPACS（連帯市民協約）があることが挙げられる。1999年に民法改正によりPACSが制

定されてから合計特殊出生率が上昇したことやと図6で婚外子割合が高い国はどの国も合計特殊出生

率が高いことからも婚外子は合計特殊出生率を底上げする一つの要因となる可能性がある。 

図7 未婚者が結婚していない理由 
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3－2 

 子育て支援政策は合計特殊出生率を上昇させる一因となることが認められた。確かに図1によると2005

年から合計特殊出生率は上昇しており、これは育児・介護休業法の改正や育児休業給付制度の改正と

時期的に一致している。また図8からとくに経済面での支援を行うことで合計特殊出生率が上昇すること

が予想できる。 

 

図8 妻の年齢別にみた、理想の子供数を持たない理由

 
 

3－3 

 婚外子を増加させることで欧州各国のように合計特殊出生率を支えることはできるだろう。しかし日本は

婚外子の権利を認める法整備が進められてきているとはいえ図6から、わが国では生まれてくる子供の約

98%が婚内子であるため、一概に婚外子を増やす政策をとるのは得策であるとは言えない。 

 

5.提言 

 ここまで述べてきたことから我が国の合計特殊出生率を向上させるために以下のことを提言する。 

それは世帯課税方式の導入を基軸とし、婚姻祝い金の制度を全国に広めること、産前産後休業と育児

休業の奨励などの結婚から子育てを一連の流れとした政策の展開だ。この政策により図8からわかる理想

の子供数を持たない理由の経済面や図7からわかる結婚しない理由の資金面での解消が期待できる。 

 しかし世帯課税方式が導入されると現在子どもたちが成人に近い子育て世代には負担がかかる事にな

り、また制度が複雑であること、財源の確保についても議論の余地があるため慎重な導入が必要である。 

 

※世帯課税方式とは個人単位ではなく世帯を1単位として所得税の課税対象とする税制のことである。 

 

 

6.結論 
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 以上のことから我が国において子育て支援政策や既婚率が合計特殊出生率と相関関係があることが

示唆された。また我が国の状況から結婚から子育てを一連の流れとした政策が有効であることが考えら

れた。合計特殊出生率を上昇させるためにはその国にあった政策と長い年月が要求されるため我が国

の合計特殊出生率が急激に上昇する可能性は低いが一刻も早くこの問題が解決することを願う。 

 

7.参考文献 

第15回出生動向基本調査（結婚と出産に関する全国調査） 

https://www.ipss.go.jp › doukou15 › doukou15_gaiyo  

（最終閲覧日２０２２年3月１５日） 

 

合計特殊出生率の決定要因 - 東京大学公共政策大学院 

http://www.pp.u-tokyo.ac.jp › courses › documents 

（最終閲覧日２０２２年3月１５日） 

 

第2章 なぜ少子化が進行しているのか: 子ども・子育て本部 ... 
https://www8.cao.go.jp › measures › html_h › html 

（最終閲覧日２０２２年3月１５日） 

 

我が国における子育て支援政策の現状と課題 

http://www.yu-cho-f.jp › wp-content › uploads 

（最終閲覧日２０２２年3月１５日） 

 

子育て支援策の出生率に与える影響： 市区町村データの分析* 

https://www.jbaudit.go.jp › study › mag › pdf 

（最終閲覧日２０２２年3月１５日） 

生涯未婚率の上昇による 出生率への影響 - Stat 
https://www.stat.go.jp › pdf › gakkai › jinko › ihara 

 

（最終閲覧日２０２２年3月１５） 

 

田中 隆一 (Ryuichi Tanaka) - 出産育児一時金は出生率を ... 
https://researchmap.jp › published_papers 

（最終閲覧日２０２２年3月１５日） 

 

第2章 8．（4）結婚していない理由: 子ども・子育て本部 - 内閣府 
https://www8.cao.go.jp › cyousa21 › net_riyousha › html 

 

（最終閲覧日２０２２年3月１５日） 

87

https://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou15/doukou15_gaiyo.asp
https://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou15/doukou15_gaiyo.asp
http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/graspp-old/courses/2015/documents/graspp2015-5140040-2.pdf
http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/graspp-old/courses/2015/documents/graspp2015-5140040-2.pdf
http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/graspp-old/courses/2015/documents/graspp2015-5140040-2.pdf
http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/graspp-old/courses/2015/documents/graspp2015-5140040-2.pdf
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2004/html_h/html/g1210000.html
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2004/html_h/html/g1210000.html
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2004/html_h/html/g1210000.html
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2004/html_h/html/g1210000.html
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2004/html_h/html/g1210000.html
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2004/html_h/html/g1210000.html
http://www.yu-cho-f.jp/wp-content/uploads/2019winter_articles03.pdf
http://www.yu-cho-f.jp/wp-content/uploads/2019winter_articles03.pdf
http://www.yu-cho-f.jp/wp-content/uploads/2019winter_articles03.pdf
http://www.yu-cho-f.jp/wp-content/uploads/2019winter_articles03.pdf
https://www.jbaudit.go.jp/koryu/study/mag/pdf/j38d08.pdf
https://www.jbaudit.go.jp/koryu/study/mag/pdf/j38d08.pdf
https://www.jbaudit.go.jp/koryu/study/mag/pdf/j38d08.pdf
https://www.stat.go.jp/training/2kenkyu/pdf/gakkai/jinko/2014/ihara.pdf
https://www.stat.go.jp/training/2kenkyu/pdf/gakkai/jinko/2014/ihara.pdf
https://www.stat.go.jp/training/2kenkyu/pdf/gakkai/jinko/2014/ihara.pdf
https://www.stat.go.jp/training/2kenkyu/pdf/gakkai/jinko/2014/ihara.pdf
https://www.stat.go.jp/training/2kenkyu/pdf/gakkai/jinko/2014/ihara.pdf
https://www.stat.go.jp/training/2kenkyu/pdf/gakkai/jinko/2014/ihara.pdf
https://researchmap.jp/ryuichi-tanaka/published_papers/14078210
https://researchmap.jp/ryuichi-tanaka/published_papers/14078210
https://researchmap.jp/ryuichi-tanaka/published_papers/14078210
https://researchmap.jp/ryuichi-tanaka/published_papers/14078210
https://researchmap.jp/ryuichi-tanaka/published_papers/14078210
https://researchmap.jp/ryuichi-tanaka/published_papers/14078210
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/cyousa21/net_riyousha/html/2_8_4.html
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/cyousa21/net_riyousha/html/2_8_4.html#:~:text=%E6%9C%AA%E5%A9%9A%E8%80%85%EF%BC%883%2C322%E4%BA%BA%EF%BC%89%E3%81%AB,3%E5%89%B2%E5%89%8D%E5%BE%8C%E3%81%A7%E7%B6%9A%E3%81%8F%E3%80%82
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/cyousa21/net_riyousha/html/2_8_4.html#:~:text=%E6%9C%AA%E5%A9%9A%E8%80%85%EF%BC%883%2C322%E4%BA%BA%EF%BC%89%E3%81%AB,3%E5%89%B2%E5%89%8D%E5%BE%8C%E3%81%A7%E7%B6%9A%E3%81%8F%E3%80%82
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/cyousa21/net_riyousha/html/2_8_4.html#:~:text=%E6%9C%AA%E5%A9%9A%E8%80%85%EF%BC%883%2C322%E4%BA%BA%EF%BC%89%E3%81%AB,3%E5%89%B2%E5%89%8D%E5%BE%8C%E3%81%A7%E7%B6%9A%E3%81%8F%E3%80%82
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/cyousa21/net_riyousha/html/2_8_4.html#:~:text=%E6%9C%AA%E5%A9%9A%E8%80%85%EF%BC%883%2C322%E4%BA%BA%EF%BC%89%E3%81%AB,3%E5%89%B2%E5%89%8D%E5%BE%8C%E3%81%A7%E7%B6%9A%E3%81%8F%E3%80%82
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/cyousa21/net_riyousha/html/2_8_4.html#:~:text=%E6%9C%AA%E5%A9%9A%E8%80%85%EF%BC%883%2C322%E4%BA%BA%EF%BC%89%E3%81%AB,3%E5%89%B2%E5%89%8D%E5%BE%8C%E3%81%A7%E7%B6%9A%E3%81%8F%E3%80%82


 

広島大学附属福山高等学校  

５年｢提言Ⅰ｣ 

 自転車人身・物損事故における 

 被害の軽減、またその防止のために 
研究者 5年C組５番 廻野藍 

 

1．序論 
 コロナウイルスへの対策として外出自粛が謳われオンライン化が進んでいる今日ではあるが、生き

ていくうえで移動は人類に必要不可欠なものである。通勤通学お買い物、その他諸々をしたことが

ない人はいないだろう。その中で道を通っていて危険な思いをしたことがある、という人もいるのでは

ないだろうか。 

 実際に私自身も先日登校中に勢いよく坂を下ってきた自転車にぶつかられて怪我をした。その

際、自転車は一瞥もくれることなく走り去ってしまった。このような意識の低い運転の仕方をするよう

な人がいることに驚いたがもしかするとこのような行動をとっている人が他にも多くいるのでは、私は

軽傷で済んだものの重傷を負い苦しんだ方もいるのでは、そして運転していた人自身も運転を謝れ

ば大変なことになるのでは、と思いそのような事故を防ぐためにこの論文を書くに至った。 

 

 

2．本論 
 はじめに、題にもある「人身・物損事故」を本論文においては「人身事故」を交通事故によって人

の生命・身体に損害を発生させた場合の名称、「物損事故」を生命・身体への被害はなく、自動

車や建物などの物にのみ損害を発生させた場合の名称として扱うこととし二つを合わせて交通

事故と定義する。 

警察庁による交通事故統計における用語の解説において上記のように定義されており、本論文

においてもこの定義を採用する。 

 

2‐1 課題提示  

 

 先述した、自転車にひかれそうになったという私の経験の原因についてまず考察する。 

私の歩いていた道は歩道であり、そもそも自転車に乗って通ってはならない道であった。では何故

通っていたのか。私は当事者ではないので真相はわかりかねるが、自転車運転中に起こった*事故

の要因によると自転車事故の主な人的要因として 

・不注意 （運転と並行して別のことをしていたなど） 

・判断の誤り （相手が譲ると思ったなど） 

・操作ミス 

などの理由に主に分類でき、そのなかでも今回の件は、 

・ちょっとぐらいいいだろうと思った 
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・交通ルールを知らなかった 

などの判断ミスの部類に起因するものとみられる。 

よって、ドライバーの意識改善、そして法の強化と周知が必要だと感じた。また、仮に事故が起こっ

てしまった場合に備えて被害をできる限り減らすための対策も同時に取る必要があると考えられる。 

その3つのうちの特に被害の軽減とドライバーの意識の改善に焦点をあて、提言をしていこうと思う。 

 

*事故の要因…交通事故総合分析センター（https://www.itarda.or.jp/）による報告参照 

 

 

2-2 自転車事故の現状について 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記は平成13年から23年にかけての交通手段別の死者数、負傷者数の推移である。(交通事故分

析センターによるレポートNo.97による) 

ここから分かるとおり、自転車乗用中の二輪車の、そのうちでも特に自転車による事故の減り幅はほ

かに比べて少ない。まだまだ改善の余地はあると考えられる。 

 

 

2‐3 解決の方法 

 

 本論における目的達成のために解決しなければならない課題として先に挙げた課題をふまえ

次を掲げる。 

 

１．被害の軽減             

2.ドライバーの意識の改善  

 

先述の原因を踏まえて、具体的な対策例を以下に書き出す。 

89



 

 

１．被害の軽減のために    

 ・自転車運転者への免許の取得の義務化 

 ・プロテクターの着用 

 

２．ドライバーの意識の改善のために 

 ・安全確認を行う（整備、前後左右の目視、等） 

 ・交通ルール、走行中の心構えの再確認 

 ・自転車教育の見直し 

 

上記を受け、その対策例を実行するための方法として次の実施を提言する 

 

 

2‐4 対策例の実行について 

 

 

１．自転車を免許制にする 

２．プロテクターの着用の義務化 

３．自転車教育の強化  

  

 

（１）自転車を免許制にする 

まず、自転車免許制度をおこなっている自治体や学校などはあり、交通安全講習を受ければ、「自

転車免許証」を取得できるという制度自体は今現在存在する。 

しかしあくまでもそれは自治体独自の許可証に過ぎないため、無免許運転を法的に禁止する力は

無く、当然それを理由とした罰則等も存在しない。 

また、講習の対象者は主に子どもや高齢者であり、家庭でより密接に彼らに自転車の乗り方やマナ

ー、ルールについて教えられる立場の保護者層の姿はあまり見受けられないのが実情である。 

さらに、自転車は*軽車両に分類されるため、自動車等の免許停止処分を受けた人でも*乗ることが

できる。法的には車両に分類される自転車が、はたしてそのままの扱いでよいのだろうか。 

交通ルールを知らなかったから、という理由で起こる事故や、危険運転を繰り返すなどの交通違反

常習者による事故を防ぐためにも、自転車教習の義務化、そして運転を免許制にすることは有効で

ある。 

 

*軽車両…原動機を持たない車両。自転車、荷車、牛車など 

*乗ることができる…車の運転免許保有者に対しては、6カ月を超えない範囲で自動車等の運転              

免許停止処分が下される場合もある 

                         （道路交通法103条1項8号、同法施行令38条5項2号ハ参照) 
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（2）プロテクターの着用の義務化 

 

どのような対策をとろうとも、交通事故の発生を完全にゼロにすることは不可能に近い。 

そこで、仮に事故が起こってしまってもプロテクターを着用することでその被害をより小さくすることが

できる。自転車の大きな利点の中にその利便性があることは否めないが、安全に代えられるものは

ないだろう。 
 

頭部主損傷者のヘルメット着用状況別死傷者数【H19～H23】 

 非着用 着用 

→離脱あり 

着用 

→離脱なし 

合計 

死者数（人） 2181 22 27 2230 

死傷者数（人） 94922 1073 4697 110692 

死者の割合（％） 2.30 2.05 0.57 -  

交通事故分析センターによるレポートNo.97による 

 

上の図は5年間に頭部主損傷者のヘルメット着用状況別死傷者数の表である。 

自転車による人身事故（特に東部損傷者）において、ヘルメットを着用していなかった場合、着用は

していたが正しい着用方法ではなかった場合、そして正しく着用していた場合におけるそれぞれの

場合の死者数、死傷者数（死者含む）、そして死傷者数に対する死者数の割合を表に起こしたもの

である。 

表からわかるように、ヘルメットの非着用者の死傷者数の割合に比べ、ヘルメットを着用し、さらに正

しい着用方法によってヘルメットの離脱がなかった場合が最も死傷者数が少なくなっている。非着用

者と正しく着用した人を比べた時、正しく着用することによって約4倍死ににくいといえる。 

 

また、自転車事故による損傷部位は損傷の度合いが大きくなるにつれて足や腕などの末端部から

頭部や胸部などのより生命にかかわる部位の損傷する割合が高くなっていることも同統計より明らか

になっている。つまり、ヘルメットに限らず他の部位も守ることのできるプロテクターの必要性があるの

ではないだろうか。 

現在ヘルメットの着用は義務付けまではされておらず、着用の努力義務どまりである。そのため、少

しでも着用の意識を上げるためには考え方から変えていく必要がある。 

なぜヘルメットをつけないのか、という理由は同統計によると、 

「ダサいから」 

「みんながつけていないから」 

「面倒くさい、家にないから」 

などの声が多く見られた。 

よって、ヘルメットの着用を義務化することによってそれらに対応できるのではないかと思う。 

 

 

91



 

（3） 自転車教育の強化 

 

学校や地方自治体による自転車教育やそれに準ずる運動で対処可能な範囲ではないだろうか。海

外の自転車教育を参考にすると、例えばデンマークのコペンハーゲンでは学年ごとに違ったカリキ

ュラムの自転車教育や自動車を優遇する政策が行われており、現在自転車が通学・通勤の交通手

段の約50％を占めている。他にもドイツでは健康や環境問題を絡めた自転車教育が行われており、

自転車を使うことに対しての意識の向上に一躍買っている。 

また、いずれの国でも自転車を自身で整備することが当たり前になっており、当然自転車への造詣

も日本に比べれば深い。自分の使う乗り物への理解が深まれば、整備不良であったり無茶な使い方

をしたりでおこる事故もぐんと減るのではないだろうか。 

これらの取り組みをすぐに取り入れることは難しいが、参考にすることは十分可能だろう。 

なお、以下の図表はベルギー、オランダ、デンマーク、ドイツの自転車教育比較表である。 

 

ベルギー、オランダ、デンマーク、ドイツの自転車教育比較表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

ウィーラースクールジャパン 7.欧州での自転車教育と日本のそれとの違い より 

 

3. 考察 
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以上を踏まえ、自転車人身・物損事故における被害の軽減、またその防止のために、免許取得の義

務化、プロテクター着用の義務化そして自転車教育の強化の３つを対策として挙げる。 

またそれらの実行によって大幅な被害の軽減が期待されるだろうことは、挙げた根拠から明らかであ

る。 

またこれはあくまでも副産物的なものではあるが、自転車に対する意識が浸透すれば、放置自

転車などの社会問題の解決にも役立つだろう。 

私のような自転車事故の犠牲者を減らすためにも、当論文の内容を提言する。 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照・閲覧文献 

 

道路交通法63条4第2項  徐行とは 

道路交通法103条1項8号  免許停止処分中の自転車運転について 

同法施行令38条5項2号ハ  軽車両の定義 

交通事故統計における用語の解説 警察庁より 

交通事故分析レポート№97（https://www.itarda.or.jp/contents/170/info97.pdf）2022/3/15 

 （頭部主損傷者のヘルメット着用状況別死傷者数【H19～H23】） 

 （交通手段別の死者数、負傷者数の推移） 

（最終閲覧日 上記すべて 2022/03/15） 
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広島大学附属福山高等学校「提言Ⅰ」 

日本人のコミュニケーションスキルの現状と課題 

話し上手・議論上手になる 

 

5C10小谷宝 

5D39八木胡春 

 

 

〈序論〉 

 コミュニケーションにおける話す、聞くスキルは家庭、学校、職場、社会といったあらゆるシーンで他人と

の人間関係を円滑に構築するために非常に重要な能力である。一般に日本人はコミュニケーション下手

とされている。それを実感した出来事があった。昨年度、アジアの高校生と英語で議論するプログラムに

参加した。そこで、他国の高校生の英語力の高さと議論での積極的な姿勢に驚いた。今年度、日本人高

校生が研究をするプログラムに参加した。そこでの議論の際、日本の高校生は自分から発言するのを躊

躇することに気づいた。様々な国の人と関わる社会になっていく中で、自分の意見を積極的に言う力が

必要だと感じた。日本人がコミュニケーション上手へと近づくため、日本人のコミュニケーションスキルの

現状と課題を調べ、外国人からコミュニケーションスキルを吸収していこうと思う。 

 

〈本論〉 

目次 

（１）話し上手の定義 

（２）コミュニケーションスタイルの違い 

（３）慣れ 

（４）日本人の話し合い（議論）の捉え方 

（5)和を尊ぶ日本人 

（6)提言 

 

（１）定義 

 幅広い話し上手、聞き上手の定義の仕方がある中、ここでの話し上手とは自分の意思を相手を不快に

思わせることなくはっきり伝えることのできる人、すなわち日本人が苦手とされているコミュニケーションの

できる人のことを指す。この研究では議論上手を議論の際に自分の意見を積極的に言えることと定義す

る。 

 

（2）コミュニケーションスタイルの違い  

《一般的に言われている日本のコミュニケーションスタイル》 

 ･結論は後にまわし、説明(理由)を前に持ってくる 

 ･遠回しで曖昧(婉曲的)な表現を好む 

 ･衝突や対立を避けるため、意見の違いを表明することに抵抗を持つ 

 ･聞き手に言葉以外の意味を察する能力を求める 

これらは、日本が海に囲まれた島国であること、また、長い歴史においてほぼ単一民族で社会が形成さ

れていることが大きな要因だと考えられる。 

《英語圏をはじめ、ヨーロッパの言語圏でのコミュニケーションスタイル》 

 ･結論を先に話し、理由(説明)は後にまわす 
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 ･ロジカルでダイレクトな表現を好む 

 ･意見の違いを明確にし、話し合う 

 ･聞き手に言葉(文脈)そのもので理解を求める 

 

日本人と外国人のコミュニケーションの仕方を比較したところ、日本人は所謂ハイコンテクスト型、外国人

はローコンテクスト型の会話スタイルだと分かった。ハイコンテスクト型とは｢その場の空気を読んで相手の

意図を察する｣｢行間を読んで相手の真意を理解する｣という間接的で自分の意見や曖昧な文脈依存型

のコミュニケーションスタイルのことでローコンテクスト型とは｢言いたいことを言葉で伝える｣｢明確で分かり

やすい表現を好む｣という直接的で言葉に重きをおいた言語依存型のコミュニケーションスタイルのことを

いう。どちらのスタイルの方が良いとは一概には言えないが、日本人のコミュニケーションが上手くいかな

いのはこれらの違いが一因となるだろう。 

 

 (3) 慣れ 

 日本は98％以上が日本人であり、空気を読んだり同調したりすることが良いことであるという意識を共有

している。そのため、議論をする機会が少ない上、議論上手でなくても困らない。よって議論に慣れてい

ない。それに対してアジアのほかの国々にはディスカッションを行うプログラムが多くある。 

 現代の日本人が自分の意見を積極的に言えない原因に、言う機会がないことが挙げられる。グローバ

ル化が進み、「日本では問題ないから自己主張しなくて大丈夫」ではなく、自分の意見を積極的に言うこ

とが求められる社会になっているので議論に慣れる必要がある。 

 

（４）日本人の話し合い（議論）の捉え方 

 新和英大辞典で「議論」を引いてみると、はじめにargumentが出てくる。これが、一般的な「議論」の対

応訳であると言ってよいだろう。これに続いて、discussion、debate、controversy、disputeといった単語が

挙げられている。最後の2つは「議論」の一部ではあっても、争っている状態に主眼があるので、ここでは

除外する。 

 まず、argumentは、相手が存在し、それぞれの意見があり、同意か不同意かを前提として、主張し合うこ

とと言える。そして、最終的には、agree to disagree（不同意に同意）を許容する。discussionは、討議と訳

されるが、決定することを主眼に置いて、何らかの主題について、意見の異なる相手と意見を交わしてい

くことと言えるだろう。また、debateは、討論と訳されるように、マナーとルール（例えば、相手の意見を論

破しても、相手の人格を攻撃してはいけない）を守りながら、論を戦わせて、相手を説得し、勝ち負けをつ

けることに主眼を置いていて、argumentやdiscussionと比べて、様式があり、形式化されていると言える。こ

れら３つは、結果とそこに至る過程が多少異なるがまず自分の意見の明確な意見を持つことを前提とし相

手の異なる意見を認めることが出発点となる。 

 日本における「議論」は、一見、同意か不同意かを前提としたargumentを中心とした一群よりも、哲学的

解釈の「対話」により近いように思えるかもしれない。しかし、argumentを中心とした一群も個々が明確な

意見を持ち、相手に異なる意見をぶつけ合うものであり、場（の空気）で徐々に参加者を縛り、「思いの共

有化」と称して全員一致が望ましい状態であるように方向づける日本の「議論」とは異なると感じられるの

ではないだろうか。 

 

（５）和を尊ぶ日本人 

 日本では、個性や自由より秩序や安寧を重視する人々が、｢日本人は和の心・精神を持っている民族

であり、秩序や安寧を乱すような個性や自由は許されない｣と主張し、集団の和を大切にすることがある。

このことは7世紀初頭に成立したとされる十七条の憲法でも伺える。十七条の憲法では第一条と第十条、

第十七条にそれぞれ協調の精神が謳われている。なかでも第一条の冒頭「和を以て貴しと為し」は非常
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によく知られており、十七条憲法を作ったとされる聖徳太子や、その思想性によって支えられている天皇

（天皇制）・国体（皇国）に対する信仰心とも相まって、日本人の間における「和」概念の普及・浸透に多大

な影響を及ぼし続けている。ちなみに第十条では「人それぞれ考えに相違があるので、他人と考えが相

違しても怒らない」こと、第十七条では「独断に陥らず、他者とよく議論をする」ことが、述べられている。 

 これらのことを調べていて日本人は自分が他の人と異なる意見を口にすることで場の空気を乱してしまう

かもしれないという恐れを抱いているのだろうと思う。つまり、意見が違う＝和を乱す悪者、敵という思考を

してしまっている。このように考えている限り、双方の意見はひたすら平行線をたどるし、議論ではなくた

だの意見の押し付け合いになってしまう。しまいには自分の意見も言えなくなってしまうだろう。 

 

（6)提言 

・国際交流の機会を増やす（主に留学、コロナ禍ならオンラインイベントなどで） 

 日本の高校生は他国の高校生と比べて圧倒的に英語での意見交換の場が少ない。また日本人は日

本人同士で英語で話し合うのが苦手な傾向にある。よって外国人の中で日本人は自分一人という状況を

作ることで嫌でも英語を話さざるを得なくなるだろう。 

 国際交流の機会を増やすために、現状の国際交流の問題を調べ、解決策を考えた。  

・国際交流の問題点 

 論文「日本人大学生の国際交流に関する意識調査（広島大学保健管理センター研究論文集）」による

と、国際交流の問題点として、語学力の不足、時間のなさ、留学や留学生との交流に関する情報の不足

などが挙げられる。これらは大学生の意識調査の結果であるが、高校生にも言えるだろう。 

1.時間のなさについて 

 国際交流には留学やオンライン交流など様々な方法があるが、中には時間的な負担がとても大きいも

のもある。多くの日本人高校生にとって、外国に留学することは時間も費用もかかりすぎる。そこでコロナ

禍という現在の社会情勢も踏まえ、オンラインで国際交流をすることを提案する。オンラインで行うことで

感染症の心配もなく安く短時間で国際交流を行うことができる。 

2.語学力のなさについて 

 語学力がないことによって国際交流を躊躇する日本人は多い。しかし単に言語を理解する能力が低い

ことよりは、間違えるのが怖いという意識が影響している。これに対する解決策としては、間違えることに対

する日本人高校生の意識を変えていくことが必要である。具体的には間違えることに対して寛大な環境

をその場にいる人達で意識的に作り出し、積極的な発言を促す。そうすれば少しずつ意識が変わってい

くだろう。 

3.留学や留学生との交流に関する情報の不足について 

 広大福山では年に数回学校を通して国際交流についての案内が行われるが、対象学年にしか情報が

提供されない上、いつでも簡単に国際交流についての情報を得るのは難しい。そこで、誰でも簡単に国

際交流についての情報が見られるよう、学校のスクールブログに国際交流についての情報をまとめて公

開することを提案する。 

 

〈結論〉 

 日本人のコミュニケーションスキルの現状と課題について調べると、日本人の議論下手には日本と外国

でのコミュニケーションスタイルの違いや、日本人同士での慣れ、議論に対する捉え方などの要因がある

ことが分かった。そこで昨今の状況も考え、オンラインでの国際交流を提案する。そこでは全員で間違え

ることを恐れず積極的な発言ができる空間を意識的に作り出す。また、いつでも誰でも簡単に国際交流

についての情報を得られるよう、学校のスクールブログに過去に行われたものやこれから行う予定の国際

交流についての情報を公開することを提案する。 
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広島大学附属福山高等学校 ５年「提言Ⅰ」 

 

デジタル教科書 
（デジタル教科書と紙の教科書の併用について） 

 

５年 C組 12番 坂井芳乃 

1. 序論 

 近年、デジタル教科書の導入について世間では様々な議論がなされている。筆者はこのデジタル教

科書の使い方として、文部科学省の示している方針と同じくデジタル教科書と紙の教科書を併用する

方法が良いと考えている。 

 本研究をしようと思った動機は２点ある。１点目は、最近新聞やニュースでよく見かける話題だか

らだ。２点目は、筆者の将来の夢は教諭になることで、それが実現したらデジタル教科書を使って授

業する可能性がある。なので、今のうちからこの問題について考えてみたいと思った。また私達は直

接､デジタル教科書を使うことを経験・体験することはないと思うが、これは私達が今まで受けてきた

教育方針・教育方法の大きな転換点であると思う。だから筆者と同世代の高校生も積極的に関わった

り、意見を出したりすべきだと筆者は考えている。 

 

2. 本論 

    ①本文での定義 

 ・教科書の定義（主に紙の教科書をさす） 

  教科書の正式名称は「教科用図書」で、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校などの学校で 

教科を教える中心的な教材として使われる児童生徒用の図書のことを指す。 

      文部科学省では教科書を「教科書とは，教科書の発行に関する臨時措置法において『小学校，中  

学校，義務教育学校，高等学校，中等教育学校及びこれらに準ずる学校において，教育課程の構成 

に応じて組織排列された教科の主たる教材として，教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であ 

り，文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するもの』とされています  

（発行法第２条）。」と定義している。 

      本文でも、文部科学省と同じ要領で教科書を定義する。 

  なお、市販されている「教科書」とその他の「教材」との区別は、検定されたもののみを「教科 

書」と呼び、教科書以外の教材はそれとは明確に区別する仕方と、単に学問を習うための教材とし 

ての書籍全般を示す言葉で厳密に区別されない仕方の 2 通りあるが、ここでは検定されたもののみを 

「教科書」と呼ぶことにする。 

  ・デジタル教科書の定義 

  一般社団法人デジタル教科書教材協議会によると、デジタル教科書は、デジタル機器や情報端末 

向けの教材のうち、既存の教科書の内容と、それを閲覧するためのソフトウェアに加え、編集移  

動・追加・削除などの基本機能を備えるものを指すと定義される。 
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  また主に教員が電子黒板等により子供たちに提示して指導するための指導用デジタル教科書と、 

主に子供たちが個々の情報端末で学習するための学習用デジタル教科書に大別される。 

  このように本文でも、同じ要領でデジタル教科書を定義することにする。 

 ・紙の教科書とデジタル教科書の併用の定義 

  教科書に関して文部科学省は、2021年１月に小中学校の教科書について 2024年度以降の５案  

 ❶全てデジタルに変更、❷全て、または一部の教科で紙とデジタルを併用、❸一部の学年・教科に 

デジタルを導入、❹地域や学校ごとに紙かデジタルか選択、❺全教科デジタルとし、必要に応じて 

紙を貸与 を示した。その中でも筆者が一番実現可能で、今の国の意向に沿ったものだと思う方法  

は❷である。一口に❷といっても併用の仕方は様々である。よってここでの「デジタル教科書・紙 

の教科書を併用する」の定義を下記に示す。 

  学校の授業でデジタル教科書を使う場合のルールとして、「学校教育法第 34条 2項」において、 

    1 ⃣学習者用デジタル教科書を使う時間が各教科等の授業時数の 2分の 1に満たないこと 

    2 ⃣児童生徒がそれぞれ紙の教科書を使用できるようにしておくこと 

    3 ⃣児童生徒がそれぞれのコンピュータにおいて学習者用デジタル教科書を使用すること 

    4 ⃣採光・照明等に関し児童生徒の健康保護の観点から適切な配慮がなされていること 

    5 ⃣コンピュータ等の故障により学習に支障が生じないよう適切な配慮がなされていること 

   6 ⃣学習者用デジタル教科書を使用した指導方法の効果を把握し、その改善に努めること。また，これ

らに加えて，紙の教科書に変えて学習者用デジタル教科書を使用する場合は障害等の事由に応じた適

切な配慮がなされていること 

 7⃣学習者用デジタル教科書を使用する授業が，各教科等の授業時数の 2 分の 1 以上となる場合には，

児童生徒の学習及び健康の状況の把握に特に意を用いること 

 の７項目が定められている。ただし、1 ⃣と 7 ⃣の学習者用デジタル教科書の使用を各教科等の授業時 

数の２分の１に満たないこととする基準については見直しがされており、児童生徒の健康に関する    

   留意事項について周知・徹底を図り、必要な対応方策を講じるとともに、ICT の活用に係る教師の指           

  導力の向上のための施策等を講じていくことを前提として、デジタル教科書の活用の可能性を広げて   

  児童生徒の学びの充実を図るために、当 該基準を撤廃することが適当であると提言されている。文部 

科学省ではデジタル教科書を見る時間の考え方や、目と端末の画面との距離など、デジタル教科書 

を使用する際の健康に関する留意事項や、日常観察や学校健診等を通して児童生徒の健康の状況を 

把握するなど、留意事項を踏まえ必要となる対応方策について、専門家の意見等を踏まえて示して 

おり、授業や家庭においてこれらに配慮すべきことについて周知・徹底を図るなど、必要な対応方 

策を講じていく必要があると考えている。 

  これらを踏まえて、本文では紙の教科書とデジタル教科書の併用を次のように定義する。授業  

中、紙の教科書で教員が指定した授業で使用するページを開き、デジタル教科書は教員がまた別に 

指定したページを使う場合や、各自が紙の教科書で見ているページに関連するページを開きたい場 

合、不明な点を調べるための道具として必要に応じて柔軟に使う場合と定義する。 

99

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E7%A7%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A1%E5%85%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%85%A7%E6%98%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%88%E6%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7


3 

  具体的な例として、国語で「ごんぎつね」の授業を行っているとする。この時、児童は紙の教科 

書で教員から指示された、その日の授業で取り扱う予定の「ごんぎつね」のページを開く。またデ 

ジタル教科書は、先生が紙の教科書で指示したページと異なるページを開く場合（復習などの短い 

時間に使ったり、前回の授業で使ったページと今回の授業で使うページを同時に開いたりすると  

いった感じで使う）や、「ごんぎつね」に関連するページを自主的に調べたい場合（教科書を先読 

みしたい、作者について調べたいなど、また「ごんぎつねに」出てくる狐のゴンはどんな感じの狐 

だったのかや作者が作品を書いた年の時代背景などを理科や社会の教科書なども使って調べたいな 

ど）、不明な点を調べたい場合（「ごんぎつね」で使われている漢字や語句が分からなかった時に 

「ごんぎつね」の漢字がまとめられているページを開くなど）に使うようにする。このように紙の 

教科書とデジタル教科書を使い分けて授業を受けるとする。筆者がこのように定義づけした理由  

は、デジタル教科書をメインに使うことは児童の健康保護の観点から注意点や配慮することが多い 

こと、それぞれの教科書の特徴をできる限り活用したものにすることの 2点が挙げられる。 

 

 ②教科書の役割  

    文部科学省は、教科書を、「小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校に 

おいて、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材」として学校教育で位置付けて 

いる。日本での教科書の使い方は、日本の初等教育（小学校などにおける教育）と中等教育（中学 

校・高等学校などにおける教育）では、文部科学大臣による検定を経た教科用図書（文部科学省検 

定済教科書）や、文部科学省が著作の名義を有する教育用図書（文部科学省著作教科書）がほとん 

どの場合で用いられている。高等教育（大学・短期大学・高等専門学校・専修学校の専門課程〔専 

門学校〕など）における授業用の教科書については、教育施設が市販の専門書などを使用してい  

る。私立大学（放送大学を含む）、専修学校の専門課程（専門学校）やその他の教育施設では、市 

販本に頼らず、もっぱら自前で制作・発行した教科書・教材を使用する場合もある。 

  「教科書の役割について」という 2019 年 5 月 24 日当時の初等中等教育局教科書課長だった森友  

浩史さんが文科省メルマガに書かれたコラムを参考に、筆者は教科書の役割は三点あると考える。 

 一点目は、各学年で学習する内容がとても分かりやすくまとまっていることだ。学習指導要領を参 

考に学習者・指導者が授業しやすいように教科書は作られている。しかも無償提供であることから 

全員が平等に学べるようになっている。2 点目は、文科省では教科書バリアフリー法に基づき、教科 

書発行者からの教科書データの提供とボランティア団体の協力を得て、教科用特定図書等として、  

拡大教科書、点字教科書、音声教材などの普及に取り組んでいることだ。やはり、教科書に準じる 

ワークなどでそのようなことに注目し配慮して作っている会社は少ないと考える。また教科書を  

作って検定する役割を持つ文部科学省が率先してこの様な教科書を作ることは、バリアフリーやユ 

ニバーサルデザイン、SDGs が推進されている今、大きな意味を持つことだと思う。三点目は新学習 

指導要領に基づいた新しい教科書では、新学習指導要領における主体的・対話的で深い学びを実現 

する上での工夫などが施されており、教科書は一層重要な役割を果たすようになると考えられるこ 
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とだ。 

 

 ③教科書の歴史(下記の表を参照) 

  日本の教科書は古代は宗教の教典、中世は古典・典籍・簡集等がその役目を果たしている。近世 

では寺子屋が普及するにつれて往来物が子供の学習用として作成され、用いられた。（往来物は平 

安時代末期から明治前期まで広く使われた初級教科書のこと） 

   明治維新後、明治 5年（1872年）に学制が発布されたが、教科書については当初は欧米の教科書等 

を翻訳したもの・従前の寺子屋の伝統に基づく往来物・藩校の伝統に基づく漢籍等が混然として用 

いられた。また文部省（当時）は臨時応急の措置として既存の一般図書の中から選んだ図書を標準 

的な教科書として推薦したり、自ら小学校教科書の編集出版を進めたりして教科書不足に対処し  

た。 

  明治 10 年代から 20 年代にかけて小学校の教育課程の整備等学校制度全般の整備も進んだ。明治  

14 年（1881 年）に小学校教科書について府県が一定の書式で文部省に届け出る開申制度、次いで明 

治 16 年（1883 年）には小学校及び中学校教科書について府県が事前に文部省の認可を得なければな 

らない認可制度がとられた。しかし、認可制度は、不便だったので、明治 19 年（1886 年）に小学校 

令・中学校令・師範学校令・帝国大学令が定められ、小学校・中学校教科書は文部大臣が検定した 

ものに限ることになった。（教科書検定制度の採用） 

  日本の近代国家の体制が整備されるとともに、小学校教科書を国家で作成することを要望する  

声が高まり、国は明治 36 年（1903 年）に小学校令を一部改正して小学校について教科書国定制度を 

採用した。中等学校の教科書は、明治 19 年（1886 年）以来検定制度がとられていたが、昭和 19 年  

（1944年）から 国定教科書 が使用された。  

  昭和 20年（1945年）8 月終戦後、日本の教育の諸制度に大きな改革が行われた。終戦直後の混乱 

期は、教科書は不適当な部分を墨で塗ったり切り取ったりした「墨ぬり教科書」や取り敢えず文部 

省が作った分冊仮綴の暫定教科書などが用いられた。新学制の下では、教科書は従来の国定制度を 

廃止して、原則として検定制度によることが決定され、昭和 24 年（1949 年）から小学校、中学校、 

高等学校において文部省検定済教科書の使用が始まった。また、検定済教科書を原則として、文部 

省著作教科書は民間の出版社が発行しない分野に限って補充的に教科書を発行するという現在の教 

科書制度が確立した。 

  昭和 31年（1956年）には、公立学校の教科書の採択は教育委員会が行うことを明らかにした地教 

行法が施行されるなどの法的整備とともに、教科用図書審議会委員の増員・専任の教科書調査官の 

設置など検定体制の充実が図られた。 

  昭和 38 年(1963 年)に制定された無償措置法によって、無償給与の手続きとともに発行者の指定制 

度、採択地区を設けた共同採択など教科書制度の一層の整備が行われている。平成 20 年（2008 年） 

には、教科用特定図書等普及促進法が施行され、視覚障害のある児童生徒用の拡大教科書をはじめ 

とする教科用特定図書等の使用・法律に基づく無償供与や発行の促進・教科用特定図書等を作成す 
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るボランティア団体等への教科書デジタルデータの提供等が行われている。 

 

 

 ④デジタル教科書の導入について 

  「デジタル教科書」に関するアンケート結果（小学校・中学校編、表：偶数）、「デジタル教科 

書」に関するアンケート結果（高等学校編、表：奇数）から日本ＰＴＡ全国研究大会分科会来場者 

（約 7200名）、全国高等学校ＰＴＡ連合会大会 岩手大会来場者（9,540名）は学校や家庭でデジタ 

ル教科書を使用することについて、賛成＋どちらかというと賛成が多数（表１・２）と 肯定的な意 

見を持っている事が分かる。また学校や家庭でデジタル教科書を使用することについて賛成・どち 

らかというと賛成と回答した人へのデジタル教科書のみ使用と紙の教科書を併用のどちらが望まし 

いかという質問にはどちらのアンケートでも 9割近くがデジタル教科書と紙の教科書の併用が望まし 

いと回答している（表３・４）。主な理由として、教科や学習内容によって、紙の教科書の方が望 

ましいものと「デジタル教科書」の方 が望ましいものがあると考えるから 、「デジタル教科書」の 

みでは書く力や考える力、知識の定着等に不安を感じるから 、学習には、紙の教科書の特性や機能 

（一覧性等）も必要と考えるからだった。デジタル教科書を導入するにあたって、特に留意すべき 

と思うことは、子供の有害情報へのアクセスの制限、 個人情報の保護など情報セキュリティ 、 教科 

ごとの特性 、情報端末を含めた「デジタル教科書」にかかる保護者の費用負担だった。よくニュー 

スで取り扱われる子供の健康面への影響に関しては、中から下位だった。また学校の授業や家庭で 

デジタル教科書を使用することについてどちらかというと反対または反対と回答した人も子供の健 

康面への影響の項目は中から下位だった。紙の教科書を使しつつ、デジタル教科書を副教材として 

活用していくことについてどう思うかという質問に対しては積極的に活用していくことが望ましい 

＋できるだけ活用していくことが望ましいとの回答は半分以上（表５・６）で、とデジタル教科書 

はあくまで教材の一部という認識を持っている人が多いと考えられる。また健康面ではなく、その 

他の理由でデジタル教科書の導入に対して問題点があると考える人が多数派を占めることが分かっ 

た。 

 

  （表１）                        （表２） 
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  （表３）                         （表４）   

    

  （表５）                          （表６）     

    

  また他のアンケート結果では、株式会社光文書院がインターネットリサーチによって全国各地の 

小学校教員男女 377名に GIGAスクール構想やデジタル教材について実施したものがあり、デジタル 

教材が子どもたちの学習において効果的だと思うかという質問に対して、非常に効果的だと思う＋ 

効果的だと思う（71.5％）となり、多くの先生が子どもたちの学習に効果的であると感じているこ 

とが分かった。その理由は、子供の学習意欲の向上、デジタルならではの機能が学習に役立つこと 

が挙げられた。デジタル教材の活用によって子どもたちの学力がどう変化するか、教科別の質問に 

対し、算数、理科、社会、英語の 4教科で大きく向上する＋向上するという回答が 60％以上だった。 

デジタル教材の活用に対して、こういった積極的な姿勢がうかがえる一方で、国語では大きく向上 

する＋向上すると回答した先生は約 40％に留まった。その理由として、デジタル教科書を使用する 

ことで考えを書く、説明するなどの能力が低下すると考えられており、国語では漢字や文章を書く 

機会が多いためこの様な回答になったと光文書院は分析している。また先生達がデジタル教材に期 

待することは、子どもたちが楽しんで学習できる、子どもの学びの定着や学力向上、デジタル教材 

   と紙教材を併用して使用できる が上位３つを占め、デジタル教材の活用で子どもにメリットがもた    

らされることが大切だと考えられ、デジタル教材の充実した機能に対する期待感がうかがえる。懸 

念点としては、児童数に対する通信環境が貧弱で、大きい学校と小さい学校の PC管理や通信環境の 

格差、家庭学習でも取り組んでみたいが家庭の経済的な理由による格差が生じないか、先生の仕事 

量がやったことがない新しいことを学ぶ必要があるため増える、通信速度が遅いことで本来できる 
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ことがスムーズに進まないなどが挙げられた。 

 

 ⑤デジタル教科書と紙の教科書の比較（一部は十分な客観的な情報がなかったので教科書を含め   

た教材として比較している） 

  1，デジタル教科書のメリット 

   ・教科書上でカードを動かすなど試行錯誤がしやすい 

   ・学習ログを残して生徒別の学力分析などに利用できる 

   ・通学時の生徒にかかる負担の軽減（荷物の削減につながる） 

   ・ディープラーニングへの活用（十分なデータ量があれば，人間の力なしに機械が自動的に     

データから特徴を抽出してくれるディープニューラルネットワーク（DNN）を用いた学習） 

   ・ゲーム感覚で気軽に学習できる 

   ・満足感が得られる 

   ・移動中など，場所にとらわれないで学習ができる 

   ・学習結果をデータ化して管理できる 

   ・配色やフォントの変更 

   ・学習障害のある生徒への活用 

   ・また文部科学省の「学習者用デジタル教科書・教材の開発」という報告書にデジタル教科書    

が持つ機能が次の表にまとめられている 

 

  2，デジタル教科書のデメリット 

   ・端末の画面に集中しすぎてしまう 

   ・目が疲れる，視力低下の誘因にならないかといった不安がある 

   ・セキュリティ管理等の問題 
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   ・壊れた場合の対応が面倒 

   ・お金がかかる（デジタル教科書は紙の教科書のように無償提供にはならない） 

   ・教師にさらに負担が増えること（教師は，デジタル教科書やその周辺機器への知識を身に着    

け授業プランを練るだけでなく，システムやソフトのアップデート，セキュリティー管理も    

求められるため） 

   ・学習内容を熟考しにくい 

   ・充電の必要がある 

   ・ネットワーク回線が切断すると面倒（災害時など特に） 

   ・集中力が低下し、長期記憶を作りにくくする 

  3，紙の教科書のメリット 

   ・教材の種類が豊富（さまざまな種類や仕様のものが数多く展開されている。子どもの好み     

やレベル，学習傾向に合った教材を選べる上に，多様な問題にチャレンジすることも可能） 

   ・文字を書いたり図を書いたりと実際に手を動かしながら学習を行うため，脳に学習の記憶が    

残りやすい 

   ・気になるページを素早く開ける 

   ・付箋を活用して学習内容を整理できる（能動的に情報の取捨選択が行え，重要なページも即    

座に開ける） 

   ・学習内容を深く理解できる 

   ・情報リテラシーが不十分な場合、見る情報全てを一方的に信じる可能性がある 

  4，紙の教科書のデメリット 

   ・子どもが自発的に学習しづらい 

   ・「楽しむ」要素が少なく，どうしても「勉強」の要素が前面に出てしまいがち 

   ・教科ごとに教科書やノート，参考書などが必要となり，荷物がかさばる 

   ・どこまで学習したか管理が煩雑で忘れ物のリスクも生じる 

   ・問題集などに直接書き込んでしまうと一度解いた問題をもう一度解くことができなかった     

り，文字を書くことにより時間や手間がかかったりする 

   ・ノートを取る時間がかかる 

   ・メモを書き込んでしまうと消しづらい 

 

 ⑥今までのデジタル教科書についての考えや，論文などの研究結果のまとめ 

  ここまではデジタル教科書について基本的なことを書いてきたが、ここからは J-STAGEや    

Google Scholar などで見つけた論文をいくつか見ていきたいと思う。 

  まず、『電子教科書の現状』(田村氏)より電子教科書は世界各国が導入に向けて現在準備 を進め 

ている。韓国では、KERIS（Korea Education and Research Information Service）が 2008年に 導入 
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実験を開始し、2015年末までに全国の学校に電子教科書を配信するロードマップを発表している。  

シンガポールでは教育省（Ministry of Education）が 2008年に FutureSchools@Singaporeプロジェク 

トを開始し、そのマスタープランの中で ICT（Information and Communication Technology、情報通 

信技術）を活用した個別学習や協調学習のあり方を示している。また、中国、台湾、フィリピンな 

どのアジア諸国も導入準備を進めている。また米国では複数の州 が電子教科書の導入実験を開始し 

ており、イギリス、フランス、ポルトガルなども導入準備を進めている。日本もデジタル教科書の 

導入を進めているなかで、デジタル教科書に対する疑問や不安に共通しているものは、電子教科書 

の機能のみに依存した授業運営は危険であることだと田村氏は考えている。例えば、択一式や穴埋 

め式のクイズを取り上げると、類似の計算問題を自動的に生成して繰り返し解かせる・プログラム 

学習を簡単に開発できて効果がある分野がある一方で、数学や物理において概念操作能力や思考力 

を養う場面では、択一式や穴埋め式のクイズのみで学習達成度を測るには限界があるなどのこと  

だ。また、正解を求める学習に偏りがちになるという指摘に関しては、デジタル教科書のみの問題 

ではなく現在の教育システムに内在する、過度に「効率的・客観的に学習達成度を測る」仕掛けや 

価値観が問題で、「正解はいくつもありうる」「解くプロセスも複数ありうる」「表面的な正解よ 

り、深く考えることに価値がある」といったことに価値を置く学習への転換が求められていると論 

を展開している。しかし、電子教科書の普及はこれからであり、その必要な機能も十分議論され尽 

くしたわけではないので、学校の現場で運用されて問題点が指摘され、それを改善していくという 

プロセスが、今後 10年以上にわたって継続して行われ 必要があり、今後しばらくは、従来使われて 

いた紙媒体の資料と電子教科書を併用するのが、現場における妥当な判断だと田村氏はまとめてい 

る。  

  『デジタル教科書の現状と未来像』という当時東京書籍に所属されていた高野氏が書かれた文章    

    には、指導用デジタル教科書を制作する立場からの意見がある。指導用デジタル教科書の利用に  

よって得られる最大の効果は、指示の徹底だと述べてある。その理由は、授業中に教師は子供に言 

葉で様々な指示をし、それを子供が正しく指示を理解し従っているか確認が必要であるが、デジタ 

ル教科書で見開きページを表示し、注目すべき点を指し示せば指示は正しく伝わるということがあ 

る。それによって教室の子供の顔は前を向くようになるので、大きな画面 に示される工夫された教 

材も、子供の視線が対象に集中できていることでより効果を上げたり、取り組むべき課題を明確に 

したりすることができる。また、同一の対象に教室の子供 と教師が意識を集中させて意見や感想を 

述べ合う活動ができたり、感覚 や体験を共有することによる心理的効果も期待できるなどデジタ 

ル教科書を使うことによる様々な利点がある。 これらはデジタル教科書と併用するとより効果的だ 

と論文の筆者は考えている。従来の教具では表現が難しいものはデジタル教科書に掲載の工夫され 

た教材を使用すると説明しやすく子供も理解しやすいからだ。一例として矢印を使用した図の解釈 

があり、デジタルコンテンツではシンプルな初期画面から動的表現によって矢印の意味するところ 

を生徒の理解を確かめながら段階的に示すことが容易にできる。高野氏らは特別支援目的で教科書 

の電子化を進めつつも、学校での授業中に利用するものとしては、よい授業は児童・生徒が能動的 
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な学習活動を行う場面が多い授業であるという仮説に基づき、学習者用端末は教科書＋拡張教材で 

はなく、指導者用デジタル教科書と紙の教科書との併用を前提とした、「学習活動支援パック」  

（仮称）を構想している。この論文ではデジタル教科書を中心においた授業の展開が、現在の授業 

よりコミュニケーションが活発になると考えられている。また学習者用デジタル教科書の導入より 

も、指導者用デジタル教科書の導入に積極的である事が分かる。 

  『大学生のデジタル教科書に対する意識の比較』内ではデジタル教科書を利用する立場と開発す 

る立場での意識の差異を比較している。そのためにデジタル教科書を利用して教育活動に従事する 

教員を養成する教員養成系学部の学習者及びデジタル教科書を含む情報端末の開発やシステム構  

築・メンテナンスに従事する専門職を養成する工学系学部の学習者を対象にデジタル教科書やそれ 

に関わる著作権の意識について調査している。その結果によりデジタル教科書に関する授業前後に 

    デジタル教科書の導入に関しての意見についての変化は次の通りである。被験者を全体的にみる      

   と、教員養成系学部の学習者はデジタル教科書を理解することで、授業への導入へ積極的な印象に移 

   行した。授業前から授業後にかけてデジタル教科書の導入へ積極的な姿勢へ変化したものを「導入積 

   極群」、授業前から授業後にかけてデジタル教科書の導入へ慎重な姿勢へ変化したものを「導入慎重 

群」とすると、教員養成 系学部の学習者は導入積極群については著作権の学習を通じて著作権や制 

度理解などの指導において配慮の必要性を感じたこと、導入慎重群については導入へ肯定的な傾向 

が見られ、慎重な態度を持ちつつもデジタル教科書導入への利点やその効果について意識している 

ことが分かった。工学系学部の学習者について は有意差が見られなかった。また、教員養成系学  

部の学習者は学習者を中心として効果的に教育を行なうためのツールとしてデジタル教科書の導入 

に積極的な姿勢を示す群が存在する一方、識字やコミ ュニケーションへの不安がある群があること 

が分かった。工学系学部に所属する学習者からは、デジタル教科書等の教材のデジタル化において 

動画や画像などを活用することで視覚的な教材を教育に生かすことを期待しており、システムやコ 

ンテンツ中心の利用の促進についても期待している反面、金銭的な負担により慎重な姿勢な部分が 

あることも分かった。よって、デジタル教科書や教育に関する知識や興味がある学生の中でも二分 

化される事が分かる。また教員養成系学部の学習者と工学系学部の学習者では、考え方がそれぞれ 

の専門分野に関係づけられた物になっており、対立はないがそれぞれのデジタル教科書との向き合 

い方・捉え方がある事が分かった。 

  『デジタル教科書の問題点―情報量の多さは教育効果につながるか―』（辻）では、日本の教育 

は知識偏重なので主体的に考えて自らの意見を表現する能力が弱く、思考が受動的だと指摘されて 

いること、日本の学生は自身の考えをまとめて、議論する能力が低いことを問題視している。特に 

後者については日本の教育、特に小中学校において、一斉授業による座学が中心で、ディベートの 

機会が極めて限られていることや横並び意識の強い国民性に起因するものと辻は考えている。さら 

に現在の日本の義務教育の問題として、学力格差によって学力が二極化していることも挙げられ  

る。その理由として、授業以前のグローバル化に起因する格差拡大や親の学歴が背景にある生活習 

慣上の問題を抱える子の増加や一クラスの人数の多さがある。そのなかでデジタル教科書を導入す 
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ることについて辻は、デジタル教科書は練習問題や資料の提示・発問・朗読など様々なことをこな 

せる上に、ハイパーリンクによる補足説明・動画による説明が生徒の理解を手助けするように思わ 

れるが、そういったものにも問題があると述べている。ハイパーリンクによる補足説明を 例に挙 

げると、マイアルとドブソンの実験によれば、ハイパーリンク付きの文章とハ イパーリンクなしの 

文章を被験者に読ませて内容につい て尋ねる実験をした所、ハイパーリンクなしの文章 の方が、被 

験者は文章の内容をより深く理解していたという。ハイパーリンクは、読者の注意力を散漫にして 

しまい、開いて寄り道をすると元の文章の論理構成を辿ることが中断され、理解が浅くなってしま 

うからだ。動画に関しても、動画は情報量が多 いため脳はそれを受け止めるだけで能動的に考える 

余裕はないので、動画は無意識の中で生徒の学習を受動的にしてしまう。これは動画の情報量が静 

止画より圧倒的に多いため、ワーキングメモリーの消費が格段に大きくな るためだ。従って、デジ 

タル教科書を使う場合には扱う情報量をできるだけ切り詰めて最小限にし、生徒の能動的思考を促 

すような授業をすることが求められる。またこれらの理由から従来の授業のやり方も欠かせない。 

辻はデジタル教科書の有効な使い方について、大部分の現場の教師は、デジタル教科書と紙の教科 

書の併用を望んでいる点と理数系学会の「デジタル教科書推進に際してのチェックリストの提案と 

要望」は、デジタル教科書の欠点を上手く回避する使い方を提案していることを肯定的に受け止め 

る必要がある点から、教員の増員が必要であることを指摘しておきたいとしている。現在の教員は 

非常に多忙を極め、その業務が多岐にわたる上にデジタル教科書を導入して使い方を習熟するため 

に研修を受けるとなると、かなりの負担増だとと考えられる。また、デジタル教科書を義務教育全 

体に一斉導入する場合にはＩＣＴ支援員を各学校に相当数配置しなくてはならない。よって辻はデ 

ジタル教科書に課題があり、また日本の教育の現状から考えるとデジタル教科書を効果的に使うた 

めに周りの環境を整えることも同時に必要だと指摘している。 

  『日本におけるデジタル教科書導入の可能性と課題 韓国の事例と比較して』(原、木下)は、日本 

は韓国のデジタル教科書にかなり近いものを導入しようとしているが、日本の場合は実証研究で数 

単元のみの開発で 2015年にデジタル教科書の全面導入を行おうとする韓国と比べると遅れがあるこ 

とを踏まえた上で、日本と韓国におけるデジタル教科書に関する施策・実際にデジタ ル教科書を導 

入している佐賀県（デジタル教科書の全国普及率は全国で佐賀県が 86.1％で第 1位/2013年）と釜山 

広域市の取組み・及びその問題点などを考察している。デジタル教科書に関する施策の動向を比較 

すると、両国とも教育の情報化を念頭におきながらグローバル化する社会に対応するために取り組 

んでいることがうかがえる。しかし、開始時期を比べると日本より韓国の方が約 10年早く取り組ん 

でいる。また、韓国は 5年以上の歳月を掛けて実証研究を繰り返し行っている。具体的には、2002年 

にデジタル教科書開発及び普及中長期計画の策定を行い、その後小学校 5年生用の社会・理科、小学 

校 6年生の算数を中心にデジタル教科書の開発・実験・活用・検証を開始している。2007年はデジタ 

ル教科書開発実行計画を策定してデジタル教科書常用化推進法案を発表し、デジタル教科書のプロ 

トタイプ開発を完了した。 それ以降、デジタル教科書のコンテンツ開発を行い、小学校レベル別デ 

ジタル教科書開 発事業を開始して運用を行なっている。当初の予定からは遅れがあるものの、韓国 
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では積極的にデジタル教科書の準備や導入をしている。それに対して、日本は実証研究で数単元の   

みの開発であることがわかった。また、日本 (佐賀県) におけるデジタル教科書を含む ICT教育の導入 

を可能にする要因として、①お互いに学びあえる環境である学習用パソコン (タブレット端末) の普 

及・②わかるよ うになった生徒が自分で学習する仕掛けの作成・③ICTは教える 1つの道具である  

が、生徒のモチベーショ ンを上げる道具でもあることを認識する、の 3点が挙げられる。次に問題点 

として，①ICT活用の度合・②教職員のエイジ・ディバイド (年齢格差) 問題・③教科による活用の  

差・④求められる教員の実践力・⑤デジタル教科書の版権などの問題・⑥デジタル教科書は「教科 

書」と名称が付くが副教材であると述べられている。しかし原、木下は、それらの問題点について 

解決が可能であり、学校では紙の教科書を使いながらデジタル教材を補助教材として使用していく 

ことを推測している。また、生徒一人ひとりがタブレット端末を購入することに対し、政府による 

購入のサポートの有無などが課題で、全国規模での導入を可能にするためには人材育成・教員養  

成・ICT機器の整備・教育情報システムの構築・学習環境の整備とサポート体制が必要となる。さら 

に、ICTやデジタル教科書を導入することは生徒の学力向上につながるのかを検証する必要もある。 

このような点を整え、検証することによって初めてデジタル教科書・教材を導入することが可能に 

なると原・木下は考えている。 

  日本で書かれている論文では、デジタル教科書の導入に対して全面的に反対する論文は余り見ら 

れなかった。またこの様に、様々な論文でデジタル教科書の導入に対して肯定的であり、デジタル 

教科書を導入するにあたっては紙の教科書とデジタル教科書の併用をするという意見が多かった。 

しかし、デジタル教科書を使って授業を行う側である教員がそれを使うことに対して不安があった 

り、慣れていなかったりするなど課題がまだ多く残っていることが分かった。 

      

3. 結論  

 筆者はデジタル教科書の導入について、デジタル教科書と紙の教科書の併用に賛成で、またその方

法が現在の日本の教育方法や教育環境に適していると考える。その理由は、デジタル教科書に関して

言うと、世界全体でもデジタル教科書の普及が進んでおり、デジタル化が加速していく世界に対応す

るために、早いうちからデジタル機器を使いこなす必要があると考えたからだ。また、最近では児童

生徒の鞄の重さが増加していることが問題になっており、健康面からもデジタル教科書は荷物の削減

につながると思う。デジタル教科書の導入には注意すべき問題もあり、その一例が視力の低下であ

る。幼い頃からブルーライトを日常的に浴びることは、視力の低下につながる。この問題は、デジタ

ル教科書の導入を考える際の大きなネックになる。しかし、学校の授業でデジタル教科書を使う場合

のルールとして、「学校教育法第 34条 2項」にある学習者用デジタル教科書を使う時間が各教科等の

授業時数の 2分の 1に満たないことという項目が削除される方向にある。さらに、上に挙げたアンケ

ート結果からは、大人の立場の意見では心配な点として上位に上がっていなかった。この 2 点より、

視力の低下に関しては大して問題視されていないことが分かる。しかし、それに対する対策をする
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（例/視力低下を防いだり緩やかにしたりできる治療法を広く周知させること）など視力低下は留意し

ておくべきことだと筆者は考える。さらにデジタル教科書は無償提供ではないので収入が低い家庭を

圧迫する可能性が大きいため、何かしら対策が必要になる。この対策については、現在の高等学校で

行われている収入に応じて授業料を免除する方法などを応用すればいいのではないだろうか。理由を

紙の教科書とデジタル教科書の併用に関して言うと、どちらの教科書にも良い点と悪い点があるから

だ。紙の教科書とデジタル教科書どちらも存在している現在、どちらかの教科書を使って授業を行う

という選択肢もあり得る。しかし、現在の日本では 紙の教科書とデジタル教科書の併用が主流と考え

られており、それぞれの良い点を組み合わせ、悪い点をそれらでカバーすることが求められている。

そうすると、従来の紙の教科書のみで行なわれていた授業より理解しやすく、質や効率の良い授業が

できるのではないかと思う。 

 また教員側のデジタル教科書を使いこなせない恐れがあるということについては、研修を行うなど

して対応すれば良いと思う。また教員同士の研修や交流だけでなく、授業が教員と生徒間のコミュニ

ケーションによって教員と生徒がお互いにデジタル教科書の更に良い使い方を学ぶ機会になるのでは

ないだろうか。また約十年後にはデジタル教科書を使った授業を受けた経験がある生徒が教員になり

始め、将来的には紙の教科書のみで授業を受けた経験のある教員の方が少数になる。その世代が出て

くるまでに紙の教科書とデジタル教科書を併用した授業の方法や内容を一旦確立させ、そしてデジタ

ル教科書を使った授業を受けた経験がある教員が出始めてからその教員達の生徒時代の経験を全世代

の教員で共有し、更に良い授業の方法や内容を考え、柔軟に変更・アップデートすればその問題もな

くなっていくと考える。 

 

 以上の内容が私の考える紙の教科書とデジタル教科書の併用に対する意見である。論文を書くにあ

たって、指導して下さった先生方、同じチームの方々ありがとうございました。 
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   https://for-teachers.manalink.jp/think-edu/digital/m_hjilppqnp6#he13caac9a8 

   （2021年 10月 12日 16時閲覧） 

  ⑮｛「紙で勉強」と「タブレット学習」の違いは何？ それぞれのメリット・デメリットをもとに   

解説 | ｜法人様向けタブレット・オーディオ・デジタルサイネージ製品情報【ODS Direct】｝ 

   ODS Direct 

   https://biz.ods.co.jp/page.php?pId=268 

   （2021年 11月 4日 16時閲覧） 

  ⑯｛勉強における「紙」と「タブレット」の違いとは？| Loops Style ブログ | Loops Style｝     

TOSHIBA 

   https://www.toshibatec.co.jp/products/office/loopsspecial/blog/20210305-57.html 

   （2021年 11月 4日 16時閲覧） 

  ⑰「デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議 （第一次報告）」文部科学省 

   https://www.mext.go.jp/content/20210607-mxt_kyokasyo01-000015693_1.pdf 

   （2021年 1１月３日 16時閲覧） 

  ⑱｛「デジタル教科書」に関するアンケート結果（小学校・中学校編）｝文部科学省   

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/110/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2015/12/24/13655

38_4.pdf 

   （2021年 10月 12日 16時閲覧） 

  ⑲｛「デジタル教科書」に関するアンケート結果 （高等学校編）｝文部科学省  

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/110/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2015/12/24/13655

38_5.pdf 

   （2021年 10月 12日 16時閲覧） 

  ⑳｛【小学校現場アンケート】ICT端末、デジタル教材 の活用状況調査結果をシェアします! | 光

文書院｝光文書院 

   https://www.kobun.co.jp/column/article007/ 

   （2021年 10月 12日 16時閲覧） 

  ㉑電子教科書の現状（田村 恭久）2014年   

   https://doi.org/10.1241/johokanri.57.307 

   （2021年 1月 28日 16時閲覧） 

  ㉒デジタル教科書の現状と未来像（高野 勉）2014年 

https://doi.org/10.14949/konpyutariyoukyouiku.36.25 

（2021年 1月 28日 16時閲覧） 

  ㉓大学生のデジタル教科書に対する意識の比較（阿濱 志保理、阿濱 茂樹）2016年 

   https://doi.org/10.14949/konpyutariyoukyouiku.41.33 

   （2021年 1月 28日 16時閲覧） 

  ㉔デジタル教科書の問題点―情報量の多さは教育効果につながるか―（辻 元）2014年 

   https://doi.org/10.14949/konpyutariyoukyouiku.36.30 
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   （2021年 1月 28日 16時閲覧） 

  ㉕日本におけるデジタル教科書導入の可能性と課題 韓国の事例と比較して（原 隆幸、木下 

正義）2018年 

   https://doi.org/10.24716/letko.18.0_45 

   （2021年 1月 28日 16時閲覧） 
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起立性調節障害について 
5年C組19番 通山由唯 

 

＜序論＞ 

現在、日本の人口は約一億人です。そのうち、何らかの障害を持つ人は936.6万人であり、全体の約7.

4％に値します。また、精神障害を持っている人の数は392.4万人で、人口の3.9％にも及びます。 

しかし、それは目に見えている（報告された）人数であり、実際に悩んでいる人はもっと多いはずです。 

 

今までは周りや自分は比較的健康だったのであまり目を向けることもありませんでしたが、高校生になっ

てから、ストレスなどのせいでしょうか、精神的な悩みを抱えている人が何人も出てくるようになりました。そ

れらは全く他人ごとではなく、私自身も、高校一年生の夏に栄養不足になってから、続く不調に悩まされ

ています。 

 

精神疾患や不健康な状態を直すのには時間がかかりますし、それ相応の知識も必要です。しかし、一度

経験したということを生かして、改善する方法や予防する方法は考えられるのではないでしょうか。 

なので、この論文を通して、そういった状態で悩む人がせめて周りに増えることがないように、改善と対策

について考えていきたいと思います。 

 

＜本論＞ 

今回紹介するのは「自律神経失調症」です。 

ストレスなどにより、交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、正常に機能しなくなることによって出てくる

さまざまな症状の総称です。 

 

そもそも私たちの神経はこのような仕組みになっています。 

脳と脊髄に広がる中枢神経と、体全体に広がる末梢神経があり、その末梢神経のほうに体性神経と自律

神経があります。意思によって体の各部分を動かすのが体性神経、医師に関係なく、刺激に反応して身

体の機能を調節するのが自律神経です。それがさらに、活発に動くときの交感神経、体を休めるときの副

交感神経に分かれています。 

 

これらは互いにバランスをとりながら体の状態を調節していますが、不規則な生活や自律神経の興奮、ス

トレスによる刺激、更年期障害、先天的要因などにより、そのバランスが崩れることがあります。 

 

自律神経失調症の症状としては、 

だるい、眠れない、疲れが取れないなどの全身的症状、 

動悸、息切れ、めまい、立ちくらみなどの器官的症状、 

情緒不安定になったり、イライラや不安感を感じる精神的症状などがあります。 

そのほかにも、やる気が起きなかったり、以前と同じようには体を動かせなかったり、食欲不振が起こった

りなども見られます。 

 

＜起立性調節障害について＞ 

そして自律神経失調症の一部でもあり、若い世代に多いのが起立性調節障害です。 

今回はこの疾患について触れていこうと思います。 

自律神経系の異常により、循環器系の調節がうまくいかなくなり、立ち上がった時に血圧の急激な低下が

起こったり、心拍数が急増したり、またはそれらの調節に時間がかかるなどといった症状が見られます。 
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自律神経系の疾患であることから、複数の要因がかかわっていると考えられています。 

一つが身体的要因。小学校高学年から中学生によく見られます。第二次性徴と重なり、体の様々な機能

が大人へと進化していくとともに、自律神経系にも変化が表れ、循環器系の調節がうまくいかなくなるとい

うものです。 

そして精神的・環境的要因。主な原因としてはストレスです。真面目で気を遣うような人がなりやすいとい

われています。 

 

思春期であれば健全な子供でも自覚することがあるのが起立性調節障害の症状です。典型的なものとし

ては、「立ちくらみ」「疲れやすい」「長時間立っていられない」などです。これらすべてを疾患として扱う必

要はありませんが、生活に支障をきたす場合は疾患とみなし、診察を受ける必要があります。 

 

 

また、この表のチェック項目が３つ以上当てはまったうえで、ほかの疾患が否定的であれば、起立性調節

障害の可能性が高いとされています。しかし、似たような症状がほかの多くの疾患でも見られるため、血

液検査、画像検査など、症状に合わせて必要な検査を行い、ほかの疾患でないことを確認する必要があ

ります。 

 

また、朝なかなか起きられないことから不登校になるケースも多いそうです。起立性調節障害をもった子

供の３分の２が不登校で、不登校である子供の約半数が起立性調節障害を合併していたというデータも

あります。 

 

＜起立性調節障害のタイプ＞ 

起立性調節障害には大きく分けて４つのタイプがあります。 

そもそも、人の血圧や心拍数は起立直後にいったん下がり、速やかに元の値に回復します。起立性調節

障害では、これがうまくいかないのです。 

（１）起立直後性低血圧 

 起立してすぐの血圧低下からの回復に時間がかかるタイプです。めまい、ふらつき、頭痛などが主な症

状で、およそ２０％がこのタイプです。 

（２）体位性頻脈症候群 

 血圧の回復に異常はありませんが、起立後の心拍に回復が見られず、上昇したままとなります。起立３

分以降に心拍数の増加が１分あたり３５以上または心拍数が１１５以上であればこのタイプです。 

（３）神経調節性失神 
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 起立中に、急激な血圧低下によっていきなり失神します。起立後３〜１０分経過して収縮期血圧が１５％

以上、阿多は２０ｍｍHｇ以上の低下がみられる場合このタイプです。 

（４）遷延性起立性低血圧 

 起立を続けることにより、血圧が徐々に低下して失神に至ります。 

 

起立性調節障害の中では１，２が多く、３，４は少ない傾向にあります。しかし、１や２の症状を持ってい

て、３の症状を起こしたり、経過中にタイプの変化がみられることもあります。 

 

起立性調節障害は、本人の怠け癖なのではなく、自分の意志ではコントロールすることができない病気

です。本人はもちろん、周囲が理解を深めることが大切です。 

 

＜治療法＞ 

そして、治療法は明確なものがありません。 

ですが、症状の予防として、立ち上がる時に頭を下げた状態でゆっくりと起立したり、できるだけ長時間の

起立は避けたり、毎日３０分ほどのウォーキングを行うなどで筋力低下を防いだりすることが有効だといわ

れています。また、体の中で循環している血液量を増やすため、１日あたり２L前後の水分と塩分１０ｇをと

ること、夜は早めの就寝を心がけることも大切です。 

また、薬を使うことによって症状も軽減できます。末梢血管を収縮させ、起立直後の血圧低下を防ぐ役割

を持つミドドリンをはじめ、交感神経活性が低下して、血圧・心拍数が臥位・立位共に低下している場合

に使用するアメジニウムという薬が使われることもあります。また、漢方薬によって体調を整えたり睡眠を

改善したりもできます。 

私の場合、ご飯を食べるタイミングがどんどんずれることや食欲がないなどの原因で、栄養が足りなくなる

ことがあるので、ビタミンCや鉄などのサプリメントなどで補っています。 

 

軽症の場合、これらの処置をとれば数か月以内に改善することもありますが、翌年の同じ時期に再発しや

すいです。 

中等症以上であっても適切な対応をとれば１６〜１７歳以降は9割程度改善するといわれていますが、成

人してからも体調不良時には再度症状が出現することが多いそうです。 

 

＜結論＞ 

みなさんは障害という言葉にマイナスイメージを持っていませんか？ 

遠いように感じていたけれど実は意外と身近な精神疾患。 

精神疾患といわれると、ドキュメンタリーなどで出てくるようなものを想像する方もいるのかもしれません。

でも、そういったものだけでなく、起立性調節障害などの、周りの多くの人が悩まされている障害も含まれ

るのです先天的でなく、かかりやすい物もあるんです。 

それらを私たちが知っておくことで、自分がならないための対策や自分がかかったとき、周りの人が負っ

たときの症状改善がうまくできると思います。 

ぜひ、起立性調節障害以外のことも調べてみて、もしものことに備えてみてください。 

 

＜参考文献＞（最終閲覧日） 

「（１）起立性調節障害（OD）」 『一般社団法人 日本小児心身医学会』  

（https://www.jisinsin.jp/general/detail/detail_01/  最終閲覧日：２０２２年３月１５日） 
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「子供に起こりやすい起立性調節障害」 『社会福祉法人 恩賜財団済生会』  2016年6月20日  

（https://www.saiseikai.or.jp/medical/column/od/  最終閲覧日：２０２２年３月１５日） 

 

「自律神経失調症」 『医療法人東横会 たわらクリニック』  （2018） 

（https://www.tawara-clinic.com/disease/dysautonomia/  最終閲覧日：２０２２年３月１５日） 

 

「自律神経失調症」 『Doctors File』  最終更新日2022年1月18日 

（https://doctorsfile.jp/medication/127/  最終閲覧日：２０２２年３月１５日） 
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スポーツを通じて人の役に立てるか 

新たな社会貢献の手段として 

5 年 C 組 20 番 長原 杏奈 

1.序論 

社会貢献と聞くとどんな活動を思い浮かべるだろうか。現在、ボランティアとして農業、発電、医

療、教育など様々な分野からのアプローチがなされている。しかし世界には依然として貧困、病気、犯

罪などの要因によって援助を求める人は存在する。そこで既存の方法ではなく、全く別の分野からの貢

献の可能性を考えた。それがスポーツを通した貢献だ。世界を視野に入れた取り組みも考えたが、そも

そも日本国内でスポーツを通じた開発、貢献がまだ盛んではない状況で他国の援助ができるのかという

思いから、まずは国内の困っている人の状況を改善するためにできることを考えた。 

2-1.現状調査 

はじめに、世界で今、貧困の問題がどうなっているのか調べた。図 1 のように、1990 年と比べると

極めて貧しい暮らしをする人の数は減っているが、いまだに全人口の 11％、約 10 人に 1 人が貧困に苦

しんでいる。さらに、図 1 は 2013 年のデータだが、国連広報センターの「SＤＧｓ報告 2021」による

と新型コロナウイルス感染症により 2020 年には新たに 1 億 2000 万人以上もの人が極度の貧困に追いや

られたという。 

図 1 きわめて貧しい生活（一日 1.9 ドル以下の生活）を強いられる人々の数  

                               世界銀行 HP ”SDGs Atlas 2017”より 

 

これらの事実をふまえると、現在行われている貧困問題解決の方法は持続可能性の点で弱いと考えた。

そこで新たなアプローチ方法としてスポーツを介した援助を提案する。現代の社会において、スポーツ

は大きな役割を担い、不可欠なものとなっている。野球、サッカー、バスケットボールなど各国にある

プロリーグ。パンデミックという地球規模の災禍に見舞われながらもなお行われたオリンピック。ナイ
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キ、アディダス、プーマなど世界に市場を持つスポーツブランド。ただの娯楽としてだけでなく、経済

的にも政治的にも影響力があるスポーツには大きな力があると考え、スポーツの社会貢献における可能

性を検討した。 

まず、スポーツがもたらす効果について調べた。表 1 のように、スポーツには手段、動機としての間

接的な役割として SDGｓ達成にも役立つといえる。 

 

表１ 主な SDGｓ項目に対するスポーツの役割 

 

 

JICA 「スポーツと開発」事業 取り組み方針（2018 年）より 

 

スポーツとその効果の具体的なつながりとして大まかに挙げると図 2 のとおりだ。 
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図２ スポーツと期待される効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JICA 「スポーツと開発」事業 取り組み方針（2018 年）より 

スポーツに対する立ち位置としてはスポーツをする人、スポーツを見る人、そしてスポーツを支える人

の 3 つが挙げられる。スポーツをする人に関しては、WHO（世界保健機関）によると、スポーツは適

切な強度と頻度で継続的に行われれば、心身 の健康に様々な正の効果をもたらすことは既に確認されて

いる。さらに、忍耐力、社交性、好奇心や自尊心 などを育て、個人の人格形成に影響を与える非認知能

力も挙げられるという。そして、すべての人の基本的人権の一つとなっているスポーツをする機会を提

供することで、普段は社会的に不利な環境に置かれている人々の自己啓発を促し、その人たちの存在意

識を高められる。社会参加促進は、スポーツをする人だけでなく見る人においても期待できる効果だろ

う。また、大会や試合、著名なスポーツ選手が人を集める力は言わずと知れたものであり、その力を借

りて保健衛生や環境、農業など様々なトピックに関するメッセージを発信できるのもスポーツの力と言

える。そして、まちづくり促進として、大規模なスポーツイベントの開催地周辺では、ホストタウンと

してインフラ整備や魅力の再発信が行われるなどの経済効果や文化交流が促されることが挙げられる。

今回はスポーツの社会参加促進の効果に注目した提案を行っていきたい。 

 これから行う提案の核となるスポーツと社会貢献に関する分類で有効なのが、表 2 のようなものだ。 

 

表 2 スポーツと開発の関係 

①スポーツ「の」開発 スポーツ全体の発展を目指した活動や研究ーコン

ディション作り、経済効果 教育的な意味などの
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分析 

②スポーツ「と」開発 スポーツ施設や国際大会の商業化などスポーツが

社会に直接的に与える影響に重点を置く 

③スポーツ「を通じた」開発 スポーツとは一見関係が薄そうな社会課題（貧

困、紛争、ジェンダー）の解決 

発展の”糸口””きっかけ””起爆剤”となることを期

待 

                          スポーツで挑む社会貢献（創文企画）小林勉（2016 年）より 

 

今日に至るまでスポーツは娯楽というイメージが定着していることを背景に、日本では①、②のような

開発に重点が置かれ、③の考え方はあまり浸透していない。ODA（政府開発援助）の予算に占める「ス

ポーツ」に関する金額も非常に少なく、スポーツと開発は結び付けられていないのが現状だ。国内外で

の開発援助における先行事例も少なく、発展途上の分野と言える。 

そこで、世界機関国連での事例を取り上げたい。「国際開発とスポーツ援助」（小林勉）のなかで、

「マザレ青少年スポーツ協会」についての言及があった。1987 年、国連環境開発計画で活動していた

カナダ人の一人が、ケニアの首都ナイロビ近郊のスラム街で人気の高かったサッカーに目をつけ、現地

の青少年たちを組織化してリーグ戦を行えるようにした。このリーグ戦では、試合の勝ち点のほかに、

清掃活動を通じた地域貢献にも勝ち点が与えられた。さらにスポーツマンシップに基づく行為をした選

手は奨学金を獲得する際の査定ポイントがもらえた。このようにスポーツを通じてルールを順守するよ

うな規範を植え付けながら、貧困にあえぐ若者たちを社会に参画させるという形で、現地の人々との関

係を新たに構築していった事例は、いま日本が抱える問題の解決策を提示してくれている。 

2-2.提案 

社会参加への援助の対象として、貧困によって社会参加ができない人を考えたい。図２は日本財団の

調査による子供の貧困率の割合を示している。ここでいう貧困とは、その地域の生活水準と比較して困

窮した状態の「相対的貧困」とよばれるものだ。 

図 2 子供の相対的貧困率の推移（厚生労働省 平成 28年国民生活基礎調査より） 
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厚生労働省 平成 28年国民生活基礎調査より 

 

また、日本財日本財団の推計によると子どもの貧困を放置することによって所得総額が 2.9 兆円減少

し、税・社会 保障の純負担額が 1.1 兆円減少するという。貧困と聞くとアフリカ諸国など遠い外国の問

題だと連想しがちだが、日本の貧困も現状としてあり、解決すべき問題と言える。 

では対象を相対的貧困下にある１８歳未満の子供にしぼった場合、どのような形で生活を改善する手

伝いができるだろうか。厚生労働省の調査では、2018 年、日本の子供の貧困率は 13.5％、つまり 7 人

に 1 人が貧困状態に陥っているという。これはコロナ禍前の数字で、経済がうまく回らず、低所得層へ

のしわ寄せがある今の数字はもっと大きいと思われる。そして、こうした相対的貧困の状態に陥ってい

る子供たちは、親が病気であったり、仕事が忙しく、子供が家事を全て担っていたり、金銭的な理由で

進学をあきらめざるを得ないなど、社会で多くの人が享受している生活を送ることができていない。こ

こで問題となるのが、こういった状況にある子どもたちは自己肯定感が弱い傾向があるということだ。

経済的なハンディキャップがあるという自覚によって自信を失い、日々不安を抱えている子が少なくな

いという。 

こうした状況にある子どもたちの数自体を減らすのは、国から動かないと難しいと考え、彼らの状況

を少しでも改善し、結果的に貧困から抜け出せる手伝いをする方法について考えた。それが地域のひと

り親や低所得層の家庭の子を集めたチームのリーグをつくる NGO の設立だ。理想は前述の「マザレ青

少年スポーツ協会」だが、この協会はもともと国連スタッフが中心となっており、地域に国連職員を巻

き込んだ団体を一から作るのは難しい。そこで、活動の中心となる人を地域の民生委員に依頼するのは

どうだろうか。民生委員は厚生労働省からの委託を受け、地域福祉の担い手として住民の生活課題の解

決に努めており、担当区域内の住民の実態をよく把握している。貧困状態の子供たちを勧誘したり、地
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域同士で連携をとったりするのに適任だろう。ただ、民生委員の高齢化がすすんでおり、子供やスポー

ツに関する活動は体力が持たない問題も出てくることが予想されるので、民生委員以外の大人、年長者

の助けも要ると考えられる。この団体の主な活動は、地域でチームを結成し、地域同士でリーグを組ん

でスポーツをすることだ。リーグでの試合のために放課後や休日などに公園に集まり、メンバーで練習

し、ほかの地域と試合をする。使う用具は公共のものとして助成金で購入する。さらに、スポーツがあ

まり好きでない子も、審判やボランティア活動などでリーグ戦に反映できる点を稼ぐことができる。 

重要になるのが何のスポーツをするかであるが、この団体結成の目的は、貧困状態で心に不安がある

子が集える場を作り、人とのつながりを通じて生活に明るさをもたらすことや、同じような状況の子が

いることを知って心の支えを作れるようになることなので、個人競技ではなく、団体競技のほうが望ま

しいと考える。案は二つだ。一つは「マザレ青少年スポーツ協会」と同様、サッカーだ。サッカーの長

所として、ルールが比較的わかりやすく、装備も少なくて済むことが挙げられる。しかし、参加する子

供たちはサッカーにあまりなじみがなく、サッカーをするのなら参加したくないと思う子もいるかもし

れない。そこでもう一つの案として、いろいろなスポーツを提案したい。つまり、一つに決めず、運動

会のように個人がやりたいことのチームに入り、試合をするということだ。 

3.結論 

 今回、スポーツがもつ社会貢献の可能性について、現在日本に存在する貧困問題に焦点を当てて検討

した。相対的貧困の家庭の子供たちを対象として地域ごとにスポーツチームを作り、いろいろなスポー

ツの試合を他地域と行うことで、貧困家庭の子が抱く不安や自信のなさを解消する場を提供し、将来の

糧になればいいと考えた。実際にうまく機能するかは別として、社会貢献のチャンスはスポーツという

意外なところにも埋もれており、助けを必要とする人は先進国と言われる日本にもまだいることが明ら

かになった。7 人に 1 人という数字は危機感を持つべきであり、今回は人数の割合のみを参考に案を練

っていったが、地域分布や詳しい家庭状況などによっては別のアプローチも可能であり、また、スポー

ツ以外にも身の回りに手段はたくさん転がっているはずだ。 

4.おわりに 

貧困状態の子供たちは、経済的な貧しさから引き起こされる心の貧しさをも抱えている。生まれてく

る家は選べず、自分で状況を打開するのは難しいし、私たちができることも少ない。しかし家が貧しい

からと言って心まで不安になったり自信を無くすようなことはあってはならないし、その状況は周りの

助けでいくらでも改善できるだろう。経済的に貧困に陥っている子供たちの心の支えとしてこの団体が

生きれば良いと思い、提案をした。どんな形にしろ、自分たちの状況を理解し守ってくれる存在は不安
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の解消になるだろうし、スポーツを通じたつながりが将来、別のことで生きることがあるかもしれな

い。何より、自分はここに属していると思えるのは自信につながる。将来失われるかもしれない 2.9 兆

円の所得と、増えてしまう 1.1 兆円の社会保障費を考えると、この団体が少しでも貧困の流れを断ち切

ることを願う。 
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広島大学附属福山高等学校 ５年「提言Ⅰ」 

 

情報伝達による防災 

〜society5.0を活用した防災の強化〜 

 

５年C組21番 西﨑 駿 

1．序論 

 2011年3月11日、日本を東日本大震災が襲ったのを忘れることがないだろう。その際に、正確な情報がより早く

伝わっていれば防げたような被害が多くあった。例えば、

図１にもあるように石巻市にある大川小学校では山と堤

防に遮られていて津波の動向が把握できない環境だっ

たことやハザードマップでも津波が到達しないだろうとい

う誤認から判断が遅れ、全校生徒の7割もが犠牲になっ

てしまった。 

 

 また、震源地から遠く離れた千葉県の銚子港の近くで

は地震から2時間半がたち帰宅を始めた住民を遅れて

やってきた津波が襲い被害が出た。これらの被害の原因

となった情報伝達の遅れや情報の正確性を改善し同じ

被害を繰り返さないようにしなければならない。そこで筆

者は自身にとっての防災の理想と現在日本が目指して

いる「society 5.0」の技術を用いてそれがどこまで実現可

能なのかを提言する。 

 

２．本論 

 ではまず、筆者にとっての防災の理想とは何か定義する。それは、「全国民また観光客が各々に対しての正確

かつ適切な避難場所と避難経路が提示され、犠牲者がでないような防災」である。これではかなり抽象的なので

各要素にわけて実現可能か検討する。 

 理想を実現するためにサービスを提供する側のすべきことは 

  ①位置情報に応じた適切な避難経路の提示 

  ②各々の年齢、状態に対応した避難方法の選択肢の提示 

  ③登録者への通知 

  ④システムの広報活動 

である。 

 

 まず、「①位置情報に応じた適切な避難経路の提示」につい

てだが、これに関しては現在実用化が進んでおり身近な事例

を挙げると広島市の防災アプリである「ひろしま避難誘導アプリ 

避難所へ GO! 」がある（図２）。このアプリでは避難情報が発令

されると災害モードに移行し発令アラートや最寄りの開設避難

所までのルート案内が表示され、ハザードマップを表示し危険

箇所を確認し、ルート再検索や経由地の追加が可能となって

いる。 

 

図１ 大川小学校付近のハザードマップ 

図２ ひろしま避難誘導アプリ 避難所へ G

O! 
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 次に、「②各々の年齢、状態に対応した避難方法

の選択肢の提示」についてだが、これを達成させる

ためには、高齢者や障がい者など避難行動要支援

者へ優先的に支援を行うシステムを構築することが

必要となる。平成25年に災害対策基本法が改正さ

れ避難行動要支援者名簿の作成が市町村の義務

とされており、令和２年の時点で約99％の市町村に

おいて作成されるなど普及が進んでいる。また、この

名簿を用いて各自治体が個別避難計画の作成を進

めており、本研究では、兵庫県の明石市を例として

挙げる。 

 

 明石市では「避難行動要支援者（要支援者）」を登

録した「明石市避難行動要支援者名簿」を作成し、円

滑な支援を行うため、希望する自治会（町内会）等

に提供している。現在、この名簿を活用した取り組

みとして、ひとり一人の避難場所や避難方法等を

決めておく「個別支援計画（個別避難計画）」の作

成を推進している。図3にもあるようにこの計画は、

要支援者について、災害時の避難経路を設定し、

当該行程において「地域の避難支援者」が「どのよ

うなサポートを実施するか」を定めておくものであ

る。計画策定には、地域の自治会（町内会）や民

生児童委員、福祉専門職（ケアマネージャー、相

談支援専門員等）、地域総合支援センター、まち

づくり協議会、市等の関係者が連携して取り組み、

手順は図４の通りである。 

 

 次に「③登録者への通知」について述べる。災害発生時に住民が状況をいちいち検索しなければならないの

は災害発生に気づかなかった時などがあるため好ましくない。そこで事前に登録することで自宅やその周辺地

域の状況を通知してくれるようなシステムが必要なのだ。 

よく知られているシステムとして「J-ALERT」がある

（図５）。 

 J-ALERTとは 端的にいえば、国 (内閣官房又は

気象庁) が発信した緊急情報を人工衛星等を介し

て瞬時に地方公共団体などに設置された受信機

へ届けるための 通信システムである。一見すると､ 

国と地方公共団体との間のありふれた通信手段の

一つであるが, J-ALERT の真髄は、各市町村にお

いて住民への情報伝達手段として用いられている

市町村防災行政無線同報系等の情報伝達手段と

連携し、 これを自動起動する機能を備えた「自動

起動装置」を整備することによって、 人の手を介さず瞬時に住民まで情報伝達できることにある 。 これまでの実

証実験や訓練の結果によると、 国が 情報発信してから放送開始までの所要時間は、機器の性能等によって差

違はあるが、 おおむね数秒から二十数秒となっている。この瞬時性自動性直接性こそJ-ALERTの最大の特色

図３ 個別支援計画の仕組み 

図３ 個別支援計画の仕組み 

図４ 計画策定の流れ 

図５J-ALERTの概念図 

126



 

 

といえるが、あくまでも第一報としての機能に特化しているために、 特に音声による報知については、極めて簡

潔なメッセージにならざるを得ないという制約もある。そのため、自分の住んでいる地域に関する詳しい情報が入

ってこないのだ。 

 

 

 

 

 図６にもあるように土砂災害警戒情報が発令されていたにもかかわ

らず、その場所で死者が出てしまうこともある。高齢者が亡くなったと

いうのもあると思うが、避難行動を促す情報が発令されていたにも関

わらず他人事としてとらえてしまい被害が拡大した一因だと考えられ

る。つまり、自分の身近な浸水情報や被害状況がわかると災害を自

分事としてとらえることができるのではないかと考えた。そのために必

要なのはなるべく小さい範囲にセンサーやカメラを設置しそれを統括

すること、そしてその情報を住民に提供することである。（情報を提供

する手段はLINEやディーボタンなどを用いて伝えればよいのでは

…） 

 最後に「④システムの広報活動」について述べる。いくらシステムが

完璧でも使う人がいないことにはなにも始まらないため、システムを多くの人に提供する必要があるのだ。 

 方法の具体例としては、 

・防災訓練の時にそのシステムの概要とダウンロード方法を載せたパンフレットやデータを入れたQRコードを配

布する。 

・回覧板で回す。 

・YouTubeや電車などの広告に出す 

などが考えられる。 

 ポイントとしては防災意識の高い人だけでなく、防災意識の低い人や高齢者など防災訓練に参加しない人に

も知ってもらえるような方法が好ましいと考えられる。 

 

3．結論 

 本論で述べた 

  ①位置情報に応じて適切な避難経路の提示 

  ②各々の年齢、状態に対応した避難方法の選択肢の提示 

  ③登録者への通知 

  ④システムの広報活動 

という「防災の理想」への手段は各々実現されているものもあるが、それらすべての要素が揃ったものは調べても

見受けられなかった。 

 しかし、「防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム」など個々企業が開発したツールと自治体が求める機

能の仲介をする仕組みも出てきている。「防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム」は災害対応を行う地方

公共団体等の困りごとや関心事項（ニーズ）と民間企業等が持つ先進技術のマッチングや効果的な活用事例の

横展開等を行う場である。本プラットフォームの一環として、マッチングサイトを開設するとともに、地方公共団体

等と民間企業等が交流する場となるマッチングセミナーを開催している。 

 マッチングサイトでは、地方公共団体等のニーズと民間企業等が持つ先進技術のマッチングやニーズ/技術

の検索ができる。このような仕組みによって自然災害による被害者がゼロになる日も遠くないのではないだろう

か。 

 

 

図６ 土砂災害警戒情報の発表状

況 
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4．参考文献 

「大川小学校を襲った津波の悲劇・石巻」 

(http://memory.ever.jp/tsunami/higeki_okawa.html 最終閲覧日：2022年2月25日) 

「防災✕テクノロジー官民連携プラットフォーム 第1回セミナー-広島市 ✕ ファーストメディア」内閣府 

(https://cdn-nws.stage.ac/bosai_tech_doc/1stmedia.pdf最終閲覧日：2022年2月27日） 

「個別支援計画（個別避難計画）の作成について」 明石市 

(http://www.city.akashi.lg.jp/fukushi/fu_soumu_ka/shise/koho/oshirase/kobetu_shiennkeikaku.html 

最終閲覧日：2022年3月2日 ) 

浅野泰弘.「全国瞬時警報システム (J-ALERT)について」『J-STAGE』  

(https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieiej/34/3/34_184/_pdf/-char/ja 最終閲覧日：2022年2月12日) 

「平成30年7月豪雨災害の概要と被害の特徴」国土交通省 

(https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/hazard_risk/dai01kai/dai01kai_siryou2-1.pdf 最終閲覧日：2022

年2月10日) 
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エコな消費に関する研究 
５C ２５番 速水 千歩 

  
 

１．序論 

 熱帯地域での生産プロセスにおいて、地球規模の絶滅危惧種の３割にもあたる絶

滅リスクが生じている。私たちは生物多様性の恩恵を非常に多く受けているため、こ

のことは大きな問題となっている。私たち消費者がこれらの地域で作られた製品を購

入、あるいは利用することで、間接的にこれに加担していることになる。そして、先進

国の消費者の選択によりリスクを三分の一に減らすことができると考えられている。 

 本研究は消費による生物多様性の保護を目的とする。 

 

２．本論 

２－１ 熱帯地域とその植生について 

  熱帯とは、緯度が 25 度より赤道側にある年中温暖な気候に属する地域を指し、東

南 ア ジ ア ・ 中 央 ア フ リ カ ・ 南 米 ア マ ゾ ン な ど が そ の 中 に 含 ま れ る 。

 
                                    【Wikibooks より】 

 年間を通して降水が多い地域には、熱帯雨林と呼ばれる森林が分布し、その周辺の

降水がやや少ない（乾季がある）地域には熱帯季節林と呼ばれる森林が分布する。
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さらに降水が少ないと、植生は徐々にまばらになり、サバンナや草原、砂漠へと移行

していく。熱帯林（主に熱帯雨林）が占める面積は、人間による活動の影響で縮小し

てきたが、それでも合計 1700 万平方キロメートル以上（陸地面積の約 12％に相当す

る）に及んでいる。熱帯林の植物の特徴は、年間を通じて温暖湿潤な条件にあるため、

盛んに光合成を行うことができる点である。大気から多くの CO2 を吸収し酸素を作り

出すだけでなく、バイオマスにすることで森林は大きく発達し、日本では見られないよ

うな高さをもつ（個体によっては 50ｍを超える）森林となる。そこには大型の動物や昆

虫などの小動物、さらには微生物にまで豊富な食料や住みどころを提供し、数十万種

ともいわれる多様な生物から成る大きく複雑な生態系を育む。成熟した熱帯林は、年

間の光合成量が 1 平方メートルあたり 3キログラムにも及んでおり、日本の森林（温

帯林）と比べるとほぼ 2 倍になる。貯まっている炭素の量も多く、樹木や土壌には 1 

平方メートルあたり 20 キログラム以上の炭素が存在しているため、その構造と機能

は非常に大きい。 

 

２－２ 失われつつある熱帯林と温暖化 

 近世以降は植民地が作られ、現代でもグローバル化とともに急速に利用が進んで

いる。特に 20 世紀以降の森林破壊は激しく、ニュース等にも取り上げられている。

 
                【FAO 世界森林資源評価 2015 より】 

 その結果、生物多様性や現地住民の文化を守るため熱帯林の保護が進められるよ

うになった。それでも木材の伐採やアブラヤシ栽培などのため、日本の国土面積の数
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分の 1 に及ぶ熱帯林が毎年失われている。これは森林に貯められていた炭素が大

気に放出されて温暖化を加速し、気候調節などの機能が弱められることを意味する。 

 

 

２－３ 輸出入と絶滅リスクについて 

 絶滅リスクは生物多様性のもっとも明瞭な指標である。特定の作物の生産によって

絶滅リスクが生じている絶滅危惧種の数により、地域ごとに生産活動の影響を評価

できる。地域別のリスクと生産物の輸出先を分析することで、どの国の消費者がどの

輸入食料の消費によって生物多様性を脅かしているかを明らかにすることができる。 

 輸出による絶滅危惧種の数が多いのは、インドネシアが最も多く２００種類となって

いる。さらに、輸入によって絶滅リスクを高めているのは、アメリカ合衆国で約 1000 種

となっている。また、日本が輸入によって絶滅リスクを高めているのは、約７００種とな

っており、日本の消費者の商品選択次第で地球規模での絶滅リスクを軽減する余地

が大きいといえる。 

（出典：実戦で学ぶ生物多様性） 

２－３ 環境に貢献できる消費の例 

 環境に貢献できる消費の例として肉の消費を減らす（ヴィーガン・ダイエットやベジタ

リアン）ことが挙げられる。世界全体で全員が欧米の食のスタイル（肉を多く食べ果物

や野菜をあまり食べない）の健康な食事をすることにより、温室効果ガス排出量を現

状の７パーセント増加に抑えることができるといわれている。これは、２３４０億ドルの

温室効果ガス削減を介した年間の経済効果に匹敵する。食糧生産由来の温室効果

ガス放出量は全地球の放出量の４分の１を占めており、そのうち８割は家畜の生産に

由来するものである。家畜の放牧地を確保したり、飼料を生産したりするために、森

林伐採による農地開発が世界的に進んでおり、地球の陸地の 26%が++++++家畜の

放牧地に使われている。また、世界の農地の 75〜80%が、家畜用の飼料の生産に使

われている。このことから、畜産を含める工業型の食料システム全体が、森林破壊の

原因の 80%を占めるともいわれている。また、家畜の排せつ物が水路に投棄され続け

ることで、海洋や河川における貧酸素水域（デッドゾーン）が急速に増え続け、1992

年から現在までにデッドゾーンの数が 75%増加した。デッドゾーンでは、酸素が欠乏し

ているため一部の微生物を除いては生物が生息することはできず、生物多様性が失

われる原因となっている。 

 また、世界で最も消費の多い飲料は熱帯原産のコーヒーである。これらの多くは熱

帯林を伐採して造成されたプランテーションで農薬を多用し作られている。2018年の

日本におけるコーヒー消費量は４７万トンと なっているため、日本の消費者の商品選

択によって環境の改善に貢献する余地は大きいといえる。 

              （出典：実戦で学ぶ生物多様性） 

 3.  提言 
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 前述のように、環境に配慮した商品を選んで利用することで私たちは気軽に生物多

様性の保護に貢献することができる。このためには、環境に配慮した商品やサービス

を積極的に消費者が利用する事が大切である。現在日本では、環境への配慮の基

準に応じて商品にマークや認証ラベルをつけている。しかし、これらのマークや認証ラ

ベルは商品に対して小さく、比較的見えにくい場所に設置してあるように感じた。 

 これではマークや認証ラベルは整備されているにも関わらず、多くの問題がある事

がうかがえる。そこで、本研究では現行のものに加えて、消費者がより簡単に消費に

よる環境保護を行うことを可能にするため、①企業②小売店③消費 sokode 者、それ

ぞれに対する改善方法を提案する。 

 

①企業 

 マークや認証ラベルを消費者の目に付きやすい場所に設置する。また個々のマー

クが小さいため大きさを改善する。 

②小売店 

 消費者の環境保全のマークや認証ラベルの認知度を高めるため、商品を販売する

際に、環境に配慮した商品は特に目立つようにする。 

③消費者 

 できるだけ環境に配慮したマークのついている商品を買う。 

  

４．参考文献 

・鷲谷いづみ(２０２０) 『実戦で学ぶ生物多様性』岩波書店 

・世界森林資源評価(FRA)2015 – 世界の森林はどのように変化しているか(第２版） 

(最終閲覧日：２０２１年 １月１０日） 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kaigai/attach/pdf/index-15.pdf 
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昆虫食、大地に立つ 

5C27 廣川創一 

0. 研究動機 

 最近、昆虫食というワードを耳にするようになった。世界の人口増加に伴う食糧不足を解

決するため、栄養バランスに優れ、一般的な食品より栄養価が高い食品である「スーパーフ

ード」として注目されているらしい。将来、食卓に昆虫が並ぶことが当たり前になるのか気

になったので、昆虫食について調べることにした。 

  

1 .昆虫食とは 

 そもそも、昆虫食の定義とは何か。「昆虫を食用に加工したもの」を指し、クモやサソリ

など分類上昆虫と呼ばれない種も含まれる。昆虫食というのはあたらしい概念ではない。人

類が昆虫を食べ始めた歴史は魚食よりも古く、現在でも昆虫を日常的に食べている地域は国

内外に多々ある。 

 

２.昆虫食のメリット 

 昆虫食が注目され始めたきっかけは、世界の人口増加に伴う食糧不足を解決するためであ

る。現在の人口は７８億７５００万人で、２０５０年には９７億人、２１００年には 

１００億人に増えると言われている。牛や豚などの家畜に代わるタンパク源となることが期

待されている。 

 また、タンパク質や良質な脂肪を豊富に含んでいる上に、飼育時に排出される二酸化炭素

が一般的な家畜に比べて非常に少ない。地球温暖化の抑止力になることが期待されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dentsu-ho.com/articles/7287 
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上の表にあるように、必要な餌や水の量が少なく、広い土地を必要としないことからコスト

パフォーマンスが高い食べ物といえる。ほかにも、採集、飼育が容易であるため安定した供

給が見込まれる。さらに、昆虫は可食部位の割合が高い。牛や豚は骨があるため加工時に無

駄が生じてしまうが、昆虫はほぼ丸ごと食べることができる。内山正一『昆虫食入門』によ

ると、ブロイラーの可食部位が43パーセントであるのに対し、昆虫一般の可食部位の割合は

80〜90％と非常に高い。さらに、昆虫のバリエーションは実に豊富である。コオロギ、タガ

メ、セミ、クモ、サソリ、ゴキブリなど味には飽きが来ない。一部の昆虫は、薬としての役

割も果たしている。特に漢方薬に多く使われており、解熱や鎮痛作用がある。昆虫食は経済

面でもいい働きをする。昆虫はどこにでもいるので、その地域の特色を生かした昆虫食を生

産することで、新たな雇用の創出、食料自給率向上、貧困の解消などが見込める。 

 

３.デメリットもある 

 昆虫食を生産することにはメリットが多い。しかし、いいことばかりでもない。例えば、

見た目に抵抗がある、そもそも昆虫が嫌いなので食べたくないという否定的な声も多数ある

ようだ。しかし、粉末状にしてしまえば外見の問題は解決するし、私たちが見慣れた食品と

して商品化もされている。 

 また、希少な昆虫や需要の高い昆虫が乱獲、密猟(採集)され、生物の多様性が損なわれる

かもしれない。食べていいもの、いけないものを明記したガイドラインの設定が必要と考え

られる。 

 そして、昆虫を養殖して出荷する場合を考える時に、外国産の種を用いるとする。昆虫は

小さく、空も飛べるので逃げ出したら手に負えない。ましてそれが外国産ともなると外来種

問題に発展するだろう。国内の生態系が破壊されるのは避けたいところなので、養殖するな

らその地域に生息している種にすべきだろう。 

  

４.昆虫食の総評 

 当初、昆虫食を生産すること、食べることに抵抗感があった。ゆえに昆虫食について調

べ、デメリットを探そうと試みたが、昆虫食はあまりにも優秀すぎた。実際に商品を入手し

て食べてみたりもしたが、ひどい味ではなかったし、どちらかといえばなじみのある味に近

い物もあった。一連の研究を通して、昆虫食の生産、流通は非合理的ではないと感じた。 

ただ、多くのメリットに反してデメリットも少なからずありそうなので、実用化はもう少し

先の話になりそうである。 

 

5. 参考文献 

 ⑴内山正一 『昆虫食入門』 平凡社新書 2012  

 ⑵デイビッド・ウォルトナー＝テーブズ. 片岡夏実(訳) 

 『昆虫食と文明』 築地書館 2019 

 ⑶丸山宗利  『昆虫はすごい』 光文社新書 2014 

 ⑷実際どうなの？未来のスーパーフード、昆虫食 https://dentsu-ho.com/articles/728

7 

  2021年12月閲覧 
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広島大学附属福山高等学校 ５年「提言Ⅰ」 

情報化社会における次世代移動通信システム 

より大きく，深く，多様な情報との付き合い 

 

５年 C 組 28 番 廣田朋希 

 

1. 概要 

 私たちは，あらゆる情報をあらゆる手段で受け取り，更には発信することができる。例えば，

新聞やテレビ，ラジオといったマスメディアから情報を受け取ったり，インターネットを通して

様々な情報を探したり，SNS を利用して世界中に情報を発信したり，私たちはあらゆる情報通信手

段を操っている。 

 このような情報通信を実現している技術で近年注目されている次世代移動通信システム「５G」

をご存知だろうか。今日，５G通信に対応した Apple iPhone 13 シリーズが発売され，身近になり

つつある技術である。しかしながら，５Gだからといって前世代の４Gに比べて特別高速であると

か，遅延が少ないだとか，実際にメリットを体験し，それを活用できている人は限定的に感じ

る。 

 そもそも， 5G は利用できるエリアが非常に限られている。また，電波の特性上，高速性を求め

て周波数を高くすると，直進性が強くなり，障害物に弱い。 

 本稿では，今後もめざましく発展する情報化社会において，次世代移動通信システム「５G」を

主軸に，より大きく，深く，多様な情報との付き合い方について提言する。 

 

2. 序論 

2-1 さまざまな情報伝達手段 

 過去から現在までに行われてきた代表的な情報伝達手段について記す。 

・狼煙（のろし）：物を焼くことで煙を上げて，それを確認する。 

・郵便：手紙や物品を送り届ける。 

・腕木通信：腕木と呼ばれる棒の形を望遠鏡で観察する。 

・モールス信号：短点と長点で構成されたモールス符号で音響や発光信号，電通で伝える。 

・電話機：音声を電気信号に変換し，再び音声へ戻す。 

・ファクシミリ（FAX）：文字や図形などの静止物を電気信号に変換して伝える。 

・ラジオ：無線通信で音声を送受信する。 

・テレビ：映像を送受信する。 

・インターネット：複数のコンピュータ同士を相互接続する。 

 

 

 

 

 

 

 △腕木通信 
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2-2 次世代移動通信システム「５G」 

【５Gとは】 

 通話サービスを目的とした移動通信システムの第５世代目に当たる５G（第五世代移動通信シス

テム）とは，4G 次の世代となる技術である。5G NR（５G新無線）を用い，高速・大容量に加え，

低遅延，多同時接続の特徴を持っている。 

※ちなみに，1G，2G，3G，4G，5G と続いていて，5G の次には 6G，7G と控えている。 

※移動通信システムと Wi-Fi とでは全く異なるシステムである。Wi-Fi は無線で LAN（Local Area 

Network）に接続する技術であるが，移動通信システムは広範囲での情報通信を目的とし，WAN

（Wide Area Network）を構成している。 

★なぜ高速・大容量にできるのか？ 

 複数のアンテナを活用するため。また，4G に比べ，高周波な電波を使用するため。例えば，小

さい波で「０」，大きい波で「１」を表すとすると，１秒間により多くの波がある高周波な電波を

使えば，より多くのデータを転送することができる。（正確には高速・大容量は別に考えなければ

ならない。） 

★なぜ低遅延にできるのか？ 

 今まではデータ処理をクラウドサーバと呼ばれる箇所で多くの処理を行なってきたが，それに

加えてユーザーにより近いエッジサーバを設置し，そこで処理を行うことによって低遅延を実現

している。 

★なぜ多同時接続ができるのか？ 

 「ネットワークスライシング」と呼ばれる技術で，サービスの種類ごとにパイプラインを分け

ることによって，多種多様な通信を相互に影響しない通信を実現している。 

 このように，５Gとは単に基地局から発せられる電波のみならず，情報通信に関わる技術全体を

指す。 

【５Gに使われる電波について】 

 ５G 新無線（5G NR）は現在主流の移動通信システムである４Gの後継の５G通信システム構築の

ために現在整備が進められている電波である。5G NRの周波数帯には大きく 2つの範囲に分けられ

ている。 

◆Frequency Range 1（450-6000MHz） 

 4G LTEと同じ周波数帯から，それより少し高い周波数帯までの電波を使用する。後述のミリ波

ほど高速な通望めないものの，比較的低い周波数の電波を使用するため，波の回折が起こりやす

い。それにより広い範囲でのエリアカバーにつながり，ミリ波のカバーできるエリアに比べると

格段に広い。日本では n77，n78，n79の sub6と呼ばれる周波数帯や，4G から転用した周波数帯が

使用されている。 

◆Frequency Range 2（24.25-52.6GHz） 

 ミリ波と呼ばれる電波を使用し，より高速な通信が可能となるが，直進性が強くなり，雨など

を含めた障害物に弱い。また，電波を飛ばせる範囲が狭く，広範囲のエリアカバーには向いてい

ない。日本では n257と呼ばれる 26.50-29.50GHzの周波数帯が 5G に使用されている。 

 

※5G の分類について補足 

さらに細かくローバンド 5G，ミッドバンド 5G，ハイバンド 5G と 3 つに分類することもできる。

上記は，3G や 4G の仕様の検討・作成を行なってきた標準化プロジェクト「3GPP」によって仕様策

定されたものをもとにした。 
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【５Gの現状】（2021 年 12月時点） 
◆通信エリア ここでは KDDIを例に記すが，他３社についても同様の傾向がある。 

 大手携帯電話会社４社の５Gサービスエリアマップを見る限り，2021 年 12月時点では十分なエ

リアが確保されていない。また，５G NR化されたエリア，sub6のエリアが目立ち，ミリ波は大都

市圏の一部で通信エリアが確保されているものの，皆無に等しい。 

△KDDIの５Gエリアマップ，色の濃い部分が５Gサービスエリア（2021 年 12月時点） 

△KDDIの５Gエリアマップ，2022 年夏以降の整備が予定されているエリア 

※2022 年夏以降の整備が予定されているエリアについて補足 

 2022 年夏以降に整備が予定されているエリアについて，2021 年 12月時点でのサービスエリア

に比べ，大幅に広域に拡大されている。しかし，この新たに拡大される予定のエリアで使われる

電波は，多くが４Gからの転用である。（主に 22 年 4 月から開始されるプラチナバンドの転用が

影響していると考えられる。）つまり，利用者側の視点からすると，「５G」と表示される範囲は

確かに広くなるが，「５G」と表示されるからといって今までの４Gと大きな通信速度向上が体感

できるとは限らない。むしろ，４Gと基地局を共用するため，４Gと５Gの二つの種類の通信を行

うこととなって基地局に負荷がかかり，実際の通信速度が遅くなってしまう可能性が指摘されて

いる。 

◆各国の５G実用例 

【日本】 

・時速 360kmで走行する新幹線の車内で，4K及び 8K 映像のストリーミングに成功 

【欧米】 

・時速 100km以上でサーキットを走行する車両に対して 6.4Gbpsの通信に成功 

→車の前に設置されたカメラで撮影された 4K動画でドライバーが遠隔で安全に運転した。 

【韓国】 

・平昌オリンピックにて VR LIVE，タイムスライス，オムニビュー等を実施 

→複数台のカメラで撮影された映像を安定的に送受信した。 

この他にもさまざまな分野で活用されている 
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※ローカル５Gについて 

 通信事業者でない企業や自治体が，建物や敷地の中に専用の５Gネットワークを構築すること。

すでにこの活用方法は検討されており，総務省はローカル５G専用の周波数帯を確保している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△「総務省におけるローカル５G等の推進」より 

 

3. 本論 

3-1 問題提起 

◆５Gの高速通信に大きな期待はできない？？ 

 ５G の特徴として，「高速・大容量通信」，「低遅延」，「多同時接続」の 3つが挙げられるが，こ

のうち「高速・大容量通信」については，過度な期待はできない。前述の通り，５Gのような無線

通信において高速化を実現するには，「ミリ波」などのより周波数の高い電波を使用する必要があ

る。しかし，高周波の電波は直進性が高く，一つの基地局でカバーできる通信可能範囲は非常に

限られている。極端に言えば基地局のアンテナが目視できる範囲でないと安定した通信ができな

いほどだ。よって高速通信可能な「ミリ波」を全国どこでも利用可能にすることは現実的ではな

い。そこで，通信エリア拡大のためには比較的周波数が低い sub-6と呼ばれる周波数帯の電波を

使用したり，今まで４Gで使っていた周波数帯の電波を流用したりなどの方法がとられており，実

際現在の５G通信エリアの大半はそれらの電波を使っている。これらは４Gで使っていた周波数帯

とほぼ同じ周波数帯の電波なので「ミリ波」のような高速通信は期待できない。 

◆５Gをはじめとした情報通信技術についての認知度 

 皆さんは５Gをはじめとした情報通信技術についてどれくらいの知識を持っているのだろうか。

水道や電気，ガスと並びもはやライフラインの一つと言っても過言ではない情報通信であるが，

例えば今自分が使っている携帯電話には，どのような技術が使われているのか考えたことはある

だろうか。例えば 2021 年 10 月より，総務省は原則として「SIM ロック」 は禁止とした。多くの

人は「SIM ロック」と聞いてもなんのことだかわからないだろう。この「SIM ロック」というの

は，携帯電話の使用できる電波の種類を意図的に制限し，自社で販売した端末を他社の回線で使

いにくくするという，言ってしまえば携帯電話会社の嫌がらせである。このような嫌がらせが規

制されたのがつい最近である原因は，消費者たちがこの嫌がらせについての知識が不足してお

り，そもそも気付けていなかったことにある。 

 このような情報通信技術に関する知識の薄さは「情報格差」をはじめとした社会問題へとつな

がる。 
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※「SIM ロック」について補足 

 総務省が移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に向けることを目的として行った規制である

が，そもそも仕様としてご丁寧にキャリアごとに掴める周波数帯が違うので，全くもって解決に

なっていない。ここからも情報通信技術に対する知識の欠如がうかがえる。 

 携帯電話の購入の際には「SIM フリー」という用語を一度調べることをお勧めする。 

3-2 示した問題に対する提言 

 まず，今度５Gが普及していくだろうが，どこでも高速大容量通信できるわけではない。高速に

通信できる範囲は今後も非常に限られることが予想される。そこで，私は局地的に５Gを活用する

「ローカル５G」に注目した。 

 前述の通り，ローカル５Gは総務省により専用の周波数帯が設定されおり，免許と設備があれば

活用可能な状況にある。そこで，私は「学校」でローカル５Gを導入することを提言する。 

 すでに当校では GIGA スクール構想の一環で，各教室に Wi-Fi が整備されたが，Wi-Fi とローカ

ル５Gの最大の違いは，通信可能な範囲であり，ローカル５Gの方が圧倒的に広範囲である点だ。

加えて，学校では５Gの特徴である「高速大容量」，「低遅延」，「多同時接続」の恩恵も最大限活用

できる。学校にローカル５Gを整備することで得られる最大のメリットは，学校での情報通信に関

する教育品質の向上にあると考える。 

 まず，前提として情報通信教育は情報通信可能な環境でないと成り立ち得ない。情報通信ネッ

トワークという基盤が重要で，この基盤の上に様々なカリキュラムが設定可能になる。つまり

は，学校内で構築される情報通信ネットワークの品質によって情報通信の教育品質が左右され

る。ここでは学校でローカル５Gを整備することによってできるようになることの具体例を示すこ

とはしない。重要なことは，学校内に品質の高い情報通信ネットワークを設備として構築するこ

とである。 

 

4. 結論 

 ここまで，５Gを主軸に情報通信技術について述べてきた。普段何気なく使っている携帯電話に

も５Gをはじめとした様々な情報通信技術が詰まっていると実感できただろう。やはり情報通信技

術に関する知見は今後突入する高度な情報化社会において必要不可欠だ。これからの時代，あら

ゆる大量の情報が飛び交う社会の中で，嘘や誤った情報に正しく対処し，処理することが求めら

れる。ここで重要なのは，情報機器をうまく味方につけること。携帯電話からでもタブレットか

らでもラップトップからでも，自らの目で見なくともインターネットを通じて様々な情報を得る

ことができる。ただ，その得られた情報の扱いには細心の注意を払わなければならない。それは

インターネットという手段を媒介として得られたものである以上，その正当性は保証されない。 

 情報化社会ではこのパラドックスを受け入れ，さらに，大きく，深く，多様な情報をどれだけ

うまく処理するかが重要だ。例えば５Gを使えば同時にたくさんの大容量な情報を低遅延に得るこ

とができる。しかし，現在の義務教育の過程において最先端の情報通信技術を惜しみなく使いこ

なし，最適な情報処理を的確に行えるようになるためのカリキュラムなど存在しない。校内での

携帯電話の使用禁止がそれを象徴している。本来ならただ単に使用を禁止するのではなく，情報

通信機器としての携帯電話の正しい扱い方を情報教育の一環として導くべきではないだろうか。

しかし，そのような風潮は全くない。だから，情報通信に関する知見は自分でつけるしかない。

情報通信技術に関する教育品質の向上を求めることと，私たち自身が情報機器を味方につけ様々

な情報と付き合っていくことの重要性を示し，この提言を締める。 
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広島大学附属福山高等学校 5 年「提言Ⅰ」 

 

ヒット曲はなぜヒットしたのか 
ーYOASOBI の楽曲分析を通してー 

 
 5 年 C 組 30 番 藤本 逸希  

 

1.序論 

 世の中にはいわゆるヒット曲と呼ばれる曲とそうでない曲が存在する。そこにはどのような違いが

あるのだろうか、また何がヒット曲をヒットに導いているのだろうか。そんな音楽を聴いていると

ふと思い浮かぶような疑問がこの研究のきっかけである。実際、数多あるヒット曲に共通する要素

を理解しておくことがヒット曲を生み出すうえで必要不可欠になってくることは間違いないであろ

う。（無論、確実にヒットするわけではないが。）そこで本研究では、そのヒット曲に共通する要

素を明確にすることを目的とした。 

 

2.本論 

 先行研究として、井上・横山（2017）［参考①］を参考にした。この論文では、Mr.Children の楽

曲のうち売上上位 10 曲下位 10 曲の計 20 曲に対して、そのサビに着目し、2 拍ごとの音高の推移を

パターンに分類分けすることによって売上上位曲と下位曲にそれぞれどのような特徴があるのかが

示されていた。具体的には上位曲の特徴として単調な音高パターンの出現頻度が高いという結果で

あった。しかしながら、研究対象として用いられていた Mr.Children の曲は 1990 年代や 2000 年代

の曲がほとんどであり、現代の曲において同様な結果が出るかはわからない。というのもこの十数

年で JPOP のトレンドや配信形態は大きく変わっているからである。例えば、音楽の配信形態は

CD が主流であったが、現在は YouTube や AppleMusic などのスマートフォンのアプリでの配信が

多い、などである。そこで、現代の曲においても同様の分析を行って、その結果から現代の曲につ

いてそのヒットした要因は何か、また十数年前と共通する点、異なる点を探ることにした。 
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⑴使用楽曲 

 分析する楽曲には、YOASOBI の以下図

2 の 7 楽曲を使用した。YOASOBI を選ん

だ理由は、Billboard JAPAN［参考②］に

よる歴代ストリーミング再生数（以下図

1）上位に多くランクインしていて、か

つ、アニメ・映画・ドラマなどの楽曲自体

に無関係のヒット要因があまりないからで

ある。また、今回分析を行った７曲は

「YOASOBI『THE BOOK』ピアノソロ・

連弾」［参考③］に収録されているもので

ある。どれも再生数的にはヒット曲と言っ

て間違いない曲である。なお、7 楽曲のみ

を対象とし、上位曲と下位曲には分類しな

いこととした。 

 

 

 

⑵分析方法 

 分析は前述の通り先行研究に従って行った。楽譜

2 拍ごとの音符を見て、音高がどのような推移をし

ているのかをパターンに分類分けして、それぞれの

パターンの出現確率を分析し考察を行う、というも

のである。パターンについては、先行研究で設定さ

れていた右図 3 の 24 通りのパターンを使用した。 

 

 

(3)分析結果・考察 
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 7 楽曲を分析した結果は以下図 4 のようになった。参考として先行研究における結果（以下図 5）

も示しておく。 

 
 特にパターン h,hr,t,tr,o の出現回数が多く、パターン nr,b の出現回数がやや多かった。パターン

h,hr,o が多かったということから先行研究の Mr.Children の上位曲と同様に単調な音高パターンの出

現回数が多いということが分かる。しかし、先行研究では上位曲に見られる特徴としてパターン h

が多くサビの盛り上がりに向けての音高の上昇が多いと書かれていたのに対して、今回の分析ではパ

ターン h,hr の数はほぼ同数であったので、YOASOBI の楽曲については必ずしも音高の上昇が多い

とは言えないということが分かった。また、パターン t,tr が多かったことから比較的単調だが少し複

雑な音高パターンの出現回数が先行研究の Mr.Children の上位曲よりも多いということも分かった。

そして、複雑な音高パターン tp〜zr については全体に占める出現回数の割合は少なかったが、先行

研究の Mr.Children の上位曲で s,sr の出現回数が比較的多く下位曲で n,nr,br の出現回数が多かった

のに対して、今回の分析では nr,b の出現回数が比較的多かった。つまり複雑な音高パターンにはヒ

ット曲に共通するヒット要因は見いだせないということが分かった。以上をまとめると、実際にヒッ

トした Mr.Children と YOASOBI に共通する要素として、「基本は単調な音の動き」「複雑な音の

動きはヒット要因にあまり関係がない」、異なる要素として、「サビの盛り上がりに向けての音高の
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上昇の多さ」「比較的単調だが少し複雑な音の動き」があることが分かった。 

 

3.結論 
 YOASOBI の楽曲分析を通して得られた結果は、基本的には複雑すぎず単調な音の動きで構成されている

曲がヒットしやすいということ、そして Mr.Children と YOASOBI では少し違いがあったことから時代とともにヒッ

トする曲も少し変わってきたということが挙げられる。今回は YOASOBI の 7 楽曲を再生数を考慮してどれもヒ

ット曲として扱ってきたが、YOASOBI の楽曲が増えてきたら先行研究のように上位曲と下位曲に分けてそれ

ぞれの特徴を探るのも面白そうだ。そうすればまた新しいヒット曲の特徴が見つかるかもしれない。 

 

4.参考文献 

①井上恵太・横山真男 （2017）「J-POP におけるヒット曲の構造分析」『第 79回全国大会講演論

文 集』1，pp.81-82 

②Billboard JAPAN（https://www.billboard-japan.com/ 最終閲覧日：2021 年 9 月 15 日） 

③株式会社ヤマハミュージックメディア（2021）「YOASOBI『THE BOOK』ピアノソロ・連弾」 
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広島大学付属福山高等学校 

5年「提言Ⅰ」      

 

学校の英語教育について 

生徒からの視点 

 

                5年 C組40番 渡辺 裕也 

 

1 序論 

 日本人はよく謙虚だ、礼儀正しいといわれる。一方で積極性が足りない、コミュニケーション能力

が足りないとよくいわれる。これらが真か偽かというのはわからないが、これらをいわれるのは何か理

由があるからである。確かに日本は島国で外国人と接する機会が少ないから、外国人とのコミュニケ

ーションに慣れていないかもしれない。しかし、グローバル化が謳われている中でコミュニケーション

能力が欠如しているのは致命的である。ではどうすると「日本人はコミュニケーションが足りない」とい

われないようになるのか。今回は学校教育に着目して研究する。 

2 本論 

まず現在の日本人に求められているコミュニケーション能力とはどのようなものなのかを考え、それら

の能力を向上させるためにどのような教育が必要なのかを考える。 

コミュニケーション能力の定義：社会生活において、他者と円滑に意思の疎通が行える能力 

(weblio辞書、コトバンク、goo辞書) 

上の定義でなんとなくコミュニケーション能力とは何なのかということはわかるが、もう少し詳しく定義する。 

ではどのような種類のコミュニケーション能力が必要とされているのか。 

ここからはコミュニケーションスキルを定義した「ENDCOREモデル」を使って考える。 

「ENDCOREモデル」とは2007年に藤本学、大坊郁夫の研究によって意味づけられた, 

コミュニケーションスキルを6つの能力に細分化したモデルである。以下の図 

 

 
グローバル化が進んでいる現代社会で一番必要なのはやはり相手に伝える能力、つまり図でいう表

出系(自己主張、表現力)だと考えられる。このようなスキルは我々の日常生活でも必要となるもので

ある。 
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ではどうやってこのようなスキルを向上させるのか。方法はたくさんあるが今回は学校での英語教育

に着目してみる。 

 

現状の学校教育の改革例 

 
○英語 

・これまで「読む」「書く」と行く能力を伸ばすことが目標とされていたが、現在は「読む」「書く」「聞く」

「話す」の四つの能力が必要とされている。特に「聞く」「話す」の能力を向上させるために、授業にデ

ィベートやプレゼンテーションを取り入れたりしている。 

・小学五年から英語が正式教科として導入される。 

・授業での覚える英単語数が3000→4000～5000に増加 

 

○国語  

・「共通性の確保」と「多様性への対応」という観点に基づいて、一人一人の生徒の資質・能力を伸

ばす学校教育とそれを通してよりよい社会を作るという「社会に開かれた教育課程」を目指す。 

・あまり大きな改訂は無い 

 

○数学(算数) 

中学数学・・・ 

中学二年生で学ぶ「確率」が中学一年生に高校一年生で学ぶデータ分析から四分位数と箱ひげ図

が中学二年生で習う内容に変更となる。 

                     ↓            
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          データ分析が重要視されてきている 

世の中には膨大なデータいわゆるビッグデータがたくさんあるし、それが増えてきているが、それを

分析できる人の不足を解消する狙い 

高校数学・・・ 

・数Cの復活(数Bの量が減少し、統計的な推測が扱われることが予想される。) 

・コンピューターの活用の導入 

                  ⇓ 

データが増えてきている現社会でそれらを分析し推測する能力を育てる狙い 

以上を踏まえると、英語の教育改革はコミュニケーション能力向上が目的となっており、数学の教育

改革はデータ処理能力の向上が目的となっていることが分かる。 

そこで今回は目的が英語によるコミュニケーション能力向上である英語教育の教育改革に着目して

みる。 

 

 まず第一に現状行われている英語教育改革は正しいものなのか。それを知るために現状の改革

のメリットとデメリットを上げてみる。 
「メリット」 

・能力発達が著しい幼少期時代に英語を学ぶため早い段階である程度の英語能力を身に着けることが

できる。 

・小学校で少しでも英語に触れておくことで、中学校での英語に対して苦手意識を持ちにくくなり、効果

的な学習につながる。 

「デメリット」 

・早い時期から英語学習を始めると逆に日本語の身に付きが遅くなる可能性 

・受験のために英語を学ぶという意識を根本的に変えられていない 

以上を見るとデメリットもあるが、メリットの役割が大きいので良いように思える。 

                          ↓ 
 

以上のような英語の授業の形式でさらなる文法的な英語力は身に着けられるかもしれない。 

しかし、実際に実用的な場面で英語を使う場面は増えていない。つまり、実際に日常生活で英語でコミュ

ニケーションをとることができる能力が身についているとは言えない。ではそのような能力を身に着けるた

めにはどのような授業改革が必要か。以上のことを踏まえて、普段授業を受けている生徒の立場から以

下のことを提言する。 

  

３ 提言 

①中学の授業から、現在の英語の授業に加えてまず一週間に一回テーマや議論する相手などを自分

たちで決めて口頭で議論する授業を作る。 

                   ↓ 

 現在、出されたテーマに沿ってチャットで打って多少の議論をするという授業はあるが、ある程度の流

れが決まっていたり、一人一人の発言回数が少ないなど多数の問題点がある。 

そこで、生徒たちが自由に会話の流れをつくるということを学ぶために、テーマを生徒が決める、などある

程度自由性のある授業を作る必要があると考える。 

 

②中学の授業から、一週間に一日他教科の授業の時以外(休憩時間など)英語でしかコミュニケーション

を取ることができない日を作る。 

                      ↓ 

 普段の英語の授業だけではどれだけ自分に実用的な英語のコミュニケーションスキルがついたか分か

りにくい。よって上記のような日を作ることで英語による実用的なコミュニケーションとはどのようなものなの

かを理解するためにこのようなことが効果的であると考えられる。 
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4 まとめ 

今回は学校の英語の教育について普段授業を受けている生徒の立場から提言したが、英語の授業だけ

でなく、その他の教科でもコミュニケーション能力向上のためにできることはたくさんある。また、今回はコ

ミュニケーション能力向上を第一の目的としたが、そもそもコミュニケーションを取ることが苦手な人に対し

て上記のような授業をして英語を嫌いにならないかなどという問題点もあるため、もっと細かい設定を検討

してみたい。 
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 ・「幼稚園、小中学校学習指導要領 

https://www.mext.go.jp/content/1421692_1.pdf 最終閲覧日 2022 12/4 

 ・「weblio辞書」 

https://www.weblio.jp/ 最終閲覧日 2022 10/12 

 ・「東洋経済」「新学習指導要領の解説」 
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広島大学付属福山高等学校 5年「提言Ⅰ」 

 

SNS社会における現代若者言葉の有益性 

 

5年 D組3番 池岡孝太 

 

１．はじめに 

 「日本語は乱れている」という意見を述べる人は多い。文化庁の「令和元年度『国語に関する世論調査』の結果

の概要」では「国語は乱れていると思うか」という問いに対し、「非常に乱れていると思う」「ある程度乱れていると

思う」と回答した人の割合は近年減少傾向であるが、依然として6割以上を占めているという結果を示している。 

 こうした「日本語の乱れ」について言及されるとき、特に矢面に立たされるのが「若者言葉」である。先程と同じ

文化庁の調査にて「国語がどのような点で乱れていると思うか」という問いがある。その結果「若者言葉」は「敬語

の使い方」に続いて多い。またこの2つは6割を超え、その次に多い「新語・流行語の多用」が34.3％であることを

考えると、とりわけ「敬語の使い方」「若者言葉」を問題視する人は多いようである。 

 しかし、「若者言葉」は日本語を乱すだけの存在なのであろうか。そこで本研究では、まず過去の若者言葉に

ついてその特徴を調べ、続いて現代若者言葉をいくつかの例を用い、過去のものと比較するなどの検証をする

ことで、現代社会における「若者言葉」の有益性について議論したい。また、情報伝達にはその媒体が影響を与

えることがあるのではないかと考え、特に現代社会の「SNSの普及」という側面に着目することにし、「SNS」と「若

者言葉」との関係性についても考察していく。 

 

２．本論 

 研究は次の通りである。 

  Ⅰ若者言葉とは・若者言葉の特徴 

  Ⅱ若者言葉の造語法 

  Ⅲ現代若者言葉とSNSの関係性 

  Ⅳ現代若者言葉についての分析 

 Ⅰ・Ⅱでは若者言葉とは何か、また過去の若者言葉についての先行研究を挙げる。Ⅲでは現代の若者言葉に

ついての先行研究等を特にSNSとの関係性に注目して見ていく。Ⅳでは現代若者言葉の例を用いて過去のも

のと比較するなどしてその特徴について考察していく。 

 

Ⅰ若者言葉とは・若者言葉の特徴 

 米川(1998)は若者言葉(若者語)を「中学生から三十歳前後の男女が、仲間内で、会話促進・娯楽・連帯・イメ

ージ伝達・隠蔽・緩衝・浄化などのために使う、規範からの自由と遊びを特徴に持つ特有の語や言い回し」と定

義している。また、米川は若者言葉が個々の語について個人の使用、言語意識にかなり差があり、また時代によ

っても違うと述べている。、 

 米川は、若者言葉の特徴として①仲間内の言葉②会話促進のための言葉③規範からの自由と遊びという3点

を挙げている。①仲間内の言葉とは、仲間内だけに通用し、それ以外のヨソ者には理解できない隠語めいた語

に聞こえるという特徴を表す。②会話促進のための言葉とは、若者言葉が特に会話促進と娯楽のために使用す

ることが多く、会話の「ノリ」のための言葉として存在していることを示す。そのために極端に語を省略する、新し

い語形を造り出す、本来の意味・用法を変えるなどという傾向が見られる。③規範からの自由と遊びとは、若者

が先鋭的に個人の自由を主張し、従来の規範から自由であることで、言葉においてもその規範から自由に新た

な意味や用法で使っているものが若者言葉となっているというということを指す。 

 

Ⅱ若者言葉の造語法 

 米川(1998)はまた、若者言葉の造語法について次のように分類している。 

  ①既存の語と無関係な新語の造語 
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    感覚的、特に聴覚的表現が多く、それゆえ多くが畳語形となる。 

  ②既存の語を利用した新語の造語 

   1 借用： 英語などからの借用だが、それに語を結合させて用いたり、意味を変化させて借用したりするこ 

とが多い。  アバウト(言動や性格がいいかげん)など 

   2 省略： はず(かし)い/あんま(り)/ポテ(ト)チ(ップス)/胸(が)きゅん(と来る)など 

   3 倒置： 音節を倒置する方法で、多くは最初の音節を最後に回す。  めんご(←ごめん)など 

   4 読み替え： 漢字の音訓を読み替える方法。  だつりき(←脱力)など 

   5 言い替え： 日本語を英語風(和製英語)に言い替える方法。  一般ピープル(一般人)など 

   6 頭文字化 

   7 もじり： シングルベル(「ジングルベル」のもじり、クリスマスを一人で過ごすこと)など 

   8 語呂合わせ： ～してちょんまげ/わけわかめなど 

   9 混交： 二語以上の単語の各部分が入り混じって一語になったもの。 

         脂ギッシュ(脂ぎった＋エネルギッシュ)/バイナラ(バイバイ＋サヨナラ)など 

   10 動詞の派生： 動詞の活用語尾「る」をつける方法。 

              コピる(コピーをする)/パニクる(頭がパニックになる)など 

   11 名詞の派生： 「-ing/-ee/-er/-君/-男/-ちゃん」などをつける方法。 

   12 形容詞・形容動詞の派生： 接辞「い」「ぽい」をつけて形容詞にしたり、英語の接辞「チック」「フル」「レ

ス」をつけて形容動詞にする方法。また「～ってる」という表現は形式上動詞

であるが、意味的には形容詞である。  今い(当世風のさま)など 

   13 動詞の複合： 「する」をつけてサ変動詞化する方法。 

              お茶する(喫茶店に行く)/ブルジョワする(いつもよりちょっと豪華なことをする)など 

   14 名詞の複合： 「～状態」など多くの例が存在する。  空腹状態(おなかがすいている)など 

   15 音の転化： 既存語の語尾を変えるもの。  うれピー(うれしい)/やっぱし(やっぱり)など 

 この中でとりわけ多く用いられている造語法が省略である。米川は『現代用語の基礎知識』の「若者用語」の19

80年版から1993年版までの14年間分を調査し、全体の語の21％が何らかの省略法により造語されていたという

結果を得ている。また、省略による造語が多いことについての要因として①現代社会のスピード化、②言語の浮

遊化、③言葉の娯楽を挙げている。 

 

Ⅲ現代若者言葉とSNSの関係性 

 Ⅰ・Ⅱでは1990年代までの若者言葉についての研究を取り上げたが、Ⅲでは現代の若者言葉についての研

究等を取り上げる。その中で特に注目するのが、若者言葉とSNSの関係についてである。 

 今やSNSは様々な人が利用をしているが、その中でもやはり若者の利用は特に多い。総務省「平成29年版 情

報通信白書」の中には年代別の「代表的SNSの利用率の推移」が掲載されている。この2016年のデータを見る

と、LINEは40代まで利用率が70％を超え、世代間の利用状況の差が小さい。一方、Twitterでは10代・20代がお

よそ60％と利用率が高いが、30代以上は30％以下となり世代間の差は大きい。また、「6つのいずれか利用」の

項目でも20代は97.7％と非常に多い。 

 20代はⅠで述べた若者言葉の定義の「中学生から三十歳前後」というくくりに属しており、SNSは若者を中心と

して利用されているという特徴はある程度認められるだろう。 

 文化庁は「分かり合うための言語コミュニケーション(報告)」において「打ち言葉」という概念を新たに定義して

いる。「打ち言葉」とは、「情報機器などへの文字入力による言葉」である。これらは書き言葉である一方、頻繁に

短い言葉のやり取りの中で用いられ、くだけた話し言葉的文体となっている。 

「打ち言葉」の特徴としていくつかの点が挙げられる。まず、書き言葉では損なわれてしまうパラ言語(声の調

子や表情などによる言語外での意思伝達)を絵文字や顔文字により補っている。顔の表情をデザインした絵文

字は特に広く浸透している。また、「打ち言葉」の特性から生じる独特な表記・表現方法がある。例として、「おｋ

(OK)」「うｐ(up)」など誤変換がそのまま利用されるようになったものなどがある。 

「打ち言葉」は使用するSNSの特性の影響を受ける。LINEなどチャット型のSNSでは句読点を「送信」という形

で表現し省略する手法も見られる。加納・佐々木ら(2017)はLINEのトークデータからの調査で、個人による差は
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見られるものの全句数に対して句点の出現率が5％に過ぎなかったということを示した。句末や文末が明らかで

ある場合は句読点を省略して少しでも早く送信していると考えられる。金曘泳(2020)は「打ち言葉」を「チャットの

打ち言葉」と「技術依存の打ち言葉」に分類し、LINEでは「チャットの打ち言葉」が多いのに対し、Twitterでは

「チャットの打ち言葉」と「技術依存の打ち言葉」の両方が見られるという違いがあるとしている。 

若者言葉・打ち言葉は世代によってその使用や認知程度が大きく開いている。文化庁の「絵文字を認知・使

用しているか」という世論調査では「使うことがある」と回答した人が20代、30代など若者は割合が高く、50歳以下

では6割を超えている一方、60歳以上は3割以下であった。また、楠本(2017)のアンケート調査では、若者言葉を

使う対象は「同級生」が最も多く、その次に「親」「後輩」と続くことから、とりわけ同世代や親しい関係で使われる

ことが多く、これも世代間での認知の差に対する要因になっていると考えられる。 

 

Ⅳ現代若者言葉についての分析 

ⅠⅡで示したような過去の若者言葉に関する先行研究を受け、現代の若者言葉を比較しながら考えていく。

そこで現代若者言葉の例として次の二つを用いることにした。 

 1つ目は「今年の新語」である。これは、三省堂の主催により選考される各年の代表的な新語を決めるキャンペ

ーンであり、2015年から始まっている。「今後の辞書に採録されてもおかしくないもの」を考慮しながら選考してお

り、その候補として「『今年特に広まった』と感じられる言葉(今年誕生したかどうかは問わない)」「自分自身や周り

の人が、ふだんの会話やSNSなどでよく使うようになった言葉」「流行語や時事用語、新しい文物でも構わない」

と挙げている。また、この前身には2014年に飯間浩明氏が独自に行った「今年からの新語」という企画があるが、

これも合わせて2014年から2021年までの8年間分のものを扱う。 

 2つ目は「JC・JK流行語大賞」である。これは、株式会社AMFが、Instagram上の現役女子中高生の投稿をもと

に、全国の女子中高生からなるマーケティング集団"JCJK調査隊"の選考によりトレンドをまとめたものである。「ヒ

ト・モノ・アプリ・コトバ」の4部門からなり、このうちコトバ部門の2017年から2021年の5年間分を扱う(このうち2017

年以外は上半期のものを含む)。 

 

今年の新語 

(三省堂) 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

(今年からの新語) 

大賞(1位) チルい ぴえん —ペイ ばえる(映える) 忖度 ほぼほぼ じわる ワンチャン 

２位 ○○ガチャ ○○警察 にわか モヤる インフルエンサー エモい マイナンバー それな 

３位 マリトッツォ 密 あおり運転 わかりみ パワーワード ゲスい LGBT あーね 

４位 投げ銭 リモート 反社 尊い ～ロス レガシー インバウンド 安定の 

５位 人流 マンスプレイニング サブスク Vtuber フェイクニュース ヘイト ドローン 自撮り 

６位 ウェビナー 優勝 電凸 肉肉しい 草 スカーチョ 着圧 プロジェクションマッピング 

７位 ギグワーク ごりごり カスハラ マイクロプラスチック 仮想通貨 VR ゆうて(言うて) NISA 

８位 更問い まである 垂直避難 寄せる オフショル 食レポ 爆音 危険ドラッグ 

９位 おうち○○ グランピング 置き配 スーパー台風 イキる エゴサ 刺さる ～み 

10位 Z世代 チバニアン ASMR ブラックアウト きゅんきゅん パリピ 斜め上 ぽんこつ 

選外 じゃないほう (コロナ枠) タピる 半端ないって 卍 神ってる とりま (次点) 壁ドン 

 鼻マスク ソーシャルディスタンス ワンチーム そだねー プレミアムフライデー チャレンジ エンブレム  
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 黙食 ステイホーム   熱盛 IoT   

  クラスター       

  アマビエ       

  ロックダウン       

  手指       

特別賞   令和      

 ↑表１ 今年の新語 (三省堂の調査を基に筆者が作成) 

 

JC・JK 

流行語大賞 

2021 2021 

上半期 

2020 2020 

上半期 

2019 2019 

上半期 

2018 2018 

上半期 

2017 

1位 きまZ はにゃ？ きゅんです ○○しか勝たん ぴえん ASMR タピる あげみざわ ○○み 

2位 Let it be アセアセ 全集中の呼吸 おうちカフェ べびたっぴ KP あげみざわ あざまる水産 熱盛 

3位 ～もろて ひよってる 

やついる？ 

ぴえんヶ丘 

どすこい之助 

密です KP #instalove どこまでいっても 

渋谷は日本の東京 

ないたー 彼女感 

4位 平成ギャル さぁせぇん 量産型ヲタク おしゃピク 3150 (○○) Tiktoker クセがスゴい まじ卍 

5位 超チルな 

ラッパー 

大丈夫そ？ ○○しか勝たん ぴえんこえて 

ぱおん 

匂わせ リアコ インスタ萎え いい波のってんね ンゴ 

 ↑表２ JC・JK流行語大賞 (株式会社AMFの調査を基に筆者が作成) 

 

 2つの表を比べると、「JC・JK流行語大賞」は調査対象が女子中高生に絞られており、米川氏の定義する「若者

語」の指し示す年齢層に近いものとなっているが、「今年の新語」はそうした対象は特に絞られていない。また、

「今年の新語」についてはあくまで「新語」を選ぶものであり、実際「垂直避難(19年)」「スーパー台風(18年)」など

到底「若者言葉」とは呼べないような言葉も交じっている。しかし、2つの例を比べて類似した言葉も散見されるた

め、これも語を選択しつつ扱う。 

 まず、Ⅱにおいて示した米川氏による分類を参考に、表３の分類によって「今年の新語」「ＪＣ・ＪＫ流行語大賞」

をそれぞれ整理した。まとめたものが表４・表５である。 

 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

既存の語と無関係な新語の造語 

借用 

省略 

倒置 

読み替え 

言い替え 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

頭文字化 

もじり 

語呂合わせ 

混交 

動詞の派生 

名詞の派生 

13 

14 

15 

16 

17 

形容詞・形容動詞の派生 

動詞の複合 

名詞の複合 

音の転化 

1～16の分類に入らない 

 ↑表3 分類方法 (米川(1998)の研究を基に筆者が作成) 

 

1 ごりごり きゅんきゅん 

3 反社 サブスク 電凸 カスハラ Vtuber オフショル 熱盛 エゴサ パリピ とりま ワンチャン あーね 
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7 ASMR VR IoT LGBT 

10 ウェビナー 置き配 スカーチョ 食レポ 自撮り 壁ドン 

11 タピる ばえる モヤる イキる じわる 

12 わかりみ インフルエンサー ～み 

13 チルい 肉肉しい エモい ゲスい 神ってる 

15 ○○ガチャ おうち○○ ○○警察 パワーワード ○○ロス フェイクニュース 

17 ぴえん 優勝 まである にわか 尊い 寄せる 忖度 草 卍 ほぼほぼ ゆうて 刺さる 斜め上 それな 安定の 

 ↑表4 「今年の新語」の造語法による分類 (筆者が作成) 

 

1 アセアセ  ぴえん 11 タピる 

3 おしゃピク リアコ 熱盛 12 tiktoker ○○み 

7 KP 3150 ASMR 16 さぁせぇん ないたー 

8 きまZ インスタ萎え 17 ～もろて はにゃ？ 大丈夫そ？ きゅんです ○○しか勝たん べびたっぴ (○○) 

9 ぴえんヶ丘どすこい之助 ぴえんこえてぱおん あげみざわ 

あざまる水産 まじ卍 

  

 ↑表5 「JC・JK流行語大賞」の造語法による分類 (筆者が作成) 

 

 表４・表５を見ると、まず省略による造語が多いことがわかる。この特徴はⅡで挙げた米川氏の調査でも同じ傾

向が見られる。その一方、単語が長くなっている場合もある。上の表からは、「ぴえん」が挙げられ、「ぴえん→ぴ

えんこえてぱおん→ぴえんヶ丘どすこい之助」と派生していく。単語が長くなるにつれ、その意味が強調されるな

どの効果が見られる。 

また、米川の造語法の分類では収まりきらないような単語(表３における分類17に属する単語)もあった。その

中で次のようなものが見られた。 

 ①既存語の用法を変化させた語 

 ②文字の形状から変化した語 

 ③会話を前提とした語 

まず、多く見られたのが①既存語の用法を変化させている語だ。上の表からは次のような例が挙げられる。 

    優勝：第一位で勝つこと。決勝戦で勝つこと。  →大満足（な体験を）すること。最高なこと。 

    まである：［自分の基準からみて］予想以上のものが存在する。 

         →［動詞句・形容詞句に接続して］ある予想や基準をこえたことをおこなう。また、そのような状態

である。 

    にわか：急に そう〈なる／する〉ようす。;〔にわか―〕その時だけの。かりそめの。 

        →その時だけ関心を持つ人。関心を持って間もない人。にわかファン。 

    刺さる：先のとがったものが、ほかのものの中にくいこむ。; 強い刺激をあたえる。 

      →深く納得したり、共感したりできる。 

  (三省堂「今年の新語」より) 
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 ②文字の形状から変化した語は、「草」が該当する。対談記事などでは笑い表現として(笑)が用いられる。これ

が省略されてwという表記になり、それを連ねて書くときwの数によって笑いの度合いを表すようになった。その様

子を草原に例えて「草」とし、今では笑える、面白いという意味で「草生える」などという表現がある。 

 ③会話を前提とした語は「ゆうて」「それな」などを含む。「ゆうて」は接続詞の用法を持ち、「そうは言っても」とい

う意味を表す。また、会話を始める際「ゆうて……」と使うこともあり、この場合特に意味はない。「それな」は他者

の発言に対する共感を示すあいづちに用いられる。これらは会話のきっかけとなる語やあいづちのための言葉

である。この他に、省略による造語である「あーね」(「あーなるほどね」の略)、「とりま」(「とりあえずまあ」の略)など

も会話の中で用いるための語であると言える。 

 このうち、②文字の形状から変化した語と③会話を前提とした語は、文字によるSNS上でのやり取りをするという

言語使用の状況を踏まえて生まれた言葉であると考えられる。 

 また、今回扱った「今年の新語」「ＪＣ・ＪＫ流行語大賞」という2つの例のそれぞれの特性から分類により得たデ

ータを考察する。「今年の新語」は前述したように対象の年齢層が絞られていない。そうした点で、調査対象が絞

られている「ＪＣ・ＪＫ流行語大賞」と異なり、選ばれた言葉を見るに完全に若者だけが使う言葉というよりも、若者

たちの間で生まれた言葉の中で一度は世間で注目を受けたような言葉が多い。また、選考基準に「今後の辞書

に採録されてもおかしくないもの」とあるように、一時的に流行しただけの言葉よりもその単語が誕生してから数

年経過しても使用事例が見られるものが多い。 

 対して、「ＪＣ・ＪＫ流行語大賞」は当時の流行をそのまま反映した即時的なものである。また、「今年の新語」の

造語法による分類では省略が特に多く、また一単語の長さが短いものが多く列挙されている中、単純な省略だ

けでなく一単語を派生させ逆に長くした単語も見られる。言葉に対する「娯楽性」「遊び」「ノリ」を求めていると考

えられる。また、上半期のランキングと一年間のランキングでは大きく中身が入れ替わっており、このことから多く

は短期間に大きく流行して、その流行が過ぎてからはあまり使われなくなる単語と言うのが多いと考えられる。 

 

 

３．結論 

 米川氏は若者言葉の特徴を①仲間内の言葉②会話促進のための言葉③規範からの自由と遊びとした。この

特徴は今回の調査ではおおよそ当てはまっていると考えられる。現代若者言葉も今までの流れを汲んでいるこ

とになるだろう。 

しかし、過去のものには見られない特徴もあり、その原因となっているのがSNSの登場である。SNS上でのやり

取りに使われる言葉は「打ち言葉」と呼ばれ、SNSの特性によった独特の言語表現が見られる。例えば、絵文字

を使った感情表現やLINEでは句読点の省略が見られることなどが挙げられる。現代において若者言葉はSNS上

でのやり取りを効率よく、そして楽しく円滑に進めるためのツールとしての役割を持っていると考えられる。この点

においては「会話促進のための言葉」といった以前からの特徴を引き継いでいるものとも捉えられる。 

若者言葉はよくない、言葉の乱れだ、という意見もある。しかし、一概にそう言えるものではないと思う。例え

ば、若者言葉は人々の表現を狭めているという意見がある。しかし、若者はSNSを通じ、ただ言葉を使うだけでな

く、新たな言葉を作ることで表現を補っている。今までにはなかった新たな概念、今まで表現することが難しいと

してきたこと、そうしたものを何とか言葉として表現しようとしている。この言語活動は、むしろ表現の幅を広げると

いう結果をもたらし得るのではなかろうか。例えば「ぴえん」はその一例である。「今年の新語2020」の選評におい

て、従来の泣く様子の表現は「わーん」「うえーん」などの「大泣き」系と「しくしく」「めそめそ」などの「すすり泣き」

系があった。しかし、その中間にあたる「少し声を出して泣く表現」が今までなかった。その穴を「ぴえん」が埋め

たのである。 

また、若者言葉がSNSによって変化しているという結果を受け、若者言葉は現在の流行、大勢に対しとりわけ

柔軟に、そして迅速に適応しているとも考えられる。そうした点で、若者言葉は日本語における先駆者的な振る

舞いも期待できよう。そして、若者言葉の「表現の幅を広げる可能性」「柔軟で迅速な適応能力」は十分にそれ

の有益な側面を表していると考えられる。 

 今後、若者言葉が社会の変化の中でどのような変遷を遂げるのか、非常に期待できる。 
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広島大学附属福山高等学校 ５年｢提言Ⅰ｣ 

  

日本における若年層の政治的関心と投票率の向上に関

する提言   

                                  ５年D組薄井秀至 

 

１ はじめに 

ニュースなどで昨今話題となっている我が国の抱える問題の一つに投票率の低下がある。 

これはわが国での1966年以降の投票率を見ても明らかである。その中でも特に若年層の投票率の低下

は著しいものがある。 

 日本国憲法では我々は不断の努力によって私たちの権利を守るとある、この不断の努力というものの

中には当然主権者として政治に積極的に参画することもまた含まれている。 

 投票は民主主義国家である我が国においては非常に重要な政治参加の手段の一つである、投票に行

くことをやめるということはすなわち自分たちの意見を反映させることをあきらめているともとることができる

これは一部の人に偏った政治が行われ多くの人が納得のいく政治が行われなくなるといったことにつな

がるのではないかと考えている。 

 そこで私は投票率や主権者教育の現状、政党や政治団体の有権者への働きかけの現状、政治運動

や政治自体への有権者の意識、といった若者の政治参加の現状を把握し、いかなる活動が有権者の政

治参加を促進できるようにするのか、政党や政府、政治家や社会、親や教師などの若者を取り巻く大人

たちはどのような方法で若者に政治参加の重要性を伝えていけばよいのかを研究し発信することで、微

力ではあるが現状の低い政治意識や投票率を改善することに貢献したいと思いこの研究を行おうと考え

た。 

 

2.本論 

 本論文の調査方法は以下のとおりである。 

① 我が国の投票率と政治意識の現状 

② 我が国で行われている取り組み 

③ 諸外国での取り組み 

④  政治意識と投票率を向上させるための提言。 

 

①ではまず我が国の投票率と政治意識がどうなっているのかという点を政府機関や報道機関の調査をも

とに述べる。 

① Ⅰ我が国の投票率と政治意識の現状 

 

まず我が国の置かれている政治状況について説明する。 

我が国の投票率は平成二年以降自民党から民主党への政権交代や郵政民営化選挙などの重要な争

点のある選挙を除き、衆議院選挙はおおむね５割後半から６割前半、衆議院選挙は４割から5割で推移

している。(１) 
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地方の議会選挙や首長選挙ではさらに状況は悪く、東京都議会選挙では昭和３４年に７０％台を超えた

のをピークに5割から4割の投票率で推移している。 

有権者の2人に1人しか投票へ行っていない現状は国民の公務としての性質も持つ投票を国民が放棄し

我が国の民主主義の正統性を貶めている。 
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(総務省 国政選挙における投票率の推移 より引用) 

Ⅱなぜ投票率の低下は問題なのか 

Ⅰでも多少触れた部分ではあるがそもそもなぜ投票率の低下が問題であるのかということを説明しようと

思う。 

このなぜ投票率の低下が問題であるのかを論ずるにあたって民主主義とは何か、民主主義がほかの政

体よりなぜ好ましいのかについて論じる。 

なぜ民主主義が君主政やファシズムなどと比べて優れていると考えるかというと、君主政や独裁政などの

諸政体ではどうしても君主政であれば君主、独裁政であれば独裁者やその独裁者を支持する集団の意

見ばかりを重視して実行することが多く、世論や大多数の国民を無視した政治が行われる場合がありま

す、一方民主政では基本的に国民の望む政策が中心として実施される、また民主政とその他の政体の

大きな違いとして比較的穏健な政権の移行がおこなわれかつ権力の腐敗が比較的発生しにくいところが

あると考えます、独裁政や寡頭政では指導者の死後、多くの場合激しい権力闘争があり、政治が停滞し

最悪の場合内戦状態などに突入する場合があります、君主政においては代を経るにつれジョン。アクトン

の絶対的権力は絶対的に腐敗するという格言に代表されるように腐敗が進む場合が多く、一番深刻な問

題として必ずしも有能な君主が即位するとは限らない(万暦帝やジョン王など)場合がある点がありさらに

正統性が血統によって求められているため、簡単に首を挿げ替えることができないからです、仮に無理

やり首を挿げ替えようとすれば多くの場合内戦や戦争に発展します、一方民主政では基本的にある一方

の政権や為政者が選挙で敗北したとしても基本的に(今回のアメリカ大統領選挙などの事例はあります

が)もう一方を正統な支配者として承認するため、穏健に政権交代が行われかつ政権交代が頻繁に行わ

れるため、権力の腐敗は起こりにくい。また民主主義は国民主権を実現するための必要な道具として機

能している。 

ゆえに民主主義という政治形態は今日幅広い国で受け入れられるものとなっているが、民主主義とはそ

もそも日本学術会議による提言⁵や日本経済新聞での記事⁶でも触れられている通り民主主義という制度

は主権者である国民が積極的に政治に参画することによって成り立っている、よって棄権が増えるという

ことはすなわち民主主義の正統性が揺らいでいるということに他ならない、これは憲法に明記される国民

主権をも揺るがしかねない事態であるよって私はこの問題を積極的な是正措置をもって解決しなければ

ならないと思う。 

 

  

②わが国で行われている取り組み 

ここでは我が国の政府や政党や市民団体などが行っている取り組みについて述べようと思う。 

 Ⅰ主権者教育 

わが国では政府が主権者教育を、満18歳以上の者が選挙権を持つようになったことを踏まえ、単に政治

の仕組みについて必要な知識を習得させるにとどまらず、主権者として社会の中で自立し、他者と連携・

協働しながら、社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一人として主体的に担うことがで

きる力を身に付けさせることを目的として実施している総務省のデータ¹によると高校で選挙や政治に関

する授業を受けた人の方が、受けていない人と比べ、投票をした割合が約7ポイント高い、という結果が

出ており有効性はある程度存在すると考えられる。 
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Ⅱ既存政党による若者の政治参加推進の取り組み 

今回既存政党による若者の政治参加推進の取り組みを調査するにあたって日本の政治に比較的大きな

影響力を持つ議会第一党である自由民主党と第二党である立憲民主党による取り組みを主にピックアッ

プして調査しようと思う。 

①自由民主党 

自民党 自民党青年局という若年層が所属する組織があり、勉強会や党の執行部への申し入れや党の

選挙活動や街頭演説を行っている。特に学生を対象とした学生部という組織も存在して見学ツアーなど

も行っている。 

また一般的な党員・支持者向けの「自由民主」という機関紙だけでなく「りぶる」という女性向けの機関紙も

出版している。 

また自民党ネットサポーターズクラブ（J-NSC）という自民党の支持者や政治に関心のある人物、を対象と

してボランティアを組織し活動している組織もあります。 

活動としては毎週自民党の情報を掲載したメールマガジンを発行する他、政策勉強会や議員へのインタ

ビューなどを実施している。 

 

 

立憲民主党 立憲民主党青年局という若年層が所属する組織が自民党同様存在している、こちらの組

織の活動は日本弁護士政治連盟などの組織との意見交換やオンラインセミナーの実施、政策提言を行

っている。また党代表である枝野幸男氏との交流活動も行っている。また一般向けに「おしゃべり大学」と

いう様々な社会問題に深くかかわっている人物や立憲民主党所属の議員を招いて講演を聞いたり、講

師や参加者同士で話し合いを行う活動を行っている。私は今回第２回おしゃべり大学へ参加したが参加

者は立憲民主党出身の議員や大学生が多く、高校生は私がわかる範囲では１名しか発見できなかっ

た。 

また学生部にあたる立憲ユースという組織も存在し、「若者政策会議」や「おしゃべり会議」といった政策

や社会問題について話し合う催し物を開催しているが、活動場所については私が立憲民主党の職員に

伺ったところ活動は関東地方が中心であるとの回答を得た。また参加費は０円である。 

 

立憲民主党岡山一区支部長原田謙介氏のインターンに参加 ８月１７日～１８日 

国会議員や地方議員で学生インターンを実施している議員は相当数存在しますが、私は今回立憲民主

党所属の原田健介氏のインターンに参加した。 

インターンの業務内容としては商店街や住宅地でのあいさつ回り、事務所の整備、ポスティング.各種団

体へのあいさつ回りなどがある。 メリットとしては基本的に近くに現役の政治家がいるため政治について

気になった様々な点を聞くことができるという点がある、しかし今回の調査で気づいた点としては政治家も

私たちも結局同じ人であるのだから実際に話してみればかなり親しみを感じることは十分可能なのではな

いかというところがある。 

 

161



 

 

③日本共産党  

今回日本共産党岡山県委員会を訪問し、そこで事務員の方より日本共産党の取り組みについて説明を

伺った。 

共産党の学生支援団体である民青(正式名称：日本民主青年同盟)への加入者がコロナ禍によって収入

が減少したことにより生活が困窮した学生を中心に増加している。 

 

Ⅲ市民団体の取り組み 

我が国の市民団体の行っている取り組みとして若者協議会と選挙ドットコムによる活動をここで取り上げ

ようと思う。 

①日本若者協議会 

日本若者協議会とは「若者の声を政治に反映させる」ことを目的として活動している超党派団体で、模擬

投票などのイベントの主催や現状把握のためのアンケートや政府への政策提言などを行っている。また

活動は共同通信などの通信社にも報道されている。また自由や人権を保障するためという名目で校則の

見直しガイドライン案の発表なども行っている。 

 

②選挙ドットコム 

選挙ドットコムでは様々な人に政治に関心を持ってもらうために政治家の選挙での強さや政治力といった

ものを数値化してカードゲームを作成するという取り組みを行っている。 

このカード作成は実際の現役国会議員を対象としており政治家の今までの実績や政界関係者からの評

価、客観的な得票率などの情報をもとにステータスを決定している。たとえば選闘力という選挙の強さや

情報の発信力に関する数値を決める場合は選挙での当落回数や得票率、相手候補の比例復活を何度

許しているかなどの情報を参考としている。 

ほかにもその政治家に関する逸話や小ネタなどを紹介している。 

こういった活動は、若者が楽しく政治について知れるので政治参加に貢献できると考える。 

 

選挙ドットコムの作成しているカード(選挙ドットコム 公明党・山口那津男代表の強さを数値化してカード

ゲームを作ろう！～永田町スピリッツ第3回～ より引用) 

③諸外国での取り組み 

今回は参考書籍である「主権者教育のすすめ」で取り上げられた国を中心に取り組みを調査した 

ドイツ連邦共和国 

ドイツでは政治教育で身に着けることを求められる９つの能力がある。それぞれ 
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（・自分にとって政治的な意思決定が持つ重要性を認識する能力 

・複雑な政治問題を構造的に把握し、そのうえで中心的な論点を取り出す能力。 

・政治を多面的に、具体的にはその内容的側面、制度的側面、過程の側面から見る能力。 

・個々の政治的決定の意図しない結果を問う能力。 

・日々の政治的対立を、中長期的な政治的-経済的-社会的視点から分析する能力。 

・政治・経済・社会・法における具体的な諸問題を、現在および過去の政治思想と関連付けて理解し、自

分自身の理解と比較する能力。 

・現実の政治問題や決定を、民主主義の基礎的価値と関連付け、批判的に考察する能力。 

・メディアが政治を演出する論理とメカニズムを分析する能力。） 

(近藤孝弘 ドイツの政治教育 成熟した民主主義への課題より引用) 

 

である。これに関して我が国の主権者教育及び公民教育の目標と比較してみようと思う。 

日本 

高校公民科の目的 

・選択・判断の手掛かりとなる概念や理論及び倫理、政治、経済などに関わる現代の諸課題について理

解するとともに、諸資料から様々な情報を適切かつ効果的に調べまとめる技能を身に付けるようにする。  

・現代の諸課題について、事実を基に概念などを活用して多面的・多角的に考察したり、解決に向けて

公正に判断したりする力や、合意形成や社会参画を視野に入れながら構想したことを議論する力を養

う。 

ここからわかることとしてはドイツではまず個人個人の政治的行動や政治的判断の重要性について理解

してもらいそのうえで政治的判断や行動を行うための能力を養うことを重要視しているが、我が国では単

純に政治的行動や政治的判断を行うための能力を養うことを重視している。 

我が国で行われたアンケート調査(参考書籍：１８歳選挙権に向けて主権者教育のすすめから引用)でも

そもそも個人個人の政治的行動や判断が価値が低いという意識が浸透してしまっているため、我が国に

おいても後者の政治的教養や能力を高める教育だけでなくそもそも個人の政治的行動や判断の重要性

を重視した教育活動を行うべきだと考える。 

 

スウェーデン 

・若者団体に若年層の７割が参画している 

・若者は社会のリソースであるという価値観の普及 

・学校教育においてありとあらゆる社会の価値観をすべて教えることは不可能であると断言したうえで民

主主義の基本的価値観である男女平等や生命の尊厳、表現の自由などを絶対視して教えることを副教

材において明記。 

 

 

Ⅴ投票率向上に向けての提言 

①主権者教育の一環として政治家の通知表をつける 

②政党診断や政治診断をやってみる 
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③地元議員と地元住民が交流できる場を増やす 

④学生と政治関係者が対談する場を設ける 

⑤学校運営に生徒が自主的に参加できるようにする 

① 

地元の政治家について自分で政治家が国会や行政でどのようなことをしていて、どのような法案に賛否

を示し、どのような提案や発信をしてきたのかを知り、その政治家を自分で評価してみるという行動は政

治に対する不透明性を減らし自分自身の考えを持つきっかけになり、投票へ行くきっかけにもなると考え

ました。 

 

② 

政党の掲げる選挙公約や政策がよくわからない人や調べる時間がない人が投票先を考える助けにする

ために、自分の考えがどの政党の考えに近いか診断してくれる政党診断や政治診断は診断内容が絶対

というわけではありませんが、これを推進することはある程度投票へ行くきっかけになると考えます。 

こういった診断テストの例としてJAPAN CHOICEの投票ナビや、Vote matchがあげられます。 

 

（JAPAN CHOICEのウェブサイトより引用） 

③ 

①でも触れたことではあるが、多くの人が地元の政治家がどんなことをやっているか知らないという問題が

あり、これを解決するために地元議員と交流するということは政治の透明性を高めることができるとともに、

高度な政治的知識が必要となる国会議員との交流と比べ、地元政治は自分たちの生活と直結することで

あるため、比較的発言しやすいというメリットがある。 

 

④ 

自分たちから見て何をしているかよくわからない議員や政党職員や官僚の方と対談する機会を設け、イメ
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ージをつかんでもらえるようにする、また政党事務所や議員事務所などに学生が訪問しやすい体制を作

る。 

 

⑤ 

若者特に高校生にとって一番身近な社会は何処であるかということを考えた際に出てくる場所は学校で

あると私は考えました。 

学習性無力感という言葉があります、それは一度自分は無力であると感じてしまったらどこかで自分の手

で得た成功体験を獲得しない限り無力であると感じてしまうことです。 

もし仮に最も身近な社会である学校を変えたいと思う若者たちがいてそこで教師が生徒に形式的な役割

ばかりを任せたり、学校運営の業務だけ押し付けて自分たちの意見を全く反映させなかったりしたらどう

だろう、きっと彼らは自分たちは強大な「権威」の前では無力であると錯覚し、自分たちでは社会を変えら

れないのだという考えになってしまう可能性がある。 

その考えはゆくゆくは有権者になったときの国政や地元の政治に対する態度にも反映され、政治的無能

力者へと彼らを貶めてしまいかねない。 

本論文の中で触れた国民の政治参加が非常に進んでいるスウェーデンにおいては、生徒が積極的に学

校運営に参加し、生徒組合なども高い水準で組織されているなど生徒の学校運営参画が非常に活発で

ある。 

そこで私はまず取り組まなければならないこととして学校運営に生徒が積極的に参画すること、例えば長

野県の高校で行われている生徒・地域住民・教員による三者協議会の設置や学校を積極的に改善する

ための提言活動や署名活動等の社会活動の推進、教員会議の内容を教員の中だけで共有するのでは

なく生徒にも提供する情報開示。こういったの身近な政治の推進がゆくゆくは国政や地方政治などの大

きな政治への積極的な参画へつながるのではないだろうか。 

 

②の補足  

私は②の提案で政治診断を利用することを推奨する旨を述べているがここに捕捉を加えようと思う、そも

そも私たちが投票をする際に考慮する要素は様々である、例えば政党であれば政策だけでなく日ごろの

政治活動や立法実績、歴史など、個人であればその個々人の生い立ちや性別、人柄、政策、日ごろの

政治活動や立法実績、国会質問の数、博士号などの称号を持っているなどである。現行の政党診断や

政治診断は私の調べた範囲では純粋に個々の選挙や日ごろ掲げている政策に基づいてどの政党や個

人が投票先にふさわしいかを判断している、つまり政策以外のバックグラウンドは無視された状況になっ

ていることが多い。ゆえに様々な角度で投票先を決めるという考え方に基づくと仮に診断が完全に公平

中立なものであったとしても診断だけに頼るのは良いことではない。また政策だけで投票先は判断すべ

きだという立場から見ても少し危険な部分がある、それは各政党や個人は選挙の時に掲げているマニフ

ェストのみを実際に議席をとったり政権を取ったときに実行するわけではなく、当然その他の立法活動も

行う、そういったすべての政党や個人政策を一つの診断で網羅しようというのははっきり言って不可能で

ある。 

各選挙で各党や個人が掲げているマニフェストつまり選挙の争点以外の部分に重きを置いている有権者

も当然いるわけであり、この観点から見ても診断のみで投票先を決定するのは危険である。それのみなら
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ず、各党・各候補者はその政策を掲げるに至った理念や政治哲学がそもそも異なる場合がいくつかある

ため、単純に自分の支持する政策を掲げているからと言って自分と同じ考えの政党・候補者であるとは限

らないのである。 

一方単純にその政策が成立することによる効用を最大化したいという考えの有権者から見ると純粋に自

分の賛同する政策を掲げる数が多い政党を選択することが好ましい選択となるため、そういった有権者

にとっては非常に有力な投票先決定のファクターになりえるだろう。 

総括としては政党・政治診断は有用で手軽に利用できる投票先決定のファクターになる得るものではあ

るが、その利用を促進する場合はわたくしが上記した政党・候補者のバックグラウンド問題、実績問題だ

けでなく政策実行力の問題や政策の実現可能性などが診断では考慮されていないという点を留意したう

えであくまで選挙へ行く足がかりの一つとして促進活動を行うべきである。 

 

参考文献 

・近藤孝弘 『ドイツの政治教育 成熟した民主主義への課題』 岩波オンデマンドブックス 2005年発行 

 

・総務省 『国政選挙における投票率の推移』 最終閲覧日１月２５日 

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/ritu/index.htmｌ 

 

・日本経済新聞 2014年12月15日 『民主主義 迫る危機』  最終閲覧日１月２５日 https://www.nikkei.c

om/article/DGKKZO80907900V11C14A2PE1000/ 

 

・Yahoo!Japanニュース 室橋祐貴 2021年2月9日 『なぜ「校則の改正プロセス明文化」が重要なのか？

高校生らが提言書を文科省に提出』  最終閲覧日 2022年1月18日 

news.yahoo.co.jp/byline/murohashiyuki/20210209-00220026 

 

・両角達平 『若者からはじまる民主主義 スウェーデンの若者政策』 萌文社 2021年８月１５日発行 

 

・文部科学省 『「主権者教育の推進に関する検討チーム」中間まとめ～主権者として求められる力を育

むために～』 https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/1372381.htm 最終閲覧日１月２５日 

 

・林健一 「主権者教育に関するアンケート調査結果からみた 大学教育機関の課題 ―計量テキスト分

析を活用した試論―」 「中央学院大学社会システム研究所紀要」 

https://www.cgu.ac.jp/albums/abm.php?f=abm00005174.pdf&n=%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%AD%A6%E

9%99%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6_%E7%B4%80%E8%A6%81vol2%E6%9E%97.pdf 

最終閲覧日 2022年1月18日 

 

・藤井剛 『18歳選挙権に向けて 主権者教育のすすめ 先生・生徒の疑問にすべてお答えします。』 清

水書院 2016年発行    
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・選挙ドットコム 『公明党・山口那津男代表の強さを数値化してカードゲームを作ろう！～永田町スピリッ
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広島大学附属福山高等学校 ５年「提言Ⅰ」 

 

地方交通のこれから 
５年Ｄ組１２番 柿下耀太 

 

１．はじめに 

 人々の移動手段として欠かせない公共交通であるが、その在り方は今まさに再考を求められている。日本では

明治の近代化以降、鉄道を日本各地に張り巡らせ、駅を中心とした街づくりが形成されてきた。昭和になりモー

タリゼーションが起こると、交通の主役は車へと変わり、各地で高速道路などの高規格道路の建設が進んだ。今

や 地 方 で は 車 を 持 つ の が 当 た り 前 と い う 時 代 に な っ て い る 。 （ 図 １ ）

 
 しかし、モータリゼーションは様々な問題を引き起こした。渋滞や交通事故の増加、騒音などが特に都市部で

は顕著にみられる。一方、地方では公共交通の衰退をもたらす一因となった。自家用車の利用増加と人口減少

で公共交通機関の利用者が大幅に減少し、採算が取れずに本数の削減や路線の廃止されるケースが増えて

いるのだ（図２）。このことが自動車の運転ができない高校生ら交通弱者の移動機会を奪い、また高齢者がやむ

なく車を運転することで悲惨な事故を招くなどの弊害を引き起こしている。公共交通を維持できる力もなく、現在

の交通システムが崩壊するのは時間の問題である。今回は衰退の一途をたどる地方公共交通について、新しい

交通システムの在り方について推論を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

  

図１ 自家用車の世代当たり普及台数 
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２．本論 

 地方と言っても地方都市から限界集落に近いようなところまで存在するが、今回は山間の人口数千人から数

万人程度の町をイメージして考えた。広島県では県北の庄原市や三次市が該当するだろう。また、地方交通の

中でも特に、地域間輸送というよりはコミュニティ内での移動について検討を進めることとする。 

 コミュニティ内の輸送はこれまで、路線バスがその役割を担ってきた。しかし、1章で述べた通りその利用状況

は芳しくなく、廃線が相次いでいる。背景としては、人口減少に伴う利用者の減少、運転士の人手不足などがあ

げられるが、特に採算面での廃止が多い。では、どのように解決策を見出していくか。 

  ここで私は自動運転技術に着目する。自動車の自動運転技術はかなり発展しており、それを活用することで

新たな交通システムを作ることが可能ではないか。自動運転が普及すれば、人手不足の解消や人件費の抑制

を達成できる。実際、自動運転技術を用いた実証実験は全国各地で行われており、貨客混載を含めた様々な

取り組みが行われている。そこで今回は自動運転車両を用いた交通システムを何パターンか列挙し、それぞれ

について検討した後、実際にどういった形で導入すればよいか提案する。 

 

Ⅰ ルート・ダイヤ設定型 

 これは、あらかじめ設定された走行ルートとダイヤに従って運行するシステムである。要は、既存のバスや鉄道

で運転されている路線で自動運転車両を走らせるということだ。 

Ⅱ  ルート設定ダイヤ非設定型 

 これは、ルートは設定してあるが決まったダイヤは存在せず、需要に応じてその運行を行う方法だ。例えば、利

用者がスマートフォン等で予約や呼び出しを行うと、それに合わせて車両がやってくるシステム（いわゆるデマン

ド運行方式）などがある。 

Ⅲ ルート・ダイヤ非設定型 

  ルートとダイヤ共に設定されないパターンも考えられる。つまり、タクシーと同じことを自動運転車両で行うとい

うことだ。利用者は自分が利用したいときに車両を呼び出し、行先を設定すればあとは車両が勝手に連れてい

ってくれる。 

  

 さて、この３パターンについて検討してみたい。現在日本で行われている実証実験は、ⅠまたはⅡの方式であ

る。ルートの設定なしで自動運転車両を運行することは、技術的にも法整備的にも困難を抱えているのが現状

なのだ。従って、より直近的な解決を目指すのであれば、ⅠまたはⅡのパターンを導入していくことがより現実的

ではある。ⅠとⅡを比較すると、一見、需要に応じた運行が可能なⅡが優れているように思われる。しかし、決ま

ったダイヤが存在しない故に不効率が生まれる可能性があり、予約状況によっては利用できないケースも考えら

図２ 乗合バス輸送人員（平成12年を１００とした場合） 
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れる。また、高齢者はインターネットを使っていちいち予約することに不便を感じる場合も多いだろう。全世代に

受け入れられる予約システムの構築も必要となってくる。一方、利用者としては自分の利用したいときに利用でき

ることがよいというのは当然である。その点、Ⅰの案では、運行頻度にもよるが、不便と感じ利用をためらう人もい

るかもしれない。それでは、現状と何ら変わりないことになってしまう。コスト面ではどうだろうか。自動運転車両は

非常に高額で、そのシステム整備や維持にも相当の費用がかかる。あまりにも採算が取れないようでは、持続可

能なシステム構築という目標から乖離してしまう。様々考えてみたが、ⅠとⅡでかかるコストに関しては大差ない

ように考えられる。さらに言えば、どちらも採算がとれることはあまり期待できないのではないだろうか。そもそも利

用者は限られているうえ、高額な運賃を設定するわけにもいかない。これに関しては、技術革新で車両自体の

値段が下がるまでの辛抱となるかもしれない。 

 これらのことを踏まえると、ⅠとⅡのどちらが優れていると判断することは難しいとわかる。そこで、運行される地

区の実情やあるいは運行される時間帯に合わせた形で柔軟に自動運転技術を導入していくのが最もよいので

はないかという結論に行きついた。例えば、自動運転システムで高校生の通学輸送を行うとなれば、毎日決まっ

た時刻に運行されるのが望ましい。一方、日中に地域住民の買い物の足として活躍する際はその需要に応じて

運行するという選択肢がある。天候によっても需要が変わってくるかもしれない。 

 これでは明確な結論を出すのを回避したように思われるかもしれないが、やはり柔軟な対応というのは重要な

のである。 

  

３．結論 

 このように、新たな交通システムとして自動運転の活用と実際の運用方法について検討してきた。結論としては、

各地域や状況に合わせた柔軟な運用を提言する。具体例については先に述べたとおりである。他方、この議論

の主役である自動運転技術については、時々刻々と進化を遂げている。技術革新によって現在では考えられな

いような技術が現れるかもしれない。また、自動運転に関する法整備も未熟な点が多いが、これについても議論

が今後重ねられていくだろう。そうした動向に伴って、新たな構想が生まれるかもしれない。地方の公共交通を

なんとかして維持するために、今後の様々な活動に期待したい。 

 

  

 

４．参考文献・出典 

国土交通省資料「実証実験の実施状況」（平成29年） 

（https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/automatic-driving/pdf06/01.pdf）（最終閲覧2022年３月８日） 

国土交通省資料「地域交通をめぐる現状と課題」（令和元年9月9日） 

（https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001311082.pdf)（最終閲覧2022年３月８日） 

Car watchホームページ「１世帯当たりの4自家用車保有台数、４年連続で減少」 

（https://car.watch.impress.co.jp/img/car/docs/389/045/html/a1.jpg.html）（最終閲覧2022年３月８日） 

総務省資料「過疎地域における地域公共交通の現状と課題」（平成29年12月13日） 

（https://www.soumu.go.jp/main_content/000569916.pdf）（最終閲覧2022年３月８日） 
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広島大学附属福山高等学校  5年｢提言Ⅰ｣  

寝たきり老人についての研究  

        ５年 D組 13番 加藤 里佳 

１．はじめに 

 日本は長寿国として有名である。平均寿命はここ 20年で 3年伸び、40年後には女性の平均寿

命が 90年を超えるだろうという政府の予想もある。その一方で、日本は人口あたりの寝たきり老人

の割合が多い国としても有名である。平均寿命が 80歳を超えていても、健康寿命はせいぜい女

性で 74歳、男性だと 70歳までというのが現状だ。つまり、大抵の老人は死ぬまでの約 10年間を

ベッドや介護施設の中で暮らすか、家族の手による介護によって生きるのだ。この問題は過疎地

域の医療と同様に日本の医療が抱える大きな問題として長年に渡り横たわっている。それに伴っ

た介護職員の不足やその仕事の過酷さ、またそれらを援助するための税金の使い道についてま

でも日本が抱えている問題はまだまだ沢山ある。学校では保健の授業で各国グラフから読み取れ

る日本の寝たきり老人についての問題について議論し合う機会があった。高齢化が著しく進み、

超高齢化社会になったことや、患者あたりの医師数の少なさ、1回あたりの入院期間の長さなど原

因と思われる箇所はいくつも見つかったが、それに対する答えは出ないまま授業は終了した。本

当の原因は何だったのか。本当に日本は税金を上げた方が社会福祉の貢献に繋がるのか。一体

解決策はどこにあるのか。そういった興味によりこの寝たきり老人問題について考えてみることにし

た。 

２．本論 

 

I. 寝たきり老人とは 

 まず、「寝たきり老人」という言葉を定義する。一般的に下記のいずれかの状態を「寝たきり」と表

現する。 

 

・遷延性意識障害の状態 － 自力でも介助されても起床できず、意識がない状態。 

・完全な寝たきり状態 － 自力でも介助されても起床できないが、意識はある状態。 

・準寝たきり状態 － 自力では起床できないが、介助されれば起床可能で、車椅子、椅子、ソファ、ベンチ、

便座などで座位を維持可能で、病院や介護施設などに移動可能な状態。 
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 寝たきり老人と聞いて上記のような蔓延性意識障害や完全な寝たきり状態を想像する人も多いと

思うが、日本において多いのは準寝たきり状態の老人である。ここでは主に準寝たきり老人につい

て取り扱う。 

 

 II. デンマークの介護事情 

 よく日本の高齢化問題と引き合いに出されるのが北欧の充実した福祉施設とその制度である。こ

こではデンマークの介護事情について詳しく調べたことをまとめて、論述する。 

 

⑴ ナーシングホーム(プライエム、プライエボーリ） 

 中～重度の要介護者で長期の療養を必要とする高齢者が中心となって生活している。医師の常

駐はなく、看護師や入居者などの求めに応じて家庭医が訪問治療を実施している。相当体の状態

が悪くなってから入居する場合が多いので、入居期間は 1年程度と短く、原則施設内で見取りを

行う。医師の配置は基本的に無く、日常的な基本管理は看護師によって行われている。このような

終末医療のあり方については入居時に入居者及び家族の同意を得ている。1番の素晴らしい点は

なんといっても、首都コペンハーゲン以外の地域では入りたいといえばいつでも、そしていつまでも

入居することが可能ということである。部屋は全て個室制でバス、ミニキッチン、トイレが各部屋に備

わっている。住居者はそこに自分が自宅で長年愛用していた家具を持ち込み、自分の住みやすい

ような部屋で暮らしている。職員配置も入居者 1人あたり 1.0人の配置されており、これは日本の 2

倍以上の人員配置である。ナーシングホームは総人口 520万人に対して 5万戸ほどあったが、近

年ではナーシングホームよりもホームヘルプ制度を勧めていることもあり、その数は年々減少傾向

にある。入居費用は年金の 70%ほどを支払えばよい。これらの状況を鑑みて、デンマークではナー

シングホームへ入るか在宅で介護をしていくかという選択を本人の希望に基づいて決めることが出

来るといえる。 

 

(2) ホームヘルプ制度 

 総人口 1万人あたり 50～90人程度のホームヘルパーが配置されている。従来は 7週間の教育

を経てホームヘルパーになるのが一般的だったが、1991年からは 1年間に延長された。その間も

給料が支払われる。ホームヘルパーは、老人の生活能力保持のためリハビリ機能の一部や老人の

精神面を支える役割を担当させようとしている為である。パートタイマーも多く、その時給は約 1800

円と比較的高く設定されている。24時間のカバー体制で行われていることが多く、1日 3～4回自

宅に訪問される。まず朝早く８時にホームヘルパーがやってきて起床させ、ベッドメーキングや朝食

の用意をする。次に 11時頃に来訪して、買い物、掃除、洗濯、昼食と夕飯の用意をする。そして

今度は夜 8時頃、夜間帯専用のホームヘルパーがやってきて夜用の服に着替えさせ、水を飲ま

せて眠りにつかせるという具合にサービスしてくれる。深夜にも寝返りをうたせにきてくれることもあ

る。下図はデンマークにおける 24時間在宅ケア体制の内容を時間帯ごとに整理したものだ。 
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(3) 施設の民主主義と分権化 

 法律で全てのナーシングホームに｢入居者委員会｣が設置されることが義務化されている。この委

員会の委員は、毎年選挙で入居者の中から選ばれる。この委員会では施設の予算の人件費以外

の物件費(食費、旅行費用など)の使い道を施設側と議論して決めている。つまり、｢入居者委員会｣

の同意がなければ、予算が使えないようになっている。他の予算の決算報告も委員会に必ず報告

し、全て入居者に公開されている。ネストベッズ市内では入居者委員会の代表と、市の福祉部長が

定期的に話し合う会合を持ち、そこで施設の設備や施設の職員に対する不満を部長にぶつけるこ

とが出来るのである。委員会が入居者に不評な職員を部長に提出し、委員会の指摘が事実かどう

か確認された後、不適切であると判断され配置転換などの措置が取られた例が過去一件のみあ

る。この制度のおかげで、職員が入居者に対し虐待を行うなどの被害が防げるのみならず、常に高

水準の福祉が受けられる体制を保つことが出来るのである。また、地域ケア体制においても、この

市は訪問看護師を三交代勤務でトランシーバーを持たせ機械的に働かせている。その頭数は 45

人であり、彼らは配下にある 400人ものホームヘルパーを管理し、動かしている。看護師は患者達

の重症度やニーズに応じて必要だと判断した場合にホームヘルパーをそれぞれの場所へ向かわ

せるという職務を担っている。また、この市においてもうひとつ特筆すべきことは、毎日 480食もの

宅配食を調理して配達しているということである。その宅配食も、給食センターで作られるあらゆるタ

イプの治療食(糖尿病食、肝臓病食、肥満用原料食など)が用意されている。利用者には毎月メニ

ュー表が配られ、自分の嫌いなものがあれば利用者はあらかじめ電話をかけ、その食事を断るか、

あるいは別の食事を頼むことさえできる。この十分に行き渡った福祉サービスが全て地方自治体の

責任によって展開されているのだ。 

 

(4) デンマークの理念 

 デンマークでは、1979〜1982年の間に、党派を超えた高齢者問題委員会が設置されている。こ

の最後の年である 1982年に、世界的に有名な「高齢者福祉の三原則」（図 2）が打ち出された。三

原則は｢生活の継続性に関する原則｣｢自己決定の原則｣｢残存能力活用の原則｣の 3つについて

定められた。デンマークのこうした手厚い社会福祉にはこの三原則の理念が強く根付いているから

成り立っていると言っても過言ではない。たとえば、デンマークでは歳をとっても介護施設で暮らす

のではなく、住み慣れた自分の家で暮らし続けることを重要と考え、これは“在宅介護”と密接に関

わりあっている。2つ目の原則においても同様に考えることが出来る。介護が必要になると、様々な

物事を家族や周囲の人間が決めてしまうことが多くあるが、自分がどのような状態となっても、生き

方や暮らし方について自分で決めていく、つまり高齢者自身の自己決定を何よりも尊重するべきだ

という考え方である。3つ目は高齢者が「できないこと」を探すのではなく、「できること」を評価して

活かしていくという考え方である。このような三原則に則った生活を送ろうと、高齢者自身が常日頃

思ったり、そういった生活を送ってもらいたいという社会全体のサポートがある。だからデンマークで

は足が不自由になってもホームヘルパーにベッドから起こしてもらい、自分の好きな服に着替え

て、車椅子で公園まで散歩しに行く。そんな老人が多く散見される。介護に一番大切なことは結局
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税金を多く取って、福祉施設を発達させて...というより、結局個人が自分の好きなように生きたい、

自分の生活を維持したいという本人の気持ちと、それに応える人が周りに寄り添うことが必要なので

はないかと感じた。 

 

Ⅲ.デンマークと日本を比べて 

 Ⅱにおいて、デンマークは高齢者三原則という力強い理念の元、政府、県庁、市区町村、そして

個人がそれぞれ自分たちでできる福祉の最前の方法を考え、実行していることがわかった。また、

デンマークではインターネット普及率が 97.6%(日本は 84.6%)と世界一を誇っていることも調べてわ

かった。デンマークでは 1968年に｢CPR番号システム｣が開始され、その影響もあっての結果だと

予測する。｢CPR番号システム｣とは、国民一人一人に異なる番号システムを付与し、その番号に

紐付けて、生年月日、性別、居住地、学歴、職業など様々な情報を登録し、社会保障や税金など

の管理に用いられているシステムである。このシステムを使えば、インターネットから自分の過去の

病院の受診歴を管理することができ、日本では親が管理するのが一般的な子供のワクチン接種の

スケジュール管理などもこの｢CPR番号システム｣が管理することも可能である。このような、テクノロ

ジーにまで福祉向上の一端を担わせているデンマークの社会には驚いた。 

  さて、本題へ入る。元々デンマークが福祉国として有名なことを知っていたので、最初からデン

マークについて調べた後に日本でも応用出来そうな点があれば活用しようと思っていたのだ。しか

し、調べれば調べるほど、デンマークと日本の間には人口や気候だけでなく、文化などにおいて圧

倒的に違う点(どちらかに優劣を付けるものではなく)があることが分かった。以下より、具体的に述

べる。 

 

 

1. 住宅における文化の違い 

 靴を脱ぐ文化というのは危険な側面を持っている。たとえばわれわれは畳の上で横になるという

習慣も持っている。これは靴を脱ぐ文化を持っているから起こりうる習慣である。床(畳)の上で寝ると

いうのは土足で室内へ入る欧米からすると地面にそのまま寝ることとさほど変わらない。また、欧米

では体を休める時にはソファや椅子の上に座る生活が習慣となっている。これらが何を意味するの

かと言うと、畳では体を横たえやすいが、ソファに比べると立ち上がるのには大きな体力を要すると

いうことだ。これにより、起き上がるハードルが高くなるので、欧米人よりも寝たきりの姿勢でいること

が習慣づいてしまう可能性が高いだろうと考えた。そして、日本の家屋は欧米と比べると小さい部

屋で構成されており、あちこちに段差がある上に家具がぎっしりと並んでいる。改築しないままで

は、車椅子での移動がほとんど不可能に近い家が多いのだ。また、車椅子が必要な老人は大抵、

日本の核家族化進行によって、1人で暮らしているまたは夫婦のみで暮らしている。息子や娘で

も、改修するほどの金額を出せなく、その親もまた出せる余裕もない、というケースが非常に多い。

なので改修したくても出来ない、その分寝かせて介護をしよう、となるのだ。脚が弱くても車椅子を

動かせればある程度自立した生活が可能であるが、家屋が車椅子に適さなければ、寝床で横にな
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っている生活を余儀なくされ、徐々に自立した生活から遠ざかってしまう。こういった点においても、

やはり日本人は寝たきりになってしまいやすいのだと思う。 

 

 ⑵日本の医療制度 

 日本の病院は患者を必要以上に長く入院させる傾向がある。図 2は各国の入院患者の平均入

院日数をグラフで表したものである。 

 この図から、日本だけ他の国と比べ平均入院日数が 2～5倍以上と突出して長いことが分かる。

例えば出産後の入院日数は欧米では 1日か 2日であるが、日本では１週間が普通である。そうい

う伝統のためか、脳卒中や骨折の場合に限らず、他の病気でも入院が長くなり、高齢の患者はベッ

ドに寝てばかりいるため筋力や知力が衰えてくる。これも寝たきりや認知症を作る原因となる。さら

に、日本の公営養護老人ホームは４人部屋が標準である。それでも空きはなく、入所を申し込んで

２、３年待たされるのが普通という。なんとか入所しても、そうした施設では人間の尊厳を保つことが

できない。入所者が昼間車椅子で動き回れるようになっておらず、１日中寝たままの生活を強いら

れる。食事も排泄もベッドの上である。これでは残された僅かな日常生活能力（ADL）すら失われて

しまう。日本の「寝たきり」は、実際には「寝かせきり」なのである。また、日本はほかの国と比べて病

床数が多いことより、 

 

(3)死生観の違い 

  一般的に日本では介護はまず身内(息子、娘、姑、兄弟姉妹など)が行い、それでも介護しきれな

くなった場合に老人ホームで世話を受けることが多い。もしくは、金銭的に余裕がなければ、看取り

の時まで親戚にずっと介護されるということになるだろう。しかし、デンマークでは親戚にまで、金銭

的にも、迷惑をかけてまで生存したくないという人が大半なのである。だから進んで老人ホームに

入る道を選択する。入居費用は年金の 70%を払えばいいだけなので、自分で出す、という人がほと

んどである。この違いも日本とデンマークでの介護に対する国民の向き合い方の違いだと考えられ

る。 

 

 以上(1)〜(3)が日本とデンマークの違いである。この結果を基に日本の介護における問題点を 3

つ述べる。 

 

・ 介護職員(訪問看護師、ホームヘルパー)の不足 

・ 要介護者が他人に介護されることへの抵抗感を持つこと 

・ 寝たきりになりやすい生活 

3.結論 

 以上の日本の介護における分析結果をもとに、日本の介護についての提案を 3つ述べる。 
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 ① 介護職員の増員 

 ② 介護されることへの抵抗感を無くす活動 

 ③ 高齢者の自立を勧め、健康意識を高める 

 

  ②については、介護されることに抵抗を持つ人を無くすための提案である。介護されることに抵

抗がある人は、「自分のことは自分でできる」「介護されるなんて情けないことだ」などと、介護される

ことを恥ずかしいことだと感じている人である。また、認知の衰えなどから、自分には介護が必要な

いと思っている人達である。そういった人達が、本当に介護が必要なく、日々の生活を快活に、文

化的に過ごせているのなら問題は無い。だが、実際には料理をしようとしても包丁を持つことが不

安定だったり、着ようとする衣類に手や足が通らなかったりなどと、健康的な生活が送れていないこ

とが多い。③の高齢者の自立を進めるためにも、一人ひとりに合った最低限の介護は必要であり、

介護に身を任せることは決して恥ずかしいことではないと分かってもらう必要がある。そのために

は、介護の必要性を伝えること、そして介護を受けることは人生を豊かにする手段のうちの一つだと

理解してもらうことが重要である。具体的な案として、学生が総合的な学習の時間に老人ホームへ

行って介護施設を介護職員と見て回ることがあげられる。しかし、介護問題は、①の介護職員の増

員に関しても言えることだが、日本がまだまだ社会的な女性進出が進んでいないことや社会福祉

に使える税金や、介護職員の給料の低さなど、複雑に問題が絡み合っているので上記 3つの提

案を達成するだけで解決しようとするのは難しいと言えるだろう。けれども、時間をかけて社会全体

がこの問題について様々な側面から取り組む(例えばバスやタクシーなどの公共交通機関の整備

などが老人を外出させるきっかけにもなり、自立した生活を促進させるかもしれない)ことで、老人や

要介護者だからという理由で彼らをベットの上で寝たきりにさせるような状況は改善されるはずであ

る。介護問題、寝たきり問題への 1番の解決策は、国民一人一人が自分や身の回りの人の健康的

な生活を守るという意志をもつことである。 
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広島大学附属福山高等学校 ５年「提言Ⅰ」 

 

日本語を大切に 

 

５年 D組１４番 北川直輝 

１．はじめに 

 日本語は難しいとよく聞く気がする。その真偽は定かではないが、確かに敬語とかは難しい。英語は

出来るのに敬語は出来ない人もいるだろう…(まぁ両方できない人もいるが)。今回は敬語ではなく当た

り前のように使っている単語について考える。 

 

２．本論 

 単語でも調べてみるといろいろあったので、意味の変化を取り上げる。意味の変化とは広く使われて

いる意味が本来の意味と違ってくることで、本来とはどこからなのかいまひとつ分からないので、今回

は辞書的な意味とする。ここで例を挙げておく。 

 

御覧のとおりだ。次は「敷居が高い」年代別。 

 

これらのデータは 2013年のもので少し古いが差は明らかで、さらに中間発表等で聞いた感じから今で

はもっと差は大きくなっていると考えられる。これで意味が変化していることが分かっただろう。 

今回考えたいことはどちらの意味で使った方が良いかである。 
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図②④⑥から年齢層が低いほど、また図③⑤から最近の方が本来の意味とは違う意味で使っている割合

が大きくなっているが分かる。(これ以外のデータも年代別の割合の傾向は似ていたが、年度別の比較

ではあまり変化はなかった) 

第一言語のため、意味を覚えるのではなく感覚で覚えているので、想像しにくいものの意味が変化した

のではないかと考えた。実際意味の変化している言葉を調べてみても、「山」などの見ることが出来る

ものなどは変化していなかった。また年齢が低いほど親が本来とは違う意味で使う割合が大きくなりネ

ットやテレビでもそうなので、その子供も本来とは違う意味で使うようになり、割合がだんだん大きく

なっていると考えた。 

 

 

またこのデータから言葉の意味の関心が薄いことが分かり、図②④⑥のデータの若年層の本来の意味を

使う人の割合は大きくならないだろう。そうするとその子供たち、またその…と本来の意味を使う人は

減っていきほとんどいなくなるだろう。 

 

３．結論 

年齢層が低いほど本来の意味とは違う意味で使っている割合が大きくなり、また言葉の意味の関心が薄

いことから本来の意味を使う人は減ると考えられる。本来の意味を重んじるのもいいが、他の人と使う

意味が違うといろいろと支障をきたすと思うので、広く使われている方を使うことを推奨したい。 

 

４．あとがき 

今回は広く使われている方を推奨したが、まだ考えなければならないことがある。例えば、本当にその

まま変わってもいいのか、使われている割合が同じくらいのものはどうするのか等だ。前者は個人では

決めにくく、後者はこれからの変化次第といったところだ。そして当たり前のことだが、言葉は人間に

とって大切なものだ。人間は言葉を使って大半の意思疎通を図っており、極端に言えば言葉がなければ

意思疎通できない。近年英語を重視し、勉強するのも使う言語が違う多くの人と意思疎通するためであ

る。グローバル化社会により英語の勉強をすることはいいことだが、日本語には敬語やビジネス用語な

ど、他にもいろいろと難しいものがありこれらが使い分けられるよう日本語も意識してもらいたい。 
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広島大学附属福山高等学校 ５年「提言１」 

 

デジタル機器依存症 

5年D組18番 佐竹亜也美 

 

１．はじめに 

 スマホの普及率が急速に拡大している現代において、その魅力や利便さから手放せなくなっている人

が増えている。現に、2014年に発表された厚生労働省研究班の調査結果によると、インターネット依存の

傾向が疑われる成人は421万人で、5年前より1.5倍に増加した。SNSやゲームに没頭して、依存症を疑っ

たことのある人は少なくないだろう。私自身、休み期間などでスマホに釘付けになってしまい、一日に多く

の時間を奪われ悩まされたことがある。スマホ・パソコンなどのデジタル機器は生活に利便性をもたらすだ

けでなく、様々な不都合も生じさせているのではないか。現在、スマホなどの電子機器の普及に伴ってイ

ンターネット・ゲーム依存症の研究を進める研究者も増えてきている。ゲーム依存に対する認識を改める

きっかけの一つとして、1998年に科学雑誌『ネイチャー』に掲載された、ロンドンのインペリアル・カレッジ

とハンマースミス病院の研究者たちによる一つの論文が挙げられる。8人の男性ボランティアが50分間テ

レビゲームを行ったとき、ゲーム開始前とプレイ後で比べると、脳内の線条体という領域で、ドーパミンの

放出が2.0倍に増えていたのである。ちなみに、アンフェタミン（覚せい剤）を静脈注射したときのドーパミ

ンの放出増加は2.3倍であり、50分間ゲームをプレイすることによるドーパミンの放出は覚せい剤に匹敵

するといえる。ドーパミンが放出されることで快感を得、同じ行為を積極的に繰り返すようになり、心身に

悪影響を及ぼすようになると、「依存症」と言われるようになる。インターネット・ゲームがスマホなどでより

身近なものになった現代社会において、インターネット・ゲーム依存症が注目されつつあるが、私は、より

広義的に、「デジタル機器依存症」として研究する。スマホなどがもたらす悪影響を探り、身体的・社会的

に害を及ぼす「依存症」のメカニズムにも目を向けたうえで、スマホやパソコンといった電子機器との上手

な付き合い方を考えていく。 

 

２．本論 

Ⅰ.依存の仕組み 

まず、依存というのは、厚生労働省によると、特定の物質や行為、過程に対して、やめたくてもやめられな

い、ほどほどにできない状態を指す。また、嗜好や「ハマっている」との違いは、身体的または社会的悪

影響が出ているのにも関わらずやめられない状態であるかだと考えられている。 

 〈はじめに〉でも述べたように、50分間のテレビゲームプレイによって、脳内の線条体でドーパミンの放出

量が2.0倍に増えたことがロンドンの研究で明らかになった。線条体は快感の中枢であり、その領域でド

ーパミンが放出されると、それが喜びという報酬となり、再びその行為を行う意欲やモチベーションを生む。

そうした仕組みは報酬系と呼ばれ、脳はある行為が報酬に結び付くことを学習すると、その行動を意識的、

無意識的に繰り返すようになる。 

 健全な形では、勉強や仕事、スポーツを頑張って評価されたり、達成感を得られたりすることも報酬であ

る。しかし、こういった現実の行動は容易に報酬が与えられるわけではない。頑張ってもその努力が結果
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に結び付かない場合もある。そこで重要な役割を果たすのが、眼窩前頭葉と呼ばれる前頭葉の領域であ

る。眼窩前頭葉がうまく働いている人では、自分の行動規範や価値観に則って善悪を判断し、たとえすぐ

に報われなくても、長期的な目的に向かって努力をしようとする。一方で、あらゆる依存症は、大した努力

もなしに報酬を味わえるという性質をもっており、同時に眼窩前頭葉の働きにも悪影響を与えてしまう。ア

ルコールや覚せい剤にしろ、パチンコやゲームにしろ、長い目で見ると損失につながるにも関わらず、そ

れを摂取するだけで、あるいはプレイするだけで、いとも簡単に興奮や歓喜を味わえてしまう。それが依

存症という病気につながるのだ。 

 報酬系の本来の役割は、いやなことや欲望をそそられることがあっても、それを我慢し、もっと大切だと

思う目標に向かって努力することを可能にすることだ。しかし、依存症はこの報酬系を壊してしまう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展：沖縄科学技術大学院大学（OIST) ニュースセンター ドーパミン経路 
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 報酬系が狂うことで、長期的な損失より目先の快感を優先するという意思決定の倒錯が起きる。例えば、

ギャンブル依存症の人は、勝負に負けてお金を失っているときでさえも、線条体でのドーパミンの放出が

増えていることが報告されている。金銭的な損得よりも、賭けること自体が報酬になっているのである。 

 また、ドーパミン受容体は過剰な情報（快感）を受け続けると、次第に麻痺して段々と減少してしまう。そ

のため、以前には満足できていた量（時間）では満足できなくなり、段々とエスカレートしていく。 

  

Ⅱ.デジタル機器依存症 

 デジタル機器依存症でも同じことが起きている。目先の興奮や楽しさのために、長い目で見て大きな損

失を生じてしまうようなことを、ずるずる続けてしまう。また、脳には新しいことだけに反応してドーパミンを

産生する細胞があり、パソコンやスマホのページをめくるごとに脳がドーパミンを放出している。一つのペ

ージにとどまっている時間はとても少なく、今読んでいるページよりも次のページに夢中になってクリック、

スワイプが止まらなくなるのだ。 

  FacebookやInstagram、YouTubeなどのソーシャルメディア企業に代表されるテックカンパニーは、私

たちをいかに長い時間、そのサービスに滞在させるかを研究している。広告の貼り方や、個人の好みに

合わせたタイムライン表示、アプリを立ち上げた瞬間から様々な情報が飛び交って脳を刺激し、ドーパミ

ンを放出させる。また、スマホのアプリの色鮮やかでシンプルなアイコンは行動学者などの、どの色が興

味を引き付けるかという研究の成果なのだという。 

 

 デジタル機器の中でも特に危険性を持ち合わせていると私が考えるのは、スマホとタブレット端末であ

る。これらはパソコンより持ち運びやすく、いつでもどこでも使えるという利便さから、インターネットがより

身近に感じられるようになった契機になったと考える。 
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 （出典：総務省「通信利用動向調査」） 

 前ページのグラフは、種類別情報通信機器の世帯における保有率の推移を表したグラフである。この

グラフから、パソコンやテレビゲームの使用率は徐々に低下する一方、スマホの使用率は急激に伸びて

いることがわかる。タブレット型端末も着実に広く使用されるようになってきている。インターネット依存症

の調査自体はアメリカで1990年代から開始され、2008年には日本でも厚生労働省が、国民のネット依存

傾向について調査している。その時の調査で依存傾向にあるとされた成人は約271万人であり、2014年

の調査では421万人となった。この増加は、2010年から2014年にかけてスマホの保有率が急激に上昇し

ているという状況を無視できないだろう。（もちろんスマホの保有がネット依存に繋がると断定する訳では

なく、あくまで可能性があるということである。） 

 

 

Ⅲ.デジタル機器依存の悪影響 

 (ⅰ)睡眠リズムの崩壊と慢性的な睡眠障害 

 パソコンやスマホの液晶画面が放射するブルーライトは、紫外線の次に波長が短く、強いエネルギーを

持つ光である。体内リズムはどのくらい光を浴びたか等によって、メラトニンというホルモンが制御している。

だが分泌量を左右するのは光の量だけでなく、光の種類にも関係がある。ブルーライトにはメラトニンの

分泌を抑える特殊な効果があるのだ。 

 眠りにつく前にスマホやタブレット端末を使うと、ブルーライトが脳を目覚めさせ、メラトニンの分泌を抑え

るだけでなく、分泌を2〜3時間遅らせる。また、アプリやSNS、ゲームなど、ドーパミンと関係するあらゆる

刺激によって脳が目覚めてしまう。大量のドーパミンにさらされた続けた結果、神経が過敏になり、頑固な

不眠がみられるケースも多いのだという。 

 

(ⅱ)集中力、記憶力の低下 

 前述のように、ドーパミンが大量に放出されると、ドーパミン受容体は脱感作を起こし、中長期的には数

自体を減らしてしまう。注意力はドーパミンと密接に関係しており、ドーパミンが放出されている間は注意

力が高まるが、ドーパミンが働きにくくなることによって普段の注意力の低下を引き起こす。 

 スマホはサイレントモードにしていても集中力を奪うということを示した研究がある。大学生500人の記憶

力と集中力を調査すると、スマホを教室の外に置いた学生のほうが、サイレントモードにしてポケットにし

まった学生よりもよい結果が出た。また、800人にコンピューター上で集中力を要する問題をやらせるとい

う調査では、スマホを別室に置いてきた被験者のほうが、サイレントモードにしたスマホをポケットに入れ

ていた被験者よりも成績が良かった。被験者の数があまり多くないため断定はできないが、スマホがポケ

ットに入っているだけで集中力が阻害される可能性がある。脳が「スマホを無視すること」に知能の処理能

力を使ってしまい、他の作業をするための容量が減ってしまうのだと考えられている。 

 

(ⅲ)うつ状態や無気力 
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 うつ状態の人がゲームで気分を上げようとして依存する面もあるが、むしろ多いのは、インターネットや

ゲームに依存することでうつ状態に陥ったり、うつ状態が悪化するケースだという。ストレスを紛らわせよう

とインターネットやゲームに依存し、さらにうつ状態が悪化するという悪循環を生じやすい。ドーパミンは

注意力や記憶だけでなく、意欲や喜び、活動性にも関わっているので、過剰なドーパミンにさらされること

でドーパミン受容体がダウンレギュレーション（応答能の低下）を起こしてしまうと、その後でうつ状態や無

気力を来すのだと考えられている。 

 「スマホ脳」の著者、アンデシュ・ハンセンが、欧米で行われた16件の研究で合計12万5000人の子ども・

若者を調査した結果をまとめたところ、1日2時間を超えるスクリーンタイムはうつのリスクを高めていること

がわかったそうだ。時間が長くなればなるほど、リスクは高まる。また、4万人の子ども・若者を調べると、1

日7時間以上使用する人はスクリーンタイムの短い人と比べると、うつと不安の症状が倍も多く見られた。 

 

（ⅳ）共感力の低下 

 インターネット・ゲーム依存症の人は、脳の報酬系の領域や、情緒や共感性に関わる領域で異変が起

きていることも研究で明らかになった。不利益な行動にブレーキをかけ、有益な行動には意欲を出すこと

に重要な働きをしている眼窩前頭葉や、相手の気持ちを理解したり、共感したり、気分の安定にも関わっ

ている前帯状回などの領域で、機能の異常だけでなく、萎縮や神経のネットワークの異変も起きているこ

とがわかってきたのだ。 

 また、インターネット依存症の大きな原因だと考えられるSNSについても、共感力の低下の危険性が指

摘されている。主に動作を他人から学ぶときに活躍し、「他人がどう感じているか」を理解する領域にも存

在する、ミラーニューロンについて興味深いことがわかっている。ある研究で演劇や映画を観ているときの

ミラーニューロンの活動を計測すると、現実の世界で人と会うときほどミラーニューロンが活性化されること

はなかった。人と会うことの次に活性化するのは演劇鑑賞で、映画鑑賞では同じ効果はないとされている。

これは、映画のスクリーンやパソコンのモニターで何かを見ても、実際にやりとりをすることほど、他人の心

境や意図をうまく認識できるようにならないということを表している。他人の気持ちを理解するには鍛錬が

必要で、前頭葉が成熟する幼児期や10代にトレーニングが始まる。親兄弟や友達と対面でやりとりをする

ことで経験を積み重ねていくのだ。SNSによって若者の共感力が身につかなくなるといったことを直接的

に示すデータや研究はないが、この10代のときに、SNSに依存して対面でのコミュニケーションが減ると、

そうした危険性が生まれても不思議ではない。 

 

その他にも、感情コントロールの低下や、運動量の低下などの悪影響がある。 

 

 

Ⅳ.改善策・予防策 

 まず、自分の、ゲーム機器やスマホ、パソコンなどの使用時間を確認してみよう。スマホならスクリーンタ

イムでチェックできる。自分が時間を浪費していないか、また改善する必要があるのかを考えながらまず

は自分の生活を振り返ってみることが必要だ。また、依存症チェックで自分の依存度を測ることもできる。 

次ページに示すのは、キンバリー・ヤング博士のインターネット依存症テスト(IAT)である。キンバリー・ヤン

グ博士は、インターネット依存症やオンライン行動の専門家で、インターネット依存症に早くから着目し、
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その危険性を喚起していた。この依存症テストは、1998年に考案された、初めての本格的な依存症チェ

ックリストである。興味のある方は是非やってみてほしい。 

 

 

＜インターネット依存症テスト＞ 

１．気がつくと思っていたより、長時間インターネットをしていることがありますか。 

２．インターネットをする時間を増やすために、家庭での仕事や役割をおろそかにすることがあります

か。 

３．配偶者や友人と過ごすよりも、インターネットを選ぶことがありますか。 

４．インターネットで新しい仲間を作ることがありますか。 

５．インターネットをしている時間が長いと周りの人から文句を言われたことがありますか。 

６．インターネットをしている時間が長くて、学校の成績や学業に支障をきたすことがありますか。 

７．他にやらなければならないことがあっても、まず先に電子メールをチェックすることがありますか。 

８．インターネットのために、仕事の能率や成果が下がったことがありますか。 

９．人にインターネットで何をしているのか聞かれたとき防御的になったり、隠そうとしたことがどれくら

いありますか。 

１０．日々の生活の心配事から心をそらすためにインターネットで心を静めることがありますか。 

１１．次にインターネットをするときのことを考えている自分に気がつくことがありますか。 

１２．インターネットの無い生活は、退屈でむなしく、つまらないものだろうと恐ろしく思うことがあります

か。 

１３．インターネットをしている最中に誰かに邪魔をされると、いらいらしたり、怒ったり、大声を出した

りすることがありますか。 

１４．睡眠時間をけずって、深夜までインターネットをすることがありますか。 

１５．インターネットをしていないときでもインターネットのことばかり考えていたり、インターネットをして

いるところを空想したりすることがありますか。 

１６．インターネットをしているとき「あと数分だけ」と言っている自分に気がつくことがありますか。 

１７．インターネットをする時間を減らそうとしても、できないことがありますか。 

１８．インターネットをしていた時間の長さを隠そうとすることがありますか。 

１９．誰かと外出するより、インターネットを選ぶことがありますか。 

２０．インターネットをしていないと憂うつになったり、いらいらしても、再開すると嫌な気持が消えてし

まうことがありますか。 

 

それぞれ、全くない（１点）・まれにある（２点）・ときどきある（３点）・よくある（４点）・いつもある（５点）で

点数を合計する。 

 

【20~39点】平均的なオンライン・ユーザー 

【40~69点】インターネットによる問題がある。生活に与える影響についてよく考える必要がある。 

【70~100点】インターネットが生活に重大な問題をもたらしている。すぐに治療の必要がある可能性

が高い。 
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 ここで、総務省が2014年に発表した、このアンケートを用いたウェブ調査の結果を示しておきたい。

国内で1000人の回答を得たもので、年齢層の比率は、10〜20代 ： 30〜40代 ： 50代以上 = 397 : 4

00 : 203 である。（総務省 平成26年度版 情報通信白書のポイントの統計よりグラフ作成） 

ただし、ウェブアンケートであるため、紙の調査票形式よりもネットの利用傾向が高い可能性が大き

いことには留意する必要がある。 

【図１】 

 

 

    

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【図２】   

 

①コミュニケーション 

②情報収集・コンテンツ利用 

③オンラインゲーム 

④買い物 

⑤その他 

 

 

 

 

 

 

 これらのグラフについて、点数はIATテストの点数であり、高いほど依存傾向が大きいことを表す。つまり

積み上げ棒グラフにおける一番右のブロックが大きいほど依存傾向が高い人が多いことを示している。 
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図1は、ネットの依存傾向を年代別、スマホ保有別に見たグラフである。このグラフから、若いほど依存傾

向が高いことと、スマホを保有している人の方が保有していない人よりネットに依存しやすいことがわかる。 

 

 図２は、インターネットを利用する最大の目的を問い、その依存度を利用目的別にまとめたもので、グラ

フから、①の「コミュニケーション」を最大の目的として選んだ人が最も依存傾向が高いことがわかる。イン

ターネットを介するコミュニケーションは主にSNSを利用したものだと考えられるが、総務省の調査によると、

ほとんどのSNSは若者中心であり、若者がSNSを頻繁に利用することで依存に繋がるケースが多いことが

考えられる。 

 

(ⅰ)依存症から抜け出す 

 やめたくてもやめられない。また、依存症ではないかもしれないがデジタル機器の使用で時間を浪費し

ていると感じる。そういう状態から抜け出すのに有効だと考えられる方法を紹介する。 

〇使用時間に制限をかける 

 「スマホ時間を減らしたい」と思ってもついつい触り続けてしまうことを防ぐには、改善したいと思ったとき

に、将来自分が誘惑に負けることを防止する行動をとることが必要だ。アプリやスクリーンタイムの機能な

どで、強制的に使用できなくなる時間をつくることが有効だろう。一定時間、電子機器の電源を切るという

方法も良い。 

 スマホ依存症予防アプリは様々なものが開発されているが、そのうちの一つを紹介したい。 

株式会社吉田デザインプランニングが開発した、「TIMER LOCK 3」というアプリだ。このアプリは自分自

身のために画面ロックアプリを開発したいと考えるセルフユーザーに向けて開発されたもので、自分が集

中したいタイミングで容易にタイマーをセットでき、パスワードでのロック解除はできず、誘惑に負けたりな

どでどうしても使いたいときは100円課金しなくてはならないシステムになっている。 

 このアプリでは、ロックを行った回数が、3回目、５回目、７回目、１５回目、３０回目、以降３０回毎に任意

のアンケートが表示される。株式会社デザインプランニングと東京医療保健大学医療保健学部医療情報

学科が、このアンケートやユーザーの利用状況などを元に共同で研究を行い論文を発表しているので、

そこからアンケート結果を一部引用した。 

 Q１.本アプリを利用することで一日のスマホ時間を自分で制御できるようになりましたか？ 

選択肢 回答数 比率 

思う 174 39.0% 

ちょっと思う 206 46.2% 

わからない 45 10.1% 

あまり思わない 11 2.5% 

思わない 10 2.2% 

Q2.本アプリを利用することで、一日のスマホの利用時間は変わりましたか？ 
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選択肢 回答数 比率 

２時間以上減った 182 40.8% 

１時間以上減った 180 40.4% 

変わらない 77 17.3% 

１時間以上増えた 2 0.4% 

２時間以上増えた 5 1.1% 

（有効回答数：446  調査年：2017） 

 このアプリは集中したいときに集中できるようにするという目的で使う人も多く、集中したいときにスマホ

を触らないようにしたからといって必ずしも利用時間が減るわけではないことがQ２の結果から読み取れる

が、時間を制御できるようになったという回答や利用時間が減ったという回答が多く見られるため、タイム

ロック機能アプリはスマホ時間制御や利用時間の減少に効果が期待できるということがわかる。 

 スマホ依存症から脱するには、スマホを利用する時間を減らすことが一番の対策だとするならば、スクリ

ーンタイムや上記のようなアプリで管理したり、親が子供の了解を得た上でスマホに使用可能時間を設定

するなど、とにかく触る機会・時間を短縮するのが望ましいだろう。 

 

〇アプリを整理する 

 アプリを消すことは決心がつき難く、なかなか踏み出せない人も多いだろうが、スマホをだらだら触って

しまう原因となるのでアプリを減らすことはかなり有効だとされる。このアプリは残しておきたい、と思うもの

も重要性をよく考えて判断することが大切だ。悩んだら一日、一週間だけ消してみるのも良いだろう。本

当に必要か確かめることができるし、「だらだら見る」ことを防止できるかもしれない。 

 

〇通知を最小限にする 

 人間の脳は通知がくる度に反応してドーパミンを出す。たいていの場合、着信音が聞こえてきたときの

方が、実際にメールやチャットを読んでいるときよりもドーパミンの量が増えるそうだ。通知音が鳴る、バイ

ブレーションで振動したりする度に「重要な通知かもしれない」ことに欲求を感じ、注意が引き付けられて

スマホを開いてしまう。スマホを見れない状況にあるときや集中したいときは、通知が来ても通知を無視す

ることに脳を使わなくてはならない。どちらにせよ、着信音やバイブレーションは、集中したいときに集中

力を低下させてしまう。また、マナーモードにしていても、ロック画面に通知がたくさん出てくるようなら、つ

いつい「何かないかな」とロック画面を見てしまったり、スマホを開くときに様々な情報が目に入って気がそ

がれるので同じことだ。アプリからの不要な通知はオフにする、またiphoneではおやすみモードや集中モ

ードの設定ができるので、それらを有効活用するなどの対策が考えられる。 

 

〇重度の依存者の場合 

 依存度が高く、自身の健康や社会的な周りへの影響が大きいとされる人は、現実の対人関係や家族と

の関係で苦しさを抱え、居場所を失っているという状況が多いと考えられている。そのため、新しい居場

所作りなど、依存症の背景にある問題の整理を最優先する必要がある。その際、本人のみではできない
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ことも多く、家族や周りの人のサポートが欠かせないだろう。また、そういった人が完全に依存から抜け出

すためにはスマホやパソコンを一定期間一切やめる必要がある場合もある。 

 

 

(ⅱ)予防する・影響を最小限に留める 

〇就寝前の使用について 

 寝る前に液晶画面を見ることは脳に悪影響を及ぼし、睡眠の質を下げてしまう。寝室にスマホを置くだ

けで睡眠時間が減ったという研究結果もある。また、寝る何時間前から使用を避けた方が良いかは、専門

家によって意見が異なっていたりするが、睡眠前にブルーライトを取り込むことによって睡眠を誘うメラトニ

ンの分泌が2～3時間遅れるということから、個人差もあるが、2時間前、少なくとも1時間前からの使用は控

えた方がいいとする意見が多いようだ。どうしても寝室にスマホを置きたい場合は、着信音を消してマナ

ーモードに設定する必要がある。また、アメリカの総合病院メイヨークリニックが調査したところによると、寝

る前には画面を暗くして、目から最低36㎝は離して見れば、メラトニン合成はそれほど妨げられないそう

だ。36㎝というと腕を伸ばして見る必要があり使いづらいが、睡眠の質を高めるために頭に入れておくべ

きだろう。 

 

〇運動という対抗策 

 「スマホ脳」でハイセン氏は、「どんな運動も脳にいい」として読者に運動を勧めている。イスラエルの研

究者たちが、運動が知能にどんな影響を与えるかに関する5000件に上る研究結果を調べ、優れた研究

を100件弱選び出し、そこからわかったことは、あらゆる種類の運動が知能によい効果を与えるということ

だった。その中で、運動によって最も改善されたのは、知能的な処理速度だった。また、よく運動をしてい

る人たちにはそれほど不安障害が見られないこともわかっている。様々な研究結果により、運動は、少し

の運動であっても、集中力アップやストレスへの効果があることが示されているのだ。 

 ハイセン氏が勧めるのは、6ヶ月間に最低52時間（週に3回45分）の運動である。最大限にストレスレベ

ルを下げ、集中力を高めたければ、心拍数の上がる運動を汗もかくまですると良いそうだ。 

 

〇SNSについて考える 

 まず、SNSについて述べるにあたって、現在SNSについて様々な議論が交わされており、社会的な問題

点なども注目されているが、ここでは依存症という観点から、脳や精神への影響を基に考えていく。 

 SNSをどういった目的で使用するかによって、その利用者への影響が変わってくる。SNS以外の場、つま

り現実世界で他の人からしっかり支えられている人は、SNSを社交生活をさらに引き立てる手段、友人や

知人と連絡を保つための手段として利用し、そうした人たちの多くは、良い影響を受ける。それに対して、

社交生活の代わりにSNSを利用する人たちは、精神状態を悪くする。最初から精神状態が悪く自信もあま

りなかった人は、SNSを使い過ぎることでもっと精神状態が悪くなったり、自信を失ったりする危険性が研

究によって示されている。 

 また、SNSは「ハマるようにできている」と言っても過言ではない。前述のように、SNSでのコミュニケーショ

ンをインターネット利用の目的とする人は、依存傾向が高いことが総務省の調査で示されている。マーケ

ティングの観点からはSNSが最も効果的な媒体であり、SNS会社は、ユーザーがなるべく長く滞在するよう
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全力を尽くしている。「いいね」からユーザーの興味・関心があるものを特定し、興味がありそうな投稿を並

べたりそれに関連した広告を巧妙に貼り付ける。しかも、こうした技術はますます発達しており、私達を強

く惹きつけるようになっている。 

  ここで、SNSとの付き合い方を今一度考えてみる必要がある。今別にSNSに自分が振り回されている、

囚われているとは感じておらず、うまく使えているという人は考える必要はないだろうが、時間を浪費して

いると感じる人は、対策を講じなければならない。まず、「SNSは交流の道具だと考えるべきだ」とハンセン

氏は述べる。積極的に交流したいと思う人だけをフォローし、また、利用時間についても、時間を浪費し

ていないと思える程度に抑える必要がある。SNSを開かない時間帯を作ったり、「ハマっている」状態のと

きは、アプリやスマホの設定で制限するという方法も手段として頭に入れておくべきだろう。 

 

〇教育の観点から 

 これまでの改善策は書籍やインターネットで調べたものから考え方を参考にしている部分が大きいが、

以下は私の個人的な意見である。 

 デジタル機器は教育の場でも今後ますます活躍していくと予想されるが、その利便性ばかりに目を向け

ていては、デジタル機器の悪影響を受けかねない。パソコンやタブレットを教育のツールとして利用する

のは大いに素晴らしいことだが、デジタル機器、主にインターネットの利用についてはその使い方による

危険性も教育の場でしっかり伝えられるべきだと考える。たばこや酒類の依存症の危険性については教

わるし一般的によく知られているだろう。それは身体的な被害が大きいからというのがあるだろうが、スマ

ホなどのデジタル機器依存症の健康被害や精神被害も見逃してはならない。「スマホ依存」や「インター

ネット依存」などは公式に病気として認定されておらず、研究もまだあまり多くはなされていないが、近年

「ゲーム依存症」がWHOで病気として認定されたように、今後注目を集めていくことが予想される。使用

率が急速に伸びているスマホについて、授業でも使い方を考える機会がもっとあると依存を防ぐことに繋

がるのではないだろうか。 

 親子の教育でいうと、子どもに小さい時からスマホを持たせるべきではないという意見も多くある。先述

したように、子どもはまだ脳の衝動を抑えたり正しい判断に基づいて行動するための部分が発達していな

い。また、スマホを与えることで体を動かすことが減る可能性もある。さらに、対人とのコミュニケーションに

よって徐々に発達していく「共感力」の獲得への影響も懸念されている。まだはっきりとした研究はないが、

十分に注意する必要があると考えられる。 

  

３．結論 

 デジタル機器の技術の発達が進み、情報社会、ネット社会と呼ばれるようになった今日、スマホやタブ

レットなどのデジタル機器が生活に欠かせないものになっている。もちろんそれらから受ける恩恵は大きく、

実際生活が豊かで便利になったと感じる部分も少なくない。しかし、デジタル機器、特にスマホによって

心身に悪影響を及ぼしている人が多くいることも事実だ。私達はこのデジタル時代を上手く生き抜くため

に、デジタル機器との付き合い方を考える必要がある。依存の悪影響を調べる中で、その必要性を改め

て強く認識した。 

 こういった依存症の画期的な対策はまだ講じられておらず、特に一人暮らしをしている人にとっては自

分で自分を制御しなくてはならず、難しいことかもしれない。まだ研究量も少なく、影響についても様々な

192



 

 

意見があったり解決策も模索の段階にあるので、更なる研究が必要である。これは決して他人事の話で

はなく、自分自身も向き合っていかなければならないことなので、私自身も情報収集を積極的に行ってい

きたい。 

 本論の＜改善策・予防策＞で述べたような方法は、デジタルデトックスと呼ばれている。これはデジタル

機器の利用を自発的に控えていくことでストレスを軽減し、「現実世界でのコミュニケーションや自然との

つながり」にフォーカスする取り組みと定義される。私達は、私達のために、インターネット上ではなく、対

面での人とのやり取りがやはり必要なのだ。またそれは、IT産業が発達する中で誰もが心に留めておくべ

きことであり、日々大切にしていかなければならないことだと考える。さらに、「依存症」という治療が困難な

ものに対してサポートをする制度作りも国に求められているだろう。健康に必要なのは、睡眠を優先し、他

人と現実世界で関わり、運動をすることだ。それはテクノロジーがどれだけ進化しても変わらないだろう。

私達は、テクノロジーの進化とともに退化することがないように、日々この問題に向き合っていかなければ

ならない。 
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【1】序論 

 

（１）動機 

日本、また世界中には様々なスポーツが存在している。しかし、それらのスポーツの中では

種目で人気の格差が大きい。例えば、日本ではサッカーや野球ではJリーグ、NPBは多くの人

に楽しまれているメジャースポーツである。一方で、卓球のTリーグ、バレーのVリーグはま

だ知名度が低く、一般に普及していない。これらのプロリーグがビジネス面で成功するため

にはどのようなことが必要か、Bリーグを参考に考えてみたいと思った。 

（２）研究方法 

書籍や各機関が調査しているデータの読み込み 

 

【2】本論 

 

（１）マイナースポーツの定義 

ここで、取り上げるマイナースポーツは以下の定義からなるものとする。 

競技人口、人気は一定以上あり、日本国内においてプロリーグあるいは、プロリーグを作ろ

うとしているアマチュアリーグであるが、一般認知、普及率が低いスポーツ 

※一般に、考えられているマイナースポーツとは異なり、ある程度人気もあり、知名度も高

いが、ビジネスとして未成長なスポーツについて考察する。 

 

（２）V.LEAGUEについて 

ここでは、ビジネスとして未成長なスポーツとしてV.LEAGUEを

例に挙げる。V.LEAGUEは、日本バレーボール機構（Vリーグ機

構）が2018/19シーズンから主催する、日本のセミプロリーグ

である。ファン人口は2020年で497万人、2021年で354万人と

される。一方で、バレーボールは日本でも、世界中でも楽し

まれているスポーツの一つでもあるが、まだビジネスとして

普及率は低い。 

 

                           【日本骨髄バンク | パー

トナーシップ - Vリーグ機構より】 
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（３）B.LEAGUEについて 

 

【1】B.LEAGUEの歴史 

日本における男子バスケットボールのトップリーグは、2005年にbjリーグ（TKbjリーグ）が

JBAおよびJBL機構から独立する形で発足して以来、2リーグ（NBL・TKbjリーグ）の並立する

状態が続いていた。この状況に懸念を示したFIBAから是正するように求められ、2015年、そ

れを機に統一リーグを発足しようとする動きの中で生まれたのがB.LEAGUEである。 

 

【2】B.LEAGUEの構造 

2部制を採用している。B3リーグに参加するクラブは、一定の条件を満たせばJPBLへの

「準加盟」クラブとして対応する。クラブライセンス制度を採用する]。3地区制を採用

する。 

初年度からクラブの昇降格を行う。       

カテゴ

リ 

クラブ数 

（2016-17シーズ

ン） 

クラブの形態 選手 ホームゲーム（主催試

合）[11] 

B1 18 プロのみ アマチュア登録は2名

まで 

全体の80%以上を同一の

会場で行う 

B2 18 プロのみ 5名以上をプロ登録す

る 

全体の60%以上を同一の

会場で行う 

B3リー

グ（参

考） 

9 プロ・アマチュア

の混成 

-  

 

 

 

 

 

 

【B.LEAGUEより】 

 

【3】Bリーグの現状 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0#cite_note-license-11


 

                       
【B.LEAGUE クラブ決済概要 発表資料より】 

日本のバスケのプロリーグであるBリーグの市場規模は、リーグ全体の売上高で表されます

が、2016-17シーズンは150億円、2017-18シーズンは195億円、2018-19シーズンは221億円と

右肩上がりに拡大しています。2019-20シーズンは、コロナ渦であったものの、前シーズン

より増加しています。Bリーグは発足後4年間、着実に市場規模を拡大しているといえるでし

ょう。 

 

【4】成功の要因 

 

【３】より、Bリーグは発足後3年間、着実に市場規模を拡大していることがわかる。この成

功の要因は何なのか。バスケットボールとバレーボールでは競技特性が似ている。また、日

本のバスケットボールのレベルは世界的に見て、高いわけではない。にもかかわらず、B.LE

AGUEは急速に市場規模を拡大している。B.LEAGUEの戦略を考察することで、V.LEAGUEをはじ

めとしたビジネス的マイナースポーツの拡大の秘訣を知ることができるかもしれない。 

B.LEAGUEの成功の要因として以下の2つが考えられる。 

①Bリーグがビジネス全体を統括し、リーグ価値を最大化する努力をし、各チーム共通コス

トの大幅カットを行うという、Bリーグを主導とするガバナンスの再構築を行っているこ

と。 

 

日本野球機構（NPB)や、日本プロサッカーリーグ（JB

A)では、各チームごとにチケットを販売しているよう

な、クラブ毎にビジネスを動かしているが一方で、B.

LEAGUEではリーグ主導の組織体制をとっている。こう

することで、たとえばwebサイトのフォーマットを統

一化することでユーザーの利便性もあげている。ま

た、TV放映権も各クラブが販売するのではなく権利を

リーグに集約し、価値を最大化している。 

このことは日本のスポーツ界では画期的なことであ

る。 

 

       

【B.LEAGUE webサイトより】 

 

②データを一括管理し、データを利用したデジタルマーケティングを行っていること   
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B.LEAGUEでは顧客データもチームごとではなく、リーグ全体で管理している。これによっ

て、顧客は一つのIDを用いてどのチームでもチケットを買うことができる。より多くのデー

タを集めることができ、様々な分析をすることができ、たまったデータを各チームにフィー

ドバックすることで求めているサービスを戦略的に提供することができる。 

また、バスケットボールの世界競技人口数は約4.5億人で世界1位といわれており、日本国内

のバスケ観戦意向者は約700万人とされている。これに加えて、Bリーグ開幕戦のテレビ視聴

率が12才以下の男女や20〜30才代前半の男性に非常に高かったことが分かった。以上のこと

から、その700万人の特徴を、家にいるよりも外出し、テレビやPCよりもスマホや雑誌での

情報収集、SNSでの発信もシェアも積極的、そして、オシャレで流行に敏感な若者や女性顧

客層である、と想定し、バスケに興味はあるが、熱狂的ではないライトファンをまず増やし

たい、そのためにはどうしたらよいかに注力。試合中継はテレビではなく、インターネット

放送をファーストスクリーンとしている。「いつでも、どこでも」スマホで気軽に観られる

という特徴を持つ。Bリーグをアリーナで観ると、チケット代だけで2000円から3000円程か

かる。自宅でいながら、スマホで観るならサブスクリプションで500円、DAZNならば980円と

いった値段である。リーズナブルで気楽に見れることを実現している。 

このようにターゲット層に的確にアプローチすることができている。 

 

【結論】 

 

Bリーグでは、デジタルマーケティングを最大限活用し、運営されており、またクラブ毎で

はなくリーグ全体で動くことにより、データをうまく活用し、利便性の向上も果たしてい

る。V.LEAGUEをはじめとしたビジネス的マイナーリーグも、これらの策をとって大胆に行動

することがリーグの向上につながるだろう。 

 

【参考文献】 

・B.LEAGUE クラブ決済概要 発表資料 https://www.bleague.jp/files/user/about/pdf/cl

ub_financial_settlement_2020.pdf 2021/11/13閲覧 

・葦原一正『稼ぐがすべて B.LEAGUEこそ最強のビジネスモデルである』光文社新書2018 

・葦原一正『日本のスポーツビジネスが世界に通用しない本当の理由』光文社新書 2021 
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広島大学附属福山高等学校 ５年「提言Ⅰ」 

 

世にはびこる混雑を解消せよ！ 
～A棟下足箱を例に～ 

５年 D組 23番 滝柳祥吾 

 

１．序論 

 

 普段学校生活をしていると、グラウンドなどに多くの生徒が集合しその後に一斉に教室に帰る、とい

ったような場面は多々ある。そんなときにいつも起きてしまうのが下足箱付近での混雑である。それを

解決できないか色々と調べてみると、世間でも似たような混雑による問題が多く存在しているうえ、場

合によっては死傷者を出す事故の発生にもつながっていることもあることが分かった。さらに、コロナ

禍の今では混雑を避けることで感染拡大の防止にも貢献できる。したがって、世にはびこる混雑を解決

することは、多くの人々のストレスを解消できるだけでなく、人命救助の可能性までひめているのでは

ないか。 

 しかしながら、大規模な混雑実験は危険性や新型コロナの感染リスクなどを考慮すると不可能である

ため、今回はまず自分が普段よく利用する A 棟下足箱に着目し、調査して具体的な解決策を出すことで、

混雑について研究することの有効性を示しつつ、混雑について今後より大規模な研究をしていく中での

第一歩としたい。 

 

２．本論 

 

 ここでは、A 棟下駄箱が抱える混雑の問題について本格的に考える。これを考えるうえで重要になる

のは下足箱の配置だ。特に問題なのが A 棟独特の「コ」の字型の配置だ。これが人のスムーズな移動を

妨げているであろうことはおそらく間違いないのだが、現実的に、下足箱の量や配置などを変更するこ

とは難しいので、現状の形ではどれくらいスムーズに人が靴をはき替えて通過できるか(人員処理能力と

呼ぶことにする)を調べることとした。さらに、それぞれの構造に大きな違いがあり、同時並行でかんが

えると複雑になるため、5年生の下足箱に限って見積もっていくことにする。 

 ある一人が下足箱入口の扉を通過してから靴をはき替えてフロアに上がることができるまでにかかる

平均的な時間は11秒であった。そして、下足箱のスペースを考えると、このスムーズさを保ちながら同

時に通過できる人数は約 10人であることが分かった。(ただし、これはこの 10人それぞれの下足箱の位

置がちょうどよく分散している場合である。) 

 ここから、1 分間に 5 年生の下足箱が処理できる人数は、10÷11×60=54.5(人)である。したがって、5

年生についていえば、1分間に 55人を超えない程度に生徒が分散して下足箱を通過すればよい。言い換

えると、200人が混雑なく教室に帰るには、60÷54.5×200=220.1より 3分 40秒かけてまんべんなく生徒

を出発させればよいことになる。 

 

３．結論 
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 序論において示したこの研究の目的は、A 棟下足箱の混雑問題について解決案を出し、混雑に関する

研究の有用性を示しつつ、より大規模な混雑研究を進めていくための第一歩にしたいというものだった。 

 本論より、A棟下足箱の人員処理能力は 1分間あたり 75人ではないかという推論ができた。しかしな

がら、この結論に至るまでには、対象が大人数になった場合の実験ができていないうえ、とても多くの

要素(各生徒の歩くスピードや靴をはき替えるのにかかる時間の個人差、友人同士で固まって帰ってしま

うなどの不確定要素)を無視および単純化しており、信頼のできるような値とは言い難い。さらに言えば、

自分の感覚で考えても 3 分 40 秒あれば 200 人がうまく通過しきることができるというのはあまり正し

いとは思えない。 

 この通り、この研究から混雑について分析することの有用性を十分にアピールすることはできなかっ

たかもしれない。学年集会もしくは全校集会などでは経験的な感覚で生徒を分散させることが可能かも

しれないし、何よりもし混雑したとしても少しの間のストレスだけで済んでしまうからだ。しかしなが

ら、序論で述べていたような大規模イベント等ではまったくスケールの違う人数の人が動くため、予期

せぬ混雑が死傷事故につながり、それは起こってしまってからでは遅いのだ。したがって、いくら難し

いにしても混雑の発生について分析し、未然に事故を防ごうとすることは重要なことであると考える。

今回の反省を生かしつつ今後も研究を続けていきたい。 

 

４．引用・参考文献 

 

「集客施設における退場時の混雑緩和に対する検討」 

https://www.msi.co.jp/s4/event/stuAward/2017/muc2017_s4_daio.pdf (2022年 3月 15日閲覧) 

「雑踏事故に至る高密度群衆滞留下での群衆波動現象に関する研究」 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jisss/17/0/17_63/_article/-char/ja (2022年 3月 15日閲覧) 
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これから先、男性はスカートを履くようになるか 

Instagramの＃分析を通して 

５年D組26番 土本 尚史 

 

1.はじめに 

 ジェンダーレスや男女平等が訴えられる現代社会において、固定観念的に男女の服装に大きな差が

あるのはどうしてか気になった。女性がスカートを履くことは服装として自然であるのに、男性がスカートを

履くことは（特定の文化などを除いて）あまり一般的ではない、という類の固定観念だ。経験的には、日常

的にスカートを履く人口についての男女比率は大きく偏っているように思える。学校の制服でも、日本で

はたいてい男性がズボンを、女性がスカートを着用するし、制服を自由に選べる学校でも生徒が性自認

によって制服を選ぶことを想定しているように感じる。「性自認が女性であること＝スカートの着用」という

考え方が主流になっているように思えるのだ。このために、例えばトランスジェンダーの方が好きな服装を

しづらいというような問題が起こり得るのではないか。あるいは全ての人にとって、自分の性別に関わらず

服装を選ぶ自由が阻害されている可能性もあると思う。本研究の発端は、その「考え方」が私たちを支配

していると思われるのはなぜか、という事だった。語弊を恐れずに言い換えれば、「（性自認が）男性の人

はズボンを。（性自認が）女性の人はスカートを。それがあたりまえだ。」と思ってしまうのはどうしてなの

か。ということだ。本研究では、男性がスカートをはくことは自由であるという前提に立って、「メンズスカー

ト」という文化に着目し、その現状を調査し、それが今後、男性にとって一般的になるだろうかということを

予想した。 

 

1-1.歴史的な前提 

 男女の服装の差異も初めは必要に迫られて発生した。そして、それは各時代における必要を受けて

変化してきた。時に、その差異は大きく顕著になり、時にほとんど目立たなくなった。では、現代社会に生

きる私たちが、男女の服装を少なからず区別しているのはなぜだろう。そうする「必要」は、かつての人々

がそのようにしてきた「必要」と同一なものだろうか。古代における服飾の両性間の区別は、「理性の処

置」とも呼べる根本的な必要に迫られて発生した。それがあくまでも根本的な必要であったからこそ、その

外見上の差異は最小限の軽微なものにとどまっていた。現に、原初の服装としてスカート様のものが発生

した地域においては、男女ともにそれを着用した。男女の服装の差異が、両性の身体的構造以上の理

由から必要とされるのは、もう少し後の時代である。中世のころになると、ヨーロッパにおける男女の服飾

は明らかに異なるものとして定着していた。ヨーロッパにおいて（或いは世界的に見ても）服飾の性別によ

る分化(特にスカートとズボンによる男女の区別)が急速に進んだ要因は大きく２つあると考えられる。 

 １つは戦争形態の変化である。組織性、戦略性の発達に伴い、一人ひとりの機動力への要求が高まっ

た。また、遠征は増加した。更には、騎馬による戦闘が最盛期を迎えるのもこの時代である。馬にまたが

るという動作に、ズボンのほうがより適していたのは言うまでもない。根本的なことを指摘すれば、そもそも

「男性は戦争に駆り出される」といった性別による役割の分担が存在していたことこそが、男女の服装の

差異の拡大に大きな影響を及ぼしたことは間違いない。 
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 中世ヨーロッパにおいて、服飾の性別による差異が必要とされたもう一つの背景は、男性優位社会の

維持にそれが利用されたことだ。スカートの華美な装飾は女性の自由な活動を制限し、庶民でさえコル

セットのような体を締め付ける恰好をした。その主たる目的は自らを着飾り美しく見せることだったに違い

ないが、副次的な結果として女性の活動が制限されていたことも確かなようである。また、幾ら「望んで」そ

のような恰好をしていたとしても、本質的には現代の我々とそう大差はだろう。「どうしてその恰好が好まし

く、魅力的なものだと感じるのか」という第一義的な問に対して、釈然とした回答を用意できる現代人がわ

ずかもいないことと同様に、当時の人々が「それが善いとされているから」という以上の理由で、自分たち

の服装の審美を行っていたとは考えにくい。一方で、男性は動きやすいズボンを着用し、豪華な装飾も

上半身にのみ集中した。「女性の地位が低い男性優位社会では、一般に、女性の地位が低下すると服

飾の性別対立が顕著にあらわれるという（小川 1981：243－244）」 

 ここまでの流れを大まかにまとめると次のようになる。服飾史のかなり初期の段階から、男女間の服装の

差異は認められる。しかしその差は（地域によってばらつきはあるものの）ごく軽微なものであって、殆ど

違いを見いだせない場合もあった。その後、性別役割の区分が次第に確立化して行き、男性優位の社

会が創り出されていくなかで、男女間の服装の差異も拡大していった。つまり、初めは殆ど同一だった男

女の服装が、各時代にあって合理的な形に分化し、それが近現代まで支持され続けてきたのである。 

 

 

 

（左上から順に、古代オリエント「エビル・イフの像」、古代オリエント「サルゴン二世の従者」（宦官）、

ローマ「アウグストゥス像」、ローマ「アグリッピーナ像」部分、「フランス大年代記」（1380年頃）、フラン

ソワ・クルーエ「アンリ二世」（1550年頃）、「エリザベス一世女王」（1593年頃）、ダニエル・マイテンス

「初代ハルミントン公爵」。（1629年）いずれも深井晃子 「世界服飾史」 美術出版社 （2020）より。通

史的な男女の服装の変遷が分かる。） 
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2.メンズスカートの現状 

2-1.メンズスカートとは何か 

 メンズスカートとは、男性のファッションの一種で、伝統的に女性用の衣服とされているスカートを男性

が穿くことである。(出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/3/11 00:10閲覧))これ

は女装として認識される場合もあるが、どれ位の規模のメンズスカート着用者が存在し、それらの人々が

どのような認識でメンズスカートを着用しているかを調査した統計的なデータは本研究以前には、発見で

きなかった。 

 

2-2.Instagramにおける#(ハッシュタグ)分析 

 メンズスカートが現代社会において、「どのような扱いを受け（どのように認識され）、どのようなグループ

から、どれくらいの支持を得ているのか」…＊を調査・分析し、「これから先、男性はスカートを履くようにな

るのか」という主題を考察するための材料としたい。このとき、以下に示す理由から、Instagramにおける＃

（ハッシュタグ）分析が＊の事項を調査するための手段として有効であると結論付けた。 

 前提として、＊の事項を調査する手段としてはアンケートが有効である。しかしながら、アンケート調査

法では研究対象としての有効数を収集することが容易ではない。加えて、調査対象とする母集団を偏り

なく十分に集めることが難しい。本研究の場合、単純に学校内の生徒や無作為に抽出した集団を調査し

ても、男性がスカートを履くことに関して中立的・否定的な立場にばかり意見が偏り、積極的かつ論理的

に肯定する意見は殆ど得られないだろうと予想された。メンズスカートの支持者が東京などの所謂都会に

偏って存在していることも予想され、地理的にかなり広域な範囲でのアンケートでなければ有効でない可

能性も高い。また、アンケート調査で得られるようなデータよりも、量的データのほうが扱いやすい。まとめ

ると、本研究では量的で客観的なマスデータを扱いたいが、アンケート調査ではミニマルで質的なデータ

しか集めることができない。だから代替となる調査方法を試行したい。 

 では、どのようなデータが研究対象として有効だろうか。小形道正氏の論文「ファッションを語る方法と

課題」(２０１２)の中では、社会科学的にファッション研究を行うための視点のひとつとして、近年〈衣服とメ

ディア〉のファッション論が盛んに論じられていることが示されている。同論文中に以下の記述がある。「雑

誌誌面の変化は、活字重視の雑誌からビジュアル重視の雑誌へ、という転換として論じられる。（中略）フ

ァッション誌は活字が減少する一方で、カラーグラビアが多用され、色彩豊かな写真によってイメージな

いしビジュアルが重視され、より直截に視覚に印象づける雑誌へと変化を遂げるのである。」この論文で

は、ファッションの流行が、ファッション誌を中心とするメディアによって担われていることが指摘されてい

る。現在もファッションの流行の発祥や伝播が、ある一定のメディア形態によって担われていることは明ら

かである。よって、メディア内におけるメンズスカートの立ち位置を調査・分析することは、現代社会にお

けるメンズスカートの立ち位置を探るための有効な手段と言える。 

 しかしながらそう言ったメディア形態の主流は現代において、ファッション誌よりも昨今台頭する「SNS」、

さらに言えば「Instagram」に大きく偏るようになった。ファッション誌の衰退は、近年の発行部数の減少傾

向からも分かる（表）。Instagramは他のSNSと機能的に大きく異なり、投稿には画像もしくは動画が必須で

ある。ツイッターやフェイスブックなど文章主体のメディアと違って、Instagramのタイムライン(新着投稿)に

は画像が並んでおり、本文（キャプション）を全て読むには[もっと見る]ボタンをタップしなければならない

ほど、画像・動画に特化したSNSアプリと言える。このようなメディア形態が最先端のモードを拡散する媒
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体となったのは、前述において指摘されていた、「メディアのビジュアル化の傾向」から考えても自然な流

れである。 

 
引用：植田康孝「ファッション・コーディネートのメディア進化〜若者の Instagram利用急拡大〜」（2015） 

 

 Instagramが担うファッションに関する役割について、植田康孝氏の論文「ファッション・コーディネートの

メディア進化〜若者の Instagram 利用急拡大〜」（2015）から以下に引用する。「コーディネートを決める

時、参考にするメディアは、かつては雑誌の特集であったり、芸能人の私服であったりしたが、これらの従

来メディアは既に時代に合わなくなっている。」（p．149）「Instagram はプライベートな情報発信に留まら

ずモードとして最新情報をいち早く届ける役割を担うこととなった。」（ｐ．150）「先進的な若者がファッショ

ンに関する知識を得るメディアは、かつての店頭マネキン（1970 年代）、テレビ・新聞（1980 年代）、ファッ

ション雑誌（1990年代）、読者モデルによるブログ（2000 年代）から Instagram（2001 年代）へと移行し

た。」（ｐ．150）また、論文中の「Ｉｎｓｔａｇｒａｍのメディアとしての役割」をまとめた表を情報更新して以下に

示す。 

 以上から、Instagramが現代のモード、流行の伝播について大きな役割を担っていることが分かる。加え

てその特性から、GUなどファストファッション企業の多くがInstagramにおいて積極的にマーケティングを

行っていることも指摘されている。「2015 年 9 月に女性向 け情報サイト「BWRITE」が行ったアンケート 

調 査 に よ れ ば、20 〜 30 代 女 性 の 4 割 が Instagram を利用しており、有名人をフォローし ている

のは全体の 6 割で、うち 19.5％が「有名人 が投稿した商品を購入」、22.1％が「一般人が投 稿した商品

を購入」したと回答した。」（植田・2015）とあるように、一般人の投稿も若者がどんなファッションを消費す

るかの意思決定に多大な影響を与えている。ユーザーの年齢層は２０代、３０代が中心ではあるが、「男

性‐スカートの今後の動向」を探ろうとする本研究においては、「今後」の流行を担う若者の動態こそ有意

な観測の対象であると考えられ、Instagramにおける調査の合理性を補完している。下の表にもある通り、

ユーザーの男女比は4:6。全体数の約四割が男性であるから、「男性のスカートに対する姿勢」の現状を

推しはかるのにも十分有効であると推測される。これらのことから、本研究ではInstagramの投稿を＊の事

項を調査するための対象として用いる。 

 
出典：植田(2015)を土本が修正 

 

 Instagram内の投稿について、研究の対象となるメンズスカートに関する投稿を絞り込むために、＃（ハ

ッシュタグ）機能を用いる。ハッシュタグとは、ユーザーが自分で付加できる検索キーワードであり、キーワ

ードを入力して写真を探す際の鍵になる。人物に限らずモノやブランドにもタグ付けすることが可能であ

る。ユーザーはハッシュタグを用いて自分の興味のある対象を膨大な数の投稿の中から検索することが

できる。本研究では、一般的なユーザーがメンズスカートに関する投稿を捜す時と同様に、＃検索で研

究対象を絞り込む。 
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 本研究では、メンズスカートが現代社会において、「どのような扱いを受け（どのように認識され）、どのよ

うなグループから、どれくらいの支持を得ているのか」…＊をInstagramの投稿を調査することを通して、統

計的に分析したい。＊のようなデータを得るために、①＃の拡散力・影響力（Instagram内の支持の規

模）、②その＃を付けて投稿する人の層・属性（Instagram内でメンズスカートがどのような人々から支持さ

れているのか）、③＃が付いている投稿の本文（キャプション）の内容（Instagram利用者のメンズスカート

に対する認識）を調査する。 

 

2-2-1.調査の方法 
 今回は分析するハッシュタグを「#メンズスカート」、「#スカート男子」の二つに絞った。これら二つのハッ

シュタグがついている投稿すべて（鍵アカウントからの投稿を除く）を対象として、(1)投稿者のフォロワー

数、(2)投稿者の属性（職業等）、(3)同一のアカウントから投稿された件数を調べた。(2)の属性は、投稿者

のプロフィールに設定されている「プロアカウント」名を参考として集計した。「プロアカウント」として設定さ

れていないものは「その他」に分類している。続いて、「#スカート男子」について(4)月別の投稿数の推移

を調査した。更に「＃スカート男子」が付与された投稿について、そのキャプション（写真に付随する説明

文、ハッシュタグを含む）をテキストとして、(5)テキストマイニングという手法を用いて解析した。このとき用

いたツールは、UserLocalのAIテキストマイニングである。一度に行える解析の上限文字数（10,000文字）

を超えない最大の投稿数を解析の対象とした。テキストとなる投稿の抽出には二つの方法を用い、それ

ぞれ解析した。(ⅰ)最新の投稿から時系列順に抽出する方法と、(ⅱ)乱数を用いた単純無作為抽出であ

る。 尚、＃の投稿数はすべて手作業で調査しているため、総数などに多少の誤差が含まれていることを

ご容赦願いたい。全体の傾向を測るに際しては、ほぼ影響のない範囲であると考えている。 

 本項で示した(1)から(5)の調査工程は、前項の①から③の調査目標に以下のように対応している。 

 

①＃の拡散力・影響力 

（Instagram内の支持の規模） 

(1)投稿者のフォロワー数 

(3)同一のアカウントから投稿された件数 

(4)月別の投稿数の推移 

②その＃を付けて投稿する人の層 

（Instagram内でメンズスカートがどのよ

うな人々から支持されているのか） 

(2)投稿者の属性（職業等） 

③＃が付いている投稿の本文の内容 

（Instagram利用者のメンズスカートに

対する認識） 

(5)テキストマイニング 

出典：独自に作成 

 

2-2-2.調査の結果 
 

「＃メンズスカート」 

調査日時：2022年2月8日午前10時から 

対象投稿の総数：937件 

 

「＃スカート男子」 

調査日時：2022年2月13日午後11時から 

対象投稿の総数：1626(1627)件 

 

(1)投稿者のフォロワー数 

「＃メンズスカート」 
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「＃スカート男子」 

 

 
 

(2)投稿者の属性（職業など） 

「＃メンズスカート」 
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「＃スカート男子」 
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(3)同一のアカウントから投稿された件数 

「＃メンズスカート」 

 
 

「＃スカート男子」 
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(4)月別の投稿数の推移 

「＃スカート男子」 
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(5)「＃スカート男子」のテキストマイニング 

(ⅰ)最新の投稿から時系列順に抽出した結果（45件の投稿） 

 

①ワードクラウド 

（スコアが高い単語を複数選び出し、その値に応じた大きさで図示されている。 単語の色は品詞の種類

で異なっており、青色が名詞、赤色が動詞、緑色が形容詞、灰色が感動詞を表している。） 

 
 

②単語出現頻度（一部抜粋） 

（文章中に出現する単語の頻出度が表にされている。単語ごとに表示されている「スコア」の大きさは、 与

えられた文書の中でその単語がどれだけ特徴的であるかを表している。 通常はその単語の出現回数が

多いほどスコアが高くなるが、 「言う」や「思う」など、どの文書にもよく現れる単語についてはスコアが低め

になる。） 
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③共起キーワード 

（文章中に出現する単語の出現パターンが似たものを線で結んだ図。出現数が多い語ほど大きく、また

共起の程度が強いほど太い線で描画される。） 

 
 

④二次元マップ 

（文章中での出現傾向が似た単語ほど近く、似ていない単語ほど遠く配置されている。距離が近い単語

はグループにまとめ、色分けされている。） 
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(ⅱ)単純無作為抽出の結果（40件） 

①ワードクラウド 

 

 
 

②単語出現頻度（一部抜粋） 
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③共起キーワード 

 
 

④二次元マップ 
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2-2-3.分析 

 前項の調査結果を分析する。調査は2022年2月８日と2月１３日の二日間で行った。 

 まず、「＃メンズスカート」、「＃スカート男子」の投稿件数（検索したときに表示される件数で鍵アカウント

を含んでいるなどの理由から調査した件数とは異なる）は2022年2月20日現在それぞれ1180件、2409件

となっている。有効な調査件数はそれぞれ937件、1626件であった。「＃スカート男子」が付与された投稿

のうち一件を、外れ値として分析から除外している。当該投稿は、投稿者のフォロワー数が30.9万人と、

ほかの投稿と比べ一件だけ著しく多く、投稿内容が「猫（オスと推定される）がスカート（撮影者のものと推

定される）に潜りこみ、恰もそのスカートを着用しているかのように見える画像」であった。当該投稿は「メン

ズスカート」との関連性が著しく低いと判断したため除外している。ほかにも、ペットと推定される犬猫にペ

ット用品のスカートを着用させている投稿は複数見られた（特に「＃スカート男子」に多く見られた）が、こ

れらは基本的にフォロワー数が少なく、投稿件数も多くはなかったため、全体的な傾向の一部と見なして

除外しなかった。 

 参考として2022年2月20現在の「＃スカート」、「＃スカートコーデ」の投稿件数を示す。それぞれ109万

件、33.2万件である。投稿件数のみで比較すると、「＃メンズスカート」、「＃スカート男子」は「＃スカート」

に比べてそれぞれ、0.108256％、0.221009％の規模であると分かる。「メンズスカート」という概念自体、一

般に聞かれるようになったのが比較的最近であること、「＃スカート」などのハッシュタグはInstagramが配

信開始された2010年からコンスタントに蓄積しているだろうことを考慮しても、甚大な、支持者たちの規模

の差が、この時点で見受けられる。 

 二つのハッシュタグの、投稿者のフォロワー数（≒ハッ

シュタグの持つ拡散力）を見ると、一投稿あたりの、その

投稿をしたアカウントのフォロワー数の平均がおよそ10

50±200人であり、拡散力は高いとは言えない。投稿者

のフォロワー数の分布（図）を見ても一部の大規模なア

カウントが、数件の投稿で平均値を底上げしていること

が分かる。 

 しかし、喩え規模の小さいアカウントばかりだとして

も、仮に全てのアカウントが別々であったとしたら、相当

数のフォロワーの目に 触れていることも考えられる。それを踏まえて「同一アカ

ウントからの投稿が占める割合」（図）を見ると、「＃メンズスカート」では５２％、「＃スカート男子」では２

８％の投稿が、同一のアカウントAから為されていた。アカウントAのフォロワー数は１７6±１人。Aは日常

的な投稿にも「＃メンズスカート」、「＃スカート男子」と言った決まった＃を付与し、基本的にはその顔の

自撮りを投稿しており、殆ど全身（ボトムス）を映した投稿が無かった。アカウントAはプロフィールで「Male 

To Xgender」（身体的に男性であって、性自認はXジェンダー、性別を持たないと考えている人）であると

公表している。また、「＃メンズスカート」には投稿がないが、「＃スカート男子」ではアカウントAに次ぐ、1

5％の投稿をしているアカウントQは、フォロワー数が1449人、プロフィールではプロアカウントとして「芸

術」を設定し「女装」をすることを明示していた。投稿内容としては、髪を伸ばし女性らしいメイクをした所
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謂女装の状態で、半数は水着を着用した写真、半数はレディースの衣装を着用した写真であった。メン

ズのトップスにスカートを合わせた「メンズスカート」の投

稿は、Ｑのアカウントに限っては一件もなかった。 

 アカウントＡやＱのように、自己表現の一手段としてコ

ンスタントに一定の＃を投稿に付与している投稿は多

数見られた。このことから、「メンズスカート」や「スカート

男子」といった概念が、単にファッションの一形態として

だけではなく、「そう言ったファッションを採用する人」と

いう、人物のアイデンティと結び付けられた評価をされ

ていることが分かる。 

 また、アカウントＱが活発に投稿を行っていた時期は2

017年12月から2020年3月までの間に限定されており、

それ以降に新規の投稿はない。一方でアカウントAは2

020年の4月に初めての投稿をしてから現在に至るま

で、高頻度で投稿の更新をしている。（図） 

 アカウントQが単純に自身の女装のみを投稿していた

ことと、アカウントAが外見的性別表現に囚われない日

常的な投稿を中心としていることを合わせて、また、Aが

活発に投稿をするようになったのと同時期に「＃スカー

ト男子」における「メンズスカート（トップスはメンズ的な

服装、ボトムスはスカート）」の投稿が増え始めているこ

とを合わせて考えると、２０２０年頃から「メンズスカート」

に関する一般的な認識が、「女装の手段」から「女装に

縛られないより一般的な自己表現の手段」として緩やか

に転換している可能性が示唆される。 

 一月あたりの投稿件数推移（図）を見ると、「＃スカート

男子」が初めて投稿されたのは２０１１年１１月２０日。そこ

から１０年近い歴史のある＃であることが分かる。しかし、

２０１８年初期に投稿数が急激な増加を見せるまでは、投

稿件数が一桁である年が数か年あった。２０１８年頃から

の、「ジェンダーマイナー」に対する関心の高まりが投稿

件数の増加に反映されている可能性も示唆される。 

 続いて、各ハッシュタグがどのような層に支持されてい

るかを示す、投稿者のプロアカウントの内訳（「その他」を

除く）を分析する。両アカウント共に多いのは「個人ブロ

グ」（28％、14％）。「＃メンズスカート」に特異的なのは「ア

ーティスト」（24％）と「ブランド・企業」（32％）。「＃スカート

男子」に特異的なのは「芸術」（71％）である。「個人ブロ

グ」はブログであるから、他者に見られることを前提とした

投稿が多いと考えられる。日記的な投稿に加え、「メンズスカート」の存在を周知しようとする解説投稿

や、メンズスカートを使ったコーデを紹介する投稿も含まれた。これらの投稿は2020年以降に複数見られ

た。調査の限りでは「＃メンズスカート」及び「＃スカート男子」を投稿した「ブランド・企業」アカウントに、Ｇ

ＵやＺＡＲＡなどの大手企業は含まれなかった。「＃メンズスカート」にはフォロワー数16人の「ブランド・企

業」アカウント、「＃スカート男子」にはフォロワー数１１０±１人の「ブランド・企業」アカウントからの投稿が
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多く見られた。「芸術」は前述のアカウントＱがプロフィールに設定していたため顕著に比率が大きくなっ

ている。 

投稿者の属性として、印象的には、両ハッシュタグが、限られた人々（アーティストやデザイン関係者、そ

れらに属さない特定の少数のアカウント）の自己表現の手段として用いられているようである。全体を通し

て見ると、新規に「メンズスカート」に対して興味を持ったユーザーが購買意欲を掻き立てられるような、

「外部に開かれた」投稿は少ない印象を受けた。他方、2021年に入って「＃スカート男子」の投稿に、フォ

ロワー数1.3万人の「動画クリエイター」の投稿が定期的に

数件見られた。今後、こういった中立的なインフルエンサ

ーが参入していくことで、新規に興味を持ったユーザー

にも「開かれた」投稿が増えていくの   ではないかと、わ

ずかながら期待される。 

 

【最新投稿から時系列順にさかのぼって投稿を抽出した

際の結果（ⅰ）】 

 続いて「＃スカート男子」に対して行ったテ

キストマイニングの結果について分析する。

初めに、この調査の対象を二通りの方法で抽

出したのには２つ理由がある。一つはサンプ

ルの偏りである。最新投稿から順に投稿を抽

出していくと、相当数のアカウントＡの投稿を

抽出してしまうことが判明した。２つ目の理由

は、各抽出方法で得られた結果を比較すると

いう目的があったからである。最新投稿から

の抽出では、最近の「メンズスカート」に対す

【単純無作為抽出を行った結果（ⅱ）】              る認識の傾向が、単純無作為抽出では「＃

スカート男子」全体を通してみた傾向が分か

ると予想した。 

 最新投稿から時系列順にさかのぼって投

稿を抽出した際の結果（ⅰ）と、単純無作為

抽出を行い、全体の傾向を反映していると考

えられる結果（ⅱ）を比較すると次のようなこと

が言える。（ⅰ）では「メンズスカート」が「セク

マイ（セックスマイノリティ）」や「ジェンダーレ

ス」といった単語と一緒に使われる傾向があ

った。（ⅱ）では、同様に「ジェンダーレス男

子」や「Xジェンダー」と言った単語が近く付置されているのに加えて、「メイク」や「メンズネイル」、「ネイ

ル」と言った単語が同じグループとして色分けされている。また、単語の出現頻度を見ると、（ⅰ）では「ギ

ャルソン」や「Maison Margiela」と言ったブランド名が頻繁に使われていたのに対し、（ⅱ）ではそう言った

傾向はない。（ⅱ）においては「model」、「photomodel」、「photographer」などの単語が多く用いられてい

て、「女装」という単語も１２回登場している。それを踏まえて共起キーワードについて見ると、（ⅰ）では「コ

ーデ」という単語を中心として「ファッション」、「スカート」、「男子」、「古着」、「メイク」と言った言葉が密接

に関係している。（ⅱ）でも同様に「コーデ」という単語を中心として「服」、「古着」、「ファッション」、「ジェン

ダーレス男子」と言った言葉が関係を持っているが、（ⅰ）ほど込み合った網を作ってはおらず、また「メイ

ク」という単語は「コーデ」とは別に、「ネイル」「メンズネイル」などの単語の中心になっている。加えて（ⅱ）
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において「モデル」、「model」と言った単語と「女装」という単語が共起的関係を持っていることが示唆され

ている。 

 

【（ⅰ）の共起キーワード（再掲）】 

 （ⅰ）が最近の傾向を、（ⅱ）が過

去の投稿も含めた全体の傾向を表

していることを踏まえて、以上から

次のようなことが考えられる。過去

のある一定の期間、「メンズスカー

ト」は「女装」のためのアイテムであ

ると認識されていた。またかつて「メ

ンズスカート」に関する投稿をする

者は「モデル」などの被写体、ある

いは被写体を撮影する「Photograp

her」である傾向が大きかった。一

方で、最近では「メンズスカート」が

「ジェンダーレス」であって「中性

的」なアイテムであると認識される

傾向がある。同時に、  【（ⅱ）の

共起キーワード（再掲）】                       「被写体と撮影者」という形式ばった関係を

背景に持たない、「自撮り」などの

個人的な投稿が増えている。女装

としての投稿が多かった時期にブ

ランド名の付記があまり見られなか

ったことからも、かつては被写体の

「服」よりも被写体の「姿そのもの」

を見せようとする勢いが強く、一方

最近では、むしろブランド名を付記

して、被写体そのものよりもその「コ

ーデ」を見せようとする傾向があ

る。これは、かつては「メンズスカー

ト」というアイテムが、「被写体を特

徴づけるためのもの」のひとつに過

ぎなかったのが、近年では「メンズ

スカートというアイテム」として一個

の認識を獲得していることを示して

いるかのように思われる。（同時に「メンズスカート＝ジェンダーマイノリティの象徴」という認識を持たれる

場合も増えているかもしれない。） 

 つまり、「メンズスカート」という概念は近年、「女装のためのアイテムから中性的な装身具へ」という認識

の転換を迎え、且つ一部の人々にとっては自己表現の手段として一般的になりつつあるのだ。 

 

2-2-4.分析のまとめ 

 現代日本において、「メンズスカート」は「スカート」やほかの服飾に比べてきわめて小さな規模でのみ享

受されている、マイナーな文化と言える。愛用する層としてはデザイナーやアーティストなどが多く、数の
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限られた決まった人だけが日常的に着用している可能性が高い。ほかの服飾のように、大規模なファスト

ファッションブランドが積極的に宣伝していることはなく、流行の主流とは決して言えないだろう。しかし、

初めて出現した２０１１年ごろから投稿数が飛躍的に増加していることから、存在の認知自体は大きく拡大

していて、いまもその途上にあることは確かである。これは最近様々な場面で聞かれる「ジェンダー」に関

する認知の拡大と無関係ではないだろう。 

 時系列的に観察すると「メンズスカート」に関する認識が大きく変遷していることが分かる。当初は、「女

装のためのアイテム」としての認識が大部分であったが、現在は「中性的なファッションアイテム」として女

装とは違う趣向で着用されることが多い。これに関連して、Instagram上の「メンズスカート」コーデの全体

の傾向としては女性のように脚を見せるものはきわめて稀で、ロングスカートかオーバースカート（ズボン

などの別のボトムスの上から巻き付けるようにして、或いは単純にかぶせて着用されるスカートの一種）が

殆どであった。つまり、「メンズスカート」は女性のスカートの一部の様に脚を見せることを前提として履か

れることは少ない可能性がきわめて高い。 

 「メンズスカート」の現在の認識としては大きく分けて二つ見られ、一つは「ジェンダーが男性である者の

ファッション」、もう一つは「ジェンダーマイノリティの自己表現の手段」であった。（あるいは、ジェンダーマ

イノリティのシンボリックな表現方法）これら二つを完全に分割して捉えることは難しい。少なくとも、現在で

は「メンズスカート」が「メイク」などと合わせて語られることが多く、後者のような認識が主流であることは、

日常的着用者の間では確かなことかもしれない。しかし、前者のような、単純にファッションとして「メンズ

スカート」を享受する人が増加傾向にあることも、調査を通じて感じられた。 

 

3. これから先、男性はスカートをはくようになるか 

 以上のような調査を踏まえて、「これから先、男性はスカートをはくようになるか」という主題に、一つの回

答を与えてみたい。 

 主題を「これから先、メンズスカートが男性にとって一般的な服装になるか」と換言し、これに応えるなら

ば、「先は長い。一般化するとしても随分先の未来である」と返そう。 

 根拠として次のようなことを挙げる。「現在、メンズスカートは「一部の人々」の「愛用品」に留まっている」

言い換えると、「現在のメンズスカートは「社会的な意味」が濃すぎる」のである。 

 イギリスで、男子学生が夏季に長ズボンを強制されることに講義してスカートを履いて登校した例や、ス

ペインの「＃服装に性別はない」運動の例に見られるように、現在のメンズスカートは、ファッションとして

の側面とは別に、「抗議の手段」としての側面を持っている。 

 また本研究での調査から分かったように、現在のメンズスカートはマイナーセクシュアリティの人々の自

己表現の手段として大きな役割を担っている可能性がある。 

 以上のような特性は、スカートがそもそも「女性のものである」という社会的な前提に根差しているからこ

そ、逆説的に意味をもっていると考えられる。最初からスカートが両性のものであったなら、メンズスカート

の「抗議の手段」としての意味は薄れるだろうし、マイナーセクシュアリティの人々が自己の在り方を表現

するためにスカートを用いることも無かっただろう。 

 これらメンズスカートの持つ社会的な役割が、今後急激に転換・消滅すると積極的に予想する根拠は

乏しいように思える。確かに、調査を通して見ても、「メンズスカート」への関心は全体的に高まっている

が、ジェンダーマイノリティの人々と結び付けられている現状があることもまた確かである。 

 このような濃密な「社会的意味」の存在と、一般人から遠い支持層（アーティスト、デザイナーなど）を理

由として、新たに「メンズスカート」に興味を抱いた「性自認と性別が一致するひと」から、「メンズスカート」

が着用を敬遠される現状は今後しばらく変わらないだろう。 

 また、ファッションと景気の関係についても触れておきたい。一般社団法人日本流行色協会によれば

「不景気になると地味な色が流行する」。不景気の時には新奇性の高いファッションは流行しない傾向が

あるようである。ファストファッションの台頭もあって、決まった型の製品が大量につくられ、消費者がその
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中から選び取るという現状が２０００年代に続いているが、ファストファッションブランドが「需要の少ないも

の＝売れないもの」を作るとは考えにくい。だからこそ、今回の調査でもInstagramにおけるメンズスカート

の広告は小規模で指向性の高いブランドからのものが多く、GUなどの大規模なファッションブランドの参

入は見られなかった。＃についても、GUやZARAなどの企業ではなく、ギャルソンなどのブランドが付与さ

れていた。また、傾向的に「メンズスカート」はオーバースカートが多かった。二枚履きであり、言い換える

と「絶対に必要な装飾」ではないのだ。このようなことから、「メンズスカート」が一般化するためには、景気

の改善と、長期間にわたる好景気の維持が必要な条件であると考察する。 
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広島大学附属福山高等学校5年「提言Ⅰ」 

 

種の保全に対する新しい考え方 
 

     5年 D組 29番 戸田 大喜   

1.はじめに 

 2021年度の成果発表会において、僕たちの一学年上の先輩方に絶滅種の復活について論じている方が

いた。主な内容はこうだ。 

 

"恐竜に会ってみたい。ディエクスティンクションという手段を用いて恐竜を再び生かすことはできないだろう

か。どのようにすれば恐竜のような過去の生命を尊重しつつ復活させることが出来るだろうか" 

 

 恐竜など特に爬虫類が昔から好きな僕は、この発表にとても興味を持った。素晴らしい未来がすぐそこま

で来ているように感じた。しかし、興味本位での絶滅した生体の復活や一部人気のある生体、つまり復活に

よって人間の利益の発生が起こる生体のみの復活はそう簡単に行っていいものなのか、そもそもそのよう

な研究は生物多様性を守っていくうえで必然的な事なのかという考えが思い浮かんだ。 

 今現在、生体の復活についての「１度絶滅してしまった生物を復活させるべき」という考え方、そして「１度

絶滅してしまった生物は復活させるべきではない」という2つの考え方が存在している。僕自身はどちらの意

見にもどうしても指摘したい点がいくつか見受けられた。だから、この研究では、自然環境のためを考える上

ではどちらの意見をより尊重すべきかを考えていきたい。最終的にこの研究で目指すゴールは、生物復活

学(仮称)の考え方や目的などを基に、どのような対策が生物を尊重する上で必要かを提示することとする。

つまり先に述べた二つの考え方の中身をはっきりとさせていくことで、それをもとに今後どのようなアプロー

チを自然環境に対して行っていけばよいのかを考えていきたい。また、今回は近年絶滅してしまった生物に

ついて主に触れていこうと思っている。近年の絶滅種にはディエクスティンクションを問題としているものも多

く、種の復活について考えるうえで役立つと考えている。このディエクスティンクションについてもどのように

捉えるべきか考えていきたい。 

 

2.本論 
 

 調査方法は以下 

    Ⅰ.  絶滅の現状について 

    Ⅱ.    ディエクスティンクション（de-extinction）について 

    Ⅲ.    近年の絶滅にみられる問題について 

 

Ⅰでは生物がどのような推移で絶滅種が増えていっているのかについて示す。Ⅱではディエクスティンクシ

ョンという生物を復活させる方法での問題を、それに対しⅢでは種を保全、つまり絶滅させない措置におい

て発生した問題について示す。 

 

 

 

Ⅰ.絶滅の現状について 
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2 

 

◎絶滅の現状 
 まずここで絶滅危惧種と絶滅種の定義について軽く説明しておく。この論文では絶滅種と絶滅危惧種の二

つの類語を用いているが、下記の環境省の定義をもとに別のものとしてとらえてほしい。絶滅種はすでに絶

滅して現在存在していない生物であり、絶滅危惧種とはＩA類ほどではないが、近い将来における野生での

絶滅の危険性が高い生物を指している。又、下記の表では、上から順にごく近い将来での絶滅の危険性が

高いものを表す。 

 

表1 レッドリストに用いられる呼称一覧（環境省HPを基に作成） 

カテゴリー 略称 WWFの呼称 環境省の呼称 

Extinct EX 絶滅種 絶滅 

Extinct in the Wild EW 野生絶滅種 野生絶滅 

▼Threatenend  絶滅危機種 絶滅危惧 

Critically Endangered CR 近絶滅種 絶滅危惧ⅠA類 

Endangered EN 絶滅危惧種 絶滅危惧ⅠB類 

Vulnerble VU 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 

▼Lower Risk LR 準危急種  

Near Threatened NT 近危急種 準絶滅危惧種 

Least Concern LC 低危急種 （該当なし）利点 

◆Data Deficient DD 情報不足種 情報不足 

                       （https://www.env.go.jp/nature/kisho/hozen/redlist/rank.html） 

 
 

 これ以降、WWF（世界自然保護基金）の定める呼称で、各種を分類することにする。 

 国際自然保護連合（IUCN）の調査*¹によると、2020年時点で絶滅危惧種に指定された野生生物は、35765

種にものぼっていることが分かっている。ちなみに国際自然保護連合が作成したレッドリストは年に2〜3回

の更新（追加）されているが、ここでの数値は統一して2020年12月¹のものを使用する。 

 もう少し詳しく説明すると、この中で、一般的に「絶滅のおそれのある野生生物」とされているのは、特に絶

滅の危機が高いとされる、3つのカテゴリー（【CR】Critically Endangered、【EN】Endangered、【VU】 Vulnerabl

e）であり、これらのカテゴリーに35765種の野生動物が現在記載されていることになる。 

 現在存在が確認されている生物は約211万種、その内レッドリストに登録されている種は12万9000種ほど

いる。つまりレッドリスト全体の約29％は絶滅危惧種と認定されている。しかし、生物によって多少の違いが

ある。例えば、後に対象として例に挙げるキハンシヒキガエルのような両生類であれば、レッドリスト全体の

約33％が絶滅危惧種と認定されている。 

 

 

◎この現状がなぜ問題なのか 
 恐竜時代以降、1年間に絶滅した種の数を調べてみると、恐竜時代は１年間に0.001種、１万年前には0.01

種、1000年前には0.1種、100年前からは１年間に１種の割合で生物が絶滅している。そして今その速度はま

すます加速し、一日100種ほどが絶滅しているとも言われている。つまり年間約40000種ということになる。驚
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くべきことに、ここ100年で約40000倍の速度になっている。これを言い換えれば、近年急速に生態系ピラミッ

ドが崩れてきているということが言える。 

 

 

 

 

 

環境省が作成した年間絶滅種数の推移 

 
 

 

◎考えられる原因 
 1万年前まで絶滅、絶滅の危機をもたらす要因は地理的なもの（火山活動や地震）等だった。しかし、今か

ら百年前までは人間による乱獲だった。主な目的は、ペットとしてや動物の牙や皮の利用、狩りなどの娯楽

目的が多かった。そして現在そのような乱獲が規制されてなお、絶滅は加速している。要因は「大規模な地

球環境の破壊」、つまり生物が棲息する生態系そのものの破壊によるものである。例を挙げるとアスファル

トがそれにあたる。川や山の雑木林や海辺の砂浜や山を切り開いて造った道路にはしばしばアスファルトや

コンクリートが安全のために用いられる。蝉の幼虫やモグラやミミズはそれらの下では生きられない。このよ

うに、中世から近代において、絶滅の原因は環境変化から人間へと移り変わっている。ただ悪意のある原

因だけがある訳ではない。人間が単に大陸間を移動するだけでも、生物はそれに紛れて移動し、それが原

因で起きている生態系の破壊も存在する。 

 

 

Ⅱ.ディエクスティンクション（de-extinction）について  

◎ディエクスティンクションとは 
 「de」という除去の含意を加える接頭辞に「extinction」という絶滅を意味する言葉を組み合わせたこの言葉

を日本語に訳すとしたら、「逆絶滅、遺伝補助」等と表記できるだろう。ディエクスティンクションとはその名の

通り、遺伝子編集技術（ゲノム編集とは異なる）を用いて、絶滅種を特徴づけていた遺伝子を近縁種のゲノ

ムの中に移すことで、その近縁種を実質的に絶滅種へと変換する作業のことである。DNAシークエンシング

というDNA内のアデニン・チミン・グアニン・シトシンの組み合わせを変える技術も利用されている。あまり知

られていないのだが、実際のディ・エクスティンクションの試みは、絶滅種を直接再生するというより、絶滅種

によく似た新種をつくることに照準している。 

 

◎ディエクスティンクションの例 
 マンモスの実験が代表的である。復活させる方法が二つあり、ひとつは今までも幾度か試されている、永

久凍土中のマンモスの雄の精子を採り出し、雌のゾウに顕微鏡受精を行う方法、もうひとつは体細胞クロー
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ン技術と言って、永久凍土中のマンモスから状態のいいDNAを採り出し胚を発生させ、ゾウの卵に移植する

方法である。前者が５０％なのに比べ、後者では１００％のマンモスを一世代で作り出せる。当然マンモスの

利用目的には観光資源としての利用も含まれるため、本物と言い切れる後者の方が大衆の注目を浴びる

ので、後者を用いた研究が多く見られた。又、非完全な生体を作ることは復活学のゴールとは言えないた

め、後者が理想とされる。そして、後者こそがディエクスティンクションの代表例である。マンモスの復活は研

究が目的となっており、北極圏のツンドラ地帯の生態系を回復させ、気候危機とたたかい、マンモスに近い

絶滅危惧種のアジアゾウを保護する助けになると関係者は期待している。しかし、必ず現れてくるのが展示

を目的とする人間だろう。これは避けられないことだろう。 

そして、これら以外にもクローンペットビジネスという１０００万円からペットを復活させるビジネスが中国で流

行るなど批判が一方的に集まっている事例もある。 

 

  
◎ディエクスティンクションやクローン技術等復活のメリット 

初めに挙げた先輩方個人の考えを一部引用し、新たに自身が考えたメリットを加える。 

 

①生態の解明 
 発見された化石などから摂取したDNAをもとに復活させた個体のデータを集めることで、単に情報を得る

だけでなく、そのようなデータを集めるための技術の向上もできると思われる。 

 

②古代の歴史解明 
 復活した生命体の研究によって、その生命体の生活風景やその生命体とほかの生命体の関係性なども

解明できる。また、そのような生命体らの見た目や能力からその生命体が生きていた時代の背景を知ること

ができる。 

 

③他分野への活用 
 DNA分析の応用と蝶の鱗粉,ミドリムシのような植物性プランクトンなどを組み合わせることで様々なデータ

の解析ができる。また、それらの情報の発信によって生物教育の幅が広がる。加えて、畜産分野において、

育種理論に基づいて生産性のより高い品種を作り出すことが可能になる。他にも例えば、マンモスを復活さ
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せれば、北極圏のツンドラ地帯の生態系を回復させ、気候危機とたたかい、マンモスに近い絶滅危惧種の

アジアゾウを保護する助けになると関係者は期待している。*² 

 

◎ディエクスティンクションやクローン技術等復活のデメリット 
①費用が掛かる 
 高能力な家畜、例えば牛1頭を複製するのに諸々込みで１００万円ほどかかり、どう頑張って も２０万円

の損害が出る。（茨城県畜産センター研究報告より） 

 

②環境や生態系の破壊につながりかねない 
 特に現在絶滅危惧の生体には大きく影響する。 

 

③倫理観 

 医学的応用についても、人間の尊厳の侵害の観点から問題があることに加え、1998年時点では、産まれ

てくる人個体の安全な成長が保証されるだけの科学的知見がないという意味で実用的な技術とは考えられ

ず、敢えて実施するだけの有用性はないと評価される。又、専門家の中でも倫理的な問題点を重視する傾

向がある。（内閣府によるクローンに関する有識者アンケート調査より）そして、2000年以降では中国でのク

ローンペットビジネスが問題視されている。 

犬は約580万円、猫は約380万円でのクローンの依頼が殺到している。生命倫理に詳しい北海道大学教授

石井哲也氏は2021年4月の西日本新聞の取材で、「医学的な実験など限られた場面ではあり得る。しかし、

クローンペットが普及すれば、愛犬が病気になっても新しいのを作ればいい、いらないから捨てるとなりかね

ない。ペットロス解消と言うなら、事故死した子供のクローンを作ってもいいじゃないかという考えが出かねな

い。かけがえのない一つ一つの命を大切にするという根幹が崩れる恐れがある」と述べている。*³ 

 

 

Ⅲ.近年の保全問題の例 
 絶滅は先にも述べたように今

では人間が主な原因になって

いる。 

 地域によって絶滅の危機に

瀕している種の数は異なり、日

本では比較的ほかに比べて少

ない。だが、貧困状態にある国

は、森林破壊や食用目的の密

猟、飼育向けの違法動物取引

との闘いに苦慮している。アメ

リカ、オーストラリア、中国のよ

うな国土の広い地域で数値が

大きくなってしまうのは仕方な

いが、南米、アフリカの地域では焼き畑などもあるため国土に対して数値は大きくなっている。 

 
  

   以下はM.R.オコナー著「絶滅できない動物たち」から引用した代表的な例である 
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◎地球上に2頭しかいないキタシロサイ 
 キタシロサイという近絶滅種のサイがいる。彼ら

は1970年代に大量に乱獲されてしまったため、199

0年には1000頭を下回り、必死の保護活動が行わ

れた。そして2008年、野生個体は完全に絶滅し、

翌年2009年には人口保護が施行された。そこから

2018年までの9年間、彼らはとても生きた心地がし

なかっただろうと思う。彼らは銃を持った警備員に

密猟者から守られつつ、決められた敷地の中で交

尾を強いられていた。このような状況は人間側とし

てもとても胸糞悪いように感じられると思う。現在

は最後の一頭の精子と二匹の雌のみ冷凍保存さ

れている。人間が人間から守ろうとしたために、結果的に人間のせいで絶滅した動物はこれ以外にもいくつ

も例がある。既に数が大量に減っていて助けようがないような生物、レッドリストにおける近絶滅種や絶滅危

惧種のような動物は正直現在の技術では数の回復は難しいと思われる。いったいどのような手なら彼らを

救うことが出来るのかを21世紀現代の課題にすべきなのではないか。 

 

◎無菌室内のキハンシヒキガエル  

 左のカエルはキハンシヒキガエルと言って、こちらもキタシ

ロサイと同様に人間によって苦しめられている動物の一つ

である。このカエルは、タンザニアの電力会社によって発見

された。タンザニアは世界的にも電力不足の目立つ国で、こ

の電力会社は滝の営力による水力発電の国家プロジェクト

を任されていた。 その際、滝の下の湿地帯で新種のカエル

として発見されたのだ。当然国連のそれ関係のところへ報

告されたが、タンザニアはその後、カエルを保護しつつダム

の建設を行った。その際、人間に持ち込まれたカエルツボカ

ビによって、多くのカエルが殺された。カエルツボカビは多く

のカエルにとって無害であるため、政府も重く考えていなか

ったのが要因になったと考えられる。また湿度を保つために

設置された人工噴霧システムもうまく機能しなかった。これ

らの要因からこのカエルは現在野生化で完全に絶滅し、再起も難しい状態にある。 

 

 上の2例は現在進行形で絶滅へ向かっている、又はつい最近まで絶滅へ向かっていた既絶滅種の動物た

ちである。絶滅はダメだ、絶滅だけは避けなければ、といった思想があるのは当然のことではある。しかしこ

のような事例が続く中、生まれてしまったのが「いっそもう絶滅したほうが…」という考え方だった。 

 

 

 

 

3.提言 
  現代において、絶滅は今後の社会活動に影響してしまうレベルでの問題である。そのことはあらゆる現象

から言える。例えば、多くの畑では生物の力を借り、植物の受粉を行っている。その生物の助けがなくなれ

228



 

7 

 

ば、その作業は人間の仕事になり農作物の生産効率は下がるだろう。更に広く捉えると、このままこの現状

を放置することはそのまま人類の絶滅につながり兼ねないと言える。人間がこの世のすべての生物網、生

物間の繋がりを把握しているはずはなく、いつ人類の絶滅が始まるかは分からない。もしかすると、それは

もう始まりつつあるかもしれない。つまり、私たちにとって絶滅の進行を放置するという事は決してできない。

このことを踏まえてみると、人類にとって今ディエクスティンクションは現状を打破する切り札である。しかし

ながら先にも述べたようにディエクスティンクションにはまだまだ多くの問題点がある。そこで今私たちには

一体何ができるのかをまとめてみた。 

 

①規制による対策 
 今まで多くの人が言い続けてきたことと同じである。環境・生態系の破壊につながること（ごみの不法投

棄、必要以上のCO2ガスの排出、化学汚染物質の大量使用）を控える。 

しかし、これらは人類が快適な生活をしていくうえで避けられないものが多い。故に実行されることは少なく、

生態系破壊はあらゆる法整備がされたにもかかわらずここ数年さらに加速している。自然保護の法律は国

によっては厳しく定められているが、実際そうである国もそうでない国も、環境破壊の加速を単に和らげるだ

けであり直接絶滅危機から生物の救済につながるとは考え難い。 

 

②寄付による対策 

 前者より私はこちらに魅力を感じている。まず第一に、生物の保全に関する寄付には様々な種類がある。

WWFが行っている募金だけでも例えば、寄付金で劣化した生態系を再生し、重要生息地の消失に歯止めを

かけ、保護地域を大幅に拡大する破壊に終息をもたらす募金や、自然の価値を査定し、環境面および社会

的コストを勘定に入れ、自然保護、持続可能な資源管理および技術革新を支援・奨励する開発面での募金

がある。これらは前者に比べて直接環境保全につながっていくことが保証されており、より効果的なように感

じられる。実はWWFでは寄付金の3/4が個人による寄付金であり残りのうち15％が企業による寄付金であ

る。つまり個人での活動が寄付では大切になってくるということであり、このような面も魅力的に感じられる。

しかし今、もう一つ別のタイプの募金を勧めていきたいと私は思っている。それは大学や企業、若しくは慈善

団体への研究についての募金である。私はこの研究をしている中で、近年の生物の絶滅はもう自然に起き

る出来事の範疇を超えていて、既に取り返しのつかないところまで来ているのではないかと感じた。ディエク

スティンクションやその他遺伝子編集は1891年、ウニの受精卵からはじめて人工的な動物個体のクローン

が作成され、1903年にアメリカの植物生理学者ハーバート・ウェッバーによって「クローン」と名付けられた。 

その後、1952年にはアメリカでカエル、1963年には中国でコイ、1986年にはソ連でマウスのクローンが核移

植によって作成された。ここ数年では更に技術の進歩が著しく、2018年ではサル、2021年では猫が複製され

ている。*⁴又、理化学研究所バイオリソースセンター遺伝工学基盤技術室の協力研究員水谷英二氏は、体

細胞クローン作製成功率の低い決定的な要因の1つは染色体分配異常に起因することを発表していること

から、近年の技術発展によって、初期胚の段階で将来個体になる可能性があるクローン胚と致死の胚を見

分けることが可能になり、体細胞クローン作製の成功率が大幅に向上しているという事が分かる。そこで、

今絶滅の加速問題を解決してくれるのは、ディエクスティンクションやその他遺伝子編集の研究分野なので

はないかと感じた訳だ。私たちがそれらの分野を後方から支援することで、破壊してきた環境を一部取り戻

すことができるのではないだろうか。 

 

 以上より、私たちにできる環境保全の活動は数多くあるが、その中でも環境の復活という点で私はディエ

クスティンクションやその他遺伝子編集の研究分野への支援を急ぐべきだと思う。勿論これだけでなく、保護

に関する支援も必要である。しかし、今の現状を打破できる可能性が十分にありうるのは技術革命なので

はないだろうか 
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転移について 

5 年 D 組 30 番 西 優歩 

 

 

1.序論 

 

学生なのでできるだけ遊びたい。しかし、勉強もしなくてはならない。 

そこで、短期間で勉強をマスターする能力、つまり効率が求められる。 

そこで、私は学習転移に着目した。例えばサッカーの上手い人は今からフットサルやセパタクローを始めたらきっ

とすぐに上達するだろう。もっと身近な例では、勉強していて急にハッと理解した（点と点が線でつながったみたい

な）経験があると思う。これも、既存の知識を応用、または、関連付けるなどしているので学習転移といえる。この

場合印象に残るのでなかなか忘れないだろう。では、この学習転移をどうしたら誘発できるのか。また、教える側も

転移を用いてどのようなことができるのか疑問に思った。この学習転移という概念は勉強だけでなく、スポーツや

ゲームなどにも役立つと思っている。 

 

2.転移とは 

 

学習をするときまた学習を促進するときに必要になる概念が転移である。 

転移とは、前に学習したことが後の学習に影響することを言う。トランペットを吹いていた経験がトロンボーンの練

習に役立つことを正の転移と言い、クラシックバレエを踊っていた経験があることでヒップホップのダンスが上手く

踊れないような場合は負の転移と言う。 

ここから、学習する側（以下生徒）と学習を促す側（以下先生）に分けて論ずる。 

まずは、転移学習の歴史を見ていく。 

 

3.転移の歴史 

 

①形式陶治説 

19世紀から 20世紀初頭にかけて、ラテン語のような難しい教科の学習は、一般的な学習スキルの獲得や注意力

を促進するとされていた。しかし、ソーンダイクらは、形式陶治説には科学的証拠はなく、一般的な学習スキルの

獲得などに役に立たないことを示した。 

 

②同一要素説 

先行学習と後続学習の類似性が重要であった。つまり、転移の基礎となるドリル学習や反復学習ばかり強調され

ていた。しかし、これはとくに重要なことだけに限り、それよりむしろ学習者の持っている特性に注視すべきという

のが最近の転移研究である。 
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4.転移を考えるモチベーション 

 

詳しいニューロンの話は置いといて、結果だけ記すと、学習は脳の神経科学構造を変化させる。この構造の変化

に伴って、脳の機能的な構造が変化する。すなわち、学習とは、脳を構造化または再構造化する営みである。脳

と心の機能的な構造化は、経験に依存しており、経験から恩恵を受けている。これらのことから学習において転移

を基本原理とするべき。 

 

 

5.生徒が転移を有効活用するためには 

 

1⃣ 連続性 

関連性がある内容をやる。これは、点がはっきりしているうちに線で結んでしまい、理解をより強固なものにしてい

る。 

例えば、受験勉強においては、ある一定期間同じ科目をやり続けたほうが、転移が起きやすい。なぜなら、数学

に取り組んだ後、国語をやっても転移がうまく使えていないからだ。また、学習した内容を忘れる前に新しい転移

を起こしてさらに忘れにくくしている。 

 

2⃣ メタ認知の活用 

メタ認知とは、一言でいえば認知についての認知 

自分が何をやっているのかを把握し、自分自身の行動を最適化することができる。これは、生徒が生徒自身で先

生をつくるということと同義である。転移が起きたときを意識する。また、この考え方は所謂体系化と似ているもの

であり、実践の場でも役に立つ。 

では、メタ認知をどうやって実践するのか。 

 

(１)モニタリング 

これは自分自身を把握するために必要なことであると考える。理由は、自分というのは、ほかの人とは異なり、自分

はこういう時に集中できるとかこういうときに怠けてしまうとかは、人によりかとなるだろう。これらは、無意識に自覚

していることかもしれないが、これを意識的にすることで、自分の学習をよりよいものにしていくだろう。（よりよくする

というのは、自分独自のデータにもとづいた転移である）また、モニタリングをすることで、自分自身がいま学習の

過程のどこにいるのかを常に把握しおのずとやるべきことがみえてくる。 

 

(２)その分野において上手な人と自分自身を比べてみる 

これは、ほかの人をモニタリングするということである。自分をモニタリングすることでいつかたどり着くもしくは、自

分ではたどり着けないような学習方法にほかの人をモニタリングすることでたどり着ける。これは、自分をメタ認知

する練習になりうる。 

 

(３)全体像の把握 
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自分が何を学んでいるかを理解することが必要。これがないと生徒は、学習する過程のどこにいるのかを認知し、

学習方法を改善することすら不可能になるだろう。（先生もここを生徒に認識させることが生徒の学習の助けにな

るだろう） 

 

3⃣ 点をばらまく 

点と点を結ぶにはまず点がないと結べない。新しい科目の勉強をしている時知らない単語が多すぎたら意味が分

からなくなりやる気がなくなる。所謂、機械学習においても転移の下準備として、大量のデータと時間が必要で、

もちろん人間でも下準備としてある程度の知識をもつ必要がある。これらの知識は（間違いでないなら）どのような

方法でも良い。 

例えば、勉強なら教科書を読むなど、信頼できる動画などで勉強するなど。 

 

4⃣（転移とはあまり関係ないが）楽しむこと 

どれだけ効率よく学習しても学習が続かなければ今まで学んだことも忘れてしまい、もったいない。できるだけ自

分が苦を感じないように、つまり楽しめるように努力するべき。 

 

6.転移の使用例（MM）を通して 

 

調べてみると数学には、Mathematical Maturity （数学的成熟度）というものがあるらしい。これは、いわば数学で

の自分のレベルを表している。もし、与えられた証明や概念が理解できないときそれは、MM が足りないということ

を意味する。例えばε‐δ論法が分からないというのは、まだ MMがそのレベルに達していないということであり、

ほかの数学である多変数関数の計算などをするべきらしい。（日本では、前者、アメリカでは後者のため日本では

ε‐δ論法が分からず砕け散る人が多いらしい）もっと簡単に言うと、二次関数ができないときに数列やベクトルな

ど一見関係ないような内容を理解しようとしても理解できないもしくは理解するのが難しいということだ。これは、数

式に対する認識などが 2 次関数を理解するときなどに培われるためだと考える。MM を高めるためには、自分の

MMより少し上のレベルのものを苦労してりかいすることで、MMが高まるというものだ。おそらく、この MMのような

考え方は他のことにも役に立つ。では、なぜ MM は日本ではあまり重視されていないのか。それは、まだ日本で

はあまり知られていないからである。論文も日本のものは私が調べたかぎりでは、なかった。 

7.生徒と先生での相違点 

まず、同じところというのは、どちらとも前述である正の転移を目指すもしくは促すという所である。 

しかし、生徒と先生では勝手が違うようである。それは、教える際、負の転移が起こりやすく、これが学習の妨げに

なってしまうということである。理由は、先生は生徒がどんなことを経験してきたかを知る由はないからである。だか

らひとそれぞれつっかかったり、疑問に思ったりするところが違うからである。これは、概念上の障壁と言ってもい

いだろう。具体的には、例えば、私たちが生きているこの地球は実感では丸くないように感じてしまうことが、地球

が丸いことを説明するときの弊害となりうるということである。私の身近な例では、力学において、問題を解くとき糸

の力をよくＴとおくが、これを未知数と呼ぶためあるひと〇君はこれを実在ではない力だと思いこんでしまっていた

ようだ。本当はこれは、糸をなす物質の分子間力によるものだが、教科書には書いてないので、勘違いしたまま学
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習することになってしまう。が、この勘違いというのもまた、負の転移を起こしてしまう。これにより、負の連鎖がおこ

り、物理の学習をリタイアする人も少なくないだろう。（文系より理数系の方がこのようなことが起きやすいので世間

では難しいとされているのではないかと考える） 

特に、大人数に向き合う先生は注意が必要だと思う。この場合、生徒１人１人見るというのは、ほぼ不可能である

ため、授業をする際、生徒に正の転移を促すとともに、負の転移に気をつけて授業する必要がある。要するに、

誰がみても勘違いしないようにするのが、ベストである。しかし、これもまた不可能に近いので、効果的なやり方と

して、よくある勘違いを先にあげておくというものがある。（地球って日々過ごしているときは、平らにみえるよね で

もね、実は、地球って丸いんだよ）このような起こりやすい負の転移の例を蓄え授業に昇華していく先生は、分かり

やすいなと生徒も感じるだろう。このように、授業やテストを通して、成長するのは、生徒だけではないということが

分かる。つまり、生徒のリアクションを通して先生も教えるごとに転移していくということだ。 

 

8.さらに教授法について 

Shulman によると「教え方の上手な熟達教師になるためには、教科内容の知識だけでなく、授業を想定した内容

の知識（ある教科の内容をいかにおしえるのかの知識）が必要になる。先生の教授行動は教科の知識ではなく、

教授学的知識（生徒はどこでつまずきやすいか、生徒がたやすくこなすのはどこか）が導く。」つまり、先生は教科

の内容を知っているだけでは不十分であり、その内容を生徒が学習する際に、何が「概念上の障壁」（負の転移）

になるか知らなければならない。新生児ですらタブラ・ラサ（白紙）ではないので生徒の学習はたとえ最初であっ

ても必ず先行経験や既有知識からの転移が成り立っている。これは、日常生活の経験や観察を通して無意識の

うちに知識を蓄えているからである。これらは、学習するうえで役に立つことが多い（正の転移）。このため、人はこ

の無意識に得た知識に執着してしまう。これは、歴史的にも明らかである。（なぜ、石は葉より早く落ちるのかなど）。

これこそ勘違いの種であり、人は正しくないものを正しいものとして無意識に転移させている。最初に述べたが転

移は今までの知識と結びつく分強烈で点と点が誤って線で結ばれてしまえばいつか矛盾が生じ、矛盾に気づい

たときには、どこの線が間違えていたのかが分からなくなり、挫折してしまいがちである。言いたいことは、それだ

け負の転移は厄介なのである。授業中間違ったことまたは生徒に間違った認識をさせそうなことをポロっと言った

だけで、生徒は負の転移を引き起こしてしまうかも知れない。そこで負の転移を克服させる方法を 2 つあげる。こ

れらは半永続的な効果をもたらすものとして知られている。 

➊橋渡し法 

類推的な状況を媒介として生徒たちに正しい概念から誤概念への橋渡しをする。この方法は正の転移を起こさせ

ることで生徒に負の転移を起こさせないようにしているとも言える。 
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❷相互作用的講義実演法 

実験内容を生徒に提示して、生徒に予想させ、リアルタイムで生徒に実験を見せることで、誤概念の克服をする。

ただし、ここで注意したいのが、観察した事象の基礎のグラフィックデータをリアルタイムではなく、20~30 分後に

見せたのではもはや事象の基礎にある正しい科学的概念の学習は促進されないことが分かっている。 

ここで 2 つの負の転移克服方法をあげたが、先生がそもそも生徒がどこでつまずくのかを経験などで知っていな

ければならない。これこそ、教科内容の知識だけでは、上手い授業をすることができない理由だと考える。つまり、

教授学的知識も必要だということだ。また、教科内容の知識と教授学的知識の密接な関係性を強調する考えは、

いくつかの誤解を正す。一部では、オールマイティな教育方法がある、優れた教師はどの教科の授業も上手い、

教科内容の知識さえあれば教えるのに十分と言われているがそんなことはないと思う。（小学校では一人の先生

がいろいろな教科を担当しているが、それは上手い授業をするという点では難しいと思う）、幅広い知識があるだ

けではだめで、それに伴う教授学的知識が必要であると言っている（これは教科ごとに違うことが多い）。 

9.実体験および学習方法の提案 

転移が大事なのは、十分分かったが、どうやって自身の学習に昇華させるべきか。もちろん人それぞれやり方は

あるだろうが、今回は生徒の目線に戻って 1つ提案する。 

それは、一定期間特定の教科をやり続けるということだ。 

一定期間というのは、受験勉強や資格試験などのある程度ゴールが定まっているものについては、それをある程

度理解するまでということだ。ということで、これを実践した結果、次のようなメリットとデメリットがあった。メリットとし

ては、記憶に残っているうちに、次のレベルに進めるので、理解が多めの科目では、学習効率のアップは顕著だ

った。しかも、副次的な効果として、やることに迷いがなくなった。と実践してくれた K 氏は言っていた。それもその

はず、同じ科目をするしかないので、ほかの科目をしなきゃいけないという不安感から解放されるからである。しか

し、これには、デメリットもある。それは、暗記が多い科目では、転移の効果が薄いということだ。でも、これは、暗

記するのではなく、できるだけ自分の理解と結びつけることで、対策は可能かもしれない。あと、このような学習法

には、次のような反論をする人もいるだろう。エビングハウスの忘却曲線というのは、ご存じだろうか。あれは、この

学習法の真逆ではないのかと。しかし、そうではない。確かに人は数日経てば忘れてしまうので、所謂分散学習を

すべきだと考えるかもしれない。しかし、私が提案した方法では、忘れる前に次の同じようなシチュエーションに遭

遇することで、転移を誘発できる。つまり、新しい知識を既存の知識と結びつけるとき、また、既存の知識の復習に

もなっているということだ。ある程度理解したあとは、あまり意識しなくとも転移は引き起こされるだろう。ただし、実

感としては、暗記は、いくら理解したからといっても、限度があるので、その点では、分散学習も効果的であると私

は考える。細かいやり方については、日々（4を意識して) 改善していく必要がある。 
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10.結論 

学習するということを一般化すれば、それはつまり転移を起こすということになる。故に、何を転移させるのか、い

つ転移するのか、どのように転移するのか、を日々意識的に考えるのが重要である。つまり、自分がどういうときに

転移がおこる（点と点が結びつく）か認識し、それがおこりやすいような学習の仕方を日々追究していくのが、学習

効率を上げるための学習、いわばメタ学習で、それを含めて学習ということになる。これは、勉強だけでなく学習

全般、つまりスポーツやゲームや仕事などについても同じである。教える側は、生徒にどういった正の転移を誘発

させるか、もしくは、どのような方法で負の転移を回避させるか（生徒に勘違いなど起こさせないか）、が重要にな

ると考える。つまり、生徒と先生は相互に正の転移を起こしあいながら成長していくのが望ましい。 
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CO₂排出における地球への影響と代替エネルギーへの転換に関する研究 

                                前田 廉之  

１ 序論 

近代になり、化石燃料の使用料が急速に高まり、二酸化炭素増加に伴う様々な弊害が発

生してきた。しかし近年では、各国が国連の機関を通して環境問題に取り組み、明確な目

標を設定し始めている。この状況から私は現在の発電方法について着目し、これからの未

来の発電の主流となる再生可能エネルギーについてみていこうと思う。 

 

２ 本論 

 

2－1 

まず初めに日本の発電量と

二酸化炭素の排出量について

見ていく。2019 年度の日本国

内の発電量を見てみると、総

発電量は 1兆 247億 kWhとな

っている。また二酸化炭素排

出量は 2018 年度では 11 億

3,800万トン-CO2の量が排出

されている。これは温室効果

ガスの約 91％に値する割合と

なっている。この二酸化炭素

の主な発生の原因となってい

るのが、化石燃料（石炭、石

油、天然ガス）の燃焼であ

る。しかしながらこの温室効

果ガスの排出量は、京都議定

書による基準値設定などで減

少傾向にあることが分かった。次に現在の発電方法と発電量の内訳について見ていく。現

在、日本国内での発電の主流派の石炭、天然ガスなど化石燃料に由来する物が約 88％占め

ており、再生可能エネルギーは約 11％程しかない。したがって私は、この再生可能エネル

ギーの割合を増加させることが現在の環境問題の解決策になってくるのではないかと考え

た。よってここでは再生可能エネルギーの導入に関して、その実用可能性と方法について

考察していきたい。 

 

2－2 

現在最も再生可能エネルギーの発電量が多い国は、中国そしてアメリカの順で、2020 年
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度の発電量は 863.1ＴＷｈである。この背景には国家戦略プロジェクトとして国が大きく

関わっていることが挙げられる。この再生可能エネルギーの発電量が中国の発電量に対す

る割合は約 27％となっており、日本の場合は約20％であることから、日本を大きく上回っ

ていることが分かる。その為にまず日本の状況について見ていきたいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2－3 

 日本における再生可能エネルギーは法的に種類が規定されており、太陽光、風力、水力、

地熱、太陽熱、大気中の熱・その他の自然界に存在する熱、バイオマスの 7 つである。 

EIA（アメリカ合衆国エネルギー情報局）の統計によると、日本の再生可能エネルギー

（水力発電は含まない）による発電量は中国、アメリカ、ドイツ、インドについで世界第

5 位である（2018 年）。また発電量の約 6％を占める太陽光発電は、ソーラーシステム普

及促進融資制度（1980 年～1996 年）や FIT（固定価格買取制度・2012 年～）の 2 つの政

策によって後押しされることで日本国内での普及率を高めた。また太陽光発電には長い日

照時間が必要なので、日本海側のように冬に大陸からのモンスーンの影響を受けて降水量

が多くなる地域や日本列島北部は太陽光発電を行うには不利な地域となるため、日本の太

陽光発電量は太平洋側の県で多くなっており、また山梨県や長野県、群馬県といった内陸

で年降水量が少ない県でも多くなっている。しかしながら別の課題もあり、日本は世界三

位の地熱資源量を持つがわずか 2％しか発電に活用されていない。この主な原因は、1960

年代後半から環境庁（当時）の通達で、自然公園内の地熱は既存の発電所以外の開発を推

進しないこと、当時は原子力発電を推進していたこと、また温泉事業者からの慎重論があ

ることなどが挙げられる。つまり地熱発電は開発が進まず、そして人材育成も進んでいな

い状況といえる。このことから再生可能エネルギーを導入するのに要となるのは国の政策

やバックアップ次第といえる。 

 

2－4 

238



ではそんな中どのように再生可能エネルギーを導入していくのかその方法を調べて、政

策と資金面の両方でみていきたい。まず政策では、1972 年のオイルショック以降国として

は石油代替エネルギーに重要性が認識され、1974 年に通商産業省工業技術院（当時（現独

立行政法人産業技術総合研究所））において「サンシャイン計画」を開始し、この計画は、

将来的にエネルギー需要の相当部分をまかない得るエネルギーの供給を目標として、太陽、

地熱、石炭、水エネルギーの四つの石油代替エネルギー技術について重点的に研究開発を

進めるものであり、1980 年に、「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」

（石油代替エネルギー法）が制定された。また、1980 年に設立された新エネルギー総合開

発機構（現・独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO））において石

炭液化技術開発、大規模深部地熱開発のための探査・掘削技術開発、太陽光発電技術開発

等が重点プロジェクトとして推進された。その後サンシャイン計画はムーンライト計画と

統合され、ニューサンシャイン計画として実施された。更に、1997 年に「新エネルギー利

用等の促進に関する特別措置法」（新エネルギー法）を制定し、2002 年 6 月に、「電気事

業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」（RPS法）を公布し、2003年 4月

より完全施行 2012 年 7 月からは、この RPS 制度に代え、「電気事業者による再生可能エ

ネルギー電気の調達に関する特別措置法」を制定して、再生可能エネルギーの大幅な導入

拡大を進めた。国や地方公共団体、事業者、国民等の各主体の役割を明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する基本方針の策定や新エネルギー利用等を行う事業者に対する金融上の支援措置等を定

めたり、再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）によって発電さ 

れた電気を、国が定める一定の期間にわたって、国が定める一定の価格で購入することを

電気事業者に義務づける固定価格買取制度を日本でも導入することで再生可能エネルギー

普及を推進した。資金面では地方自治体等における再生可能エネルギー導入促進、再生可
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能エネルギー発電設備等導入促進支援復興対策事業、地域エネルギー開発利用設備資金利

子補給金再生可能エネルギー等導入推進基金事業（グリーンニューディール基金）、環境

を考慮した学校施設（エコスクール）の整備推進、など様々な補助金の制度が国によって

確立され、地方公共団体を支援していることが分かった。また上にあげた料金表からも、

民間の発電量を買い取る仕組みも実施されていることが分かった。 

 

2－5 

最後に発電場所につい

て見ていきたい。先に述

べたように、太陽光発電

は太平洋側が効率の良い

発電場所であり、そこで

導入していくことが望ま

しいと考えられる。太陽

光発電は地面に太陽電池

パネルを設置して発電す

る。日本やドイツの平均

発電量は、１平方メートル、年間 0.1MWh（100kWh）程度だ。この計算によれば、日本

の年間電力消費量 

約 1,000TWh（1 兆 kWh）を賄うために必要な面積は、日本全土の 2～3%程度ということ

になる。そして、原子力が日本で発電していた年間約 300TWh（約 3000 億 kWh）を、も

し地面設置の太陽電池パネルだけで発電するとして必要な面積は、日本のゴルフ場の総面

積とほぼ同じになる。しかし、太陽電池パネルは、建物の屋根にも設置することができる。

駐車場の屋根や、建物の東西南側の外壁にもできる。線路・道路の遮音壁や、線路・高速

道路等の日よけ屋根にもできる。他の用途で使われている場所に、その用途を邪魔するこ

となくパネルを設置できるのだ。風力発電の場合、発電効率をあげるためには、風車の間

隔を数百メートルあけなくてはならない。だから、何機もの風車が間隔をあけて立ってい

る土地全体を「必要面積」と考えて、1 平方キロメートルあたりの発電量を計算する 
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なら、風力発電には膨大な土地が必要だと思うかもしれない。しかし、現実の世界では、

経済効率の高い風力発電プロジェクトは、風力発電で土地の価値が失われるような方法は

とっていない。例えば、高速道路沿いの農地で、何十機もの風力発電機を建てているケー

スがあるが、農作物の生産も、風車の周囲で続けることができている。すでに高速道路の

騒音がある土地では、風力発電機の騒音に影響されたりはしない。 

 

3 結論 

 

日本を含め各国で、再生可能エネルギー導入への政策など様々な取り組みが実施されて

いることが分かった。現在日本では、政府がこれまでに行ってきた政策で再生可能エネル 

ギーの普及が促進されてきたので、これからも、具体的な政策の作成や新たに法整備を進

めていくことで、これからの主役となる再生可能エネルギー導入のための足掛かりとなる

ことが分かった。また再生可能エネルギーの発電場所の確保や建設方法、それに伴う問題

の解決にも目途が立っていることからもこれからの発電方法に大きな問題はないと考えた。

これからの地球環境保護のために、日頃から各国の動きや、自国の動きなどについて私達

一人ひとりが関心を持っていくことが大切だと思う。 

 

引用元 

 

日本は世界 5位の「再生可能エネルギー」大国！ 強みと弱みを分析！ 

https://diamond.jp/articles/-/275148?page=2 (2022.3.15 閲覧） 

 

発電設備を設置するまでの流れ｜なっとく！再生可能エネルギー 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/renewable/business/inde

x.html （20223.15 閲覧） 

 

自然エネルギー建設には多くの土地が必要？―どれだけ賢いかにかかっている！ | 自然エ

ネルギー財団 

https://www.renewable-ei.org/column/column_20150903.php （2022.3.15 閲覧） 
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ダム建設の海域への影響 

 

5年D組37番 三井 温加 

 

    第一章    序論 

  

１．＜はじめに＞ 

 「ドナウ川でダム建設により上流より輸送された溶存ケイ酸が湖内で発生した珪藻に消費さ

れ、下流に輸送されなくなり、その結果流入する黒海のケイ酸濃度が激減した」というHumborg

らの論文をもとに、日本やアジアではどうなのかと検証しようとした原島省さんの論文を読

み、興味を持ったので、ダム建設が海域にどのような影響をもたらすのか、調べていく。 

  

２．＜研究目的＞ 

 ダム建設によって引き起こる、湖内への影響や海域への影響を明らかにし、ダム建設の是非

を考察する。 

  

 

    第二章 本論 

 

 1.〈ダムによる湖内への影響〉 

 湖内への影響に関して、リンとシリカに着目して説明していく。 

 

 ①リンに関して 

「ダム建設によるエスチュアリーの貧栄養化と植物プランクトン相の変化」による 

 

 まずは、リンに関することについて説明していく。この図はダム湖内で起こる全リン濃度

（Total Phosphorus）の長期的経時変化とダム湖生態系の変化を表したものである。”Impo

undment”はダム建設を示している。グラフより、ダムが建設されてすぐに全リン濃度が増

加していることがわかり、そのことにより、魚類も豊富になり、生態系全体が豊かになり、

漁業生産が増加していることがわかる。この原因は、ダム湖を造った際に冠水した土地から

の栄養塩の溶出であると考えられている。しかし、その後全リン濃度は減少し、ダム建設以

前よりも生産性は減少する。この原因は、湖底におけるリン保持量の増加、放水によるリン

の流出、そして放水による不規則かつ大きな水位変動である。このような生産性の変化は、

無脊椎動物や魚類などに対する機能的生息空間を破壊する。  
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②シリカに関して 

 湖底にトラップされるのはリンだけでなく、シリカもトラップされ、濃度が低下する。例

えば、ドナウ川上流に堰が築かれたことで、下流に当たる黒海に注ぐ放流水のケイ酸塩が半

分以下に低下した。また、河口付近の植物プランクトンの種組成が珪藻優占の群集から鞭毛

藻優占の群集に変化したことが示されており、その最大の原因がシリカ濃度低下であるとし

ている。このことに関しては後ほど詳しく説明する。また、琵琶湖に流入する河川のDSi濃

度は150〜200μM程度であるが、琵琶湖表層の湖水では、これが20〜30μM程度に低下し、流

出水濃度では5〜60μM程度に低下する。この原因は、湖内で淡水性珪藻が発生しケイ素が吸

収されたり、湖内での微生物的な過程で他の物質と共沈したり(粘土などによる吸着など)、

低温の河川水が水深15m位の水温躍層付近に流入することであると考えられる。 

 

 

 

2.〈ダムによる海域への影響〉 

 ①瀬戸内海への影響 

 瀬戸内海でのダムによる影響を調べてみると、そこまで大きなインパクトは起きていなか

った。その理由は以下の通りである。 

 ①陸側の問題 

  a)起源の問題(火山岩は大陸に比べて日本は豊富) 

  b)ダムの物質循環の問題(湖内珪藻はダム湖底に堆積容量トラップされるが、長期的に

は分解も進   み堆積容量の問題で徐々にトラップ機能が失われる) 

  c)気候変動の問題(西日本豪雨などの大規模出水は有無を言わさず大量(10〜100年分相

当？)の物質   輸送は考慮されていない) 

 

 ②海側の問題                  

  a)堆積物からの分解供給量(正確に評価されていない) 

  b)生態系食物連鎖量(正確に評価されていない) 

 

 瀬戸内海では問題なかったが、ケイ酸が海洋生物にとって有益であることは明らかであ

り、実際にケイ酸濃度が減少している地域(東アジア地域のように経済活動やダム建設が増

大途上の地域)がある。 
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 ダムの地形的特徴や水の滞在時間、摂水深度、水の性質などの様々な要因によって異なる

と思われるが、放流水中の各種元素の割合はダムがあることで源流水中のものと異なるもの

になることは容易に想像できる。 

 

 ②植物プランクトン相への影響 

 

 ケイ素はDSi(溶存態シリカ)、BSi(生物起源シリカ)、LSi(鉱物態シリカ)と存在形態を変

えながら循環するが、シリカ欠損ダム貯水池等の停滞陸水域の増加とN、Pの負荷増大に伴

い、陸水珪藻類が増加し、自然の風化溶出により供給されるDSiを吸収しBSiとなって沈降、

堆積してしまう。このため、海域に流下するDSiを必要としない非珪藻類(有害赤潮を引き起

こす種を含む)が有利となる。従来の負荷型海洋汚染と異なり、海洋生態系に必須な物質の

陸からの補給が人為影響で欠落してしまうことで、赤潮などの汚染が引き起こされる。具体

的に説明していく。 

環境儀 NO.39による 

 

 

 珪藻スケレトネマ・コスタータム（Skeletonema costatum）、渦鞭毛藻ギムノディニウ

ム・カテナータム（Gymnodinium catenatum）、ラフィド藻シャットネラ・アンティーカ（C

hattonella antiqua）について、植物プランクトン生理実験によって得られたパラメータを

使った数値モデルを使って調べた、河川による栄養塩負荷の頻度が、これらの植物プランク

トンにどのような変化を及ぼすかの結果を述べる。これらの植物プランクトンは赤潮を引き

起こしたり、有毒なため水産上に被害を及ぼすことで知られている。 

 これらの生理学的特性を述べていく。スケレトネマは細胞内の栄養塩プールが小さく、増

殖速度が大きい。一方、ギムノディニウムは細胞内の栄養塩プールが大きく、増殖速度は小

さい。また、シャットネラはそれらの中間である。 
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 栄養塩負荷の頻度を、連続、7日に一回、14日に一回と変えた場合のそれぞれの細胞密度

の時間変動は以下のグラフのようになった。 

 

 

 

「ダム建設によるエスチュアリーの貧栄養化と                                                         

植物プランクトン相の変化」による 

 

 

 上で述べた生理学的特性から容易に想像されるように、スケレトネマはすぐに応答して増

殖するが、ギムノディニウムの応答は鈍かった。また、スケレトマネでは断続的負荷の場合

の方が連続的負荷の場合よりも高い最高細胞密度に達し、ギムノディニウムでは連続的な栄

養塩負荷の場合に最高細胞密度に達した。 
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 このことから、ダムを造って海域に対する河川水流量、つまり栄養塩負荷を均一にする

と、細胞内の栄養塩プールの大きい渦鞭毛藻ギムノディニウムに有利に作用することがわか

る。 

 

 また、これらの3種が同じ水塊内に生息する場合を想定し、栄養塩を連続的に与えた場合

と断続的に与えた場合の細胞密度の時間変動を表したグラフを以下の通りである。 

 

 

「ダム建設によるエスチュアリーの貧栄養化と                                                         

植物プランクトン相の変化」による 

 

 

グラフからわかる通り、増殖速度の点で圧倒的に優れるスケレトネマが優占することに変わ

りはないが、断続的な栄養塩負荷の場合の方が3種の共存日数が長期化した。つまり、ダム

を造って海域に対する河川水流量、つまり栄養塩負荷を均一にすると、種の多様性が低くな

ることがわかる。 

 上記で述べたドナウ川河口における植物プランクトンの種組成の変化や瀬戸内海全域で渦

鞭毛藻の赤潮発生頻度が相対的に増加していることは、このことによると説明できる。 

 

 

 ③栄養塩濃度と河川水流量への影響 

 河川水と海水の密度差によって、軽い河川水は沖に流出し、下層の海水は河口に向かう密

度流が生じる。その際に、下層の海水の一部が上層に取り込まれるが、これを「連行」とい

う。 

 ダムの建設は目的の一つに利水があり、ダム湖から取られた水のすべてが河川に戻るとは

限らないのでダムが造られることで、海に出る河川流量が減少することが懸念される。 
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 現状の河川水によって運ばれる栄養塩量と連行によって運ばれる栄養塩量をそれぞれ1と

したとき、②河川水栄養塩濃度が½になったとき、③河川水流量が½になったとき、④河川水

栄養塩濃度と河川水流量がともに½になったときを比較すると以下のような表になる。 

 

 
 

 ダムによって栄養塩がトラップされる場合は②であり、利水のために河川流量が減少した

場合は③であり、２つの条件が重なった場合が④である。このことから、ダムの建設によ

り、危機的な貧栄養化に陥ることが示される。貧栄養化は一次産業にも悪影響を及ぼす。  

 ダム湖で栄養塩類が減少する一方で、下流域が人口の密集した都市部であったり、農地や

畜産業が盛んであったりすると、リンが負荷され、沿岸海域の富栄養化につながる。瀬戸内

海では、1960年代後半より産業活動が活発化したことで、海域の富栄養化が進んだ。しか

し、1979年の瀬戸内海環境保全特別措置法の施行に伴い、下水道処理施設の整備や洗剤の無

リン化が進んだことで、リン濃度は低下してきている。 

 瀬戸内海環境保全特別措置法は以下の目的のために施行されたものである。 

第一条 この法律は、瀬戸内海の環境の保全に関する基本理念を定め、及び瀬戸内

海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関す

る計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄

養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全、環境保全のための事業の促進等に

関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とす

る。 

 しかしながら、 栄養と貧栄養の限界値は総リン0.02mg/Lとされている。リンの質量数は3

1であるので、有効数字３桁で丸めると、0.645μMである。よって、以下のグラフより瀬戸

内海環境保全特別措置法施行後、全体的に逆に貧栄養になってしまっていることが言える。 
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「広島県太田川・八幡川に設けられた貯水池前後での水質の長期変動」による 

 

  

 また、シリカに関するデータを見つけることができなかったことより、シリカの貧栄養化に関

してのモニタリングや研究が少ないこともわかる。 

 

 

    第三章 結論・提言      
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 ダム建設によって引き起こされる影響をまとめると、上の表のようになる。まず、ダムが建

設されることで、リンやシリカなどの栄養塩がトラップされ海域に対する負荷量が減少する。

そして、取水により流量が減少し、連行による循環（エスチュアリー循環）を弱める。これら

のことはどちらも貧栄養化につながる。また、リンやシリカの負荷量の減少、さらに、貯水に

よる河川流量の均一化は植物プランクトン相を珪藻から渦鞭毛藻へ変化させる原因となる。渦

鞭毛藻は珪藻と比較すると増殖速度が遅いので、渦鞭毛藻が海域で優占すると一次生産量は低

下する。他にも、渦鞭毛藻は有毒種が多いため、上位食段階への転送効率は低下すると推測さ

れる。これらのことから、ダム建設によって連鎖的に引き起こされる影響は、いずれも最終的

に海域の漁業生産の低下につながる。 

 下流域が人口の密集した都市部であったり、農地や畜産業が盛んであったりすると、リン

が負荷され、沿岸海域の富栄養化につながるが、瀬戸内海環境保全特別措置法が施行された

こともあり、全体的に貧栄養である。 

 今回シリカに関してのデータを得ることができなかったので集計できなかったが、シリカ

がトラップされていることで、珪藻が増殖しにくい環境になっているということの説明がつ

くため、シリカ濃度に関するモニタリングも今後は必要であると思う。 

 また、すでに存在するダムをなくすことは、さらに環境を破壊し、予算的にも不可能であ

るのでできないが、今後ダムを造ることをやめることで、ダムによるこれ以上の貧栄養化へ

の影響をなくすことができ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 ５年「提言Ⅰ」 

 

自動運転の現状と課題                           

 

                              5年 E組３番 大田瑠祥 

 

 

1.序論 

  自動車の普及に伴って、交通事故の増加、交通渋滞の増加、石油の枯渇、大気中のCO₂増加などさまざまな

問題が発生しており、自動運転技術はこれらの問題を解決できると期待されている。 

 交通事故の原因には人的要因（ドライバーの不注意や認知、判断、運転ミス）、車両設備の不備、道路設備や

環境の不備があるが人的要因による交通事故が94％を占める。現在実用化されている、衝突回避ブレーキ、車

線逸脱警報、アクセルの踏み間違えによる事故を防ぐ急発進防止装置などを含め、これからの技術発展で人的

要因事故を減らすことができると期待されている。 

  渋滞の原因は後続車両が前方の車両が減速したときに前方車以上にブレーキを踏んでしまい減速が連鎖す

ることだと考えられているが、自動運転では車間距離を簡単に一定に保つことができるので減速の連鎖が起き

ず渋滞も起きない。また、すべての車が自動運転であることを前提に、交差点の信号機をなくしよりスムーズな交

通を実現することができる。 

  自動運転によって車の流れがスムーズになり、無駄な加減速が減ることで機械的なブレーキによるエネルギー

損失を抑えられるほか、自動運転によって安全な隊列走行が実現することで、特に高速走行時に影響が大きく

エネルギーの主な損失源になる空気抵抗を減らすことができ、環境負荷を軽減できると期待されている。 

 これらのほかにも移動時間の有効活用、高齢者などの移動制約者の移動支援、過疎地住民の移動支援運輸

や物流産業の人手不足問題の解消、道路や駐車場不足問題の解消など様々な利点が考えられる。 

 これらの自動運転の現状を把握したうえで、自動運転技術の普及における課題を考察する。 

 

2.自動運転の法律面の課題 

 自動運転の普及には、自動運転車に即した法律の整備が必要となる。ここでは現在実用化されつつあるレベ

ル3の自動運転車について述べる。 

  レベル3の自動運転車の場合、事故の直前にシステムがドライバーに対応要請しても間に合わず、事故

を起こしてしまうことがある。例えば、急な自転車の飛び出しがあり、システムが自動でハンドルを切り事故

を回避した後すぐに手動運転に切り替わり、その瞬間、ほかの車と衝突する場合などが挙げられる。このよ

うな場合、誰も刑事責任を問われないということもありうる。 

 運転手に過失がなければメーカーの責任になるわけではなく、システムの不具合などがあっても明確な

過失がなければ、刑事責任は問えない。しかしメーカーに責任を問う議論はある。例えば、自動運転補助

装置を使用中に居眠り運転で事故を起こした事例だ。そこでは眠気を引き起こすような設計を問題視した

議論も出た。人間は自動運転機能が快適なほど油断するため、設計上集中を切らさないようにする必要が

ある。   
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 レベル3の自動運転車では、運転者が緊急対応できるという条件の下で、前方注意義務が免除されている。

そのため、スマホ操作をしてもよい。しかし、スマートフォンや携帯電話の操作をしながら、緊急対応が可能

かどうかという疑問も残されている。 

  また民事責任については被害者の救済措置を迅速におこなうため、自動車の運転者に過失がなくても賠

償責任を負わせる自賠法（自動車損害賠償保障法）という法律が適用されている。メーカーに過失があった

場合はそのあとメーカーを訴えるということになる。 

 

 

3.提言 

 民事責任についてだが、補償は自動車の所有者、メーカーなどが加入する自動車保険が全額払い、罰は刑

事罰だけにしたらどうかと思った。そのほうが単純で手順も少ないと考える。たとえば、現在は自賠法という法律

で、被害者の保証を迅速に行うため、いったんは所有者が保証をし、車に欠陥があれば自動車会社などに支払

いを求めることになっているがその手順も省ける。また、運転者に過失がなく、メーカーにも明らかな過失がなけ

れば、誰も刑事責任を負わないということもありえるため、そういう場合に民事責任を問うことも難しいと思う。 

 

4.参考文献 

● 「自動運転ついに解禁、事故の責任は誰がとる？」『東洋経済』，2020年5月12日， 

電子版（https://toyokeizai.net/articles/-/349633 最終閲覧日：2022年3月15日） 

● クライソントロンナムチャイ（2018). 『トコトンやさしい 自動運転の本』 
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広島大学附属福山高等学校 ５年「提言Ⅰ」 

 

         カタカナ語が日本語にもたらす影響について 

 

                                               5年 E組9番 栗原美帆  

 

１．はじめに 

 現在多くのカタカナ語が使用されているが、その中には日本語として一般化しているものと、まだ多くの

日本人にとってはなじみが薄く、浸透していないものがある。昨今のコロナ禍で、それはさらに顕著に現

れている。国際化が進む今、外国の言葉が日本に流入するのは当然のことなのだが、最近は必要以上

に外来語を使用する場面が増えた。外来語の許容範囲は人それぞれだが、耳慣れないカタカナ語がニ

ュースや新聞で用いられた時、すぐに意味を理解できず困ったり、曖昧なまま流してしまったりしたという

経験は、誰しも一度はあるはずだ。私は、このようにカタカナ語の有耶無耶が放置され続けてしまうことで、

情報伝達や意思疎通の難航を引き起こす危険性があるのではないかと考えた。このように、カタカナ語が

私たちの生活の中で言葉という機能に大きな影響を与えていることを実感するうち、カタカナ語と日本語

の関係性について興味を持った。本研究では、カタカナ語の利点や問題点に着目し、カタカナ語が日本

語に及ぼす影響について考察することによって、今後カタカナ語とどう向き合うべきかについて提言する。 

 

２．本論 

2.1 カタカナ語とは 

 カタカナ語とはその名の通りカタカナで表記される語であり、鳥飼（2007）*1は次のように大きく3つに分

類している。 

①外国から取り入れカタカナで表記した外来語 

 例）コミュニケーション 

②和製英語 

日本で英語の単語をつなぎ合わせたり変形したりして英語らしく作られた語 

 例）サラリーマン 

③日本語をわざとカタカナで表記した語 

 例）ハズレ 

今回の研究ではカタカナ語とその原語の関係に着目するため、第一種類と第二種類を対象とする。また、

外来語とは他の言語から借用し、自国語と同様に使用するようになった語である。 

 

2.2 カタカナ語の利点 

 カタカナ語が普及してきたのは、それ自体に利便性や有用性などの利点があるからだと考える。よって

ここではカタカナ語の利点について考察する。 
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2.21 新たな概念や社会制度の導入*2 

 「コンピューター」や「インターネット」のように、外国で開発された製品や発展した社会制度などを名づ

けるのに適した日本語がない場合は、既存の外国の表現を用いるのが手っ取り早く、それによって今ま

で日本になかったものも表現することができる。また、緊急時でも、言い換えが難しい言葉はカタカナで

表記することによって、素早く対応することが出来る。 

 

2.22 印象形成*3 

 海上・高井（2006）は、カタカナ語を使うことで話者の印象にどのような変化があるかについて研究し、そ

の結果カタカナ語の使用によってもたらされる知的印象として 

①会話慣れしている人物像 ②会話の専門性 ③学術的な知識 

の3要素が挙げられた。 

 このことから、カタカナ語は、語彙が豊富であり、専門的、学術的な知識を持っているという印象を他人

に与える効果があると考えられていることが分かる。 

 また、文化庁の調査*4 からは、カタカナ語が望ましいと感じる人のなかにはカタカナ語が洒落ているこ

とを理由にしている人が一定数いることが分かっており、このようにカタカナがもたらす効果に人々が期待

を寄せていることは、カタカナ語が好んで用いられる理由の一つといえる。  

 

2.23 印象の緩和 

 カタカナ語は日本語よりも意味が曖昧なため、柔らかい印象で聞こえることがある。その例の1つとして

「ロックダウン」が挙げられる。これは日本語に言い換えると「都市封鎖」となるが、「都市封鎖」と聞くとより

堅苦しく緊張感があるように感じられる。このようにカタカナ語の曖昧さがその言葉の印象を和らげること

は、表現のしやすさに繋がっている。  

 

2.3 カタカナ語の問題点 

 カタカナ語には上記のような利点がある一方で、問題点もある。したがって、ここではカタカナ語の問題

点とそれによって引き起こされる問題について考察する。 

 

2.31 意味の不鮮明さによる戸惑い 

 文化庁による調査*4 では、カタカナ語の意味がわからず困ったことがあるかという質問に対し、毎年約

８割の人があると回答している。また、カタカナ語の普及はインターネットの普及と共に急速に進んだた

め、若者と高齢者の間にはカタカナ語に対する知識に大きな差がある。このことから、カタカナ語は人々

の意思疎通を難航させる可能性があると考えられる。 

 

2.32 カタカナ語に対する悪印象 
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図１（文化庁の調査結

果*4をもとに筆者が

作成） 

 

 上の図は、カタカナ語に対してどう感じるかについて調べた文化庁の調査*4 をまとめたものである。好

ましいと感じる人に対して、好ましくないと感じる人の方が圧倒的に多いことが見て取れる。また、なぜ好

ましくないと感じるかについて、以下のような意見が挙げられた。 

・分かりにくい 

・日本語本来の良さが失われる 

・体裁の良さだけを追っているように思われる 

・言葉を乱し日本語文化を退廃させる 

 

 また、文化庁はカタカナ語の使用に対してこのように述べている。*5  

 「一般的には、相手や目的に応じて十分な配慮の下に、その外来語や外国語を使用するか否かの判

断がなされる必要があろう。外来語・外国語は基本的にその語に対する知識がないと伝達不能になるこ

とが多い。そういう意味で、広く国民一般を対象にしている官公庁、新聞・放送等では、簡単に日本語に

言い換えられる外来語・外国語や耳慣れない外来語・外国語などは安易に使わないようにすべきであ

る。」 

 

 2.33 外国語学習の妨げ 

 日本では外来語をかなり崩したかたちで略すことがあり、このような略語が公的な場面で使われている

ことは多い。カタカナである時点で本来の語と多少なりとも違いが生じているのに、それをさらに言い換え

た言葉が社会に溢れてしまうと、日本語の乱れを引き起こしたり、日本人の外国語学習を妨げる可能性

がある。 

 また、カタカナ語は一見してそれが和製英語かどうか判断しにくいことも問題である。そのため、その言

葉が外国でも通じるものだと認識されてしまう可能性は十分に考えられ、このような認識は外国語の誤解

に直結する。 

 以上に挙げた問題点、特に2.31「意味の不鮮明さによる戸惑い」は、公的な情報発信の場でより顕著に

現れる。そこで、実際に使われているカタカナ語の原語との違いに着目し、この問題を引き起こしうるカタ

カナ語の存在について調査した。以下はその調査の方法や得られた結果をまとめたものである。 
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2.4 独自調査について 

研究課題：実際に新聞で使われているカタカナ語は原語とどれほどの違いがあるのか 

  

 現在日本で新聞を毎日読んでいる人のうち、50代が19.8％、60代が28.1％、70代が22.2％であり、50歳

以上が約7割を占めている。＊6 このことから、新聞に使われているカタカナ語の種類によっては、新聞が、

カタカナ語になじみの薄い年齢層にとって分かりにくいものになっているのではないかと考えたため、新

聞を調査対象とした。 

 

2.41 研究方法 

 9月27日の中国新聞に用いられたカタカナ語（国や人、企業などの固有名詞を除く）全268語を抽出し、

以下の観点*7 から、『見やすいカタカナ新語辞典 第4版』*8 を参考にしてそれらの語を分類する。 

（1）意味のずれが生じている 

 ・元の意味より広い、狭い 

 ・独自の意味を持っている 

 ・和製英語であり、本来の英語にはない言葉である 

 

（2）発音のずれが生じている 

 ・発音が転化し、元の発音と大きく誤っている 

 ・同一の発音がカタカナ表記では2つ以上になる（ strike ストライク/ストライキ） 

 ・異なる発音のものがカタカナ表記では同一になる （ light / right ) 

 

（3）大きなずれはない 

 

2.42 結果 

 

図2 （調査結果をもとに筆者が作成）  
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 9月27日の中国新聞で使われたカタカナ語のうち、約16％が意味のずれが生じているもの、約21％が

発音のずれが生じているものであり、全体の約37パーセントが本来の外国語とは大きくずれのあるもので

あった。また、意味のずれが生じているものの多くは、英単語をつなぎ合わせた和製英語であった。すべ

てのカタカナ語において、その原語は英語、フランス語、ポルトガル語など様々であり、一見してこれらを

識別することは困難であった。 

 具体例を挙げると、まず意味のずれが生じているものとして、「インフラ」や「オーバーシュート」がある。

インフラは「インフラストラクチャー」の略であり、もともとは「下部構造」という意味であったが、次第に「産

業や生活の基盤として整備される施設」という意味になった。また、オーバーシュートは、政府の発表文

書のなかで爆発的な感染拡大を意味する専門用語のように用いられているが、実際は「行き過ぎ」や「や

り過ぎ」という意味である。これらの語は、カタカナ語になることで意味の拡張や変化が起こっていることを

表している。 

 次に、発音のずれが生じているものとして、「テロ」や「テーマ」がある。テロはドイツ語の「テロル」や英語

の「テロリズム」の略であり、原語が複数存在しているカタカナ語である。また、テーマはドイツ語の「Them

a」が語源であり、英語では「theme」と表す。 

 また、調査をしているうち、近年新たに生み出された語が進んで用いられていることに気がついた。その

例として「フレイル」がある。この言葉は、弱さや虚弱を表すフレイルティー(frailty)から日本老年医学会が

2014年に提唱した言葉である。 

 今回の研究から、新聞は、外来語と和製英語の混在や注釈のないカタカナ語の使用によって、正確な

情報伝達という本来の役割を十分に果たせていない場合があると考察する。また、カタカナ語には原語と

誤差があることを、発信力のある媒体ではもっと明記すべきであると考える。 

 

３．結論 

 カタカナ語が多用されている社会で、それがもたらしうる問題を最小限に押さえるためにどのような策が

必要か。考えられるのは、大きく分けて 

①必要以上のカタカナ語の使用を制限すること 

②正しいカタカナ語の理解を広めること 

の２つである。しかし、過度の制限は人々に受け入れられ難いため、①は現実的でなく、あまり効果が得

られないと考える。実際にフランスでは、フランス語使用法が成立した際、法案の段階では外来語を避け、

国が定めた公式用語の使用が義務化づけられていたが、最終的に表現の自由に反するという理由で大

部分が削除されるということがあった。*9 

 そのため、カタカナ語との付き合い方としては、過度に制限するのではなく正しく理解を広めていくこと

が、国際化の進む現社会において最も現実的で効果的であると考える。具体的な方法として、例えば読

み取ると最近よく使われるカタカナ語とその意味が表示されるようなQRコードを作成し、新聞紙に添付し

たりニュース番組の画面上に表示したり、学校の保健だよりのように、生徒やその家族も読むような配付

物でカタカナ語を紹介したりするなどが考えられる。このような具体的な策については、実現が可能であ

るかや、十分な効果が期待できるかなどを踏まえて検討していく必要があり、今後の研究の課題としたい。 

 今回の研究から、カタカナ語には課題もあるものの、正しい知識とともに広い世代に偏りなく浸透するの

であれば、私たちはカタカナ語の持つ、語彙を豊かにし印象的な表現を可能にするという能力を活かす
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ことができることが分かった。また、研究を通して、自分が外来語だと思っていた語が実は和製英語だっ

たなどというような誤解に気づいたり、新たな学びを得たりすることができた。今後は、これからの国際的な

社会に生きる日本人の一人として、正しい意味を理解した上でカタカナ語を使用することを一層心がけて

いきたい。 
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レミニセンスを活用した発想力の向上方法 

                                  5年E組12番 小畠颯斗 

1.はじめに 

起床後や入浴中に突然ひらめく。この現象について疑問に思ったことが研究動機である。この現象はレ

ミニセンスと関係があるとされている。しかしながら、レミニセンスのひらめきとの関係が詳しく検証された

例はない。本研究ではその関係を考察し、レミニセンスを活

用した発想力の向上方法を提言することを試みた。 

今後の現代社会では、AIの普及によって、人間にのみ可能

な発想力の必要性が高まるとされている。実際に、(平成29

年通信利用動向調査報告書(企業編) 総務省(2017)pp.48)

（右図）によると、40％以上の企業が企画発想力や創造性を

従業員に求める力として挙げている。 

これらのことから、発想力の向上は社会に生きていくうえで

役立つといえる。 

 

2.目的 

 

2.1 レミニセンスの検証 

第一の目的はレミニセンスの定義、原因を検証することである。レミニセンスは論文が乏しい。そのため実

際に発生する現象か、またレミニセンスを発想力の向上に役立てるため、その原因は何か調べる必要が

ある。 

 

2.2 脳科学から捉えたひらめき 

第二の目的はひらめきの過程について脳科学の観点から明らかにし、レミニセンスによるひらめきの過程

を考察することである。ひらめきの定義が必要である。 

 

2.3 レミニセンスを活用した発想力の向上方法の提言 

第三の目的はレミニセンスを活用した具体的な発想力の向上方法を提言することである。 

  

3.方法 

レミニセンスの定義、原因を論文を調べることで検証する。また、ひらめきを定義し、ひらめきの過程を書

籍を用いて調べる。レミニセンスによるひらめきの過程を考察する。更に、レミニセンスを活用した発想力

の向上方法を考察し、提言する。 

 

 

4.レミニセンスの検証 
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4.1 レミニセンスの定義 

レミニセンスは教育心理学と臨床心理学の分野で研究がなされているが、どちらも定義が異なる。前者は

「再学習をしないのに、忘れていたことを思い出すこと」として、後者は「過去の個人的に経験したことを思

い出す過程」と定義されている(安藤、長谷川（2015）pp.2)。また、日本大百科全書では「記憶の保持量が

記銘直後一定時間経過後に増加すること」とされている。これらを踏まえ、本研究では、レミニセンスを

「記憶量が学習後に増えること」と定義する。 

 

4.2 レミニセンスの原因 

安藤、長谷川(2014)は小学校英語教育のために、英語教育プログラムを開発してきた。その過程で、レミ

ニセンスが存在することを確認した。そして、予備的に行った児童のアンケート調査から児童がプログラム

で学習した内容を非学習時に自発的に想起していることが分かった。さらに、児童が自ら学ぼうとして意

図的に想起する以外に意図せずに想起する無意図的想起があった。また、無意図的想起は日常的に

現れる。記憶の想起は記憶の強化を促し、想起が連続するほど記憶の定着が良くなる。このことから無意

図的想起も記憶強化の役割を持っている可能性があるとしている(安藤、長谷川 2016、p.3)。つまり無意

図的想起がレミニセンスを引き起こす一因となりうる。 

 

5.脳科学から捉えたひらめき 

 

5.1 ひらめきの定義 

日本大百科全書では「すばらしい考えなどが瞬間的に思い浮かぶこと。直感的な鋭さ」とされているが抽

象的である。（茂木（2006）pp.75）では次のように述べられている。学習によって記憶がある程度蓄えら

れていなければ、ひらめきも生まれない。ひらめきや創造性は、記憶の働きから生まれる可能性が高い。 

また、村瀬（2014）では次のように述べられている。ひらめきは蓄えられた記憶を新しい結びつきで連合

することである。その新しい連合は因果関係を含んだモデルで明確化できた現象である。 

これらを踏まえ、本研究ではひらめきを「蓄えられた記憶の新たな結びつきに明確に気づくこと」と定義す

る。 

 

5.2 ひらめきの過程 

脳にはグリア細胞と呼ばれる脳細胞が存在し、それは脳細胞の半分を占めると言われている。（毛内（20

20）pp.204）そのうちの一つであるアストロサイトがひらめきに重要な役割を果たしていると考えられている。

ヒトのアストロサイトは１ｍｍにもおよぶ長い突起を持つ。それによって多くの範囲のニューロン（神経

細胞）の活動のタイミングをコントロールしている（毛内（2020）pp.234）。また、記憶は脳の側頭葉に保

管されている。そこでひらめきが生まれているが、人間の自我のある前頭葉前野は側頭葉の動きを把握

できない。ひらめいた瞬間脳はひらめきを確実に記憶に定着させるため、脳の神経細胞が一斉に活

動する（茂木（2006）pp.70,89,93）。 
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5.3 レミニセンスによるひらめきの過程の考察 

4.2、5.2から次のように言える。学習後、日常的に現れる無意図的想起によって記憶の強化が促される。

記憶は脳の側頭葉で保管され、そこで記憶が新たに結び付けられる。その瞬間グリア細胞の1つである

アストロサイトによってニューロンが一斉に活動し、記憶の新たな結びつきを記憶に定着させる。そして、

ひらめく。この一連の流れが発生していると考察する。 

 

6.レミニセンスを活用した発想力の向上方法の提言 

発想力を向上させるための方法は2つある。第一に、無意図的想起を促進させ、記憶の強化をさらに促し、

側頭葉に保管される記憶量を増加させ、記憶が新たに結びつく機会を増やす方法である。第二に、アス

トロサイトを活性化させ記憶の新たな結びつきの定着を促進させる方法である。 

 

6.1 無意図的想起の促進 

安藤、長谷川(2016）では次のように述べられている。何かを理解したいとする理解欲求、何かを将来にう

まく活用したいとする活用欲求があるとき、無意図的想起が現れやすくなる。また、意識的に課題を解決

しようとしている時は現れにくく、ゆったりとゆとりがあるときは現れやすい。 

このことから、無意図的想起の促進という観点において重要なことは次の2つである。第一に、課題が与

えられたとき、どんなものであるか、どのようなことに活用可能かなど課題について積極的に考えることで

ある。第二に、自分なりのリラックスできる環境を探し休憩を適度にとることである。 

 

6.2 アストロサイトの活性化 

アストロサイトは、ノルアドレナリンによる活性化の影響が特に強い。（毛内（2020）pp.236）そのためノルア

ドレナリンの放出を促すことが重要である。（毛内（2020）pp.239））では 

ノルアドレナリンの放出を促すための方法が次のように述べられている。目新しい環境における注意の上

昇はノルアドレナリンの放出を増加させる。具体的には講演会や読書、旅行など新しいことに挑戦したり

することである。 

このように、アストロサイトの活性化という観点において重要なことは新しいことへの試みである。 

 

7.結論 

本研究では、レミニセンスによるひらめきの過程の考察と、レミニセンスを活用した発想力の向上方法の

提言を行った。 

その結果、レミニセンスによるひらめきは次のようであると考察した。学習後、日常的に現れる無意図的想

起によって記憶の強化が促される。記憶は脳の側頭葉で保管され、そこで記憶が新たに結び付けられ

る。その瞬間グリア細胞の1つであるアストロサイトによってニューロンが一斉に活動し、記憶の新たな結

びつきを記憶に定着させる。そして、ひらめいたことに明確に気づく。この一連の流れである。 

また、発想力を向上させる方法は、課題について積極的な思案、リラックス可能な場所での適度な休憩

によって無意図的想起を促進させ、記憶の強化をさらに促し、側頭葉に保管される記憶量を増加させて

記憶が新たに結びつく機会を増やす方法と新しいことへの挑戦によってノルアドレナリンの放出を増加さ
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せ、アストロサイトを活性化を促し、記憶の新たな結びつきの定着を促進させる方法の2つがあると分かっ

た。今後の課題は、これらの方法が実際に発想力を向上させるか検証することである。 

 

 

8.参考文献 

＊単行本 

 毛内拡（2020）. 『脳を司る「脳」最新研究で見えてきた、驚くべき脳のはたらき』 ブルーバックス 

 茂木健一郎（2006）. 『ひらめき脳』 新潮新書 

＊論文 

 安藤則夫.長谷川修治（2014）. 「学習効果の高い小学生用英語教材の開発― その詳細説明と試用

実験による検証 ― 」 

 安藤則夫.長谷川修治（2015）. 「レミニセンスと学習効果 ― 小学生用英語学習プログラムの結果

からの考察 ― 」 

 安藤則夫.長谷川修治（2016）. 「外国語学習における無意図的想起の活用― 記憶の自動化を

促進するために― 」 

 村瀬直幸（2014）. 「創造性はいかにして生まれるか」 

＊ウェブサイト 

「平成29年通信利用動向調査報告書(企業編)」 『総務省』 

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/pdf/HR201700_002.pdf 

最終閲覧日：2022年3月8日 

「レミニセンスとはーコトバンク」 

https://kotobank.jp/word/%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9-1

51975 最終閲覧日：2022年3月６日 

「閃きとはーコトバンク」 

https://kotobank.jp/word/%E9%96%83%E3%81%8D-613979 最終閲覧日：2022年3月６日 

 

263



 

 

高齢者福祉に関する教育への提言 

 

5 年 E 組 米山鈴夏 

 

 

1．序論 
  高齢化が加速し、高齢者福祉の充実が望まれる。高齢者が何を考え、何を望んでいる 

のかを考える視点が必要である。高齢者の人口割合が増加していく中、社会を明るく活 

力あるものにするためには、高齢者の健康や生きがいを福祉の中に位置づけ、支援する 

 ことが大切だと考えた。生きがいを持つことは高齢者、若者、どの世代になっても重要         

である。人は皆、いつか高齢という年代になる。高齢者についての理解が進むように期 

待する。 

 

2．本論 
 １）高齢者とは 

  一般的に年老いた人や年齢が高い人を指すことが多いが、その基準は統一されていな 

いのが現状である。制度を整えるために年齢による基準を設けている機関もあるが、そ 

の基準も機関によって異なる。例えば道路交通法における高齢運転者標識では 70 歳以上 

がその対象となるが、WHO（世界保健機関）では、65 歳以上が高齢者とされている。 

日本の後期高齢者医療制度においては 65歳以上 75歳未満が前期高齢者、75歳以上が後期 

高齢者とされている。このように、“高齢者”という表現には、抽象的なイメージにおいて

も具体的な数値においても全国的に統一された確実な基準は存在しない。 

 

 ２）日本の高齢化 

  内閣府は、日本の総人口に占める 65 歳以上人口の割合（高齢化率）は過去最高の   

26.0%に達したと発表した。 

  高齢化の段階として、高齢化社会（高齢化率 7%）、高齢社会（14%）、超高齢社会

（21%）があるが、日本は 1970 年に高齢化社会（7.1%）、1995 年に高齢社会

（14.5%）、2007年に超高齢社会（21.5%）となった。 

  日本の高齢化のスピードは他国と比べてとりわけ早い。国際連合が発表したデータを

基に日本と先進諸国との高齢化率を比較すると高齢化率が 7%を超えてから 14%に達す

るまでの所要年数は、フランスが 115年、比較的短いドイツが 40年、イグリスが 47年

であるのに対し、日本は 24年でわが国の高齢化は世界に例を見ないスピードで進行して

きた。 

 

 ３）日本の高齢者福祉の現状 

  1990 年代初めから、在宅福祉に力を入れたゴールドプラン、新ゴールドプランが策定

され、数値目標を掲げ総合的かつ計画的に基盤を整備するという形で、高齢者福祉施策

は進められてきた。 

  こうした流れは、1997年（平成 9年）に介護保険法が制定され、2000年（平成 12年） 

から実施されたことにより加速され、高齢者介護のサービス量は 1990 年頃に比べて飛躍 

的に増加するとともに、多様なサービス供給主体が参入することとなった。また、介護 

保険制度では、市町村が保険者となって運営や財政責任を担うことになり、福祉におけ 

る市町村の役割の重要性を一層高めるものとなった。 

  さらに、2005 年（平成 17 年）に行われた介護保険法の改正により、小規模で多様か

つ 柔軟なサービスを展開し、一人一人ができる限り住み慣れた地域での生活を継続でき

る よう、小規模多機能型介護、夜間対応型訪問介護などの「地域密着型サービス」が創
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設 されるとともに、地域包括ケア体制を支える地域の中核機関として、新たに、(1)総合 

相談支援、(2)虐待の早期発見・防止など権利擁護、(3)包括的・継続的ケアマネジメン ト

支援、(4)介護予防ケアマネジメント、の 4 つの機能を担う「地域包括支援センター」 の

設置を進めることとされた。 

 

 ４）高齢者の生きがい 

  高齢者の生きがいとは「高齢者が生きるために見出す意味や目的、価値であり、生き 

ることに対する内省的で肯定的な感情の創出により実感される」と定義されている。さ 

らに、人は生きがいをもつことで、精神の安寧を得ることができ、さらにそれを継続さ 

せるための行動に向け努力をする。また、生活にははりあいや活力をもたらす効果があ 

り、生きがい支援活動により、情緒的側面の変化(笑顔の表出や会話の増加)、日常生活 

動作能力の向上、社会的満足度の向上等が報告されている。 

  一方、生きがいの源泉・対象を失った時、人は生きがい感を喪失する。特に、老年期 

は、加齢による心身の変化や社会的役割の変化等により、それを失う脆さをもってお  

り、その精神状態は、疎外感、孤独感、無意味感等で表現される。しかし、運命を受け 

入れ価値体験をすることで、人は新しい生きがいの源泉・対象を見つけ、新たに生きがい

感を創出することができる。 

  この研究の中では、生きがいとは「生きていることの喜びや楽しみを実感すること」 

と定義する。 

 

 ５）福祉教育 

  現在、多くの小・中・高等学校で福祉教育は実践されている。 

  「義務教育段階における福祉教育」のなかで、福祉教育の必要性について、小学校、 

中学校の担当別に人数の差異があるかどうかを調べたデータを示す。 

 
表１：福祉教育は必要であるか  

https://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h15_kenkyu/html/0-1.html 最終閲覧日：２０２２年３

月１５日） 

 
 

 ５）その他の関連するデータ  

265

https://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h15_kenkyu/html/0-1.html


 

 

 
図 1：高齢者が生きがいを感じることの有無 

https://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h15_kenkyu/html/0-1.html 最終閲覧日：２０２２年３

月１５日） 

 
図 2：高齢者の生活の総合満足度 

電子版（https://www2.fgn.jp/mpac/_data/8/?d=200809_21 最終閲覧日：２０２２年３月

１５日） 

  生きがい（喜びや楽しみ）を感じることの有無を見ると、日本では「多少感じる」人 

の割合が 43.8%で最も高く、次いで「大変感じている」が 23.6%である。アメリカとス  

ウェーデンでは、生きがいを「大変感じている」（アメリカ）57.4%、スウェーデン  

49.7%）という人の割合が最も高く、「多少感じている」（アメリカ 27.3%、スウェーデ 

ン 33.1%）という人を合わせると８割以上が生きがいを『感じている』と答えた。 

  生活の総合満足度では、日本は約８割の人が「満足している」「まあ満足している」 

と答えているが欧米 3か国では 9割以上であった。 
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生きがいを感じる時(抜粋) 

 子供や孫など家族との団らんの時、おいしいものを食べている時、友人や知人と食 

事・雑談している時、趣味に熱中している時、旅行に行っている時、夫婦団らんの時、

仕事に打ち込んでいる時、勉強や教養などに身を入れている時、スポーツに集中してい

る時、社会奉仕や地域活動をしている時、収入があった時、他人から感謝された時、若

い世代と交流している時など 

 

 
 
 
 

 
図 3：高齢者に対する印象 

 

 
図 4：「高齢者に対して、他の世代からの支援が必要だと思いますか。」という質問に対

する回答 
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3．考察 

 

 今日の日本では少子高齢化が進み続けている。1990 年代初めから高齢者福祉政策は進め

られてきた。1997 年介護保険法が制定され、2000 年から実施されたことにより加速され

た。この制度では、市町村が保険者となって運営や財政責任を担い、福祉における市町村

の役割の重要性を高めた。さらに 2005 年に行われた介護保険法の改正により、小規模で

多様かつ柔軟なサービスを展開し、一人一人ができる限り住み慣れた地域での生活を継続

できるような内容となった。高齢者福祉に関する政策が進んでいる一方で高齢者の満足度

は福祉先進国である欧米 3 か国に比べると低いことが図 1.2 の結果からいえる。生きがい

（喜びや楽しみ）を感じることの有無を見ると、日本では「多少感じる」人の割合が

43.8%で最も高く、次いで「大変感じている」が 23.6%である。一方、アメリカとスウェ

ーデンでは、生きがいを「大変感じている」（アメリカ）57.4%、スウェーデン 49.7%）

という人の割合が最も高く、「多少感じている」（アメリカ 27.3%、スウェーデン 33.1%）

という人を合わせると８割以上が生きがいを『感じている』と答えた。生活の総合満足度

では、日本は約８割の人が「満足している」「まあ満足している」と答えているが欧米 3

か国に比べると生活に対する満足度が低いのは明らかである。前述したように日本では高

齢化が急速に進み、すべての高齢者を個々にサポートすることはなかなか困難を極めてい

ることも推測される。 

 高齢者が生きがいを感じる時は、「仕事に打ち込んでいる時」「社会奉仕や地域活動を

している時」「収入があった時」など『社会での役割』に関すること、「夫婦団らんの時」

「子供や孫など家族との団らんの時」「友人や知人と食事、雑談している時」「若い世代

と交流している時」など『人との交流』に関すること、「趣味に熱中している時」「スポ

ーツに集中している時」「旅行に行っている時」「おいしいものを食べている時」など

『好きなこと』に関すること、「他人から感謝された時」は『自分の価値を確認できる』

と考えられ様々である。私たち若者も生きがいややりがいとは個々によって違うものであ

るし、生きていく中で最も大切なものだといえる。 

 では、私たち若者世代が高齢者に対してどのような印象を持っているか、高齢者が生き

がいを持って生活すること、また高齢者が生きがいをもって生き生きと生活できる社会に

ついて考える。図 3.4 より若者の高齢者に対する理解や優しさ、思いやりがうかがえる。

しかし、若者世代は、核家族化により高齢者と同居経験のない者や社会においても関わる

機会が少ないことからこの「高齢者に対する理解」は単に「高齢者イメージ」でしかない

のではないだろうか。高齢者は、時間を刻みながら様々な経験の中で不安や脅威にさらさ

れ、自分と闘い、弱さを受け入れながら、強く生きている存在である１）。若者の「高齢

者イメージ」が生きがいを持ち、強さや意欲のある健康的な生活を送る人のようになれば

高齢者の描き方に一致する。このような社会に近づくために高齢者福祉に関する教育につ

いていくつか提言する。 

➀体験実習 

 老人体験や老人ホームの訪問など、実際に高齢者や福祉の現場を体験する教育がすでに

行われている。私も実際、小学校の時にそれらを経験し、高齢者の生活がどんなものであ

るかを知ることができた。しかし、その後の生活の中で高齢者の方と関わる機会がほとん

どなかったこともあり、高齢者福祉に関する学びが実生活に活かされたと感じることはあ

まりなかった。 

 小学校と中学校での福祉教育の必要性に関するデータとして、表１を参照する。この表

からは、小学校より中学校の教師の方が、自分の担当する学年で福祉教育を行うべきと考

える傾向が強いことがわかる。この理由の１つに、発達段階ごとに学べる内容が異なるこ

とがあるのではないかと思い、子どもの発達段階の概要について調べてみた。 

 文部科学省により示されている子どもの発達段階ごとの特徴によると、小学校高学年は
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「幼児期を離れ、物事をある程度対象化して認識することができるようになる。知的な活

動において、より分化した活動が可能となる。」、中学生は「思春期に入り、 親や友達と

異なる自分独自の内面の世界があることに気づきはじめるとともに、自意識と客観的事実

との違いに悩み、様々な葛藤の中で自らの生き方を模索し始める時期である。」、高校生

は「親の保護のもとから、社会へ参画し貢献する、自立した大人になるための最終的な移

行時期である。思春期の混乱から脱しつつ、大人の社会を展望するようになり、大人の社

会でどのように生きるのかという課題に対して、真剣に模索する時期である。」と記され

ている。 

 この発達段階を照らし合わせると、小学生での体験実習は実際に高齢者と関わる経験を

することで、高齢者の方の生活を知ることにはつながるが、社会で福祉が果たす役割や、

自分がその中でどういう役割を果たすことができるのか考えることは難しいのではないか

と考える。一方、中学生や高校生になると、社会で自分が果たす役割について考えるよう

になり、福祉に対しても当事者意識を持って考えられるのではないか。 

 福祉教育のなかで行われる体験実習では、発達段階に応じて目的を定め、実習を行う必

要があるのではないか。その学年で学べると思うことに目的を絞ることで、より理解が深

まると思う。 

②ボランティア情報を共有する機関の設置 

 若者が高齢者に関わる社会活動促進として活動拠点やコーディネーターの設置が必要で

ある。高齢者福祉の主体を地域となっており、受け入れ側となる地域との関係は不可欠な

ため市町村や保険所などにボランティア情報や仲介を担う機関を設置する。現在もスポー

ツイベントや災害ボランティア募集などに使用されているが、高齢者福祉に関しても使用

するべきである。例えば高齢者福祉施設で遠足に出かける時の同伴や季節行事の手伝い、

地域での高齢者のイベントなど需要は多い。小規模数だと高校や大学の部活、サークルま

た個人レベルで参加しやすいと考える。SNS での発信は、若者が気軽に取り組みやすいた

め効果的である。 

 高齢者と若者の交流は、新たな人間関係の形成に効果があり、高齢者理解へ繋がる。 

 

4．まとめ 

 高齢化が進む中、高齢者福祉の充実は必要である。今後社会を担う私たち若者世代が私

たちと同じように高齢者が生きがいをもった生活を送ることが社会全体の発展につながる。

若者が高齢者を理解し、交流をしていくような社会の仕組みが大切であると言いたい。 
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広島大学附属福山高等学校 5年「提言Ⅰ」 

 

男女共用トイレ 
5年E組17番 柴田 咲百合 

1．序論 

 私たちが、家庭外でトイレを使用するとき、よく目にするのは「男女」で使用する人が分けられている、男女別ト

イレだ。だが、「男女」で使用する人を区別してしまうと、どちらのトイレを使うかの選択で、困難やストレスを抱え

てしまう人も出てきてしまう。例えば、トランスジェンダーの人達だ。LIXILとNPO法人虹色ダイバーシティーが201

5年に行った調査によると、トランスジェンダー全体の約65％、LGB全体の16.5％が困る・ストレスを感じると回答

している。また、トランスジェンダー全体の5％がトイレを我慢する、と回答している。トイレが安心して利用できな

ければ、外出が困難になってしまうだろう。最近では、こうした課題に対して、誰でも使用することのできる、オー

ルジェンダートイレというものが、日本でも空港や大学など一部施設で導入されてきている。しかし、まだまだ普

及しているとは言い難い。普及させるために何が問題となっているのか、現状、設置されているオールジェンダ

ートイレはどのようなものなのか調査する。 

 なお、本論では、トランスジェンダーは、出生時につけられた性別と自認する性別が異なる人、シスジェンダー

は、出生時につけられた性別が一致する人のことを指すものとする。 

 

2．本論 

○名称 

 男女共用で使えるトイレは、設置する団体によって名称が異なる。例えばLIXILの新社屋に設置されたトイレ

は、「オルタナティブ・トイレ」、国際基督教大学に設置された男女共用のトイレは、「オールジェンダートイレ」など

だ。ここでは、一目でどういう特徴のトイレなのかが分かる、男女共用トイレという名称を使用する。だが男女共用

トイレという名称は、人間が男、女の2つで区分することができるという前提のもとに成り立っている名称であるた

め、男女共用トイレを設置する趣旨にそぐわない。便宜上この名称を使用するが、名称についても考えていく必

要がある。 

 

○ 多機能トイレとの違い 

 男女を問わず使うことのできるトイレの一つに、多機能トイレが挙げられる。先ほどの、LIXILとNPO法人虹色ダ

イバーシティーが2015年に行った調査によると、トランスジェンダー全体の約3割が使用している。 

 だが、一般的に多機能トイレの利用者として想定されているのは、障がい者や乳幼児連れ、高齢者などで、一

見多機能トイレを使う理由がわからない、トランスジェンダーの方が利用していると、周囲の理解を得にくく、中に

は、実際に他者から注意を受けてしまうケースもある。堂々と多目的トイレを使うためには、自分がトランスジェン

ダーであるとカミングアウトしなければならず、そこにかなりの抵抗を持つ人もいる。 

  一方、男女共用トイレは、利用者を固定しておらず誰でも使用可能なため、そういったトラブルを防ぎ、使いに

くさを改善することができる。 

 

〇男女共用トイレの必要性 

 2021年5月末に大阪市内の商業施設の女性トイレに正当な理由なく侵入したとして、40代の施設利用客が202

2年1月6日に建造物侵入容疑で書類送検されるという事件が起こった。その施設利用客は戸籍上は男性で、自

認する性は女性だと説明しており、同じフロアには男女問わず利用できる多目的トイレもあったという。 

この事件では実際に自認する性別のトイレを複数回使ってしまったために書類送検されてしまった。 

 シスジェンダーは自認する性別のトイレを、そこを使う理由を他者にわざわざ説明することなく使用することがで

きる。一方で、トランスジェンダーは自認する性別のトイレを使おうと思ったら、周囲の人々に説明して了承を得

なければ、今回の事件のようなことになってしまう。多機能トイレならば使うことはできるが、先に述べたようにトラ

ブルにつながってしまったり、罪悪感から使いにくいという意見もある。トランスジェンダーだからと多機能トイレを
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使わないといけない状況に追い込むのではなく、誰もが自分の使うトイレを公共の福祉に反しない範囲で選べる

ようにする必要がある。 

 しかし、その人の自認する性別が何かということは見ただけでわかるものではなく、悪意を持って侵入しようとし

ている人との区別がつきにくい。トランスジェンダーであるということが、悪意を持って侵入しようとしている人に悪

用されてしまい、男女別トイレを利用している人の身の安全を脅かす危険性もある。そのため、何の説明もせず、

自認する性別のトイレを使えるようにするのは、現実的ではない。 

 そこで多機能トイレでも男女別トイレでもない、誰でも使えるトイレとして男女共用トイレが必要である。また男女

共用トイレに抵抗感がある人もいるので、男女別トイレと男女共用トイレを共存させる方法について考える。 

 

○男女共用トイレ 

 ここで想定する男女共用トイレは、トランスジェンダーの人もどちらのトイレを使えば良いのかの選択や、多機能

トイレを使うことへの抵抗に悩むことなく、できるだけ快適にトイレを利用できるようにするためのものである。その

ため、出生時につけられた性別と自認する性別が一致する、シスジェンダーであるか、トランスジェンダーである

かを問わず、誰もが使うようにならなければならない。もしこの男女共用トイレが、男女別トイレを使いづらいトラン

スジェンダーの人だけが使うトイレとなってしまったら、使用すること自体が、自分がトランスジェンダーであるとカ

ミングアウトすることにつながりかねず、この

トイレもまたトランスジェンダーの方にとって

使いやすいものとはならないからだ。自分の

使うトイレを誰もがストレスを抱えることなく選

べるようにすることが大切だ。 

 

○男女共用トイレへの意識 

 図１と図２は、2017年に、国立大学法人 

金沢大学、コマニー株式会社、株式会社LI

XILの3者による産学共同研究会である、オ

フィストイレのオールジェンダー利用に関す

る研究会が行った調査の結果をもとに作成

したグラフである。 

 図1には、男女共用個室トイレを利用する

か、という質問に対するシスジェンダーの回

答結果がまとめられている。日常的に利用

する、条件や状況によって利用する、と回

答した人を合わせるとシスジェンダーでは、

57.3％だった。 

 また図2には、同質問のトランスジェンダー

の回答結果がまとめられている。これをみる

と、トランスジェンダーでは、日常的に利用

すると思う、条件や状況によって利用すると

思うを合わせると、77.9％だった。 

 この調査では、男女共用トイレの利用意

向にシスジェンダーとトランスジェンダー間

で約20％もの差が見られた。これは、男女

共用トイレの必要性を感じたことがあるか否

かの違いであると考えられる。 

 また、トランスジェンダー内でも16.1％の人が利用しないと思うと回答しており、トランスジェンダーであっても必

ずしも、男女共用トイレを利用したがっているわけではないことが分かる。 

図１ 男女共用トイレの利用意向（シスジェンダー） 
オフィストイレのオールジェンダー利用に関する意識調査報

告書（公開用資料） をもとに作成 

図２ 男女共用トイレの利用意向（トランスジェンダー） 
オフィストイレのオールジェンダー利用に関する意識調査

（公開用資料） をもとに作成 
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 また、同調査で、男女共用トイレを利用する条件についての質問では、シスジェンダー、トランスジェンダー、ど

ちらも清潔が保たれている、待たずに利用できる、音やニオイが気にならないの3項目が上位3位に挙がった。シ

スジェンダー、トランスジェンダー間で差が開いたのは、プライバシーの確保、付属設備の充実、トイレへの出入

りが他人からわかりにくい、などでいずれもトランスジェンダーの方が答えている人の割合が大きかった。これは、

男女共用トイレがトランスジェンダートイレとなり、使用することでトランスジェンダーであるとカミングアウトすること

につながるのではないか、と恐れているためだと考えられる。 

 また、男女共用トイレを使わない理由についての質問では、シスジェンダー、トランスジェンダー共に、知らない

異性と同じトイレを使いたくない、などの異性に関する項目が上位に挙がった。一方、シスジェンダー、トランスジ

ェンダー間で差が開いたのは、LGBTなど性的マイノリティではないかと思われそう、変な目で見られそうなどで、

いずれもトランスジェンダーの人の方が答えている人の割合が大きかった。 

 この結果から、男女共用トイレに抵抗感を覚える人は、異性と同じトイレを使うことへの抵抗感を持っている人

が多いことが分かる。今まで使い慣れていた男女別トイレとは違い、男女分け隔てなく誰でも使うことになるた

め、その違和感から反対する人もいると考えられる。意外にも、シスジェンダーだけでなく、トランスジェンダーの

人でも、異性と同じトイレを使いたくないという理由が上位に挙がった。調べ始める前、男女共用トイレがなかな

か普及しないのは、男女別トイレに満足している、シスジェンダーの反対が大きいからだと考えていたが、シスジ

ェンダーだけでなく、トランスジェンダーも男女共用トイレに少なからず抵抗感を持つ人もいることが分かった。ど

うしても、男女共用トイレは誰でも使えるので異性と同じトイレを使うことになってしまう。異性と同じトイレを使って

も気にならないようにする工夫が必要である。またLGBTなど性的マイノリティではないかと思われそう、変な目で

見られそう等の項目がトランスジェンダーの人の方が答えている割合が大きかったのは、男女共用トイレを使う理

由と同様、人から変な目で見られたり、トランスジェンダーであると人に知られることを恐れているためであると考

えられる。誰もがストレスなく使えるトイレにすることが目的であるため、プライバシーを確保することは、必須であ

る。 

 

〇男女共用トイレを使いやすくするには 

 先述した通り、男女共用トイレを誰でも使いやすいトイレにする必要がある。そこで、男女共用トイレへの意識を

踏まえると、以下4つの条件が挙げられる。 

・清潔さ、付属設備の充実など機能面を充実させる。 

・トイレ内でのプライバシーの確保（音、ニオイなど） 

・トイレ外でのプライバシーの確保（どのトイレを利用したのか分かりにくいようにする） 

・使うトイレを自分で選択できる。 

 上に挙げた、男女共用トイレを使いやすくする条件を踏まえて、実際に国内に設置されている男女共用トイレ

について調べていく。 

 

〇国内の実例 

①豊川市立一宮西部小学校 

 誰でも使えるトイレとして、「みんなのトイレ」が設置されている。男女別トイレ、みんなのトイレ共通の入り口があ

り、どのトイレに入ったのかが廊下側からは見えなくなっている。みんなのトイレの入り口には、男女、車いす、杖

をついている人、オストメイトなど様々なマークがあり、誰でも使用可能なことがわかりやすくなっている。 

 

②国際基督教大学 

 大学内のトイレのうち、主要なトイレのみが、オールジェンダートイレとして男女共用トイレとなっている。個室と

個室の間の間仕切りは、天井までピッタリ閉まっていて、扉の上下の隙間は出来る限り狭くなっている。壁の材

質も音が通りにくいものとなっている。他の場所には男女共用トイレがあるため、利用者は使いたいトイレを利用

することができる。 

 

③ＭＥＧＡドン・キホーテ渋谷本店 
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 3つの個室で構成されている。各個室には、洗面台が備え付けられているため、周囲の視線を気にすることな

く、手洗いまで済ませることができる。 

 

 これら3つの事例は一長一短である。 

 まず①では、どのトイレに入ったのかが、廊下側から見えなくなっているので、人の視線を気にすることなくトイ

レを使用できる、トイレ外でのプライバシーが確保されている。人の視線を気にする必要がなければ、自分の使

いたいトイレを自由に選択しやすい。また、誰でも使えるトイレの扉に男女のマークをはじめとした、たくさんのマ

ークが書いてあることで、従来の多機能トイレとは違い、特別な理由がなくても利用できることが視覚的にわかり

やすくなっている。利用する本人だけでなく、周囲の人がマークがあることによって誰が使っていても違和感を感

じることを減らし、気兼ねなく使えるトイレになっている。男女が使っても気にならないように、音やニオイに配慮し

た設備があれば良い。 

 次に②は、自分で男女別トイレとオールジェンダートイレのどちらかから自分の使いたい方を選んで使うことが

できる。男女別トイレを使いにくいという人も男女共用トイレを使いにくいという人も不満を抱えることなく自分の意

思で選ぶことができる。また1か所のトイレはすべてオールジェンダートイレになっているため、オールジェンダー

トイレを使うことを疑問に思われにくい。また異性と同じトイレを使うことへの抵抗感を減らすために、音やにおい

が気にならない工夫をしているため、誰でも気軽に使いやすい。 

 最後に③は、それぞれの個室が独立していて個室内で手洗いまで済ませることができるため、トイレで他の人

とはち合わせることがなく、異性と同じトイレを使うことへの抵抗感が少ない。しかし、個室の出入口が廊下に面し

ているため、誰がどのトイレに入ったのかが他の人から分かりやすくなってしまっている。 

 

3．結論 

 本論より、男女共用トイレは、誰もが自分の意思で自分の使うトイレを選べるようにするものである。したがって

誰もが快適に使えるものにしなくてはならない。本論で取り上げた、オフィストイレのオールジェンダー利用に関

する研究会のアンケート調査結果によると、男女共用トイレの利用意向に関してはシスジェンダー、トランスジェ

ンダー間で約20%もの差があった。誰もが使えるようにするにはこの意識差をできるだけ小さくすることが必要で

ある。男女別トイレは今まで使い慣れているので、男女別トイレにはない魅力をつけることで男女共用トイレの利

用者を増やすことができるだろう。例えば、実例の①や③のように、個室一つ一つが大きく、清潔に保たれてい

たり、手洗い場がついていて他の人と顔を合わせる必要がなかったりなどだ。 

 また同調査からトランスジェンダーでも全員が男女共用トイレを使いたいと思っているわけではなく、16.1%の人

が利用しないと思うと回答しており、その理由として、異性と同じトイレを使うことへの抵抗感のほか、性的マイノリ

ティではないかと思われそうなどといった、他人の視線を気にする項目が挙がった。これは、実例①のように、トイ

レに入ってから、使うトイレを決められる配置にすることで、どのトイレに入ったのかが他者からわかりづらくした

り、また先に述べたように男女別トイレにはない魅力をつけることによって男女共用トイレの利用者自体を増や

し、男女別トイレと同じように男女共用トイレがトイレを選ぶ際の選択肢に入ることが当たり前のことになるように多

くの人の意識を変えることで解決できるだろう。だが、男女共用トイレの個室を広くしいろいろな設備をつけること

は、トイレの場所としてある程度の広さが確保されている場合にのみ可能なことである。スペースの制約上、男女

共用トイレを設置できても一つ一つの個室が狭い場合やそもそも男女共用トイレが設置できない場合も考えられ

る。そのため、男女共用トイレ自体の機能を向上させ、利用者増を図ることももちろん重要だが、一人一人の意

識を変えることも同じくらい重要になってくる。今まで男女別トイレに慣れ親しみ、男女共用トイレをほとんど見か

けたことがないからこそ、男女共用トイレへの抵抗感が生まれると考えられるので、最近増えてきた多機能トイレ

のように、商業施設や学校、公共施設等で身近に触れる機会があれば、抵抗感を減らすことは難しくても、男女

共用トイレを使う人はみんな性的マイノリティなのではないか、という偏見は減らせるだろう。そうすれば、他人の

視線を気にして男女共用トイレを利用しないと思うと回答していた人も安心してトイレを利用できるようになるだろ

う。特に幼少期から身近にあれば、トイレの選択肢として男女共用トイレがあることが当たり前であるという意識を

育てることが大人よりも容易だろう。そのため、実例①や②のように学校内に1ケ所でも男女共用トイレが設置さ

れていることは、男女共用トイレを普及させるうえでとても重要である。また、学校での男女共用トイレの設置と並
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行して、授業等で男女共用トイレの必要性や男女共用トイレは決してトランスジェンダー専用トイレなどではない

ことを教えれば、男女共用トイレへの偏見を減らすうえで大いに役立つだろう。 

 一方で男女共用トイレには問題点もある。誰でも使えてしまうために犯罪の温床となってしまうのではないかと

いう懸念がある。男女別トイレであれば異性が入った瞬間に周りの人が気づきやすいため、犯罪を防ぎやすい

が、男女共用トイレでは、悪意をもって利用している人か、普通に利用している人かの見分けがつきにくいため

だ。誰でも使えるという、男女共用トイレの特性上完全にこの懸念を払拭することは現時点ではできないが、実

例②のようにできるだけ個室を密室に近い形にしたり、①や③のように独立した個室にすることによってある程度

防ぐことは可能であると考える。とはいえ、安心して利用できなければトイレとして望ましくない形ではないので、

このことは今後の課題になるだろう。 

 最後に、ここで想定しているのは、トイレをすべて男女共用トイレに変えてしまうことではなく、男女別トイレも残

しつつ、そこに男女共用トイレも設置するということである。目的はあくまでも男女別トイレは使いにくいという人も

男女共用トイレに抵抗感を抱く人も誰でも自分の使いたいトイレを使えるよう選択肢を増やすことであり、強制し

てどちらかに完全に移行してしまうということではない。 

 

4．参考文献 

1）天野正子，木村涼子(2003)『ジェンダーで学ぶ教育』 世界思想社  

2)「誰もが利用しやすいトイレについて、性の多様性の視点から考える 第1部-第3部」 『空気調和・衛星工学

会 近畿支部』 （最終閲覧日：2022年1月18日） 

https://www.kinki-shasej.org/upload/pdf/kankyou3511.pdf 

https://www.kinki-shasej.org/upload/pdf/kankyou3512.pdf 

https://www.kinki-shasej.org/upload/pdf/kankyou3513.pdf 

3）「オフィストイレのオールジェンダー利用に関する意識調査報告書（公開用資料）」 『金沢大学 人文学類 

岩本研究室』 （最終閲覧日：2022年1月18日） 

http://iwamoto.w3.kanazawa-u.ac.jp/Report_on_Office_Restrooms_for_All_Gender_Use_all.pdf 

4）「豊川市立一宮西部小学校 施工事例」 『ＴＯＴＯ』 （最終閲覧日：2022年1月18日） 

https://jp.toto.com/com-et/jirei/1877/pdf/Nitdd4QKxvo5.pdf 

5）さまざまな選択ができる新発想の「オルタナティブトイレ」 『インテリア デザイン ニュース』（最終閲覧日：202

2年2月15日） 

https://www.shotenkenchiku-plus.com/issues/article.php?id=4971 

6）「自認の性と周囲の受け止め、トイレ利用の難しさ」 『NHKニュース』 （最終閲覧日2月15日） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211210/k10013382491000.html 
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広島大学附属福山高等学校 5年「提言Ⅰ」 

 

高校教育について 

社会で求められる能力を伸ばす教育を目指して 

 

5年 E組18番 島田葵 

1.序論 

1-1.はじめに 

 近年、高校生の大学進学率は上昇する傾向にある。(図1) 

 
図1：文部科学省「学校基本統計」より 

その後の就職の面で見ると基礎学力や研究能力を身につけた者の割合が増えるというのは良いことだが、同時

に“大学生の質”について問題視する声も上がっている。ここでいう“質”とは学力レベルだけでなく主体性や実

行力などの能力を含むものである。実際に企業の採用担当者1016人に行った調査では、質の低下とともに学生

の二極化について言及されており、今後この二極化が加速すると考える意見も多かった。(図2) 

 
図2：HARMONY PLUS「『企業の採用ニーズの変化と大学教育に求めること』に関する調査」より 
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1-2.研究内容 

 1-1を受け、雇う企業の利益を考えると就職する人材の質の低下は対処しなければならない課題である。また

今後就職を迎える学生の立場から考えても、より求められる人材となることは仕事に対するやりがいや将来的な

地位に繋がる。そこで本研究ではこの課題を高校教育をテーマとして考える。企業が求める能力を調べ、それら

の能力をより伸ばすことのできるカリキュラム編成の方向性を提言することを目標とする。大学教育ではなく高校

教育を対象にした理由としては、この度の学習指導要領が改訂されるタイミングを利用することで高校教育に対

する国としての最新の方針を参考にできることや、解決案を授業という形で生徒に一律に適用できることなどが

挙げられる。なお、高校の専門学科に通う場合や専門学校に進学する場合においては就職先など卒業後の進

路が制限されてしまうことが考えられるため、今回は高校の普通科に通い4年制大学に進学する場合を想定して

研究を進める。 

2.本論 

2-1.研究でわかったこと 

 2022年度から順次適用される新学習指導要領を改訂前のものと比較し、どのような点が変更されるのか調べ

た。その結果「教科横断的」というキーワードが多く見られ、日本の教育は高校教育に関して教科横断的な学び

を目指していることがわかった。これは物事のつながりを考え、問題に対して知識や経験を幅広く活用して解決

する力をつけるためだと考えられる。 

 では、実際に企業は就職する人々に対しどのような能力を求めるのか。本研究では厚生労働省が全国の採用

意欲や実績のある企業から無作為に抽出した11255社に対し行った(うち有効回答を得た企業数は1472社)「若

年者の就職能力に関する実態調査」の結果を参照する。この調査は結果を“高校卒レベル”と“大学卒レベル”

に分けて集計しているが、本研究では高校在学中に伸ばす能力を考えるため“高校卒レベル”の結果を引用す

る。 

 まず、「採用時に重視する能力」について。図3より、回答した85％以上の企業がコミュニケーション能力を重視

していることがわかる。 

 
図3：厚生労働省「若年者の就職能力に関する実態調査」より 

 次に、「重視される能力とその習熟実感」について。図4より、プレゼンテーション能力、積極性などの項目につ

いて就職する人々の習熟度に不満を持つ企業が多いことがわかる。 

 
図4：厚生労働省「若年者の就職能力に関する実態調査」より 

2-2.提言 
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 2-1より、文部科学省が目指す教科横断的な学びに加えてコミュニケーション能力やプレゼンテーション能力、

積極性などの能力を伸ばすことのできるカリキュラムが必要であると言える。そこで私は高校教育においてアクテ

ィブラーニングの推進を提案したい。また、単に推進するだけでなく教科として組織的に取り組むことが必要だと

考える。 

 まず、アクティブラーニングとは何か。文部科学省の用語集には、「教員による一方向的な講義形式の教育と

は異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称」と定義されている。「人間は読ん

だことの10％は覚えている。聞いたことの20％は覚えている。見たことの30％は覚えている。自分で言ったことの

80％は覚えている。自分で言ってしたことの90％は覚えている。」(「学ぶということ『人の力を引き出す』」p121)と

いう言葉があるように、授業のテーマに対して教師が提示する答えを聞いているだけでは内容の理解や定着が

あまり望めない。そこで学ぶ側が能動的に授業に参加するアクティブラーニングを導入することで生徒が自由に

意見を持つ機会が増え、一つの教科や単元にとらわれない思考ができると考える。また有効なアクティブラーニ

ングの方法としてグループディスカッションやディベートなどが挙げられ、これらの活動がグループ内でのコミュニ

ケーションや積極的に意見を出すことに繋がり、コミュニケーション能力や積極性を伸ばす環境を作ることができ

ると考える。 

 現在、アクティブラーニング自体は既に多くの高等学校で導入されている。東京大学と日本教育研究イノベー

ションセンターが2016年に全国の高等学校2414校を対象に行った調査(回収率は62％)では、85％以上の学校

が何らかの形でアクティブラーニングに取り組んでいるという結果が出ている。しかし私は、その取り組み方に問

題があると考える。図5より教員が独自にアクティブラーニングに取り組むケースが多く、教科・学校全体として取

り組んでいる学校は少ないことがわかる。 

  
図5：キャリア教育ラボ「75％以上の高校がアクティブラーニングを実施。2016年度調査から見る実施状況とは？」より作成 

 また、同調査で「教科として組織的に取り組んでいる」と答えた教科に対してその取り組み内容を調査した結果

(図6)を見ると、具体的に計画や目標を立てている教科の割合が低いことがわかる。 

 
図6：キャリア教育ラボ「75％以上の高校がアクティブラーニングを実施。2016年度調査から見る実施状況とは？」より作成 
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 以上より、アクティブラーニングに関する具体的な目標や計画を策定するとともに、教員個人の単位ではなく教

科や学校全体としてアクティブラーニングを推進していくことが必要だと考える。 

3.結論 

 近年の高校生の大学進学率は上昇する傾向にあるが、同時に大学生の質の低下や二極化が問題視され始

めている。この状況を改善するため、本研究では高校教育におけるアクティブラーニングの推進を提案する。ア

クティブラーニングの導入によって、企業が求める能力であるコミュニケーション能力や積極性を伸ばすことにつ

ながると考える。また、アクティブラーニング自体を取り入れている高校は多いが教員が独自に取り組んでいる割

合が高いという現状から、教科や学校として組織的に取り組んでいくことが望ましいと考える。しかし、生徒同士

のコミュニケーションの時間が増えることで教師が指導しなければならない内容にかかる時間との調整が必要と

なるなどの課題が考えられ、これらを考慮しながらよりよい形を模索していくことが必要である。 

4.参考文献 

*単行本 

 桐光学園+ちくまプリマー新書編集部(2018)「学ぶということ」pp.121 

*ウェブサイト 

 文部科学省「高等学校学習指導要領 比較対照表」 

 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1407080.htm (最終閲覧日2022年2月22日) 

 厚生労働省「若年者の就職能力に関する実態調査」 

 https://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/01/h0129-3a.html (最終閲覧日2022年1月15日) 

 HARMONY PLUS「『企業の採用ニーズの変化と大学教育に求めること』に関する調査」 

 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000081844.html (最終閲覧日2022年1月11日) 

 文部科学省「学校基本統計」 

 https://www.mext.go.jp/content/20201126-mxt_daigakuc02-000011142_9.pdf (最終閲覧日2022年1月10日) 

 キャリア教育ラボ「75％以上の高校がアクティブラーニングを実施。2016年度調査から見る実施状況とは？」 

 https://career-ed-lab.mynavi.jp/career-column/181/ (最終閲覧日2022年1月17日) 
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広島大学附属福山高等学校  

５年｢提言Ⅰ｣ 

  

動物園を もっと ZOOっと 近くに  
研究者 5年E組 島田大暉 

1.はじめに 

 「我々は動物園を持つべきか？」という記事を1968年11月8日ライフ誌で動物学者のデリモンドモリス

が発表し、動物愛護運動が始まったと言われている。また、朝日新聞が２０２０年１０月に4858人を対

象に行ったアンケート*¹では、2067人の人、つまり全体の約43%の人が自分の市町村に動物園は必

要ないと考えている。このことからも「我々は動物園を持つべきか？」ということは現代でも議論されるこ

とである。こういった議論では動物園が動物に与える損得と人間に与えられる損得が鍵となり討論が進ん

でいく。それらを考慮したうえで「我々は動物園を持つべきではない」という考えの人も少なくはないよう

だ。 

 私は動物園の存在自体にこのような議論の余地があるという事が少なからず動物園に改善の余地があ

ることを表していると感じ具体的に何を改善すべきか、何が効果的であるか、様々な観点から考察するこ

とにした。             

 まず初めに動物園の改善点を考えるうえでまず動物園が何かを知る必要がある。しかし少なくとも日本

には、「動物園」の定義が存在せず、法律の規定もない。一般的には、博物館法*²や動物の愛護及び管

理に関する法律*³（以下「動物愛護法」）で規定されていると考えられているが、これらの法律には、「動

物園」という言葉は一つもはっきり定義されていない。 

 博物館法では「『博物館』とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管（育

成を含む。以下同じ。）し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レ

クリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすること

を目的とする機関」とあり、動物愛護法では「何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目

的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種

類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない」とある。これらを

を踏まえて定義しなおすと、動物園とは『主に陸上動物に関する資料を収集し、保管、育成し、展示して

教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必

要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関』とする。 

このように定めたうえで、国内の動物園について、様々な事例をもとに利用者数を増やすため、新しい動

物園のあり方を提言していくこととする。 

 

*1 参考・引用文献 朝日新聞『動物園、どう思う？』 

https://www.asahi.com/opinion/forum/120/ 2021年10月5日閲覧。 

*2*4 参考・引用文献 『昭和二十六年法律第二百八十五号 博物館法 第二条』 

*3 参考・引用文献 『昭和四十八年法律第百五号 動物の愛護及び管理に関する法律』 

 

2.本論 

Ⅰ動物園の歴史       Ⅲ 展示方法について 

Ⅱ 動物園の利用者     Ⅳ 提言 
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 Ⅰでは動物園の成立目的や動物園の成り立ち、変化を知ることで「動物園の何が人々を魅了させて人

を集めてきたか」を整理する。 

 Ⅱでは利用者数の変化の傾向から人間側の視点から「どういった理由で行きたいと思われるのか」を整

理する。 

 Ⅲでは具体的にどのような展示方法が、優れているのか、実際の例から探ることにする。 

 ⅣではI〜Ⅲをもとに新しい動物園のあり方、「サーカス型動物園」と「出前型動物園」を提言する。 

 

Ⅰ動物園の歴史 

⑴古代～近代 

 動物園の起源は18世紀ヨーロッパとされているがそれよりも前から「動物コレクション」というものがあった。

古代～近世までは動物は贅沢品とみなされており、略奪するべき対象でもあった。そのことから、かつて

王や、貴族は動物の種類や数で富や権力を誇示していたのである。コレクションがステータスシンボルで

もあったというわけだ。動物を権力の誇示のために利用したのは、動物コレクションだけではない。メソポ

タミアの王は国を治めるため儀式としてライオンと戦っていた。 

 また、動物園のデザインが当時の権力者をあらわしているこ

とも多い。例えば、ヴェルサイユ宮殿のメナジェリー（厳密には

動物園ではないが動物園のように動物を展示したもの）では、

中央の建物から施設が一望できる設計となっており王の権力

の象徴を象徴している。一方でパリの「ジャルダン デ プラン

ト」はフランス革命がきっかけで市民の自由を表すためにあえ

て中央のないぐにゃぐにゃした設計になっている。 

 

  ㊤アッシリア王アッシュールバニパルのライオン狩り*¹ 

 

 

㊧「メナジェリー」の様子*²                          ㊨「ジャルダン デ プラント」の様子*³ 
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⑵19世紀以後 

 19世紀ごろになると人々は動物園の設計について展示という点から試行錯誤するようになった。初めて

自然環境を意識した展示が現れたのもこの時期である。しかしそれらの中には、その動物が実際に住ん

でいた自然環境に忠実なのではなく、人間のイメージに忠実であった本物よりも本物らしい「ハイパーリア

リティー」と呼ばれる展示のものがあった。ケープペンギンなどは現代でもこのような勘違いされていること

が多い、ケープペンギンはペンギンであるから、氷のオブジェクトと展示されることがある。しかし彼らが実

際 に 住 ん で い る の は 、 ア フ リ カ で 草 が 茂 っ て い る よ う な 場 所 な の だ 。

 

㊤ケープペンギンの生息地*⁴ 

 また、戦時中では戦利品として動物が持ち込まれる一方で市民に食べられたり、殺されたりした。 

 戦後では人々の娯楽として、アニマルショーなどが栄えたものの、それらのショーは動物の福祉、動物

の権利、動物の解放などの運動などを引き起こす原因にもなった。 

 そうして人間中心であった動物との付き合い方が見直されていき、今のように教育や動物保護も担う機

関としての動物園が形成された。 

⑶歴史から分かること 

 動物園の歴史から動物園は時代の中心となっていたものの思想が大きく反映されていることがわかる。

現代では動物愛護の思想があることから動物に負担の少ない展示方法や、動物の本能が見られるような

イベントが人気があると考えられる。また現在持続可能な社会に向けての取り組みが多く行われているこ

とから施設維持にかかるエネルギーを減らすことも重要な視点である。 

 

参考・引用文献 溝井裕一『動物園・その歴史と冒険』 

*1*2*3 参考・引用文献 溝井裕一『動物園・その歴史と冒険』 

https://realsound.jp/book/2021/02/post-702215.html 2021年11月2日閲覧。 

*4 参考・引用文献 『ボルダーズビーチのケープペンギン』 

https://hokugyo.jp/wp_south-africa02/index.html 2022年2月7日閲覧。 
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Ⅱ 動物園の利用者 

土居 2017*¹より以下引用 

⑴年間利用者数について 

 全国の動物園の2002年から10年間の入場者数を調べ、その年間利用者総数の調査より、年間総利用

者数が増加する要因として以下のことがあげられた。 

・新規動物園の公開や施設リニューアルといった動物にかかわるもの 

・夜間開園といった運営にかかわるもの 

・旭山や須坂の例のようにメディアにおける取り上げられ方が大きくかかわるもの 

⑵月別利用者数について 

 月別利用者数では動物園を大きく以下の二つの類型に分けることができる。 

・春期に次いで秋期に利用者数が増えるパターンを示す園 

・夏期(8 月)に利用者数が増えるパターンを示す園 

 このように特定の時期に集中するのは、5月のゴールデンウィーク、8月の夏休みなどのように余暇時間

が確保できることが前提にあると判断できる。また10月にも利用者が多くみられるが、この時期は余暇時

間を能動的に確保するいわゆる行楽シーズンに該当するため利用者が多くなると推測される。 

余暇期に利用者の増加が最も顕著に現れるのは「見てみたい」「行ってみたい」と思わせるような効果的

な内容でメディアに取り上げられることにより、利用者が動機付けられることによるものである。 

一方でその立地している場所の人口の集積度度合い、あるいは観光地の場合には観光客の入込数に

基本的に依存している。 

⑶動物園の利用者を増やすには 

 立地条件により利用者数の大枠は決まってしまう。そのため余暇期における利用者への動機付けが重

要となる。動物園に行くという行動は余暇時間における行為の選択であり、その動機は学校の遠足や休

憩、デートなど様々であるが、利用することが良いことであるという社会的な考えも存在していると考えら

れる。したがって、「余暇時間には良い場所に行くことが望ましい」という考えを下として、動物への配慮な

どといった社会的に好意的に受容される話題づくりが、これから入園者を確保していくためには重要であ

ると考えられる。 

 

*1 参考・引用文献 土居利光『利用者数からみた日本の動物園・水族館の特性』 

 https://drive.google.com/file/d/1A12ZCaMg1XAiFeZQjPJ7TQvDt-OosKEU/view?usp=sharing 

2021年7月13日閲覧。 

 

Ⅲ 展示方法について 

 Ⅰ、Ⅱより社会的に好意的に受容される話題づくり、展示が必要であることがわかった。ここでは動物園

において実際にどのような展示のリニューアルが考えられているのかを調べ、それらをもとに効果的な展

示について考察する。 

⑴展示方法に関して配慮すべきこと 

 天王寺動物園の新施設展示プロジェクト（天王寺動物園１０１計画*¹）では、展示方法に関して以下のこ

とを配慮すべき条件として掲げている。 

①動物のQOL 

②動物保護の観点から、種の長期的維持のために十分な個体数、個体群が飼育可能であること 

③動物本来の活発な行動を誘発する展示 
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④動物の生態に配慮し野生に近い暮らしの再現 

⑤利用者に対し、快適な空間を提供できること 

⑥建築や維持管理におけるエネルギー、排出する廃棄物、汚水などを抑えること 

⑦再生可能エネルギーを使用すること 

⑵具体的な展示法と技術 

 ⑴であげられた①〜⑦の条件をもとに具体的な展示方法にどのような技術が現在あるか調べた。 

 

ペンギンヒルズ（埼玉県こども動物自然公園）*² 

 
㊤ぺンギンヒルズ全体の様子*³ 

このペンギンヒルズにおいて特に優れている点は以下の5点だ。 

・ほとんど柵のないペンギンとのゼロ距離ウォークスルー 

・フンボルトペンギンの生息地を再現した丘と営巣地 

・泳ぎも見られるアクリル展示 

・イベント「ペンギンランチタイム」 

・ソーラー発電による造波機 

 この施設ではウォークスルーが日本で初めて取り入れら

れた。このウォークスルーには柵はほとんどなく人間はル

ートから出ることはできないがペンギンたちは自由に歩く

ので、人がいるウォークスルーに入ってくることがあり、来

園者は間近でペンギンを観察することができる。これは先

の条件の⑤を満たす。 

 また、ここで飼育されているフンボルトペンギンは主にチ

リに生息しており彼らの生息地と同じ植物を植えている。

そして、丘に穴を掘り巣を作って繁殖をするフンボルトペ

ンギンであるが営巣地（㊨写真*⁴）と呼ばれる場所では丘

の斜面に巣箱を設置しペンギンたちがより自然に近い環

境でそして安全に繁殖できる場所となっている。これらのことから先の条件の①②④を満たしている。 

そしてイベントではペンギンのエサやり体験ができる、これは30分前から並ぶほどの人気だ。そして、この

イベントでおなかいっぱいになったペンギンたちはプールに入り泳ぎ始める、そして造波機によって作ら
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れた波にのって、イルカのようにジャンプするのだ。プールのサイドはアクリルでできており、来園者はそ

のより自然に近い泳ぎをまじまじと観察することができるつくりとなっている。（『動物翻訳家』*⁵より） 

このことから先の条件の③⑦を満たしているといえ、この施設では、上で示した条件の①〜⑤、⑦をすべ

て満たしている。⑥に関しては明らかではないが、もっとも完成された施設であるといえるだろう。 

 営巣地のように利用者が見えないところであっても動物が自然の姿でいれるような工夫や、プールのよ

うに動物の自然の姿を見せる、動物にも利用者にも利益のある展示方法がみられる。 

  

 

⑶ゾーニングについて 

 それぞれの動物の展示が⑵で記したような生態的展示で展示されているだけでは利用者は魅力を感

じられない。利用者の知的好奇心を刺激するにはやはりゾーニングが重要となってくる。ゾーニングとは

動物園における動物の展示配列のことであり、以下の種類がある 

・系統分類学的展示配列（霊長類、ネコ科、クマ科など） 

・動物地理学的展示配列（アジア、オセアニア、アフリカなど） 

・生息地別展示配列（熱帯雨林、草原、海洋など） 

・動物行動学的テーマ（遊泳、飛翔など） 

つまりどのようなテーマで動物を分類し展示するかということである。 

ここでまた、天王寺動物園１０１計画によると、「【生息地別展示配列】と【動物行動学的テーマ】をリンクさ

せることで、来園者の環境への気づき意識を高め、また動物にとってもより豊かな生活空間の中で暮らす

ことが可能となる」と示されている。 

こうすることで動物園全体として⑴で示した④動物の生態に配慮し野生に近い暮らしの再現、⑤動物だ

けでなく人も心休まる施設内環境を十分に達成することができる。 

 

よこはま動物園ズーラシア*⁶ 

 この施設では全部で9種類のゾーンが存在する。 
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写真*⁷はそれぞれ中央アジアの高地ゾーンとアジアの熱帯雨林ゾーンである。建物がそれぞれの地域に

あった建築様式になっていることがわかる。 

 しかし異国風建築だけでは、ゾーニングではない。右の写真*⁸はビ

ロウと呼ばれ、アジアの熱帯雨林ゾーンにある。ここでは植物までもが

ゾーニングに活用されているのだ。また、イベントとして「ラクダライド」

があるが、やはりゾーニングされた動物園の中では、イベントとしての

役割である利用者に興味を持たせることに関して、利用者により多くの

満足感を与え、より効果的なイベントをおこなうことができる。 

 

 

 

 

 

 

*1 参考・引用文献 『天王寺動物園101計画』 

https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/cmsfiles/contents/0000492/492297/sankou3-2.pdf 2021年11

月16日閲覧。 

*2*4 参考・引用文献 『埼玉県こども動物自然公園』 

https://www.parks.or.jp/sczoo/guide/000/000143.html 2022年2月7日閲覧。 

*3 参考・引用文献 https://penguin-book.com/zoo-penguin_hills/#i-5 2021年11月16日閲覧。 

*5 参考・引用文献 片野ゆか『動物翻訳』 

https://www.bungei.shueisha.co.jp/contents/shinkan_list/temaemiso/151009_book01.html2021年11月16日

閲覧。 

*6*7*8 参考・引用文献『よこはま動物園ズーラシア』 

 https://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/zoorasia/map.php 2021年11月16日閲覧。 

 

 

Ⅳ 提言 

 以上のことから新しい形の動物園の必要条件について考えてみた。まず改めてI〜Ⅲでの結論を以下

にまとめてみる。 

・社会に受け入れられる展示 

 →動物が野生に近い状況下であると”感じられる”展示やイベント 

  持続可能なエネルギーを用いた施設維持 

  種の長期的保存に配慮 

・余暇時間に行こうと思える動機付け 

 →立地の良い場所 

  興味をそそる話題づくり 

・動物の日常、人間の非日常的展示 

 →動物の生息地を再現した園内での動物とのふれあい 

  動物本来の活発な行動を間近で観察 

これらを踏まえ私は「サーカス型動物園」「出前型動物園」というという２つの新しい動物園を考えた。  

 

⒈「サーカス型動物園」について 
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⑴サーカス型動物園の流れ 

「サーカス型動物園」という表現をしたが私の考えるプランは次のようなものだ。 

①テーマを決める（熱帯雨林の動物園など） 

②いろいろな動物園からテーマにあった動物を借りてくる。 

③一定期間の間、一定の場所で動物園を行い移動する。 

④動物を動物園に返し、別の時期に別のテーマで行う。 

 

⑵利点 

・定設しない動物園にすることで、立地が良いことにより常設するには費用がかかる場所でも開園することが可

能であり、また利用者が最も多い時（利用者が夏休みなどの余暇期間に入った時）にのみ開園することで、「期

間限定」というのも話題となりより多くの利用者に効果的に動機付けすることが可能である。 

・飼育、展示の観点から全国から同じテーマで動物を集める際にそれぞれの動物園でどのような展示の工夫

があるのかを動物園職員は学ぶことができる。全国の動物園の飼育水準を保つことができる。種の繁栄にも貢

献する可能性がある。 

・全国の動物園の宣伝の場ともなる。期間が終わると元の動物園に返されることで、元の動物園に行ってみた

いという新しい動機付けがされる。 

・１つのテーマに絞ることで動物園全体としての展示、ゾーニングがしやすくなり、動物に自然で人間にとって

新しい体験ができる場となる。またテーマを変えることで長期的に開園させることができる。そしてこのようにし

てテーマが増えていくと「サーカス型動物園シリーズ」というようにこれまでのテーマがシリーズ化されるため、

一定の愛好家がつくことが考えられ、そしてこれまでしてきたテーマについての資料や再現などを展示する博

物館なども作ることが可能になる。 

・動物を全国から借りてくることで動物の飼育費、施設維持費はかからない。よって売り上げをもとの動物園に

還元することも可能であり、地方の動物園などの代わりに都会の利用者と動物園をつなぐことができる。 

 

⑶考えられる問題点 

①動物の輸送に関する問題、複数回に渡る輸送や長距離輸送で弱ってしまうかもしれない。 

②他個体との相性の悪さ、同じ種を同じ場所で飼育しても大丈夫なのかについて。 

③住環境の変化によるストレス 

④準備に普通の動物園よりも広範囲での労働力が必要となる。 

 

⑷解決策 

①について 

 ここで重要になってくるのがアニマルウェルフェアという考え方である。 

畜産技術協会*¹によると『“Animal Welfare”(アニマルウェルフェア)は、日本語では、「動物福祉」や「家畜福

祉」と訳されている場合がある。しかし、「福祉」という言葉が社会保障 を指す言葉としても使用されていること

から、本来のウェルフェアの意味合いである「幸福」や「良く生きること」という考え方が十分に反映されておら

ず、誤解を 招くおそれがある。 

また、アニマルウェルフェアの国際的なガイドラインを策定・勧告している OIE (国際獣疫事務局)においては、

「アニマルウェルフェアとは、動物が生活及び死 亡する環境と関連する動物の身体的及び心理的状態をい

う。」と定義している。』 

畜産技術協会のアニマルウェルフェアを考慮した輸送について以下にまとめた。 

 

輸送準備において 

・輸送管理者をおき、獣医師のアドバイスのもと輸送動物の知識習得に努め、自らの安全にも配慮して行う。 

・輸送時間をできるだけ短くし、輸送する際は、事前に輸送先と連絡を取り、輸送先での待機時間が 少なくな

るよう、輸送開始時間等を設定する。 

287



 

 

・輸送動物の健康診断をし、必要に応じて輸送対象外にしたり、予防などのための投薬を行う。 

 

輸送において 

・定期的に輸送動物、輸送施設の観察を行う。（観察は、家畜に健康悪化の兆候やけが等の発生が見られな

いかを確認するとともに、換気が適切に行われているか、給餌・給水の必要性がないか等をチェックすること） 

・高周波の騒音は動物を不安にさせたりストレス状態に陥るため避け、輸送施設内の環境は適度に掃除喚起

をし動物が快適に過ごせるよう務める。また、傾斜部分に滑り止めや落下防止柵を設置し動物が接する部分

にシートを設置するなど けが防止に努める。 

・動物の積み込み積み下ろしは知識、技術のあるものが行い、必要最低限の人数で手早く円滑に行われるよ

うにする。また動物の基本的な行動様式や移動する際の習性等を理解し、それらの行動を利用する。 

（例）家畜は、人が一定の距離を越えて近づくと逃げようとする境界線（フライトゾーン）を持ち、その境界線とな

る距離は畜種や個体によって異なる。家畜に近づいたり、捕まえたりする際は、フライトゾーンを考慮するととも

に、突発的な行動や手荒な扱い等を避け、家畜がパニックを引き起こしたり、転倒やスリップ、転落したりしな

いように注意する必要がある。また、無理なく家畜をコントロールするため の立ち位置（バランスポイント）等を

利用することも有用である。 

 
 

 

 バランスポイントとは、無理なく家畜をコントロールするための立ち位置（家畜の肩の真横）である。 

バランスポイントの後方（尻側）からフライトゾーンの内側に入ると家畜は前進し、バランスポイントの前方（頭

側）からフライトゾーンの内側に入ると家畜は後退する。こうした習性を利用することで動物をむりなく移動させ

ることができる。このようにアニマルウェルフェアを考慮し、けがや病気を予防した輸送を行うことで動物にかか

る負担を最大限減らすことができる。 

②について 

 展示の際に他個体との相性を観察し、個体にあった展示方法をとる。相性に合わせて展示する組み合わせ

を変える。 

③について 
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 自然環境においても住環境が変化することがあり、その場合、動物は新たな生息地を見つけ、適応しなけれ

ば生存することはできない。よって住環境の変化によるストレスは自然環境下でも一定量かかっているため、動

物に適切な自然環境を整えた展示施設への移動に関して、動物に必要以上の負荷がかかることは少ないと

考えられる。しかし、これも②同様に動物ごとだけでなく個体ごとに臨機応変な展示方法の変更が必要と考え

られる。 

④について 

 はじめは日本全国ではなく、西日本の動物園から動物を借りてくる、など規模をあまり大きくしすぎず①であ

げた輸送技術のネットワークのように連帯できる範囲でするのが望ましいと考える。また、動物園の力だけでな

く企業の力を経済的な面でも技術的な面でも借りることが重要になると考える。 

 

 

 

⑸実現の可能性 

 動物園を一時的に立地の良い場所に出現させるこの「サーカス型動物園」では、動物園を作る以上安全で

頑丈な建物が必要となる。そして開園期間が終わると解体をするということに対し、持続可能なエネルギーなど

が重視される現代において社会的に快く受け入れられないと思われる。また工事開始から動物を輸送し開園

までの時間や閉園から解体完了までが長く、新たな動物園を作るというのは、利用者が余暇期に入ったとき各

動物園がそれぞれの動物園で新たなイベントを行うことに比べ各動物園にとっての負担が明らかに多いことか

ら現在の動物園の力だけでは実現困難であるといえる。実現には生態的展示を短期間で生み出したり撤去さ

せられる計画と建築技術、また動物管理に関して個体ごとに対応する必要があるため全国的な連携が必要と

なる。立地のいい場所で行うと地方動物園にとって動物の輸送距離が増えたり連携が困難になる可能性があ

ることから、やはり全国規模ではなく規模を下げれば実現は可能であると思われるが、折り合いが難しいところ

である。 

 

 

⒉「出前型動物園」について 

 

⑴出前型動物園とは 

  出前型動物園とは多くの動物園が行なっているイベントやふれあいコーナーなどを動物園外で行うというも

のだ。先のプランである「サーカス型動物園」では動物園全体を新たに別の場所に一時的に作ろうとしていた

のに対し、こちらは動物をそれぞれ単体で輸送しようとしている。 

具体的にはモルモットやハリネズミなどの小動物の他にフクロウやヘビなど飼いたくてもなかなか飼いづらい動

物を飼育員とともに数時間自宅に呼べるというものである。 

ペットが多様化してきている現在において出前型動物園というのは、「レンタルペット」というような形をとること

で動物園の動物を身近に感じれるものにし、社会にとって動物園自体も身近なものにすることを目的としてい

る。 

 

⑵利点 

・動物園の動物を用いることで「あの子に会いたい！」と思わせることができ、動物園を訪れるきっかけづくりに

なる。 

・入院中であるなど動物園に足を運びづらい人などにアニマルセラピーの効果が期待できる。 

・ペットを飼いたいと思っている人が実際にその動物について、飼育員を通してだけでなく間近で見て知れる

ことで本当に飼えるかどうかを判断する材料になる。 

 

⑶考えられる問題点 
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①飼育員は一種類だけでなく数種類の動物を必要最低限の人数で飼育しているため動物園の飼育員数が

一時的に減ることは大きな問題である。また「出前型動物園」を通じて知った動物に会いにきてもその時に動

物園のそとに「出前中」だった場合、会うことができないということも起こりうる。 

②動物の健康上の問題。輸送中のストレスや、訪れた先の環境に依存する。また、動物が訪れた先での行

動、壁の破壊など。 

③実際に需要があるのか？ 

 

⑷解決策 

①について 

 「出前型動物園」をシーズン別で料金を変える。飼育員が忙しい時などは少し値段をあげ、その分労働力を

増やす。もしくは忙しいと思われるシーズンは一時的に「出前型動物園」を行わない。これで完全に解消される

とは思わないが効果はあると思われる。 

②について 

 動物輸送に関しては、「出前」する範囲を動物園周辺の地域に指定し、利用者を絞る。 

訪れた先での環境整備などや起こりうる動物の行動による損害などを利用者にきちんと理解してもらってから

行う。利用規約の徹底と利用者への積極的な呼びかけが必要。 

③について 

 SBIインシュアランスグループが2020年9月に1100人を対象に行ったアンケート*²（次の円グラフ参照）では、

新型コロナウイルス拡大にともない、新たにペットを迎えた人が19%、検討したが迎えなかった人が15.5%いた。

そして迎えようと思わなかった65.5%の人のうち60.1%の人が現在の生活環境や経済的理由から迎えようと思わ

なかったことがわかった。この出前型動物園においては、ペットを飼っては行けない場所に住んでるという理由

以外でペットを変えていない人に対して需要があると考えられるためアンケート結果から、十分な需要があると

言える。 
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⑸実現の可能性 

 人々は他人が家に入ってくるのをあまり好まないだろう。飼育員側は出前型動物園では利用者が癒される空

間を提供しなければならない。そういう点で猫カフェのように癒しの場と自宅は別の方がいいのかもしれない。

しかし、新型コロナウイルス拡大の影響でそう行った場所に訪れにくくなっていることから、自宅という場所に癒

しが求められている現在、ワクチン接種の証明書を持った飼育員が訪れるなど、徹底的な配慮のもと出前型動

物園を行うことで、地域に親しみやすい動物園が形成されるだろう。 

以上のように飼育員の配慮を利用者が受け入れ、打ち解けられる必要があったり、動物にも新たに特別なトレ

ーニングが必要になったりと、実現するには初期の苦労が必要となると考えられるが、初期の苦労を乗り越え

れば地域に寄り添った動物園が実現すると考えられる。 

 

参考・引用文献 『Terrestrial Animal Health Code』 

https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/ 

*1 参考・引用文献 畜産技術協会『アニマルウェルフェアの考え方に対応した 家畜の輸送に関する指針』 

https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/transport_guideline_2ndedition.pdf 2022年2月8日閲

覧。 

*2 参考・引用文献 SBI インシュアランスグループ『コロナ禍におけるペットとのライフスタイルの 変化に関す

る調査を実施』 

https://www.animalclub.jp/pdf/news/news20201009.pdf 2022年2月7日閲覧。 

 

3.結論 

 これまでの歴史的観点、利用者の観点、動物の（アニマルウェルフェアの）観点の3つの観点から良い

動物園の展示方法とは「利用者が気軽に、新しい体験ができ、そして動物の種にふさわしい行動を引き

出せる空間作りのなされた展示」と言えるだろう。動物園は生態的展示に注目が集まる中、展示配列であ

るゾーニングにも力を入れ、動物の展示していない空間においても植生などを用いて動物の生息地その

もののような空間作りが大切である。しかし利用者の要求を完全に満たすには、立地のいい場所でならな
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いというのは、先行研究（土居2017）のとおりである。そこで地方動物園はこの現実に太刀打ちできない

のかというとそうではない。この立地問題の本質は動物園と利用者が物理的だけでなく精神的にも離れ

ていることにあった。そこで私は利用者が多く集まる場所に動物園を作る「サーカス型動物園」を考えた。

これはただ単に利用者と動物園を近づけているのではなく、利用者の日常に突然の動物という非日常を

提供することができる。しかしその突然の非日常を作るのは建築技術の面や動物園同士の連携や労働

力の面から難しいと結論付けた。一方で「出前型動物園」のように、動物のみを彼らの生活圏から取り出

し人間の生活圏に近づけると、動物は動物の生活圏から離れてしまい、アニマルウェルフェアの観点から

あまり好まれないかもしれない。しかしここで重要なのは「出前型動物園」の役割は人間の生活圏と動物

園をつなぐものであるということだ。動物園は動物の生活圏として充実させ「出前型動物園」のように動物

園以外のものが利用者と動物園をつなぐことで、利用者が「動物のために作られた動物園」という完全な

非日常に自ら足を踏み入れるのである。  

 動物園と利用者を近づけることにおいて現在の動物園の多くは「園内の」イベントや新たな施設で話題

を作っており、利用者の要求である「気軽に」「動物の種にふさわしい行動の」「新しい体験」ができるよう

に、「動物園を利用者に」近づけているが、動物園は動物園の外に向けた「利用者をつなぐもの」を活用

し、「利用者を動物園に」近づけていくことが必要である。 

  立地問題解決のための糸口として「サーカス型動物園」と「出前型動物園」を提案したが「出前型動物

園」は人間の日常に動物を連れてくることで今度は動物園という動物の日常に人間がいくきっかけとなる

ため、立地が悪い場所でも利用者数の増加が期待できる。 

 動物園に行かなくても、インターネットの発達により世界中の動物の動画が見られるようになったりと、動

物の教育のためにも、余暇のためにも動物園は必要不可欠ではなくなった現在、それでも動物園に行き

たいと思わせる動物園側から動物園の外へ向けての積極的な発信が必要である。 
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広島大箔付属福山高等学校 ５年「提言Ⅰ」 

 

 

 

AI の活用と雇用 
5年 E組 24番 竹内 仁 

1．序論 

AI の発展は同時に労働に大きな影響を与えている。なくなっていく仕事があれば、これからも残る仕

事もある。さらに、AIによって増える仕事もあるだろう。 

この研究では、これから AI と共生する世界で我々はどのように接していけばよいのか、仕事との関係

を原点に、AIの歴史や「2045年問題」で有名なシンギュラリティにもふれながら考察していく。 

 

2．本論 

１.AI とは 

２.AI が雇用に与えている影響 

３.AI の課題 

４歴史から見る AI. 

 5.シンギュラリティについて 

 

1.AI とは 

 Artificial Intelligence の略。直訳すると人工知能であり、辞書的な定義では「学習・推論・判断と

いった人間の知能の持つ機能を備えたコンピュータシステム」と記されている。(大辞林 第三版より抜

粋) 

簡単に言うと、「自身で考えることのできるロボット」である。 

 

 上記定義はあくまで辞書的なものであり、学術的には AI は多義語である。専門家によって考え方や

捉え方も異なってくるため明確な定義は定まっていないが、ここでは上記辞書的な定義で AI について

研究する。 

 

2.AI が雇用に与えている影響 

  

・AI が現在雇用に与える影響は大きく分けて 2 つある。1 つ目は、産業への活用である。AI を使って

単純作業をより効率よく、正確に行うことが可能になった仕事は少なくない。2 つ目は、雇用を奪って

いることだ。これは、1 つ目に挙げた産業への活用と重なるところがある。活用したほうが効率がよく

正確なうえ、人件費を削減できるため、AI を積極的に活用するところは多い。よって、現在では単純

労働者(製造などの生産活動に従事する労働)が減っていることがわかる。 

 

・現状を見るだけでも、未来の仕事現場の状況を想像することができる。オックスフォード大学の准

教授であるマイケル・オズボーン氏は 2013 年に論文「未来の雇用」にて、20 年後までに人類の仕事の

約 50%が人工知能ないしは機械によって代替され消滅すると予言した。また、AI の発展によってなく

なる可能性の高い仕事となくなる可能性の低い仕事との間には、明確な差があることが分かった。下
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に例を示す。 

 

○なくなる可能性の高い仕事 

電話勧誘販売・保険の所定担当者・数理技術者・証券会社員・弁護士の秘書・不動産ブローカー・レ

ジ担当者・料理人・事務員 

 

○なくなる可能性の低い仕事 

リクレーション療法士、聴覚訓練士、社会福祉士、歯医者、精神カウンセラー、人事マネージャー、

コンピュータアナリスト、教職者、エンジニア 

 

 

 

 

・仕事をふまえての考察 

この 2 種の大きな違いは、知識労働であるか、感情労働であるかだ。知識労働は”高度な思考力や創造

性に基づく労働”、感情労働は”感情が労働内容の不可欠な要素であり、かつ適切・不適切な感情

がルール化されている労働”の意味を持つ。 

AI に感情(自我)がないことから、AI が普及するにつれて、知識労働は減少、感情労働は増加していく

ことが予想できる。 

 

○AI によって仕事は減るのか 

テクノロジーによる仕事の代替は今回が初めてではなく、そのいずれにおいても前後を比べると職種

は増加している。 

(例えば)第一次産業革命の期間に紡織機が導入された。  

紡織機は、人とは比べものにならない生産性の高さで糸を紡ぐため、当然、糸を紡ぐ仕事は人から機

械へと受け渡された。 その後機械化によって生まれた工場制手工業にシフトを変えて働きだした。(そ

れまでは家内制手工業) 

第二次、第三次産業革命においても職種の増加は見られたため、次に示す第四次産業革命(仕事に AIを

取り入れる)においても職種は増加することが予想される。 

 

3.AI の課題 

AI の導入に基づき、2 種類の課題が考えられる。「社会的課題」と、「技術的課題」だ。ここでは、

この二つの側面から、AI の不完全性について考察をする。労働における AI 導入の大きなメリットの一

つに「マッチング機能」がある。以下では AI の「マッチング」を通しての課題に重点を置いて述べて

いる。 

 

①社会的課題 

固定的・単線的なキャリアが労働力の中心を占め、それ以外の働き方が限定的であることが我が国に

おける社会的課題の核である。柔軟な働き方を選ぶことがリスクになる社会という現実が、柔軟なキ

ャリアを積極的には選べない・選ばないという大きな社会的障壁となっている。 
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②技術的課題 

「それ以外の働き方が限定的である」要因として、人材の技能・経験・特性・希望する働き方と、

「今職場で必要とされる」人材像とのマッチングと教育のコストが多大であることが技術的課題とし

て挙げられる。米国では O*NET という職務および従事する人のスキル・知識・職務上の活動がデータ

ベースとして整理されている、という導入事例がある。しかし、職務の一般的な記述にとどまってお

り、人材マッチングの実務に活用されるまでには至っていない。ここからも分かるように、固定的で

ない”動的”なデータを用いたマッチングには技術的障壁が存在する。 

 

4.歴史から見る AI 

AI はこれまで 3 度のブームと 2 度の冬の時代を繰り返して発展してきた。以下で AI 研究の歴史につい

て、これまでどういった経緯で AI が発展したかを記述する。 

 

①.AI(人工知能)の誕生(1950) 

人工知能の概念は、イギリスの数学者アラン・チューリングが 1950 年に出版した著書『計算する機械

と人間』に起源がある。彼は「機械は考えることができるか？」という問いを唱えた。そして、1956

年に開催されたダートマス会議で初めて、人間のように考える機械のことを「人工知能」と名付けら

れた。 

 

②第 1 次 AI ブーム（1960 年代） 

最初の AI ブームは 1960 年代に興った。第 1 次 AI ブームで研究されたのは、コンピューターを使って

推論・探索をすること。パズルや明確なルールがあるゲームなど、特定の問題をコンピューターが

次々に解く姿に世間を驚かせていた。 

 

③AI（人工知能）の限界が見えた冬の時代（1970 年代） 

第 1 次 AI ブームは、ルールが不明確で複雑な問題を解けないと分かると、次第に下火になっていった。

このとき人工知能が解くことのできた問題は、「おもちゃの問題（トイ・プロブレム）」と呼ばれる

ことになる。 

 

④第 2 次 AI ブーム（1980 年代） 

一度冬の時代に入った AI だが、1980 年代に再び勢いを取り戻す。第 2 次 AI ブームを起こす引き金に

なったのが「エキスパートシステム」の実現である。エキスパートシステムとは、専門家の判断を代

行するシステム。ルールに基づいたデータを入力し、その答えを条件反射で答えるプログラムである。 

 

⑤当時の AI（人工知能）の研究が低迷した時代（1980 年代後半） 

ビジネスでの導入例も出現するなど好調に見えたエキスパートシステムだが、再び限界の壁にぶつか

ることになる。問題点は 2 つあった。1 つは、人間の持つ「一般常識」レベルの膨大な知識を記述しな

ければならないこと。2 つ目の問題点は、例外処理、矛盾したルールに対応できないことだった。 

 

⑥第 3 次 AI ブーム（2006 年∼現在） 
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2006 年から現在に至るまで、第 3 次ブームの真っ只中にいる。第 3 次ブームが興った背景として挙げ

られるのが、機械学習の登場、ディープラーニングの登場、ビッグデータの普及など。第 3次ブームの

注目点は、AI が自ら学習し推測する点にある。それ以前では、人間がルールを定義し、AI が問題を解

決したり知識を取り出す手法が主流だった。 

 

○歴史を踏まえての考察 

歴史を踏まえると、AI のブームには波があり、ブームになる原因はいずれも人々が興味を持つような

新たな能力・システムにあることがわかる。 

また、第 3 次ブームで AI 技術を急成長させたのは機械学習とディープラーニングの登場にあることが

わかる。ここで、今第３次 AI ブームを引き起こしている機械学習とディープラーニングに軽く触れて

みる。 

・機械学習 

人間の学習能力を模倣し、大量のデータを処理しながら「分け方」を自動的に習得する技術のこと。

実は第２次 AI ブームの時にも存在はしていたが、そのころはコンピュータの能力が追い付いていなか

った。 

・ディープラーニング 

機械学習の一手法で、分けるための判断軸（特徴量）を AI で見つけることができる技術のこと。 

 

5.シンギュラリティについて 

⓪なぜ「シンギュラリティ」に触れるのか 

この論文では今まで起きてきたことに着目して考察をしてきた。未来の AI について考察するうえで未

来を予想せずに考察してきたのだ。ここで、研究者たちがこれから先、AI と世界との関係で何が起こ

るのか予想したもっとも有名な概念「シンギュラリティ」を用いて考察をすることで、未来を予想す

る手がかりとする。 

 

①シンギュラリティ(singularity)とは 

「技術的特異点」とも言われる。1980 年代から AI 研究家の間で使用されるようになった言葉で、人間

と人工知能の臨界点を指す言葉。人工知能(AI)が人間の知能を超える転換点のこと。 

シンギュラリティはあくまで予想を前提としたものである。有名なのは 2005 年にレイ・カーツワイル

氏が提唱した、2045 年に訪れるという説である。この説は「2045 年問題」とも言われる。 

 

②シンギュラリティが訪れるとどうなるのか 

シンギュラリティは様々な方面へ影響を与える。ここでは、労働との関係を重視して予想を述べる。

労働へは、「一部の仕事・職業が人工知能に置き換わる」という影響があたえられるだろうと予想さ

れている。 

 

＜例えば＞ 

・工場の生産ラインの管理が人間から人工知能に取って代わる 

・人工知能による自動運転技術が、タクシードライバーやトラックドライバーに取って代わる 

・コンビニエンスストアやスーパーのレジ精算が、人工知能に取って代わる 
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このような状況では、現在存在している多くの職業が失われるだろう。しかし、現在においてもそれ

は起こっている話で、急にシンギュラリティが来るとは思えない（徐々に AI が進化していくと考える）

ので、大きな変化が急に来る、というわけではないだろうと考えられる。 

しかし、今でも起こっている職業の AI 化は今ある職のほとんどをなくし、シンギュラリティはいずれ

訪れるだろう。ただ、その分増える仕事があることも確かである。 

 

３．結論 

以下の４つの観点から結論を述べる。 

 

1 労働負担が減る 

人口が減り続ける日本で最もメリットになるのは、労働負担が減ることである。単調で負担のかかる

作業は AI に任せ、人間は複雑な課題やクリエイティブな分野に集中できる。 

 

２ 生産性が上がる 

人間が作業を行う場合、その日の体調や気分で生産性が左右されるのは避けられない。AI は機械なの

で環境に左右されず安定的にアウトプットを生み出すことができる。 

 

３ より完璧を目指せる 

AI は膨大なデータの処理と分析を得意としているためサービス業などでは顧客のニーズをいち早く発

見できる。AI に任せれば 24 時間 365 日対応でき、より顧客満足度を向上できるだろう。 

 

4 人間を超える可能性がある 

人工知能がこのまま進化し続けると、2045 年にはシンギュラリティ（技術特異点）に達すると言われ

ている。この問題は 2045 年問題と呼ばれており、私たちの雇用や生活を著しく変化させる可能性があ

る。 

 

第 3 次 AI ブームの真っ只中の現在は、機械学習とディープラーニングの登場のおかげでシンギュラリ

ティの到来が提唱されるほど日々AI 技術が進歩している。AI をメリットととるか、デメリットととる

かは活用方法次第だが、AI は生産性向上や満足度向上などメリットが多くある。 

また、私たちはこれらの特徴を持っている AI とどう接していくべきなのか。4 つ目の人間を超える可

能性はさておき、どの特徴も AI の活用が我々にとってメリットとなりうる根拠である。我々は、AI を

活用していかなければならない。ただ、現在でもAIの事故による責任の行方が問題視されるなど、”AI

に任せきり”の状態が悪影響を導いていることも事実である。 

我々は、AI にすべてを任せきってはならない。 
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広島大学附属福山高等学校 5年「提言Ⅰ」 

 

日本を変えろ！ 

ー東京圏から地方へー 

5年E組30番 藤井 優羽 

1．序論 

 今、日本は一極集中という大きな問題をかかえている。一極集中は首都直下地震などの被害が拡大したり、地

方の人口減少（過疎化）などの問題を引き起こしてしまうだけだと考えていた。しかし、調べていく中で上記以外

の深刻な問題がまだたくさん隠れていることを知った。そこで、自身が調べたこれから起こりうる、また現在日本

が抱えている問題をいくつか挙げ、解決策を示す。 

 

2．本論 

 序論で述べた通り、一極集中は東京だけでなく地方にも影響を与えている。そこで、本論では【1】東京の問題

と【2】地方での問題の二つに分けて述べた後、検討できる解決策を示す。 

 

【1】東京の問題    

(1)急速する高齢化   

 「現在、東京は高齢化が

急速に進んでいる。」と述

べると、疑問を持つ人が

多いかもしれない。しか

し、図1を見ると明らかであ

る。全国平均と比べると確

かに低いが、10年間で65

歳以上の高齢者が約52.8

万人増と急激に増えてい

ることがわかる。また、視

野を東京圏(ここでは、東京都、神奈川

県、埼玉県、千葉県をさす) 

へと拡大すると、比較年齢が変わってし

まうが、85歳以上の高齢者が2015年〜2

035年の20年間に159.１万人も増えると

予想される。この原因として、団塊の世

代と呼ばれる1947〜1949年生まれの

方々が高度成長期に起きた都心への人

口移動が考えられる。これらのことから、

東京、首都圏では現在急速な高齢化が

起きていると言える。 

(2)医療•介護の問題 

 これは、(1)と関わりが深いことであるが

高齢者が増えると介護や医療が必須と

なる。しかし、図2からわかるように現在

介護の人手不足が深刻な問題となって

いる。人手不足の原因の一つとして賃

金の低さがある。実際に働いていた人か

らもイメージでも賃金が低い、低そうとい

図1 令和２年「敬老の日にちなんだ東京との高齢人口（推定）」１) 

図2 

299



う言葉が上がっている。この問題を解決するには、介護関係の賃金を上げることが最も良い方法だと考える。賃

金が上がれば、介護関係の仕事に関心を持つ人が増え、実際に仕事に就く人も増えると思う。 

 また、医師の不足も問題となっている。現在流行中の新型コロナウイルスに対応している医療従事者から、医

師、看護師、病床の不足という言葉をよく耳にするようになった。これは、危機的な状態である。なぜなら、東京

は医師の数が全国平均を上回っているからだ。確かに、人口が多いため一人当たりの対応する人数や感染状

況は異なると思うが、深刻な状況がとても伝わってくる。そこで、介護の人手を増やすとともに、医療従事者を増

やすことを進める必要がある。 

(3)地震などによる災害の被害 

 日本の約３割の人口が暮らす東京圏で災害が発生すれば、膨大な建築被害と人的被害が発生する可能性が

高い。建築被害に関しては、大規模倒壊や不特定多数の人が集まる施設の崩壊をいかに防ぐことができるかが

カギになってくると考える。人的被害については、大規模火災、津波による死者数を抑える、災害地における感

染症の拡大などに注意しなければならない。また、インフラやライフラインの整備も大切である。情報通信の集中

によるサービスの停止、水道や電力の機能停止もできる限りリスクを下げる必要がある。この問題は人口集中に

よって、より一層被害を拡大させる可能性を秘めている。様々な整備の強化も必要だが、人口集中の観点からも

対策していく必要がある。 

 

【2】地方の問題 

(1)高齢化 

 地方の高齢化は、高齢化により労働不足も大きな問題となる。労働が不足すればその地域経済が縮小してし

まう。すると、より一層人が集まりにくい状況が進み、高齢化・労働不足が悪化していくばかりである。このままで

は、多くの町が無人化していく一方だろう。 

(2)賃金水準の低さ、地域に残ろうと思える仕事・魅力魅力の少なさ 

 図3から分かるように東京

圏や大都市といわれる都道

府県の最低賃金は900円を

超えているのに対し、地方の

都道府県は800円台となって

いる。もちろん、土地によっ

て物価が変わることにより賃

金が変化するのは当たり前

だが、賃金の高さは若者が

都市に集まる原因の一つと

なっているだろう。また、地

方から都会へ人口が流出す

るほかの原因として、地方の

魅力が都会の魅力より少な

いことが挙げられる。東京圏

には沢山のショッピングセン

ターやエンターテインメント

施設がある。しかし、地方には少ない。それも地方に残ろうと思えない原因の一つであると考える。 

 一方、地方で魅力を創出したことにより人口増加を増やすことに成功した例もあるため、魅力があれば人は残

ろうとするということが分かる。 

(3)医療・介護の問題 

 東京圏の問題で取り上げたが、地方の医療・介護の問題も深刻である。特に地方は病院から遠く離れた人が

多く、医療・介護を受けにくい状況にある。また、そのような人の多くは高齢者が多い。すると、病気が悪化した場

合、すぐに対応を受けられず、助けられるはずだった命を救うことはできない。その状況は避けなければいけな

いのではないか。 

図3 
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(4)耕作放棄地・老朽家屋の増加 

 高齢化が進み、以前まで農業を行っていたが、労働力の不足などが原因で農業を引退することによって農作

地を使用しなくなるという現象が増加している。農作地を諦めると、定期的に手入れなどを行わなければ農地が

荒れ、景観を損なってしまうだけでなく、新たに利用する機会が来た時に利用できるようにするのに多大な費用

がかかることになる。 

 老朽家屋の増加は犯罪(不法占拠•放火•盗難)増加を促したり、災害リスク(建物の倒壊•建物の破損などによる

損害)を上昇させたりなど、たくさんの悪影響を与えてしまう。 

 

3．考察 

 ここからは本論で述べた問題点の解決策を述べる。 

 日本全体が抱えているこれらの問題を解決するために、私は韓国やブラジルが行った計画都市化を日本にも

適応することを提案する。まず、韓国やブラジルの計画都市化を説明する。韓国は首都圏に集中する人口や産

業を地方に分散させることによって、国土の均衡ある発展と国際競争力強化を図ることを目的として計画都市を

行った。この計画では、環状に6つの都市機能、中心部にオープンスペースを配置している。ブラジルは｢内陸

部の地域振興を通じた国土全体の均衡ある発展｣を図ることを目的に計画都市を行った。これを契機に内陸の

発展が進んだ。新たに作った都市であるブラジリアの定住人口が増え、都市としての機能、空間が成熟するにし

たがって、計画的な都市づくりに対する好意的な評価が定着した。 

 これらの事案を日本に最もよい方法で適用すると仮定してこれから論考を進める。 

 以下より提案する計画都市は現在存在する地方の大きめの都市をより一層大きくするというものだ。ここには幾

らかの理由がある。一つ目は、現在存在する都市を利用することで計画を行う費用を抑えることができるからだ。

地方の大きめな都市にもたくさんの老朽化した住宅が多く存在する。これをリフォームすることで本論で述べたよ

うに、人が住めるようにするのに費用を抑えることができるのだ。二つ目は、医療•介護の問題の一つであった極

度な過疎が進んでいるところへの医療•介護を行えないという問題を解決できるからだ。ある程度の場所に人口

を集めることによって、救えなかった命を救うことができるようになるのではないか。三つ目は、東京圏に住む人

を災害から救える可能性が上がるかもしれないからである。 

 現在東京圏に住む人を上記で示した比較的大きな地方へ移すことで災害の被害を減らすことができるのでは

ないか。

 
 また、地方の都市を利用する利点がある。特に期待している方法はCOC事業（図4）というものだ。この事業は

自治体を中心に地域社会と連携し、全学的に地域を志向した教育・研究・社会貢献を進める「地域のための大

学」として全学的な教育カリキュラム・教育組織の改革を行いながら、地域の課題と大学の資源の効果的なマッ

チングによる地域の課題解決、更には自治体を中心 に地域社会と大学が協働して課題を共有しそれを踏まえ

図4 

301



た地域振興策の立案・実施まで視野に入れた取り組みを進めるものである。そして、大学での学びを通して地域

の課題等の認識を深め、解決に向けて主体的に行動できる人材を育成するとともに、大学のガバナンス改革や

各大学の強みを活かした大学の機能別分化を推進し、 地域再生・活性化の拠点となる大学を形成するというも

のである。当事業が期待できる理由は大学と地域社会が連携することで地域の活性化をスムーズに行えると考

えるからだ。大学と協力すると学生が地域に残り、その地域が活性化し、東京圏に行かなくても人生を楽しむこと

ができる。 

 地域が活性化することは若者だけにメリットがあるのではない。ほかの世代にも多くの利点がある。子供の遊ぶ

場所が増えたり、買い物する場所が増えたりする。これは、子育て世代や買い物を楽しみたい人にとってうれし

いことだ。このように人と接する機会が増えると、新たな交流の場が生まれる。例えば大学に通っている学生とそ

の地域に住む高齢者が集まり、アイデアを出し合うことができる。このことにより、今までにはなかった考え方を若

者も高齢者も得ることができるため、より地域を活性化することに貢献できる。これは、これからの未来を変えるた

めの活動の一つとなる。このように大学と自治体が協力すると多くの人のかかわりが増え、地域が活性化し、人

口が集まりやすくなる。 

 以上より、COC事業を利用した計画都市を東京圏の一極集中と地方の過疎を解決する方法として提案する。 
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               「海賊への対処」 

                            5E 35 八木 響平 

 

～序論～ 

 「ワンピース」や「パイレーツオブカリビアン」など、我々が海賊と聞いて連想する古代や

中世のロマン溢れる海賊とは異なり、近現代の海賊は組織的行動や操舵に長けた漁師、地方軍

閥や民間軍事会社の元構成員等によって構成されているため、強力な組織編成と近代兵器を併

せ持った武装集団となっている。 

 2005年6 月 27 日にはケニアの会社が運航する St Vincent 船籍の貨物船、”SEMLOW"が、ソ

マリア沖にてシージャックされる事件が発生した。 同船は当時、国連の WFP（世界食糧計画）

が傭船して、ソマリアの津波被害者への 援助のための日本とドイツの米 850 トンを積載して

いた。困窮する人々を支援するための船舶まで海賊の被害を受けるなど海賊の被害は後を絶た

ず2000年代のソマリア周辺海域はソマリアに1991年～2012年までの21年間、統一政府が存在せ

ず（2005年には周辺各国の仲介によって暫定連邦「政府」（TFG）が成立）、内戦状態にあった

ことなどから文字通り無法地帯と化していた。また、船員の誘拐による多額の身代金の要求や

積み荷の強奪、船舶そのものの拿捕など犯行の凶悪性が目立ち、現地には海賊を相手にした商

売で生活を営む者まで出てきた。 

 2000年代後半から始まった多国籍軍による海賊対処活動の効果はソマリア周辺海域での海賊

発生件数を激減させ、近年では0件近くに抑えてはいるものの、昨今のCOVID-19の世界的な感染

拡大が進み特に発展途上国における経済的な困窮が目立つ中、再び海賊被害が増える可能性も

排除できない。また、ソマリア周辺海域では被害こそ発生しないものの、海賊と思われる船舶

が現在も確認されている。依然として油断できない状況が続いている。 

 海賊による被害を減らすためには経済的な貧困の解消や海上犯罪を取り締まるための法整備

を同時に進めていく必要がある。また、そのためには世界的な協力が必要不可欠である。この

研究では海賊発生の原因や被害の状況などを参考に、現在取り組まれている対策を参考に、ソ

マリア・アデン湾周辺海域の海賊の解決に繋がる対策を考察する。 

 

～本論～ 

①海賊の定義 

 まず、海賊と海上における武装強盗を区別するために海賊の定義をする。 

「国際海洋法条約」、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」より、この提言

で用いる「海賊」という単語の定義は、 

「公海上などいずれの国の管轄権にも復さない場所にある船舶、航空機、人又は財産に対して

私有の船舶または航空機の乗組員または旅客が私的目的のために行う全ての不法な暴力行為、

抑留または略奪行為」とする。 

( 軍艦や政府機関の船舶が行う上記の行為を海賊行為とは定義しない。) 

 したがって、いずれかの国の領海や領土などで行われる上記の暴力行為、抑留または略奪行

為はその国の主権の及ぶ範囲であるので海賊とはみなさず、強盗、傷害、監禁、窃盗などとし

て扱われるものとする。またその行為を取り締まり処罰するのも該当する国であり、一部の例

外を除いて、原則的に他国が介入することはできない。 

 

②日本から遠く離れた海域での海賊をなぜ取り締まる必要があるのか？ 

 現代では、貿易の際には輸送手段として船舶が使用され続けている。特に我が国においては

多くの資源を海外から輸入しており、貿易量（トン数ベース）の99.6％を海上輸送に依存して
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いる。（2020年 海賊対処レポート 参照）このため、外航船舶の航行の安全確保は極めて重

要であると言える。また、アデン湾は日本から約１２，０００km離れているが、スエズ運河に

接続する紅海の入口であるバブ・エル・マンデブ海峡の東側に位置するアジアと欧州を結ぶ海

上交通路であり、年間約１，６００隻の我が国に関係する船舶※が通航することから、我が国

にとっても極めて重要となっている。過去には日本の会社が運用する船舶がハイジャックされ

たり、日本人の乗組員が人質になったりしている。 

 2005年に世界銀行が作成したインフォグラフィックによると被害額は3.85億ドル、被害を受

けた船舶は149隻、死者は82〜97名、年間5300万ドルの身代金など海賊が海運業に与える影響は

大きい。加えて、海運業全体でみると海賊の影響によって海賊が多発する海域（世界的に主要

な航路）の迂回、民間船舶警備員の雇用、海賊被害に対応した保険料の値上げ、乗組員の人件

費増加を招き海運コストの増加が発生している。2013年、CNNは、ソマリア周辺海域で活動する

海賊によって貿易コストが約180億ドル押し上げられたと報道。前でも述べた通り海上輸送に依

存している日本にとって、海賊による船員や船舶への被害や輸送コストの上昇は痛手である。 

  

〇通航隻数：年間約１，６００隻 

※ 我が国に関係する船舶：日本籍船、邦船社が運航する外国籍船及び邦船社が１００％出資す

る海外子会社が運航する外国籍船（2020年 海賊対処レポート 参照） 

 

③ソマリア・アデン湾周辺海域における海賊発生件数の推移とその要因 

 （図1 海賊対処レポート ２０２０年より https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/s

iryou2/report2020.pdf） 

 
 図1はソマリア・アデン湾、周辺海域と世界全体における海賊発生件数の推移である。2006年

から2009年にかけて急増し、2011年をピークとして激減している。近年ではソマリア周辺での

発生件数は0件に近い。減少傾向にある理由としては、アデン湾における自衛隊を含む各国海軍

等による海賊対処活動の継続、商船側によるベスト・マネジメント・プラクティス（BMP）に基

づく自衛措置の実施、商船への武装警備員の乗船等、国際社会による海賊対策の成果の現れで
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あるといえる。とりわけ、各国海軍による海賊対処活動はソマリア海賊に対する抑止力となっ

ている。また、２０１２年、ソマリアに過去２１年間で初めて統一政府が樹立されたことも要

因としてあげられる。ただ、経済的な困窮や不安定な治安状況は改善されておらず海賊行為を

行っていた犯罪集団の撲滅には至っていない。近年の海賊発生件数は世界的な海賊対処行動に

よって押さえつけられてはいるものの元の犯罪組織は各国の取り締まりの対象とならない密輸

などの犯罪に移行しているとの指摘もある。したがって状況が許せば再び海賊被害が増加する

可能性も否定できない。 

 

 

④日本に関連する船舶への海賊被害状況 

（内閣府 海賊対処レポート 2020年  https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/siryou

2/report2020.pdfより） 

ソマリア沖・アデン湾及びその周辺における日本籍船及び邦船社が運航する外国籍船等の 

海賊被害状況（２００７年～２０１１年※）  

※２０１２年以降被害なし  

2007 年   

日時   被害場所  概要  被害  船籍  船種  乗組員  

10 /2

8  

アデン湾  ハイジャッ 

ク  

船用金、乗組員の金品、 

通信機器、及び PC  

パナマ ケミカル 

タンカー  

23 名   

（韓国人 2 名、フィリピン

人 9 名、ミャンマー人 12 

名）  

 

2008 年   

日時   被害場所  概要  被害  船籍  船種  乗組員  

4/21   アデン湾  航行中の  

追跡事案  

船体の左舷船尾に被弾  日本  原油   

タンカー  

23 名   

（日本人 7 名、フィリピ

ン人 16 名）  

7/15    アデン湾  航行中の  

追跡事案  

船橋付近に被弾   パナマ ケミカル 

タンカー  

23 名   

（韓国人 3 名、ミャンマ

ー人 20 名）  

8 /2

3   

アデン湾  航行中の  

追跡事案  

船橋付近に被弾   

 

パナマ 一般貨物船  20 名   

（全員フィリピン人）  

 

2009 年   

日時  被害場所  概要  被害  船籍  船種  乗組員  

3 /22 ソマリア沖  航行中の追跡事案  レーダーマスト等に被弾   ケーマン諸島  自動車   

運搬船  

18 名   

（全員フィリピン人）  
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2010 年   

被害日

時   

被害場所  概要  被害  船籍  船種  乗組員  

4 /5 

 

アデン湾  航行中の  

追跡事案  

船体後方左舷側及

びデッ キに被弾  

パナマ コンテナ 

船  

24 名   

（全員フィリピン人）  

4 /25 インド洋  航行中の  

追跡事案  

デッキに被弾   パナマ  原油   

タンカー  

27 名   

（インド人 12 名、フィリピン人 15 

名）  

10 /10 ケニア   

モンバサ

沖  

ハイジャ

ッ ク 

２０１１年２月解放  パナマ  多目的船 20 名   

（全員フィリピン人）  

10 /28 インド洋  航行中の  

追跡事案  

船橋付近に被弾    香港  原油   

タンカー  

27 名   

（中国人 25 名、バングラデ シュ人 1 

名、ミャンマー人 1 名）  

11 /20 インド洋  航行中の  

追跡事案  

煙突に被弾   

 

パナマ  コンテナ 

船  

24 名   

（インド人 5 名、フィリピン人 18 

名、バングラデシュ人 1 名）  

12 /13 アデン湾  航行中の  

追跡事案  

船橋窓破損    

（乗組員２名軽傷）  

パナマ ケミカル 

タンカー  

21 名   

（韓国人 2 名、フィリピン人 19 

名）  

 

2011 年  

被害日時   被害場所  概要  被害  船籍  船種  乗組員  

3 /5 

 

オマーン沖  乗り込まれ  機器類の損傷   

 

パナマ 原油   

タンカー  

24 名   

（クロアチア人 2 名、モンテ 

ネグロ人 2 名、ルーマニア 人 

2 名、フィリピン人 16 名）  

9 /28 紅海  航行中の  

追跡事案  

船体左舷側に被弾   パナマ ケミカル 

タンカー  

24 名   

（全員バングラデシュ人）  

 

 2011年の9/28以降、日本に関連する船舶の海賊被害は確認されていない。各国の海賊対処部

隊の活動や周辺国の警備能力の向上、民間船舶の自衛措置などが海賊被害が減少した原因であ

306



ると考えられる。しかし、冒頭でも指摘したように海賊行為をおこなっていた犯罪組織の壊滅

には至っておらず、いまだに周辺海域では海賊と思われる不審な船舶が確認されていることか

ら世界的に感染症が蔓延し経済活動が停滞している現在の状況を考慮すると海賊の脅威が完全

に排除されたとは言えない。 

 

⑤ソマリアの経済、国内の状況 

 1991年から長らく続いた内戦の影響で国内インフラは著しく破壊され、経済基盤は壊滅的な

打撃を受けている。ソマリアでは天災もたびたび発生しており2020年には、過去25年間で最大

規模のサバクトビバッタの発生により農作物が多大な被害を受けたほか、2020年、8月には、国

連高等弁務官事務所(UNHCR)が、季節性の大雨による洪水で65万人以上が避難民となったと発表

した。また、11月には、ソマリア観測史上最大のサイクロンにより、12万人が影響を受けたと

言われる。外務省によるとソマリアの主要産業は畜産と農業で家畜や食料を主に輸出し、工業

製品や石油製品を主に輸入している。ただ、度重なる天災や長らく続いた内戦により約297万人

が国内避難民、約64万人が周辺国で難民となっている（2021：UNHCR）。 

 治安状況に関して、外務省の海外安全ホームページによると、イスラム過激派「アル・シャ

バーブ」は近年ソマリア国内での支配地域が減少しているものの、首都モガディシュを含むソ

マリア全土において依然として大規模テロの計画・実行の能力を保持しているほかケニアなど

の近隣諸国でもテロ活動を行っており、2017年10月にはモガディシュで死者数百名に上る過去

最悪の大規模爆弾テロ事件が発生し、その後も各地で自動車爆弾などを利用したテロ事件が継

続的に発生している。2017年5月には、過激派組織のメンバーと誤認されて政府高官が射殺され

る事件が発生するなど、ソマリア全土において社会的不安が増加している。また身代金を目的

としてソマリア全土及び隣国のケニアにおいて外国人を標的とした誘拐事件が多発しており外

務省は現在、ソマリア全土に危険情報「レベル4（退避勧告）」を出している。（外務省 ソマ

リア基礎情報 より） 

 

⑥日本のソマリアへの支援 

 前述の通り、海賊の脅威を取り除くためには海賊が発生した原因の1つと考えられている国民

の経済的困窮を始めとして、人口の多さに対する雇用の少なさ、医療制度の未発達、警察組織

の未整備などの多種多様な問題を同時に推し進めていく必要がある。  

 日本ではソマリアの各分野を支援するためJICAや海上保安庁、青年海外協力隊などが農業、

水管理、国際テロ対策分野などにおける研修事業を実施している。また、国際機関を通じた支

援についても、基礎サービス改善（食料援助、インフラ支援、水・衛生、教育など）、治安回

復（ソマリア警察支援、海賊対策）、経済活性化の3つの分野を中心に支援を2007年から実施し

ている。（外務省 政府開発援助白書 より） 

 

考察 

 日本では2009年3月13日に防衛大臣より海上警備行動が発令され、同年6月にはいわゆる「海

賊対処法」が制定された。また2013年11月、「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する

特別措置法」が成立し海賊行為が多発している海域を航行する日本船舶（原油タンカー等）に

おいて、小銃を所持した民間警備員による警備の実施等の措置が規定された。 

 これらの法律は民間警備員が武装して海賊から船舶を護衛したり、ソマリア・アデン湾及び

その周辺海域において海上保安官や海上自衛隊が海賊対処活動を行うための法的根拠とされ

た。海賊に対処するための法整備が進められ始めてから今年で13年が経過するものの未だに海

賊の脅威は存在している。今日、世界的に新型コロナウイルスが蔓延する中、現地に赴いて研
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修を行ったり、技術指導を行うことは困難ではあるものの、日本はソマリアの警察組織の能力

向上や人口の大半を占める若年層へ向けて新たな雇用を創出するため、金銭的・技術的支援を

継続的に行っている。具体的に言及するならば、国際海事機関（IMO）のジブチ行動指針（DCo

C）信託基金に1,554万ドルを拠出し，イエメン，ケニア，タンザニアの情報共有センターの設

立，ジブチ地域訓練センターの設置及び海上保安能力強化のための研修プログラムが実施され

ており、海上保安庁は巡視艇を海賊が多発する海域の沿岸国に無償で提供し定期的に拘束した

海賊の護送訓練や各国の警察職員を招へいして研修を行っている。 

 経済的な困窮が徐々に減少し、過激派組織や海賊に影響をうけた若年層の更生が進み、新た

な雇用が創出され続ければ海賊の脅威は時間が経つにつれ減少していくと考えられる。ただ

し、ソマリアという国は新しい国家として歩みだしてからまだ歴史が浅く、経済や医療、教育

制度が未発達で治安状況も不安定である。海賊の脅威の減少に貢献するためには、引き続き世

界がソマリアの背中を押し続けなければならない。今日、世界中で多発する地域紛争に再びソ

マリアという国が足を踏み入れてしまわないように世界がソマリアの状況に注視しておくこと

もまた重要であるといえる。 

 今回の提言では、海賊に対する各国の対策が始まってからすでに10年以上が経過しており、

官民一体となって様々な支援が行われていることから新しく海賊の根本的な解決に繋がる対策

を考案することが難しかった。ただ、これから我々が次の世代に、今までに構築された仕組み

を引き継いでいくためにも海賊による被害を過去の遺物としてとらえるのではなく広い視野を

もって支援を継続していくことが重要であると考える。 
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プラスチック製品存続のための原料変化 

                                          ５E 36番 山﨑朋子 

 

第一章 序論 

＜はじめに＞ 

現代、プラスチックが環境問題になっている。そのための目標は多く存在するが目標をただ

設定しているだけのように思える。そこで政府が実行している、あるいは実行することへの

代替案を提示したい。 

 

＜研究目的＞ 

・世界のプラスチック規制の課題を明らかにする 

・規制が需要を損なわない解決案を提示する 

 

 

第二章 本論 

 

１ ＜プラスチック生産と規制の現状＞ 

  

〇プラスチック 

プラスチックは化石燃料から作られる人工物だ。環境省によると、1950年以降生産されたプ

ラスチックは83億tを超え、そのうち63tが廃棄されてきた。リサイクル量は排気量に及ばな

い。プラスチックの中でも特に小さい物をマイクロプラスチックという。現在環境問題にな

っているのはこのマイクロプラスチックである。 

 

〇マイクロプラスチックについて 

人工的にあえて小さく作られるマイクロプラスチックを一次マイクロプラスチックといい、

プラスチック製品が環境内で劣化して細かくなったものが二次マイクロプラスチックとい

う。 

 

〇マイクロプラスチックの使用とその規制状況 

１）一次マイクロプラスチック 

洗顔料やボディウォッシュに添付されており、 

おもな先進国の化粧品洗顔料の規制状況を調査するとアメリカ、フランス、中国、イギリス、

韓国では製造禁止、流通規制、販売禁止のいづれかを執り行っている。 

 

２）二次プラスチック 

私たちが日々利用しているプラスチックである。これは陸から海へのプラスチックごみが原因

となっている。調査によれば、アメリカ、フランスはプラスチック製品を禁止している。中国

は環境に配慮し廃プラスチックの輸入を禁止した。このようにプラスチックの環境問題への対

策を講じる国がある中、日本政府はコンビニのレジ袋を有料化しただけだ。一見日本が法律化

しているコンビニのレジ袋の有料化は問題解決につながりそうに見える。しかしデメリットも

同じ、またはそれ以上である。 
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3) 日本の法律の実態 

先ほど述べた日本の法律について説明する。日本で行われるプラスチック規制はレジ袋有料化

である。現在、レジ袋の辞退率はセブンイレブン75%、ローソン75％、ファミリーマート77％

である。 どの店舗もレジ袋有料化以前の25%に比べて3倍に伸びている。 

 

4)日本の対策によるデメリット 

日本のレジ袋が有料化される以前、レジ袋を家庭で再利用する人は9割だった。これはつまりレ

ジ袋の大きさ程度のプラスチック製の袋が必要とされているということであり、案の定、ポリ

袋の売り上げが２倍になることを引き起こしてしまった。これはラスチックによる環境破壊を

改善することにつながったとは言えないのではないか。そこで私は効果的な環境の改善には、

レジ袋を減らすより、原料を変える方が生活の中でプラスチック袋を使えると言う面でも、環

境の改善にもいいのではないかと思った。 

 

2＜プラスチック全体のの原料転換＞ 

 

1)化石燃料撤廃の実現化を目指す実際の取り組み 

プラスチックの原料として先ほど述べたように化石燃料がある。化石燃料は有限でいずれ無く

なる事は確実と言えるだろう。そこで化石燃料由来ではなく、植物由来100%のプラスチックが

使われるようになれば、プラスチックを減らすことだけに重きを置かなくて良くなるだろう。

さらに、植物由来のため、マイクロプラスチックが生物の体内に石油で出来た人工物が蓄積さ

れてしまう恐れもなくなる。よって化石燃料撤廃を目指すべきである。 

 化石燃料撤廃を目指している企業がある。サントリーホールディングス社のプラスチック対

策である。それは「グローバルで使用する全ペットボトルの100%サスティナブル化」というも

のだ。サントリー社によると、 

 

  ペットボトルの原料であるポリエチレンテレフタレートは、テレフタル酸とモノエチレ   

  ングリコールを植物原料のさとうきびから生成する技術は広く普及しており、実用化し   

  ており、さらに、ペットボトル原料の残り70%を構成するテレフタル酸を植物由来原料 

  から生成する技術開発を2012年からアテネロック社と続け2016年ウッドチップから生 

  成することに成功した。この新技術が実用化されれば、石油由来の原料を新たに調達せ 

  ずに住むようになるためCO2の排出削減にもつながる(李刊環境ビジネス2020年冬号    

  p.92) 

 

と説明している。実用化されればビニール袋だけではなく、ペットボトルも需要に合った量を

供給できる。 
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2)化石燃料に代わる植物を原料とした燃料の製造方法 

サントリーホールディングス社の植物由来ペットボトルの生産を参考にしたい。 

                         

 

出典:サントリーのプラ対策 2030年までに化石燃料由来ペット全廃 …（2022/3/15閲覧） 

 

サントリーホールディングス社はさとうきびとウッドチップを石油無しのペットボトル開発に

使用している。石油を減らす割合とウッドチップとさとうきびの生産の割合を同率で減らし供

給していく事を推進したい。 

 

 

３＜植物由来のプラスチックの普及と特徴を生かすための方法＞ 

1)さとうきびの利用 

さとうきびは暖かい気候で育ち、自然災害に強い植物である。環境に強いというのは生産量安

定を望むうえで非常に価値ある特徴であるといえる。現在日本では沖縄県、鹿児島県で主に生

産され、外国ではブラジル、アメリカ、中国、タイ、インドで生産している。つまり熱帯地

域、亜熱帯地域での生産が可能になるだろう。 

 

2)ウッドチップの利用 

世界で木材の生産が多いのは米国、オランダ、カナダなどだ。緯度が高い部分での生産量が多

いのでは無いか。ということはサトウキビとは違う場所で生産できるので、1部の国だけに負担

がかからずウッドチップを生産できるはずだ。 

 

 

3)リサイクル率上昇 
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プラスチックのリサイクル率上昇が不可欠なのは、次期化石燃料に代わり原料となるのは植物

であるが、植物にも有限があるためである。石油由来より生物や環境に優しいが有限であるも

のを使い切るだけでは環境破壊と同じである。 

 

                               

 

出典:【転送】回収率63.7％で世界最高水準を維持、日本のペットボトル ...（2022/3/15閲覧） 

 

代表的なプラスチック製品のペットボトルのリサイクル率に注目することにした。表より日本

のリサイクル率は、回収率90%、80%である。それに対して他国のリサイクル率はアメリカ約2

0%、 ヨーロッパ約30%。先程示した他国のプラスチック規制と比較すると、圧倒的に低い。つ

まり他国はリサイクルより、規制をかけてプラスチックによる影響を防ごうとしていることが

分かる。ここで、プラスチック製品全体の各種の割合をみると、 

 

 

                                  

出典: ｢プラスチックごみ問題｣と、私たちの暮らし | MASHING UP（2022/3/15閲覧） 
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表よりリサイクル率が高いペットボトルは6.5%である。 

最も高い割合を占める包装容器のリサイクル率についても見ると、 

 

                           

出典:容器包装リサイクル法の改正 - 環境省（2022/3/15閲覧） 

 

ペットボトルのリサイクル率よりは低いが、確実に増加していることが分かる。ただこれは日

本に限ってである。世界全体でリサイクル率を上昇させることが、必要とされる。 

 

 

 

第三章 結論 

 

本論でプラスチックの種類、各国によるその規制、対策案を述べたが、正直日常生活を送る中

でプラスチックが害となる瞬間は見当たらないだろう。プラスチックの環境への影響が本格的

に現れるのは手をつけられない状態になってからではないかと思う。それはプラスチックが

様々な姿で存在するからだ。序盤で述べたようにマイクロプラスチックという目に見えないプ

ラスチックが存在する。見えないものはただ目に見えないだけで蓄積するのだ。塵も積もれば

山となるということしたがわざがあるように。だからこそ規制を強く強くしていく消極的な方

法ではなく、原料に注目して根本的な部分そのものから帰るという生産的な考えを持つべきな

のではないだろうか。社会の中では、需要と供給が釣り合う事が持続的な社会に繋がるだろ

う。もちろん有限な植物も守るために石油由来のプラスチックから植物由来のプラスチックへ

の移行そしてリサイクルを推奨していく。これを提言とする。 
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