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研究成果を集めた論文概要集について

東洋大学校友会会長　 羽　島　知　之

学生研究奨励賞を受賞、ならびに校友会奨学金を授与されたみなさまに、まずは心からお祝い

を申し上げます。

今年度も受賞論文の多くに質の高さを感じたのは誠にうれしい限りです。これは、ひとえにみ

なさまの弛まぬ学習・研究の成果であり、東洋大学の教育・研究の水準の高さを示すものであり

ます。この事業にご理解をいただき、ご多忙にもかかわらず優秀論文をご推薦くださった先生

方、またご選考にご尽力いただいた先生方に深く感謝とお礼を申し上げます。

この学生研究奨励金の制度は、東洋大学の建学の精神を発揚するにたる優れた研究成果をあげ

られた学部・大学院のみなさまを表彰し、さらなる発展を期待する目的で昭和46（1971）年に創

設されました。以来、母校に対する支援という校友会の姿勢と後輩に対する愛情で守り育まれて

きました。

校友会では、この学生研究奨励基金制度が今後も継続され、ますます発展していくことを心か

ら願っております。このたび受賞されたみなさまは、この研究の成果が一過性のものではなく、

卒業後も生涯研究のテーマとしてさらに研鑽を積まれ、広く社会に貢献すると同時に、先輩の立

場から後輩の学生たちにアドバイスをいただけますよう願ってやみません。

本制度は今年で通算43回目を数え、校友会の数ある事業の中でも中核を成すものです。この

間、校友会ではこの事業をより充実・発展させていくために、いくどか基金規則の改定を行って

きました。平成15年度の基金規定の大幅な改定につづき、平成22年度には、従来の奨学金に「特

別奨学金」と「校友会留学生奨学金」の枠を新設、東洋大学の建学の精神に基づく学風を守り育

てる後継者の一層の育成を図ることにいたしました。

なお、みなさまの成果については論文概要集として取りまとめ、校友会のホームページでご紹

介いたしますので、ご活用いただければ幸いです。

受賞者のみなさまの今後のご努力とご活躍を期待しております。

（2015年３月１日記）
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論文概要集の刊行に寄せて

東洋大学学長　 竹　村　牧　男

　平成２６年度の校友会学生研究奨励賞ならびに奨学金を受賞された学生の皆さんに、心よりお

祝い申し上げます。同時に、本年度の学生研究奨励賞を見事に受賞された学生を指導された諸先

生にも、深く敬意を表し、またお祝い申し上げます。

　さらに、日頃より大学の教育活動をご支援いただくとともに、この基金を設定して下さってい

る校友会に対しましても、あらためて御礼申し上げます。

　この『平成２６年度校友会学生研究奨励基金授与論文概要集』は、本年度の学部の卒業論文、

大学院の修士論文で、きわめて優秀な成果を示し、校友会より高く評価された論文の概要を収録

したものです。ここには、新鮮な問題の所在の指摘、綿密で行き届いた調査や実験などのデー

タ、緻密ですきのない論理構成、新たな知の発見等がぎっしりつまっています。この東洋大学に

おける若き学生の豊かな知の創造を大変うれしく思いますし、誇りに思います。皆さんのご奮闘

とご尽力に、深く敬意を表するものです。

　受賞者の皆さんがそれぞれの論文において一定の結論を得るには、何と言っても、十分な文献

調査・資料解読やフィールドワーク、実験などが必要だったでしょう。その遂行には、果てしな

い地道な努力と粘り強い精神力が必要です。それらの作業をふまえてはじめて、書き表すべき内

容の論理構成の骨格も現れてくるのだと思われます。皆さんはこうした作業を忍耐強く成し遂げ

て、優秀な成果を示し得たのですから、この論文作成の経験は皆さんの今後の人生にとって、大

きな糧になったことと思います。

　本学創立者の井上円了先生は、「山はその高きをもって貴しとせず、植林の用有るをもって貴

しとなす。川はその大なるをもって貴しとせず、灌漑の用あるをもって貴しとなす。学はその深

きをもって貴しとせず、利民の用有るをもって貴しとなす。識はその博きをもって貴しとせず、

済世の用有るをもって貴しとなす」と説いています（『奮闘哲学』）。皆さんも今後、自らの学問

研究を自分だけの閉じたものとせず、他の多くの人々の幸福・利益のために、大いに応用・活用

していただきたいと思います。

　最後に、皆さんには今後いつまでもご健勝にてますますご活躍されますことを、ひとえに祈念

いたします。

（2015年３月１日記）
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主査教員　齋藤　洋
法学研究科　公法学専攻　博士後期課程　３学年　学籍№ 4420100001
門　脇　邦　夫

本研究は、国際法形成過程において「地理情報（geographical knowledge）」が極めて重要な
役割と影響力を有してきた点を明らかにすることによって、我が国の国際法学界においてほとん
ど意識されてこなかった重要な問題に光を当て、我が国の国際法学の発展に寄与するとともに、
当該分野を国際法地理学として体系化するための端緒とすることを目的としている。

当該研究目的の論証は、歴史事例と判例を取り上げることによって行われるが、その理論上の
方法は、ガダマーの「哲学的解釈学」である。即ち、研究対象としての歴史事例（及び判例）を
単なる客観的事実としてみなすのではなく、解釈し得る出来事として見る方法である。言い換え
るならば、事実とされている事柄は、常に何らかの目的性ないし前提を有しているということで
ある。

これに対して、国際法学に基づいて構築されてきた空間秩序の歴史は、「地理情報」を客観的
事実としてみなしてきた。本研究で取り扱う大航海時代におけるスペイン・ポルトガルの海洋分
割、19世紀におけるアフリカ分割、そして20世紀への転換過程における米国のモンロー主義に見
られる通り、それらの空間秩序の目的性ないし前提は、国際法学が「地理情報」を客観的事実と
見なしてきたことによって、明確に意識されていない状況にある。即ち、当該歴史事例に関する

「地理情報」は、何らかの目的性ないし前提を有している。その前提を解釈しなかった結果が領
域の所有及び支配に関する歴史であり、これを巡る紛争の歴史であった。例えば国際法学では、
アフリカ分割期における「無主地」概念の生成に「地理情報」がどのように結びついていたかに
ついて詳細に論じられることはない。即ち、一方でアフリカ内陸部に関する詳細な「地理情報」
を整備し、他方で「空白地域」を地図上に表示し、これがベルリン会議で用いられたことで、国
際法学上の「無主地」概念の生成に影響を与えていた点について明確に意識されていない。

この国際法学上の影響力を理解、解釈するためには空間に関する学、即ち現代地理学の知見が
有用である。現代地理学もまたガダマーの解釈学に類似する考え方を受容しており、それは現象
学を基礎とする人文主義的地理学である。当該地理学の方法を支える個々の概念に「スケール」
や「場所」があり、国際法学研究への導入を試みてきた（詳しくは、添付の抜刷りを参照）。そ
の主要な成果は、次の点であった。即ち、国際法学は、従来、「地理情報」を無批判に導入をし
てきたが、そのような国際法秩序観に基づいて国際法秩序形成を行ってきた。しかし、国際法
学研究に現代地理学の方法を導入し、「地理情報」を批判的に理解、解釈することで、特定の世
界観ないし国際法秩序観を客観的な事実とみなす国際法秩序形成を回避することが可能となり得
る。歴史に「もし」という問いかけは禁物であるとしばしば指摘されるが、もしアフリカ分割期
に当該方法が国際法学研究にあったならば、「空白地域」と「無主地」概念との結合とは異なる
歴史の方向付けが行われたかもしれないということである。少なくとも現在及び将来における無
批判な「地理情報」の導入による国際法学的思考とこれによる新たな紛争を回避することは重要
である。そのためにも、国際法学へ現代地理学を導入し、国際法学における空間秩序の歴史を解
釈し、この「地理情報」の影響力が現在においても継続している点に光を当て、意識化する必要

〈校友会奨学金授与〉

研究テーマ 国際法地理学の構築に関する研究
―衡平原則の検討を通した国際法形成過程における「地理情報

（Geographical Knowledge）」の影響と重要性を中心として―
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がある。このような成果が得られた。
しかし、本当に現在でも「地理情報」の影響力が継続しているのか。本研究は、この点をまだ

明らかにしていないが、この点を明らかにする上で重要となるのは判例分析である。
アフリカ分割期に「地理情報」の影響力が批判的に解釈されていなかったのと現在もそれほ

ど変わらない状況にある。「地理情報」を形成する技術力の発展（例えば、地理情報システム：
GIS）はともかく、「地理情報」を客観的事実とみなす意識の度合いはそれほど発展していない。

その原因の一つとして、「地理情報」が国際法学において重要視されているにも拘らず、当該
用語の概念または定義が明確に意識されていないことが挙げられる。このことは、例えば領域
法、特に海洋境界画定をめぐる紛争の解決、とりわけ国際裁判における解決を困難にしている。
つまり、適用される衡平原則における、「衡平」にある種の目的性が内在するという批判がなさ
れているからである。

衡平原則については、これまで当該用語の定義に関する研究が行われてきた。例えば、「正義
の具体的妥当性であり , …国際法上は , …理論的には , 衡平の機能は法の適用に内在する infra 
legem, 法を補足する praeter legem, 法に反して具体的正義を実現する contra legem の３種類の
機能」 を意味するものとして定義されている。しかし、当該原則を実現するための要素のひとつ
である「地理情報」の具体的意味については十分に検討されたことがなかった。そのため、目的
性を内在する地理情報を要素としている衡平原則に対する批判に対応できていないのである。

そこで、本研究は、特に衡平原則における「地理情報」を明確にするため、当該用語の定義を
試みることにした。当該定義を行うにあたって、本研究では、近代論理学における定義理論を用
いる。これは擬似定義（記号説明及び事物説明）から真正定義へと至る方法である。従って、当
該理論に基づくならば、次のような手順によって定義が試みられるであろう。先ず、「記号説明」
では地理学史を含めた国際法（学）史において、これまで「地理情報」という用語がどのように
用いられてきたかについて整理する。次に、「事物説明」では現在において当該用語がどのよう
に用いられているかについて整理する。その上で、「両説明における地理情報の相違の原因」で
は両説明の地理情報への認識の相違と原因を検討する。これに基づいて「仮定義とその検討」で
は国際法学上の仮定義を設定し、その有用性を検証する。そして、最後に国際法学、特に衡平原
則において許容され（得）る真正定義を決定する。

この点を平成27年度の研究論文において明らかにしたい。その上で、当該定義に基づい
て、判例分析を行う。当該判例分析についての指針となる先行研究としては、Peter Ricketts, 
Geography and International Law: The Case of the 1984 Gulf of Maine Boundary Dispute , 30 
Canadian Geographer, 194, 194-205 （1986）. がある。当該研究の趣旨は、海洋境界画定の判決にお
いて自然地理に関する「地理情報」以外の「地理情報」は考慮されなかったが、その審議過程に
おいては、境界画定に伴う漁業や地域住民の経済状況に対する影響が結果として考慮された点を
捉えて、境界画定の基準に自然地理に関する「地理情報」にとどまらない、より広い「地理情
報」を導入することの重要性を指摘している。この指摘は、単に境界画定の基準により広範な

「地理情報」を用いるべきであるという主張以上の意義を有する。即ち、そうしなければ「地理
情報」は客観的事実であるという目的性を内在させてしまい、衡平原則に対する批判そのものを
体現してしまうからである。

以上のように歴史事例及び判例の検討を通じて、本研究は、「国際法地理学（仮称）」の体系構
築のための基礎となる研究を行う。このような体系構築への試みは、国際法形成過程における

「地理情報」の影響力と重要性が国際法学研究に意識されるようになることを促進させるだけで
はない。これは、結果として空間秩序の再構築をもたらす可能性があるということを意味してい
る。即ち、本研究は、紛争抑止のための空間秩序の構築へと歴史を方向付ける意義を有する。
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主査教員　神野宏司
福祉社会デザイン研究科　ヒューマンデザイン専攻　博士後期課程　２学年　学籍№ 4730130004
太　附　広　明

＜背　景＞
　心肺運動負荷試験（Cardiopulmonary Exercise Testing：CPX）はトレッドミルや自転車エル
ゴメーターに呼気ガス分析を併用した運動負荷試験である。そして心臓リハビリテーション（心
リハ）の運動療法において運動処方強度の決定や運動時の心肺機能を判断する上で有用である。
CPX から得られる主な指標として最高酸素摂取量（peakV・O2）、無酸素性代謝閾値（Anaerobic 
Threshold：AT）、分時換気量－二酸化炭素排泄量勾配（V・E-V・CO2 slope）、仕事量増加に対する
酸素摂取量増加（⊿V・O2/⊿WR）、運動処方強度などが挙げられる。peakV・O2や AT は有酸素運
動における運動耐容能（全身持久力）を表し、生命予後との関連性が報告されている。V・E-V・CO2 
slope は換気効率を表し心不全症状や息切れの状態を、⊿V・O2/⊿WR は心拍出量や末梢骨格筋で
の酸素利用能などを反映し心不全の影響を受けるとされ、これらも同様に生命予後との関連が報
告されている。しかしながらこれらの報告は発症もしくは手術後一定期間経過した回復期や維持
期心疾患患者を対象としたものであり、発症もしくは手術後早期の入院期における心疾患患者の
CPX 指標の報告は少ない。
　また CPX 指標と運動機能との関連性を検討した報告では、peakV・O2や AT などの運動耐容
能を用いたものが多く、V・E-V・CO2 slope や⊿V・O2/⊿WR との関連は検討されていない。入院期
の CPX 指標は退院時における心肺機能の指標として有用であり、運動機能との関連を調査す
ることは退院時の心疾患患者の状況把握をする上で極めて重要である。さらに心疾患患者に対
する運動処方は CPX の結果に基づいて行うことが「心疾患におけるリハビリテーションに関す
るガイドライン」によって推奨されている。しかし CPX が実施できる施設は限られているの
が実情である。CPX を実施せずに運動処方を行う場合には心拍処方や自覚的運動強度（Rate of 
Perceived Exertion：RPE）を用いる方法がある。しかし心拍処方は不整脈や心拍数を制御する
薬剤によって誤差が生じる点や RPE は客観性に劣る欠点がある。したがってこれらの方法に加
えて安定した評価指標が望まれる。
　そこで、最大歩行速度（Maximum Walking Speed：MWS）は簡便な運動機能検査であり、
他の運動機能テストとの関連性や高齢者の日常生活関連動作、介護度、生命予後と関連し、妥当
性の高い評価項目として知られている。また、階段昇降は下肢筋力と関連しており退院時の患者
ニーズが高い動作であることや体力目標と成り得る可能性がある。ところがこれらは健常者を対
象とした研究がほとんどであり、心疾患患者に関しては MWS が散見するのみで階段昇降速度
については検討されていない。CPX 指標の中でも特に運動処方強度と MWS ならびに階段昇降
速度に関連性が認められた場合には CPX を実施できない施設においては MWS や階段昇降速度
を測定し、従来の心拍処方や RPE と組み合わせることで、より詳細に運動を設定することが可
能となる。加えて CPX の運動時間は８分～ 12分程度で終了することが望ましいと報告されてい
る。対象者の体力に対しランプ負荷が大きすぎるとウォーミングアップで AT に達してしまい測
定が困難となる。逆に対象者の体力に対しランプ負荷が小さすぎると測定時間が長くなり非効率
である。現状では CPX のランプ負荷（漸増負荷）量は検者の経験で判断している。したがって
CPX 実施前に運動処方強度を予測しておくことは CPX を効率的かつ有効に実施するために重要
である。即ち、CPX 実施前に MWS や階段昇降速度を測定し運動処方強度を予測することによ
って、的確な CPX のランプ負荷設定が可能となり、効率よく CPX が実施できる判断材料となる
と考える。さらには MWS や階段昇降速度の増加は身体機能の向上を反映し、次に CPX を実施
する時期の判断材料を提供することができる。

〈校友会奨学金授与〉

研究テーマ 入院期心疾患患者における心肺機能と運動機能の関連性について
―心肺運動負荷試験指標と最大歩行速度ならびに階段昇降速度との関連―
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＜目　的＞
　入院期心疾患患者の CPX 指標と MWS ならびに階段昇降速度の関連性を検討し、MWS や階
段昇降速度からみた運動処方強度の関係式を求めることである。そして MWS や階段昇降速度か
ら運動処方強度を推定し、CPX のランプ負荷設定に利用することである。 

＜対　象＞
　対象は2011年10月から2014年９月に CPX と MWS ならびに階段昇降速度を測定できた心疾
患患者287例（男性232例、女性55例）、疾患別には急性冠症候群（Acute Coronary syndrome：
ACS 群）169例（男性146例、女性23例）、心不全群50例（男性44例、女性６例）、開心術群68例

（男性43例、女性25例）である。
　除外基準は下肢の麻痺や明らかな運動器疾患の合併例、ウォーミングアップで AT を超えてい
た症例、CPX にて胸痛や心電図上の心筋虚血を生じた症例、重篤な不整脈を生じた症例、埋め
込み型除細動器やペースメーカー埋め込み後の症例、心リハ未実施例、人工透析実施例、呼吸器
疾患合併例である。

＜方　法＞
1．心肺機能評価
　自転車エルゴメーターを用いた CPX を実施した。使用機器はミナト医科学社製呼気ガス分析
装置 AE-310S、コンビ社製エアロバイク75XL、心電計 GE Healthcare CASETM である。主に
10W ランプ負荷（その他5W、15W、20W ランプ負荷）プロトコルにて CPX 指標を測定した。
2．運動機能評価
　1 ）MWS：「走らないようにできるだけ速く歩いて下さい」と指示し、予備路３m ずつを設け

た10m 歩行速度を２回測定し、速い方を代表値（m/ 秒）とした。
　2 ）階段昇降速度：階段10段（高さ18cm、奥行き26cm）を昇段、降段それぞれ２回測定し、速

い方を代表値（m/ 秒）とした。
3．調査項目
　1）患者背景：①診断名、②年齢、③性別、④ CPX 測定日（発症または術後日数）
　2）冠危険因子：①糖尿病、②高血圧、③脂質異常症、④喫煙、⑤肥満度（BMI） 
　3 ）CPX 指標：①分時換気量－二酸化炭素排泄量勾配（V・E-V・CO2 slope）、②仕事量増加に対す

る酸素摂取量増加（⊿V・O2/⊿WR）、③無酸素性代謝閾値（AT）、④運動処方強度（W）
　4 ）運動機能：① MWS、②階段昇降速度
　これらの調査項目において、運動処方強度を従属変数、その他の調査項目を独立変数とした重
回帰分析を実施して関係式を求める。また、急性期心疾患患者の CPX 指標について男女別、疾
患別、年代別に平均値を算出する。

＜倫理的配慮＞
　CPX は治療の一環として主治医より患者に同意を得て実施している。MWS と階段昇降速度
の測定は主治医の確認を得た後、CPX にて異常がなかった症例に対し同意を得て実施した。安
全性確保のため MWS と階段昇降速度測定は CPX 後に実施し、検査前後に血圧、RPE をチェッ
クした。階段昇降速度はこれに加え心電図モニターを確認した。さらに転倒、転落への留意した

（監視介助、階段は手すり使用可）。
　本研究は相模原協同病院倫理委員会ならびに東洋大学大学院福祉社会デザイン研究科研究等倫
理審査委員会の承認を得て実施した。 

＜研究の意義＞
　入院期（急性期）心疾患患者の CPX 指標の平均値を提示し、他施設の参考資料となる。そし
て MWS や階段昇降速度から CPX による運動処方強度を予測し、心拍処方や RPE と組み合わ
せることによって、今まで以上に詳細な運動処方が可能となる。これによって CPX が実施でき
ない施設においても運動処方に利用できる。また、CPX 実施前には MWS 等によって運動処方
強度を予測し、その運動処方強度に合わせてランプ負荷プロトコルを決定できるため効率よく
CPX が実施できる。
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主査教員　河本英夫
文学研究科　哲学専攻　博士後期課程　１学年　学籍№ 4110140005
増　田　隼　人

1. 研究の背景
　フッサール現象学における習慣性概念（Habitus, Habitualität）は、彼の初期の静態的分析と後
期の発生的分析を架橋する重要な概念である。習慣性は、自我の顕在的な意識作用として働く能
動的志向性と、いわゆる無意識的な働きとして潜在的に作動する受動的志向性とが互いに複雑に
絡み合う領域であり、そこでは非常に多くの問題系が関係することとなる。たとえば、それは、
一方では身体や知覚といった個人的な性質を持っており、他方では、文化や伝統といった社会的
な側面を持っている。フッサール自身、『間主観性の現象学』において、発生的現象学の主要な
課題設定として「習慣性の現象学」を挙げ、それが超越論的自我の自己構成にさえ関わる問題で
あるとしている（vgl.HuaXV. S. 38f.）。このように、フッサール現象学において、習慣性の分析は
多様な領域に関わる重要な位置を占めており、後のメルロ・ポンティやブルデュー等の習慣論に
も繋がる豊かな哲学的地盤を備えているのだが、習慣性の哲学的研究において、フッサールの分
析は往々にして見逃されることが多いように感じられる。本研究においては、習慣性の分析に関
するフッサールの独自の功績に再度光を当て、習慣性の形成とその作動領域について現象学的に
考察することを目的とする。

2. 自我の能動的作用が沈殿したものとしての習慣性
　まず、フッサールが生前に刊行した著作において、習慣性について語られているものといえ
ば、『デカルト的省察』（特に第27節や第32節）が挙げられる。『デカルト的省察』第32節は「習
慣性の基体としての自我」（HuaⅠ. S. 100）と題されているが、そこでフッサールが挙げる習慣性
は、決意や価値、意志の決定などのように、自我の能動的な判断作用が持続的な効力を獲得し
たものとしての習慣性であり、比較的高次で、知性の能作として捉えられているといえる。そ
して、このような習慣性の把握は、フッサールの死後、『フッサール全集』第４巻に収録された

『イデーンⅡ』の第29節、純粋自我の習慣的思念（habituelle Meinung）の考察によって補強され
ているように思われる。ここにおいても、習慣性は、「自我の習慣」として捉えられ、自我が反
省によって自己把握をするときに、その自己同一性の根拠をなすものと考えられる。そして、そ
こにおける受動的志向性の能作（いわゆる無意識的な働き）はただ、過去になされた判断等が意
識の顕在的位相から流れ去った後も、潜在性において持続的に留まっているための保存領域とし
ての価値しか見出されておらず、その形成の場面そのものにおける積極的価値は殆ど見出されて
いないといってよい。このような見方によれば、フッサールの述べる習慣性とは、自我の能動的
な判断の残滓として形成されているとしか捉えられず、習慣という豊饒な領域を大幅に狭めてい
るような印象を持たざるをえない。というのも、顕在的な自我意識のみが習慣性を形成する主体
となるのであれば、たとえば自我意識の未成熟な乳幼児段階での習慣性の形成――すなわち、

「発達」という現象を捉えようもないからである。

〈校友会奨学金授与〉

研究テーマ 発達における習慣性の形成とその現象学的
考察
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3. 受動的習慣性の形成可能性
　しかし、フッサールの生前には未公刊だった草稿群、たとえば『経験と判断』で論じられる習
慣性は、上述のような習慣性とは異なった印象を我々に与える。そこでの記述においては、ある
経験が習慣となる際の受動的な側面がより強調されており、また、二次的受動性と呼ばれるそれ
と対比される最初の受動性の次元にまで経験を段階的に遡ることにより焦点が当てられている

（vgl.EU.§25）。その記述においては、内的時間意識において受動的に作動している過去把持や
未来予持といった能作や、受動的綜合として働く連合の働きが強調されているのである。
　さらにそれに加えて、『イデーンⅡ』の後半部分や『間主観性の現象学』においては、フッ
サールは、特に人格的自我の記述と関連づけて、衝動や本能といった、志向性の最も低次の
レベルと習慣性を結び付けてについて語っている。この衝動や本能と結びついた習慣性は、

『間主観性の現象学』の中で特に頻繁に見られるものであり、例えば、その中には、「衝動習
慣 性（Triebhabitualität）」（Hua Ⅹ Ⅳ .148） や、「 根 源 的 に 本 能 的 な 習 慣 性（ursprüngliche 
instinktive Habitualität）」（Hua ⅩⅤ .201）といったタームが使われている。とりわけ後者の習
慣性は、フッサールが、通常よく使われる意味での習慣性――すなわち、能動性が受動性に転化
した二次的受動性としての習慣性という概念規定に収まらない、それよりも更に根源的な層にお
ける習慣化までをも考えていたことを示しているのに他ならない。いわば、フッサールの習慣性
概念は、自我の顕在的な活動の最中にあって形成される二次的受動性としてのそれと、本能や衝
動といった原受動性と一体となって働いてる習慣性に区分されることになるのである。本研究で
は、後者の習慣性を「受動的習慣性（passive Habitualität）」と呼ぶが、この受動的習慣性の形
成過程こそが、自我が自我として覚醒し、能動的な諸能力が獲得される契機となる、発達段階に
おける現象であると考えられる。それは、自己の身体性の覚醒や、自他の区別、知覚や言語とい
った高次の作用が生じるまさにその只中を捉えんとする試みである。こうした点から見ると、習
慣性の形成を考察する本研究は、「能力の形成」というテーマと表裏一体となっているといえよ
う。

4. 発達段階の考察とその課題
　「ノエシス - ノエマの相関関係」に示されるような能動的志向性の分析から出発した現象学
は、このような能動的志向性が覚醒以前の発達段階に対して、如何に接近しうるだろうか。フッ
サールは、能動的志向性の諸能作を脱構築し、志向性全般の「基づけ関係」を考察することによ
ってそこに迫ろうと試みる。それはたしかに志向性分析という観点から見るならば有益なもので
あるが、発達という密度の濃い事象に対して、どこまで豊かな具体性をもって迫れたかはやはり
疑問の残るものである。この発達という一大領域に対するためには、やはり脳科学や発達心理学
といった実証科学の圧倒的な記述に目を通さざるをえない。それも、現象学的記述の特性を維持
させつつ、である。ここには、現象学と実証科学の共同研究の可能性の模索という、大きな課題
がそびえている。
　私は博士論文の研究において、この難題に取り組み、最も大きな展開可能性を示したものとし
てフランシスコ・ヴァレラの「神経現象学 Neurophenomenology」を取り上げ、それを手掛かり
としながら考察を行う予定である。私はこの考察を通して、実証科学のデータを現象学的に活用
するための地盤を確保し、ヴィゴツキーやビアジェといった、卓越した観察者達の知見も取り入
れつつ、さらに発達における習慣性の形成について豊かな分析を展開したい。
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Ⅰ　研究の背景
1）ＡＣＴの実践と、ＡＣＴに関する先行研究
　ＡＣＴとは包括型地域生活支援プログラムと邦訳される重い精神障害をもつ人が住み慣れた場
所で安心して暮らしていけるように、多職種の専門家のチームが援助を提供するプログラムであ
る。その最大の特徴は、利用者の生活現場に出向いて提供する訪問型のサービスである。ＡＣＴ
は、1970年のアメリカで始まったが、地域での受け皿が不十分な中、脱施設化が行われたため、
ホームレス化や回転ドア現象等様々な問題が生じた。問題解決のため、専門スタッフで多職種チ
ームを作り、患者の日常生活支援を積極的に行った。長年の調査研究から、入院期間の減少、居
住安定性の改善、サービスに対する満足度の向上、又家族支援では、McFarlane らのＡＣＴと家
族心理教育を統合することの効果が証明されたとの報告1）があり、日本でもその普遍的な実践の
必要性が強く求められている。
2）今回の研究の準備状況
　25年度の修士論文で「ＡＣＴ導入における家族の変化とその要因」をテーマとして研究成果を
まとめた。研究は、ＡＣＴ利用９家族、ＡＣＴを利用しない4家族、ＡＣＴ実施の２法人のスタ
ッフ３人に質的調査としてのインタビューを行った。結果、ＡＣＴ利用の９人の家族は、全員
が ACT との出会いで「気が楽になり、精神的負担感が軽減した」と答え、全員にプラスの心的
変化が生じていることが明らかになった。また、心的変化の要因では、「どんな相談にも対応、
助言」、「多様な取り組み」、「医師・スタッフへの強い信頼」、「一緒に行動、一緒に考える」の４
つのカテゴリーが見出され、心的変化の特性として、「変化の実感」、「明日の希望を語る」の２
つのカテゴリーが見出された。又、全体を包摂するカテゴリーとして「一緒に行動、一緒に考え
る」が見出された。以上の結果からＡＣＴにおいては、先行研究で明らかにされている当事者に
対する有効性があるだけでなく、家族に対しても効果があり、それは、家族に取ってのリカバリ
ーがあることが明らかになった。又そのコア要因が、家族と当事者とＡＣＴとの３者の一緒に行
動・一緒に考える、成功と失敗を繰り返しながらお互いが成長する安心・信頼の関係であること
が示唆されたことは、成果である。今後は、ＡＣＴ導入における家族のプラスの心的変化が確認
できたので、この成果を踏まえて、今後さらにＡＣＴ導入後の研究を進めるため、調査対象者も
同じ家族及びスタッフに要請し、８人の家族については了解をいただいている。

Ⅱ　研究の目的
　現在、日本の精神障害者の約３割が引き籠り状態（平成21年の精神保健福祉会連合会調査）と
言われている。既存のサービスを利用できない重症かつ慢性の精神障害者の場合、実際、その多
くのケアは、家族が担っていると言われている。その対応するシステムが、現在の日本には存在
しない中で、包括的地域支援プログラム（ＡＣＴ）の普及が期待されている。ＡＣＴにおける当

主査教員　白石弘巳
福祉社会デザイン研究科　ヒューマンデザイン専攻　博士後期課程　１学年　学籍№ 4731040001
佐　川　まこと

〈校友会奨学金授与〉

研究テーマ ACT 導入後の時系列に見る家族の変化と
その要因
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事者への支援を行う上で、家族の協力が必要であり、そのためには、家族自身への支援が求めら
れている。今後の地域精神医療を進める上で、こうした訪問型の家族支援の研究は重要である。
それを踏まえて目的を以下の通りとする。
1）ＡＣＴ導入後の２年以上利用の家族の経年の心的変化とその要因
2）３者の関係の経年変化
3）その時のスタッフの対応
を明らかにして、修論で明らかになった導入における有効性を踏まえて、時間軸で見た場合のＡ
ＣＴにおける家族支援の有効性の検証、およびその要因となるものは何かを明らかにすることで
ある。その中で、伴走という形での支援の内実も明らかにする必要がある。期間としては、平成
24年度の調査を踏まえ、平成26年と平成27年の２回の調査を27年の末までに完了し、平成28年の
３月までにまとめる。

Ⅲ　研究の学術的特色・独創的な点および予想される結果と意義
　日本において、精神障害者における家族支援の研究が他の分野の家族支援との比較でも極めて
不十分である。現在、全国にＡＣＴは24ヶ所2）存在しているが、家族支援の有効性を家族自身の
語りから明らかにした研究は、見当たらない。ＡＣＴ利用家族の内面に焦点を当て、その心的変
化を個人の語りから、家族支援の有効性を明らかにすることは、今後のＡＣＴの普及展開という
実践的視点からだけではなく、学術的にも意義があると思われる。予想される結果としては、当
事者の様々な症状と対人関係の変化がありながらも、３者の信頼関係が構築される中で、当事者
の生活が継続され、家族がリカバリーすること、そして、それが導入時3）だけでなく、時系列の
時間軸で見た場合に、同様の仮説が検証され、その場合の経過と要因が明らかになることが期待
される。併せて、そのような３者の関係を構築するために必要なＡＣＴスタッフのスキルを明ら
かにすることも可能となると考える。

Ⅳ　国内外の関連する研究の中での当該研究の位置付け
　第１点は、現在、世界の先進国ではＡＣＴは精神医療福祉分野では基本サービスであり、イギ
リスは家族支援が英国メリデン版訪問家族支援としてＮＨＳ（国民健康保険サービス）という国
の公的な健康システムに組込まれ実施されている。欧米の精神医療福祉に比較して大きく遅れて
いる日本において、ＡＣＴの家族支援の有効性を家族の語りから明らかにすることができれば、
日本におけるＡＣＴ及びＡＣＴの家族支援の普遍性の可能性を示すことであると言えるであろ
う。第２点は、今後も、さまざまな家族支援及び研究が精神保健福祉医療の発展と密接な関係を
持ちながら生まれてくると思われるが、今日の歴史的流れの時点で、従来の家族心理教育や教室
方式での集合的家族教育の積極役割を評価しつつ、その限界を検討する中で、ＡＣＴにおける家
族支援が、日本の精神医療福祉が対応できなかった引き籠り状態の当事者、家族に対する有効な
サービスの１つであることを明らかにすることである。

文献
1）西尾雅明（2004）ＡＣＴ入門　金剛出版　ｐ61　
2）「第６回ＡＣＴ全国研修福岡大会」テキストｐ７
3） 佐川まこと（2014）「ＡＣＴ導入における家族の変化とその要因」

この中で導入をＡＣＴ利用して１年と定めて、ＡＣＴ利用家族の９家族にインタビューを行っ
た。
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主査教員　渡辺章悟
文学研究科　インド哲学仏教学専攻　博士後期課程　２学年　学籍№ 4120130001
越後屋　正　行

私が研究している内容は、「『長部註』（Suman・galavilāsinl-）における源泉資料の様相の研究」
であり、これが今までの研究の集大成となる博士論文の論題となる予定です。その博士論文の内
容についてですが、研究篇と和訳篇の二部からなる予定です。

和訳篇は、パーリ文『長部註』と『長部復註』（Dl-ghat
̇
t
̇
hakathāt

̇
l-kā）の全訳となります。パ

ーリ文『長部註』は、ブッダゴーサ（Buddhaghosa）によって431~434年頃（５世紀前半）にス
リランカで編纂された南方上座部大寺派の資料であり、パーリ文『長部』（Dl-ghanikāya）に対す
る註釈書（アッタカター文献）となります。このパーリ文『長部註』に対する註釈書（ティーカ
ー文献）が５～６世紀頃のダンマパーラ（Dhammapāla）によってスリランカで編纂されたパー
リ文『長部復註』となります。

パーリ文『長部註』『長部復註』の翻訳は、世界的に見たならば、わずかに部分訳（英訳と和
訳）は存在していますが、それらの全訳は未だ存在してなく、世界初の和訳となります。ブッダ
ゴーサ以降のパーリ註釈文献に対する翻訳的研究が進んでいるのに対し、四部註（パーリ文『長
部註』『中部註』『相応部註』『増支部註』）と四部復註（パーリ文『長部復註』『中部復註』『相応
部復註』『増支部復註』）に対する翻訳的研究は停滞しています。

その理由は、ブッダゴーサ以降のパーリ註釈文献の翻訳的研究によって得られる特定のテーマ
がインドの部派仏教や大乗仏教の特定のテーマと共通し、その比較研究や教理・思想研究に展開
しえることで、その研究が進んでいる状況です。それに対し、ブッダゴーサ作品（パーリ文『清
浄道論』（Visuddhimagga）と四部註）は逐語的註釈や平俗的伝承が中心で、経蔵に対する参考
書程度の地味な作品とされ、あまり注目されていない状況です。

しかし、ブッダゴーサ作品の最大の特徴は、ブッダゴーサ作品以前の南方上座部の資料、
すなわち、「源泉資料」の範囲となるパーリ三蔵（律蔵・経蔵・論蔵）、準三蔵（パーリ文
Nettipakaran

̇
a, Pet

̇
akopadesa, Milindapañhā）、パーリ文『島史』（Dl-pavam

̇
sa）、四十種のアッ

タカター文献のソースを中心とする古資料などと、ブッダゴーサ作品より後代の南方上座部の資
料との中間に位置し、かけ橋のような役割を果たしている点です。

つまり、ブッダゴーサ作品より後代の南方上座部の資料を正しく理解するためには、本来はブ
ッダゴーサ作品の翻訳的研究が先行すべきなのです。このパーリ文『長部註』『長部復註』を全
訳する意義は、四部註と四部復註に関する総合的な翻訳的研究のスタート地点になると同時に、
参考書程度の扱いとはせずに研究対象に昇格しえる土台を築くことにあります。

研究篇では、パーリ文『長部註』における源泉資料の様相を解明するための研究方法として、
アッタカター文献と北伝資料とを比較調査していく、いわゆるパーリ文『長部註』『長部復註』
の伝承（単語、語句、語彙、文章など）とブッダゴーサ以前の北伝資料の伝承との比較研究とな
ります。

この北伝資料の範囲は、原則としてブッダゴーサ作品以前の漢訳資料・サンスクリット語資料・
チベット語資料であり、パーリ文『長部』『長部註』『長部復註』の伝承と共通（対応 , 関連）す
るものとなります。このなかで、とくに法蔵部の漢訳『長阿含経』（訳出年代は412~413年頃。訳
者は後秦の仏陀耶舎・竺仏念）に注目します。その理由は、これらの資料に限定する限り、南方
上座部と法蔵部との部派仏教的比較研究が可能となるからです。

〈校友会奨学金授与〉

研究テーマ 『長部註』（Suman・galavilāsinl-）における
源泉資料の様相の研究
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この伝承に着目する理由は、伝承の集大成が（源泉）資料を織りなすので、伝承研究は源泉資
料の解明に資するからです。アッタカター文献と北伝資料を比較調査し、源泉資料を構成する伝
承単位からパーリ文『長部註』の源泉資料の様相を解明するという研究方法です。

その一方で、源泉資料のうちの古資料が現存していない以上、その様相がどのようなものであ
ったのかについて調査するためには、その源泉資料の集大成であるパーリ文『長部註』にその声
を求めざるを得ません。パーリ文『長部註』は、経蔵に対する最初の註釈書であるので、ブッダ
ゴーサが源泉資料を集大成して、註釈していくさいの方針や方法や規定などが記されていると想
定することができるでしょう。

このような想定にもとづき、パーリ文『長部註』における源泉資料の様相を解明するために、
その源泉資料であるパーリ文『長部』と、その註釈書であるパーリ文『長部復註』を参照してい
きます。必要に応じて、源泉資料であるパーリ三蔵や他のアッタカター文献、ティーカー文献、
北伝資料なども比較対照し、源泉資料の集大成であるパーリ文『長部註』からパーリ文『長部
註』における源泉資料の様相を解明するという研究方法を採用します。

これらの研究方法によってもたらされる博士論文の意義は、未だ源泉資料の全体像が不明であ
るパーリ文『長部註』の源泉資料の様相を解明することにあります。その様相の解明は、他のパ
ーリ註釈文献の研究への波及効果をもたらすことが期待できます。具体的には、四部註の源泉資
料の様相の解明や、ブッダゴーサ作品とブッダゴーサ作品以降の資料との比較研究などに資する
ことになる、そのための礎を築くことにあります。

以上が私の研究している内容、すなわち博士論文の内容となり、その構成（研究篇と和訳篇）
と研究方法と博士論文の意義について述べてきました。最後に、この研究内容によってもたらさ
れる（予定の）結論を記します。

　
パーリ文『長部註』『長部復註』を保持している南方上座部は、インド本土（北伝資料）にお

ける新たな伝承とどのように対峙していくかという問題に直面しました。ブッダゴーサは、三蔵
を仏の言葉と定義し、三蔵を勝手に改編することを認めなくしたので、その新たな伝承の受け入
れ先がパーリ文『長部註』『長部復註』といったアッタカター文献やティーカー文献となり、三
蔵への新たな伝承の挿入をせき止める防波堤の役割となりました。

このことを論証するために、漢訳『長阿含経』を中心とした北伝資料の独自の伝承がパーリ文
『長部註』『長部復註』と共通している七十八の事例を調査しました。この調査によって、南方
上座部の伝承が法蔵部、（根本）説一切有部、大衆部の説出世部、大乗（大衆部）系仏伝、大乗
経典、ジャイナ経典などの伝承と共通し、北伝資料や源泉資料の伝承を「伝え聞いていること」

（kira）を解明しました。
以上をまとめると、インド南部に勢力を持っていた南方上座部とインド本土との交流関係と、

南方上座部の情報収集能力の高さとを示すと同時に、パーリ文『長部註』『長部復註』（アッタカ
ター文献とティーカー文献）の註釈内容は、インド本土との交流からなる伝承とアッタカター文
献の古資料からなる伝承という二重構造を持っていることになります。この二重構造がパーリ文

『長部註』における源泉資料の様相を示していることを解明しました。
パーリ文『長部註』における源泉資料の様相についてですが、源泉資料のうちのパーリ文『長

部』の様相は、「数の規定」と「内容（教理）の規定」によってまとめられていることを明らか
にしました。

源泉資料のうちのパーリ三蔵の様相は、「外延化の段階」→「分明化の段階」→「体系化の段
階」に分類され、南方上座部では「仏の言葉」（buddhavacana）そのものを体系化すべく、意図
的に「仏の言葉」を「三蔵」である正典として集大成していく過程を解明しました。

この源泉資料を集大成して註釈していくにあたり、ブッダゴーサは南方上座部大寺派の教説と
異なる註釈（解説）をすることなく、古資料の内容を整理して（混乱や過失を脱して）註釈して
いくという方針と、以前にない語句に対する註釈（apubbapadavan

̇
n
̇
anā）、不明瞭な語句に対す

る註釈（anuttānapadavan
̇
n
̇
anā）、順次の語句（逐語）に対する註釈（anupubbapadavan

̇
n
̇
anā）

という三種類の註釈の方針があることを明らかにしました。
このように厳格な註釈の方針に関連して、「初出の伝承に註釈していない事例」と「註釈が重

複している事例」を調査しました。その結果、ブッダゴーサは源泉資料のうちの古資料を忠実に
まとめ上げ、大変正確で良心的な編者であったことを解明しました。
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主査教員　永井　晋
文学研究科　哲学専攻　博士前期課程　２学年　学籍№ 3110130004
藤　坂　大　佑

本論文は、アメリカの哲学者であるウィリアム・ジェイムズ（William James, 1842-1910）の
著作、『根本的経験論（Essays in Radical Empiricism）』で述べられる「根本的経験論」とい
う、ジェイムズ独自の経験論の内実を把握する事によって、ジェイムズの思想の根底にある真理
観について考察する事を目的とする。通常、ジェイムズの哲学における真理観を取り上げる際に
問われるのは、ジェイムズの代表的思想として扱われる事が多いプラグマティズムの理論の正当
性であろう。実際、『根本的経験論』においては、認識論的な真理性はプラグマティズムの考え
方に準拠していると述べられており、そうしたプラグマティックな方法に基づいて得られる、現
実経験における「有用性」に重点を置く真理観を「ジェイムズの真理観」として見なすのが一般
的な理解であると思われる。

しかし、本論文で問われるのは、別の視座において見出される真理観である。ジェイムズの論
じるプラグマティズムは、確かにそれ自体一つの真理観として確立されているが、それはあくま
でジェイムズの思想体系の一面的な解釈であり、ジェイムズはプラグマティズムの方法が成立す
る以前の根本的な経験（生）の在り方についての問いを投げかけているのである。本論文におい
ては、そうした根本的な経験の在り方をジェイムズの真理観として捉え、ジェイムズの思想体系
の根幹を成すものについての把握を試みる。

本論文は、全体を四章構成として組み立てる。まず、前半部である第一章、第二章ではジェイ
ムズの思想が有している基本的な特徴を理解する事が主要な目的となる。第一章「ジェイムズの
経験論の出立点―心理学における主体性と認識論―」においては『心理学原理（The Principles 
of psychology）』、また、その縮約版である『心理学要論（Psychology; Briefer Course）』の内容
に従いつつ、初期の科学的心理学的観点における経験の主体性の理論について論じる。ジェイム
ズは、意識の在り方を「流れ」として捉える事で、意識を単純観念が合わさる事により形成され
る複合観念であるとする見方を退ける。心理学的観点における記述においては、意識状態の在り
方を何らかの素材によって形成されるものではなく、意識状態をそれ自体単独的なものとし、意
識状態の形成は「意識状態の変容」という形で論じられる。こうした心理学的観点における経験
の主体性の理論は、経験の本質を知性的な概念把握によっては捉えられない「生の流れ」とする

「根本的経験論」の理論構造へと繋がってゆく。第二章「哲学の要請と根本的経験論の成立―科
学的心理学から哲学的世界観へ―」においては、ジェイムズの哲学観、並びにジェイムズの哲学
体系において中核を成す理論である「根本的経験論」の基本的構造を概観し、科学的心理学から
哲学的な思想地盤の形成へと変遷する過程を辿る。ジェイムズは、哲学を経験や性格の発露とし
て、また、心理学研究では扱われずにいた心理現象の成立の背後に潜む形而上学的な問題を解決
するものと捉えており、自身の哲学的立場を「根本的経験論」として示す。そうしたジェイムズ

〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 ジェイムズ『根本的経験論』における真理観の考察
―根源的生を巡る思想の形成と展開―
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の哲学観が前提として論じられる『根本的経験論』においては、純粋経験（直接的な生の流れ）
を唯一の素材として展開される経験論が示される。ジェイムズは経験の成立を「純粋経験」を根
拠に据えて論じる事により、経験の外部から作用する普遍的概念によって経験が構成されるとす
る考え方を退ける。

以上、第一章・第二章で論じたジェイムズの思想展開の概要を踏まえ、後半部となる第三
章、第四章では、ジェイムズの経験論的思想についてのより詳細な考察を行う。第三章「根本
的経験論を巡る諸問題―経験の構成と『生』のヴィジョンの考察―」においては、二章で概要
を述べた『根本的経験論』における記述を更に吟味し、そこで述べられる主要観念である「感
じ（feeling）」「実在性（reality）」の意味や、意識の流れと純粋経験の関連性等についての検討
を加える事により、「根本的経験論」に内在する問題点や本質について考察する。最終的には、

「直接的な生の流れ」を根拠に据える事で、ジェイムズが論じた「流れ」として示される経験の
具体的な展開の仕方や、その記述から見出される生への肯定的なヴィジョンについて問われる事
となる。最終章となる第四章「根本的経験論の展開―意志と生の世界形成―」においては、第三
章で論じた「根本的経験論」に基づいて述べられる独自の経験論から見出される真理観の発展の
仕方について、ジェイムズの他の思想について論じられた著書（本論文で扱われるのは、『信ず
る意志（The Will to Believe, and Other Essays in Popular Philosophy）』、『プラグマティズム

（Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking）』、『多元的宇宙（A Pluralistic 
Universe）』の三冊における思想の展開である）で示される諸概念を、ジェイムズ独自の真理観
から展開されたものとして捉える事によって論じ、「根本的経験論」と他の思想との関連性の把
握を試みる。『信ずる意志』や『プラグマティズム』では、科学的根拠に対する個の信仰の意志
の優位性や有用性に重点を置く真理観が主題として論じられており、その記述から、論理的厳密
性によっては把握し得ない性質を有する特殊的な経験の在り方が示される。そうした経験の展開
の方向性を示すために、ジェイムズは最終的に、「多元的宇宙」という、個々の生の共存の仕方
を問う世界観へと議論を展開させる。以上の点から、ジェイムズの思想は、根源的な生の在り方
や特殊的経験の様相の考察を通じて、「生の実感」を基礎として展開される思想である事が理解
される。

ジェイムズは自己の経験（生）を根拠に据えた為、論じられる対象は特殊的な経験の範囲内に
留まり、経験の社会性の視点や、世界の存在の仕方の問題等については問われる事が無く、客観
性の欠落が見て取れる。また、ジェイムズの論じる純粋経験は、経験の流れにおける「始原的な
所与」として論じられ、その存在が前提とされてしまっており、経験の発生の仕方についても問
われる事が無い。こうした問題点を有するジェイムズの思想においては、原初的事実へと遡行す
る方向性ではなく、そうした原初的事実によって、いかにして我々の経験が展開し得るかという
方向性へと探究が為されるべきであると考えられる。また、ジェイムズの一連の思想体系におい
ても、そうした根源的な生への問いが前提とされており、経験の展開の仕方を記述する上で、生
の現実性に重点が置かれていると考えられる。わざわざジェイムズの思想を包括的に取り上げ無
くとも、そうした「生」の根源性を巡る思想は現代においては数多く存在するだろう。しかし、
心理学にせよプラグマティズムにせよ、ジェイムズが展開した思想は、個人的「生」に対するラ
ディカルな問いがその内に含まれている事を逃してしまっては、それらがジェイムズの思想にお
いて有している意義が把握し難くなる。ジェイムズの思想の内には解決すべき課題が多々存して
いると考えられるが、その点も含めて、改めて「生」というものに対する根本的な問いが発せら
れるべきなのである。以上の点が、本論文を通じて最終的に問われる問題となる。
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主査教員　宮本久義
文学研究科　インド哲学仏教学専攻　博士前期課程　２学年　学籍№ 3120130001
伊　藤　頼　人

インドの国民的叙事詩『マハーバーラタ』の物語の主軸は、「『善玉のパーンダヴァ五王子』対
『悪玉のカウラヴァ百王子』による従兄弟同士の王権争い」という構図で展開される。筆者が
『マハーバーラタ』を読んではじめに強く疑問に感じた点は、両者が全面的に対決するクルクシ
ェートラの戦争の場面での五王子の行いについてである。この場面では、物語において善玉とさ
れる五王子側が勝利を獲得する決め手として卑怯な手段を用いている。

その疑問を解消する手掛かりとなるのが、クシャトリヤ（戦士・王族階級）に規定された社会
的義務の在り方、即ちクシャトラダルマの観念である。クシャトラダルマの価値観においては、
戦争における卑怯な行為についても容認され得る。しかし、『マハーバーラタ』ではクシャトラ
ダルマの観念が全面的に肯定されているわけではなく、卑怯な行いに対する嫌悪感や後味の悪さ
も描写されている。

時にクシャトリヤには非情さが求められ、自分の感情を殺してでも本務を遂行しなければなら
ない場面が存在する。それは『マハーバーラタ』において、自分にとって愛する人間さえも切り
捨てるという選択を強いるものとして描写される。以上のようなクシャトラダルマに対する価値
観がどのように認識されているのかを研究した。それとともに、クシャトラダルマと対立すると
思われる人間の愛に関する価値観がどのように認識されているのかを研究した。そして、その双
方を対照し、それぞれの価値観が古代インドにおいてどのように認識されていたのか、その一端
を明らかにすることを研究の目的としている。以下に各章の概要を示す。

第１章では、研究の前提となる『マハーバーラタ』の登場人物についての情報と、物語の概要
を述べた。

第２章では、クシャトラダルマの価値観や行動原則などについて述べた。2.1では、クシャトラ
ダルマを考察する前提として、ヒンドゥー教におけるダルマの観念の概略を示した。2.2では、ク
シャトリヤは社会秩序の維持のため、人民を守護し、戦時には勇敢に戦うべき役割を担うことを
述べた。その義務を果たすためには武力を用い、その過程においては卑劣な手段でさえも社会的
には容認され得る価値観が存在することを示した。2.3では、2.2で示した価値観の表れとして、
クシャトリヤは力ずくで奪った娘を妻とする結婚方法が容認される事例を示した。2.4では、ク
シャトラダルマと、『マハーバーラタ』の中に収められている『バガヴァッド・ギーター』（ヒン
ドゥー教の聖典）の教義との関連について述べた。過酷な義務を課せられるクシャトリヤにとっ
て、『バガヴァッド・ギーター』が説く「行為の結果の放擲」や「不動心」は、義務に関わる苦

〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 愛は世界を混乱させるのか
―『マハーバーラタ』における愛とクシャトラダルマの相克―
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しみを避けるものとなり得ることを示した。
第３章では、第２章で述べたクシャトラダルマの原則を踏まえ、愛情がクシャトラダルマの遂

行と成就の妨げとなる事例を示した。ここで取り上げた事例からは、親族など、親しい人物に対
する献身、敬愛といった感情に基づいた行動を選択した結果、王国の統治や、戦場で為さなけれ
ばならない行動に支障をきたすことが分かる。クシャトラダルマの遂行が妨げられることによっ
て社会に混乱が生じるのであれば、愛情が社会の混乱の原因として認識される可能性があること
を明らかにした。

第４章では、第３章で挙げた人物に関する愛情に基づいた選択が、道徳的に肯定されるものと
して描写されていると考えられる事例や、必ずしも愛がクシャトラダルマの妨げとなるわけでは
ない事例について考察した。そこにはクシャトラダルマよりも愛の方を重視しようとする思想
や、愛とクシャトラダルマの両立を模索しようとする思想が見られることを明らかにした。

第５章では、『マハーバーラタ』で述べられる理想の人間像について考察した。5.1では、『バ
ガヴァッド・ギーター』で述べられる理想の人間像について述べた。『バガヴァッド・ギーター』
では、自己に定められた社会的義務に専心し、個人に対する愛情などによって心が乱されない在
り方が理想として示されている。そこには社会的役割を果たすことよりも、明らかに個人の感情
が軽視される価値観が存在することを指摘した。その一方で5.2では、愛情のために自らの生き方
を選択する人物を魅力的な存在として際立たせ、その行為を徳目として認識する価値観が描写さ
れていることを示した。5.3では、物語の中で英雄たちの欠点について言及がされる場面について
考察した。人間には必ず死が訪れることと同じように、人間が欠点や愛情を持つことは必定であ
る。それによって生じる苦しみを無くすことは不可能であるという現実を受け入れることが、自
他に対する寛容さを育み、苦を克服する可能性を持つことを示した。

最後に結語として、第5章までの内容を踏まえて筆者の考察を述べた。社会秩序を保つこと
が、その社会に生きる人間の幸福に資するという面は確かに存在する。しかし、社会秩序を保つ
こと自体が目的となったり、秩序を保つ方法が統治者本位のものへと陥った場合、その社会に生
きる個人の幸福を奪う構図に変貌し得る。そのような状況に至らないよう、その社会に生きる人
間の幸福を守るために社会秩序が存在するという原則に従い、社会秩序と個人の幸福とのバラン
スを見極めることが統治者に求められる資質であることを指摘した。

以上が本編の概要である。
また、本編を補足するための資料編を作成した。資料編では本編で述べた人間の欠点を在りの

ままに受け入れる思考法に関連する部分として、『マハーバーラタ』第17巻「偉大なる旅立ちの
巻（mahāprasthānikaparvan）」第２章の試訳を示した。

本研究で扱った「愛（個人の感情）とクシャトラダルマ（社会的義務）の相克」というテーマ
は、人間が社会生活を営む上で必ず付き纏う問題である。そのような意味で、本研究は現代社会
の在り方を省みる際にも一定の指針となり得るものであると考える。

今後の研究の課題として、研究テーマに関連する部分の原典、注釈書の解読を進める必要があ
る。また、本研究は先行研究に基づいた考察が不足している。このような点を踏まえ、自身の学
力の向上に努めると同時に、今後の研究を進めていきたい。
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本稿では、幼くして朝鮮に渡り、植民統治期の朝鮮での生活を送り、その体験を作品に描いた
作家、湯浅克衛の文壇へ登場した作家活動の最初期やその作品を論じている。湯浅は、『改造』
の第八回（一九三五年）懸賞作家として文壇に登場し、その後、戦時色が強まるに従って、「国
策」に傾倒していった作家であった。最初期を見つめることによって、当時の時代状況ととも
に、「国策加担者」という戦後評価だけではとらえることのできない湯浅の姿を論じることがで
きた。
【第一章　序論】本章では、主に湯浅克衛という日本人作家を取り上げることで、日本人が朝

鮮体験を通して何を描き／描か（れ）ず、語り／語ら（れ）なかったのかを、時代背景とともに
明らかにしていくという研究の方向性とともに、湯浅克衛その人の出自等を述べている。
【第二章　国策作家として】本章では、「国策作家」として戦後その評価がされたことについ

て、なぜそのような評価につながっていったのか考察を試みた。日本が徐々に戦時色を強めてい
く中で打ち出されて行った満洲移民などの拓殖政策について、そこに寄り添いながら筆を進めて
いた湯浅の姿があった。湯浅は、国策ペン部隊のメンバーとしても活動した。「作家は、その時
代をギリギリに生き抜くより仕方がない」と、戦後に実作者の立場から語った湯浅は、それが

「国策加担者」としての自己正当化の論理として糾弾される要素を含みながら、「悪時代」に倒れ
た作家たちを挙げ、自身はそうならないためにその「悪時代」の中で筆を進めなければならない
実際を語っていた。ここには、屈折していた時代状況の中でも作家として立つためには「仕方が
ない」とする湯浅のリアルな創作態度があった。
【第三章　『改造』懸賞作家としての湯浅克衛】本章では、湯浅が文壇へと登場した時期を見つ

め、その時期が一体どういう性質を持つ時期だったのか、また、その中で作品を創作していくこ
とが湯浅のそれ以降の作家活動にどう関わっていくのかという原点に目を向けて論じている。「作
家修行の第一期」（一九三九年）と題したエッセイにおいて、学生時代から文学を志したこと、
また、自身の「土地の問題」が片付いてからは、「食へる」ぐらいの金が出来、創作意欲が再燃
していく中で「カンナニ」や「焔の記録」が書かれたことなどが分かった。湯浅が「食へると思
うと、俄に創作欲が湧いて来」たと述べるところからは、作家が創作活動をしていくには金銭的
な問題をまずは解決しなければならないことが重要であることが分かる。そしてこのことは、作
家のみならず、様々な経済活動の中においては、重要な位置を占めるものでもある。湯浅は、一
九三五年に文壇に登場するのであったが、そこには当時の〈文芸復興〉の機運が関連していた。
また、その時期に文壇に「植民地文学」というジャンルが登場し、地方や異郷、異文化などの

〈特異性〉が編集者側から求められるという状況があった。実際に描かれた〈朝鮮〉は、「ローカ
ル・カラー」＝「朝鮮色」とされた異国的雰囲気であり、それは内地の人間に興味を抱かせるも
のである一方で、劣等性や後進性をも表すものであった。ここには中央としての内地と、その周
縁である植民地朝鮮の図式があった。

〈学生研究奨励賞受賞〉
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　とした最初期作品とその周辺―
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【第四章　最初期作品の世界】本章では、湯浅が文壇へと登場する契機となった「焔の記録」
や「カンナニ」の二作品をメインに扱いながら、「移民」、「莨」、「城門の街」などを補足的に取
り上げ、最初期作品の特質や、そこに描かれた朝鮮について論じている。「焔の記録」では、ま
ず、これまで作品が「転向文学」として論じられている点を取り上げ、そこでの「自己再建」と
して優れた作品だったという評価に対して、一方では、ほぼ処女作であるこの作品を転向作品と
するのは無理があるという評価があることを取り上げた。その上で、湯浅自身も転向作品とし
ての認識がなかったことを見て、作品が発表された一九三五年前後期の状況も鑑みながら、作品
に描かれたものと検討し、〈転向性〉を持つ作品であることを論じた。次に、縫子やその母親の

〈転向〉に焦点を当てて、その二人の転向が質を異にするものだったことを論じた。母親は移住
者一世として、目の前の苦しい生活環境を懸命に切り開いていく中でのものだったが、二世であ
る縫子は、ある程度自由な環境の中で生活し、その後思想活動に入った後に、政治思想・活動か
らの転向であった。次に、「カンナニ」では、まず、検閲を考慮されて後半が削除された〈戦前
版〉と、その削除箇所などが補われて戦後に出版された〈戦後版〉から論じている。前者が三・
一独立運動前までの朝鮮が比較的に穏やかだった時期に龍二とカンナニとの淡い恋慕を描いたの
に対して、後者は、独立運動の機運が徐々に高まる中で、日本人と朝鮮人との不和を目の当たり
にする龍二の視点や、引き裂かれる二人が描かれていた。次に、「カンナニ」の評価を確認し、
同時代的な評価としては、中野重治が作品の「特殊性」に目を向け、評価しているものを取り上
げた。〈戦前版〉の評価は、中野以外にも相対的に高いものがある一方で、〈戦後版〉の評価は、
湯浅が「国策」に加担した後に「反省の資」にしようとする恣意性の強い、その「罪逃れ」の作
品だと厳しく見るものであった。次に、作品に描かれたものとして、「峠」の意味と龍二の〈無
知〉な態度について考察し、「峠」が他郷との境界になっていない点や、龍二が〈分からない〉
という態度を取ることによって表現できたものを述べた。一方で、龍二は〈無知〉のみに終わる
ことなく、独立運動を経験することによって、徐々に自身の立ち位置が自覚され、植民統治下の
朝鮮で、日本人としてのやるせなさを思わずにはいられない様子があった。最後に、作品に描か
れていた材料が、他の初期作品にも共通して取り上げられていることに着目し、それが湯浅自身
の幼少期の朝鮮体験を基にしていることで、作品の根本的な狭さにつながっていたことを補足的
に述べた。
【第五章　湯浅克衛と「金、太郎」】本章では、朝鮮人の父と日本人の母とを持つ少年「金、太

郎」に焦点を当て、その混血児が幼少期から朝鮮の地で形成してきたものに目を向けている。そ
して、それが成長した後にも引き継がれるものであることに注目し、混血の設定が何を表象する
ものなのか、湯浅自身が経験した植民地下の朝鮮での生活について太郎の視点で探り、その表現
したものについて「棗」、「心田開発」という二つの作品から論じた。混血の設定は、自身との重
ね合わせの一つの方法であり、それによって朝鮮に肉薄することができた。だがそれは、あくま
でも限りなく寄り添うのみであり、そこからくる無自覚、自身の善意の視点は疑うことはなかっ
た。何らかの立場に立ってのみ語ることは、自身が立脚している立場の自覚的要素とは別に、も
う片方で見落とされてしまう無自覚的要素を内包しているものである。湯浅が〈普通〉だと思っ
ていたものが、万人に対しても普通かどうかということについては一度立ち止まって考えなけれ
ばならなかったのである。
【第六章　むすび】本章では、これまで論じてきたことを通して、今後見つめなければならな

い課題について言及している。それは、作品が不可避的に抱えているものを見つめることであ
り、また、ある時代状況下で創出し得た表現が、どのようなものであったのかということであ
る。湯浅の場合には、当然、自身の植民統治期の朝鮮での生活が〈体験〉として知覚されたとき
に、顧みられた事実が関わっているのであった。
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研究目的
　白澤とは中国に伝わる神獣の１つである。人語を話し、王に徳があると姿を現す、とされるも
ので「賢君の象徴」とされる。しかしそれとは別に辟邪の象徴とされてもされていることで、２
つの性質を帯びている。
　本論文は白澤の信仰の衰退の原因を分析する。『白澤圖』及び「白澤」を冠する典籍、白澤の
時代別の需用を細分化、時代別の信仰の広まりを分析することで白澤信仰の変遷を明確化してい
くものである。

本論
　神獣白澤を論ずるにあたり、混同されやすい『白澤圖』等の白澤を冠する典籍に関して最初に
論ずる。
　白澤を冠する典籍は『白澤圖』、『白澤精恠圖』、『白澤避恠圖』があるが、神獣白澤とは別個の
ものである。『白澤圖』は『歴代名畫記』に残る記述と、『経典集林』などに残る佚文から様々な
悪鬼の絵図と姓名などを載せた辟邪書とされる。『白澤精恠圖』は敦煌写本の S6261、P2682にあ
り、人に災いをもたらす物の絵図と姓名などを載せた辟邪書であるが、『白澤圖』とはまた別の
ものである。『白澤避恠圖』は現在では日本に残るのみであるが、原型は中国で作られたものを
考えられ、前述した２書とはまた異なる辟邪書である。
　これらの書は佚文や残巻が残るのみで、そのため神獣白澤についての記載があったかは不明で
ある。しかしながらどの辟邪書も散佚時期は宋代であり、「辟邪をする存在」としての白澤が見
受けられなくなる時期とほぼ合致している。
　神獣としての白澤については時代別に論ずる。
　白澤の初出は『抱朴子』内篇「極言篇」に「昔黄帝生而能言、役使百靈、可謂天授自然之體者
也。猶復不能端坐而得道……窮神奸則記白澤之辭」となる。『山海経』を初出とする説があるが、
これは『淵鑑類函』巻４３２、獣部４、白沢の条にある「山海経　東望山有獸、名白澤。能言
語、王者有徳明照幽遠則至」とある記事に基づく。但しここでは現在の『山海経』に白澤の記載
が見受けられないことから初出は『抱朴子』とする。
　白澤は『抱朴子』以降、時代を開けて唐代に２つの性質を帯びるようになった。１つは『大唐
開元占経』に見える「賢君の象徴」である。白澤は「賢君徳及幽避則出」とされ、賢君で徳があ

主査教員　山田利明
文学研究科　中国哲学専攻　博士前期課程　２学年　学籍№ 3130130002
盛　田　綾　希
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れば姿を現すことから皇帝が賢君である証明となった。このことは『旧唐書』、『新唐書』に皇帝
の鹵簿の際には白澤を縫った旗を掲げて先駆けた、という記載からも見受けられる。２つ目は

『敦煌写本』の P3552の「驅儺兒郎偉」に鍾馗と共に駆儺を行う「辟邪をする存在」としての白
澤である。この唐代における白澤の性質は宋代になるとより明確に現れるようになる。
　宋代では『雲笈七籖』や『黄帝内傳』に黄帝神話の一系統としてまとめられ、前述した『白澤
圖』の由来とされる伝説が記された。また「白澤の絵図」を辟邪として扱い、仏道関係なく使用
されていたことが『景徳傳燈録』や『夢梁録』から見られる。
　しかし金王朝・元代を経て白澤はその信仰を急激に衰えさせた。白澤は「賢君の象徴」とされ
た白澤旗として存在する。しかし王朝が漢民族の手を離れたことで、白澤旗は慣例化していたも
のと考えられる。またこの時代から白澤を「辟邪をする存在」とする文献を見受けることができ
なかった。
　明代においては「賢君の象徴」とされた白澤は高官の補服となり、単なる瑞祥の図案となった
事が『明史』から窺える。またその際に刺繍されたであろう白澤の図案が『大明会典』に見え、
これが文献上の白澤の絵の初出となる。
　白澤は『清史稿』の白澤旗の記述以降、姿を消す。現代中国では白澤信仰を見受けることは叶
わなかった。
　時代別に考察すると白澤は唐宋に集中して登場しており、仏教道教の両教で記述を見受けられ
る。そのため宗教的関わりが疑われるが、白澤と２教が関わる際は民間においてのみである。唐
宋通じて民間では仏教道教は混然一体としており明確な区別はない。そのため白澤は両教に記述
があったとされるが、そのため明確に宗教との関わりがあったとは言い難いとされる。

結論
　白澤の信仰は黄帝伝説と結びつき、その中でも唐宋に２つの性質を帯びて盛行した。
　白澤を「賢君の象徴」としたものは白澤信仰が隆起した宋代以降、漢民族以外が政権を取った
金王朝元代に慣例化されたと考える。さらに1912年の中華民国成立と共に白澤旗や官服が消滅し
たことにより、「賢君の象徴」としての白澤も姿を消したとされる。
　民間における「辟邪をする存在」としての白澤信仰は唐宋に姿を見せる。しかし同時代には鍾
馗や張天師などが存在しており、これらは現在も信仰の対象として見受けられるが白澤の姿はな
い。唐宋で栄えた信仰は宋末に衰退するものが多く、白澤もその一つであったと言える。
　また白澤は仏教道教といった宗教とは結びつかず独立したものでもあった。そのため宗教との
結びつきが希薄であったが故に、民間行事としても宋代を越えて残留することができなかったと
考える。
　以上のことから白澤の信仰は封建制度の消滅、宋から元への王朝の変化に伴う民間信仰の消
滅、宗教との希薄な結びつき、の３点によって衰退し消滅したと推測する。
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辞書は19世紀にかなりの進化を見せた。それは英和辞書も同様である。そして現在、辞書の編
纂にコーパスは欠かせなくなっている。コーパスのデータにより、ネイティブスピーカーの直感
ではなく、証拠で裏付けされた情報が記載されるようになった。しかし、コーパスがあらゆる種
類のデータを提供できるわけではなく、コーパスにおける出現頻度数が少ないものもある。その
ひとつがことわざである。日本人はことわざ好きとも言われ、古くからことわざを収録した文献
があり、明治以降には西洋文化理解の一助としても、西洋のことわざが紹介され、また記録に残
されている。ことわざは古くから存在する表現形式であり、そのためにその形は固定していると
思われがちである。しかし、実際の使用にはバリエーションも見られ、また、時代とともに意味
や形に変化が見られることもある。一方、辞書の記述は一度収録されると、決定的な証拠がない
かぎり削除や修正が積極的に行われない。コーパスによるデータがその証拠となりうるわけだ
が、ことわざはコーパスにおける出現頻度が少ない。辞書においてコーパスに基づく修正が難し
いと思われる記載事項、ここではことわざを取り上げ、はたしてその記述に変化が見られるのか
どうか研究を進めた。

本論の構成は、第一章において、研究内容に関係する主な先行研究、つまりことわざに関する
文献と辞書学の文献について報告し、また実際に本研究に使用した主な辞書について解説を行っ
ている。第二章では、研究の進め方やその方法論を示し、調査対象とする英和辞書を特定するた
め、日本における英和辞書の歴史を振り返っている。そして、第三章で調査結果の報告を行い、
結論で調査結果をまとめている。

日本における初期の英和辞書はオランダ語の影響も大きく、西洋の辞書を基に作られていた。
しかし、日本における英語の需要が高まるにつれ、20世紀に入ると、日本人のために編纂された
英和辞書が登場する。そこで、ここ100年の間に出版された日本人のための英和辞書、中でも主
に、使用者を特定しない大辞典18種類を調査対象とした。そしてまずは、ことわざが英和辞書に
通時的に記述されているかどうかを確認するために、西洋起源とされる９個のことわざに関し
て、これらの辞書を調べた。９個のことわざについては、調査対象とする辞書18冊の記載をもと
に、記述の変化や疑問点に関して、必要に応じて他の辞書も参照した。例えば、当時、英和辞書
編纂者は必ず参照していたといわれる1911年に出版されたOxford English Dictionary や、英語
圏及び日本で出版されたことわざやフレーズの専門辞書である。また同時に、全体像をつかむた
めに、研究対象とすることわざの総数を増やした。時代による変化をみるため、改版を行ってい
る大辞典の第一版を始点とし、辞書全体の概観をつかむために、A から Z まで全ページにわた
って表現を収集した。その項目数は386個であったが、まずは同じ大辞典の最新版と、見出しと
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なっていることわざの形や意味記述を比較し、イギリス人及びアメリカ人によるコメントも参考
に、その他の辞書を参照するなど、更なる調査を行った項目数は59個であった。ただし、同じこ
とわざが複数の見出し語に収録されているケースもあり、ことわざの数としては43個である。

最初に調べた９個のことわざと、追加した43個のことわざ、合計52個のことわざの調査をもと
に、英和辞書におけることわざの記述のまとめを試みた。記述に関して、変化が見られたもの
も見られなかったものもあった。変化が見られたところは、（1）英語及び日本語の表記や文体、

（2）ことわざが収録されている見出し語、（3）英語のことわざが変化したことによることわざの
記述、の３点であった。（1）については、英語は主にスペルがイギリス式からアメリカ式に変更
され、また動詞の屈折形にも変化が見られた。日本語の表記に関しては旧仮名遣いから現代仮名
遣いへの改定など、文部省等の指針によるものであり、ある意味、当然の変化と言える。（2）に
ついては、現在ではフレーズの構成要素のうち名詞、あるいは動詞が見出し語となることが一般
的であり、この傾向はことわざにも見られた。（3）はもちろん編纂者が変更すべき点である。今
回の調査では１つのことわざが該当したが、これは広く議論されていたことわざであり、はたし
て編纂者がことわざの変化の可能性に注意を払っていたことによる結果とは言い切れない。変化
が見られなかったものは、（4）英語のことわざに変化が見られず、ことわざの記述に変化がなか
ったもの、（5）変更されるべきところが、英和辞書では変化がなかったもの、である。（4）につい
ては何の問題もないが、（5）は大きな問題と言える。（5）については、英語のことわざにおいて起
こった変化に合わせるため、あるいは、英和辞書編纂の初期に起こった「間違い」を訂正するた
めになされるべき変更である。例えば、英語のことわざにおいては使用単語が変わっているもの
が、英和辞書では使われなくなった古い語が訂正されていないものが見られた。また、「間違い」
とは例えば、何かしらの理由により、ことわざではない表現をことわざのように収録していた
り、意味説明が英語本来のことわざの意味とはずれて記述されているものである。これらの変更
が行われないことによって、辞書使用者に誤解をもたらす可能性は否めない。

本研究はまた、英和辞書にことわざを収録するべきかという疑問ももたらした。外国人を対象
とする辞書において、語義の用例としてことわざを用いることは、ことわざの意味を完全に理解
できるかという点から勧められない。特に、学習者用辞書においては、ことわざよりも他に有用
な情報があるだろう。大辞典は、大辞典と銘打つかぎり、当然ながらことわざも収録すべきであ
るが、その記述においては英語のことわざを単に文字通りに訳したものでは十分とは言えない。
また相当する日本語のことわざを載せるだけでも十分とは言えない。相当する日本語のことわざ
に、日本的な解釈が付加されることもあり、英語のことわざそのものの意味説明が求められる。

本論文では、時代を遡ることで、英和辞書におけることわざ記述の概観を得ることはできた。
だが、調査したことわざの数には限りがあり、また、調査対象とした辞書も限られている。その
ため、問題点を一般化するためには、調査することわざの数を増やす、調査する辞書を増やす、
調査する辞書の種類を増やすことが可能であろう。また、辞書におけることわざの記述を改善す
るには、それまでに出された版や他の同様の辞書における記述だけではなく、日本語、そして英
語のことわざ自体の研究成果を反映させなくてはならない。なぜなら、ことわざは不変の表現で
はなく、変化が生じるからである。また、ことわざにコーパスを活用することはまだ難しいかも
しれないが、バリエーションにおいて、頻度の高い単語を参照することはできるだろう。
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　本論分の目的は、日本・朝鮮・清朝の三カ国関係から、なぜ日清戦争が起こったのかというこ
とを解明することにある。
　1884年に漢城で起こった甲申政変で、日清両国の軍隊を撤兵させるために、天津での交渉に臨
んだ伊藤博文は、天津条約を締結することで交渉の終結を遂げた。この天津条約は、日本の対朝
鮮出兵権を対等なかたちで清朝に認めさせたという点で、大きな成果であった。しかし、出兵の
前には清朝に行文知照を行って、出兵の通知をしなければならず、出兵の通知を行う以上、清朝
の出兵を覚悟しなければならない点で、日清両国の対朝鮮出兵を牽制しあう効果をもたらした。
さらに朝鮮の巨文島を、イギリスがロシアの南下を警戒して占領するという事件が起き、英露の
対立による脅威が東アジアにおいても現実問題として現出する。この事件を受けて日本の政策
は、朝鮮情勢における日清の抵抗から、英露警戒へと変換することとなる。この政策変化は、井
上馨が弁法八ヶ条を李鴻章に提示したことに現れる。弁法八ヶ条は、朝鮮における清朝の宗主権
を前提としたものであり、従来清朝の宗主権を認めない立場をとっていた日本にとって、政策の
一大転換であった。弁法八ヶ条は李鴻章に拒否され挫折するものの、清朝の宗主権行使を黙認す
る姿勢は維持し続けるという、対清協調政策は採られ続ける。
　本稿では、このような天津条約による日清相互の対朝鮮出兵牽制と、弁法八ヶ条による対清協
調的政策をふまえて、「日本が朝鮮における清朝の宗主権を黙認するという対清協調体制」とい
う意味で「天津条約体制」と規定する。この「天津条約体制」が存続する以上、日清戦争は回避
できた可能性が高い。
　しかし、現実には「天津条約体制」は崩壊し、朝鮮の独立をめぐって日清戦争が勃発してしま
う。では、なぜ「天津条約体制」は崩壊したのか。既存の研究では、この「天津条約体制」が崩
壊した原因を究明できたとはいえず、いまだになぜ日清戦争が起こったのかわからないままとな
っている。
　以上をふまえ、本稿ではなぜ「天津条約体制」が崩壊して日清戦争が起こったのかを三カ国間
関係のなかから解明していくことを課題としている。そして、その三カ国間関係を考察していく
手がかりとして、朝鮮に架設されていった「電信線」に着目した。
　第一章では、1883年に朝鮮に初めて敷設されることとなる電信線、すなわち釜山―呼子間海底
電信線の敷設交渉と、これを受けての1885年の南路電線（漢城―釜山間電信線）架設交渉につい
て述べる。1882年に日本の竹添進一郎辦理公使と朝鮮側の趙寧夏らとの間で、海底電線敷設のた
めの協議が行われ、「海底電線設置ニ関スル日韓条約」が締結される。この交渉過程では、清朝
から派遣された馬建常が、朝鮮側として同席していた。そのため竹添は、常に中朝両国を相手に
して交渉を行わなければならない状況であった。そのようななかで竹添は日本からの訓令で許さ
れた内容以上の妥協を迫られる。結果、同条約では、他に海外へつながる電信線を架設してはな
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らないといった、海底電信線の利権を保証することを認めさせる独占条項があったが、この条項
は竹添の妥協ゆえに発行当初から効力に問題があった。その問題が露呈するのは1885年である。
　1885年に清朝は、甲申政変の事後処理のためと、1882年に朝日間で結ばれた先の条約は、朝鮮
への侵略の足がかりになるかもしれないとして、朝鮮に借款を与え、それを元手に清朝に電信線
架設依頼を出させることによって、西路電線（仁川―漢城―義州）を架設し、漢城電報總局を
開設して朝鮮の電報事業を統括する。高平小五郎代理行使はこうした動きは、先の条約違反であ
るとして抗議を行い、本国の訓令に従って西路電線架設中止と撤廃を求める。しかし、朝日間の
交渉であるにも関わらず、常に清朝の介入を受け、清朝の介入なしには、朝日間で取り決めをす
ることすら難しい状況となる。結局日本は「天津条約体制」という政策に従って、要求を取り下
げ、「海底電線設置条約続約」を締結して一年半以内に南路電線を架設することを取り付けたに
とどまる。
　第二章では、清朝に電信事業を掌握されてしまった朝鮮が、電信事業の自主回復に向けて行っ
た活動についてみていく。漢城電報總局は、朝鮮政府の電報を盗聴しており、朝鮮政府の反発を
買っていた。そのため南路電線は、当初は漢城電報總局の支援のもとで架設する予定であった
が、朝鮮が独自に架設しようと方針を転換する。しかし、いまだ技術力に乏しい朝鮮政府は、電
信技術者として長年日本で働いていたハリファックスを雇用する。ハリファックスの雇用は、ハ
リファックスを通じて日本が朝鮮に勢力を伸ばすのではないかとして清朝を刺激した。日本は朝
鮮政府の援助要請を拒否していたが、清朝は朝鮮政府に外国人を雇用するなと締め付けを強める
結果となる。続いて1888年になると、朝鮮は清朝によらない国際通信を求めて北路電線（漢城―
咸興）の架設を行おうとする。朝鮮は北路電線の架設援助を日本に求めるが、日本はこれも拒否
する。しかし、清朝は同時並行で朝鮮が漢城電報總局を撤退させ、電信事業の自主を回復するた
めに、清朝からの借款を返済しようという動きとともに、朝鮮への警戒を募らせる。そのため、
清朝は朝鮮に対して、さらに海外につながる電信線の架設を禁止するのである。朝鮮が電信事業
の自主を求めれば求めるほど、朝鮮における清朝の影響力が強まってしまうという状況がここに
はあった。
　第三章では、朝鮮が電信事業の自主回復のための動きに伴う資金と、従前からほとんど破綻し
ていた財政状況を持ち直すために、各国から借款を受けようとした動きと、決定的に清朝の影響
力が強まった状況で起こった防穀令交渉について述べる。朝鮮は対外借款獲得のために、朝鮮政
府に雇われていた外国人を動員した。彼らは清朝以外の国々対して借款要請を行っていく。清朝
に借款を要請しなかったのは、借款を通じてさらに清朝の影響力が強まることを恐れたからであ
る。しかし、清朝は借款を通じて朝鮮が侵略されることを警戒し、朝鮮の動きを妨害する。結
果、財政的に完全に行き詰ってしまった朝鮮は、清朝から借款を受けざるを得なくなり、税関を
抵当にして借款を受けてしまう。こうして、朝鮮は財政の要さえも清朝に握られ、清朝の朝鮮に
おける影響力は決定的なものとなる。
　こうした状況で大石正巳が防穀令交渉のために日本から派遣される。大石は朝鮮独立論者であ
り、そのような人物が派遣されたことは、朝鮮における影響力を確たるものとした清朝を刺激し
た。そのため防穀令交渉は紛糾してしまう。日本は調停を清朝に依頼するものの、現場にいた袁
世凱は非協力的であった。このようにして、「天津条約体制」にあった日本は、現状の秩序が日
本にとって不利なものであると認識をするに至り、現状の秩序を変更するために、朝鮮の独立を
掲げて日清戦争を起こすのである。
　今後は、防穀令交渉以降から日清戦争勃発までの日本の動向を検証し、「天津条約体制」を崩
壊させる過程を、さらに詳しく追っていくことを課題とする。
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　本論文は、日本語の主語無し文と日本人の文化的自己観の関係に関する論文であり、英語と英
米人の文化的自己観との比較から、言語と文化的自己観の関係性を明らかにしようとしたもので
ある。よく日本語は主語を省略する、または主語を持たないと言われ、反対に英語では主語が省
略されることはあまりない。なぜこのような違いが生まれているのか。筆者はこの１つの要因と
して、比較文化心理学でいうところの「文化的自己観」が影響しているのではないだろうかと考
えた。
　本論文は３章構成となっている。第１章１節では、主に Hinds（1986）を参考にしながら、日
本語の代名詞省略と英語の代名詞の機能について考察し、この２つは、どちらも聞き手にその省
略されているもの、または代名詞の先行詞を探させる機能があることを指摘した。同章２節で
は、主に金谷（2009）を参考に、日本語は元来主語を持っていないということを述べ、また日本
語話者の思考様式と英語話者の思考様式の違いを述べた。日本語話者は、人間よりも状況や空間
に焦点を当て、「物事が自然に起こった」という捉え方をする傾向があり、反対に英語話者は、

「物事を引き起こした動作主としての人間に焦点を当てる」傾向が強いことが分かった。結果と
して本章では、日本語では話者の思考が「物事が自然に起きた」という表現を好むため、主語が
省略、または元々無いものとされ、反対に英語では話者が「動作主としての人間が必要」と考え
ているため、主語が省略されることがあまりないということが明らかになった。
　第２章では、それぞれの言語が発展してきた国々の文化と、文化的自己観について述べた。同
章１節では、主に Nisbett（2003）を参考にし、西洋社会に大きな影響を与えた古代ギリシアの
文化と、その人々の思考について述べ、また同様に古代中国とその人々の思考について述べた。
加えて、アメリカ、イギリス、そして日本における人々の思考について述べた。古代ギリシアで
は「自己とはユニークな個人」という考えがあり、また議論が活発な文化であった。同様にイギ
リス、アメリカではスピーチによって相手を説得することを重要とし、また自分の気持ちをはっ
きりと述べなければ、他者はそれを理解してくれないという考えがあることが分かった。古代
中国では、「自己とは属するグループの一員」であると考えており、そこでは議論よりも「中庸」
を探すことが重要であった。同様に戦前の日本では、議論は重要視されておらず、そして自己
主張は秩序を乱すものであると避けられてきた。この日本では、「以心伝心」の文化が築かれ、
互いに相手の気持ちを察するという文化が発展した。同章２節では、主に Markus & Kitayama

（1991）を参考に「相互独立的自己観」と「相互協調的自己観」について述べた。西洋では、「相
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互独立的自己観」の傾向が強く、自己は他者から切り離された存在であり、また自己とは周囲の
状況に影響されず、変化しないものであると述べた。反対に非西洋では「相互協調的自己観」の
傾向が強く、自己と他者は切り離せない存在であり、また自己は周囲の状況の影響を受け変化す
るものであると述べた。ここでは、英語の一人称代名詞が “ I ” のみであり、いかなる状況にお
いても変化しないのに対し、日本語の一人称代名詞は数多くあり、相手や状況に応じて使い分け
ることが、この「文化的自己観」と一致しているということが分かった。またこの文化的自己観
は、暗黙の内にその文化の人々によって維持されているということが分かった。結果として、本
章では、この文化的自己観の違いがそれぞれの言語の文法に影響を与え、そしてその結果、日本
語ではよく主語が省略され、反対に英語ではあまり主語が省略されないのではないかということ
が分かった。
　第３章では、この日本語の主語省略に影響を与えているであろう他の２つの可能性を提示し
た。また、第１章と第２章の内容を統合・分析・考察した。本章１節では、他の可能性として、 
“low-context and high-context communication systems” についてと、 “neurological approach” 
の２つを提示した。Gamsriegler（2005）によれば、 “low-context communication system” を持
つ文化では、物事ははっきりと述べ、その文章内の情報を省略することはあまりないということ
が分かり、 “high-context communication system” では、文章内の情報は省略され、イントネー
ションやジェスチャー内に多くの情報が含まれるとされている。そして日本は “high-context” の
傾向を持つ国だとされている。 “neurological approach” について、月本（2008）によると、日
本語は母音優勢言語であり、この母音優勢言語では主語の省略が起こる傾向が強いとされてい
る。また彼の調査によれば、日本語の語尾母音率は100% であり、英語は25％であるとされてい
る。同章２節では、第１章と２章の内容を統合・分析・考察した。中島（1987）によれば、「主
語のない思考法は個の意識を欠く」とあり、ここから筆者は「個の意識を欠いた思考法を持つ言
語では主語がない」とも言えるのではないだろうかと考え、２章２節で述べた通り、自己とは他
者と切り離すことのできない存在であり、また属する集団の一員であるという考え方を持つ日本
人の文化的自己観の影響から、日本語は主語を欠くようになったのではないかと結論付けた。
　以上が本論文の内容である。筆者は本論文を執筆するにあたり、世界を「西洋」と「非西洋」
に分け、それぞれの違いを明らかにし比較した。だが、これは筆者が世界は単純なもので、この
ように２つに分けることができ、それぞれの文化に属する人々は全員その特徴を有すると考えて
いるわけでは決してないと述べておく。むしろ、第二次世界大戦後の公共交通機関やインターネ
ット等の発達により、それぞれの文化や思考は変化しており、また今後も変化していくものであ
ると考えている。しかし、その著しい発達からまだ１世紀も経っておらず、これはその言語・文
化が発展してきた年月と比べると非常に短いものである。そのため、筆者は依然それぞれの文化
には、この異なった「文化的自己観」を持つ傾向があると考え、またそれを本論文の問いに対す
るアプローチとして利用した。
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第１章では、本研究の目的として、在日コリアンのかかわる韓国系キリスト教会（以下、韓国
系教会）を対象に、社会学的な立場からその展開過程を明らかにすることを示した。その際、本
研究を在日コリアンの宗教研究に位置づけた。また、その中でも上記宗教組織を扱う理由とし
て、在日コリアンだけの教会ではなく、韓国系ニューカマー（および少数の日本人）も（特に
1980年代以降）混在していることをあげた。先行研究では在日コリアンのかかわる宗教（特に伝
統的信仰を事例としたもの）はその歴史的変遷を扱っていても、子供（在日コリアン二世）への
世代交代や信仰継承が主題となってきた。しかし、在日コリアンのかかわる韓国系教会では上記
した独自の現象が生じており、それゆえ在日コリアンの宗教において、新たな展開過程が想定さ
れることを示した。また、その展開過程を分析する際、宗教組織外の要因として、日本・朝鮮半
島（韓国）の社会変動を前提としながらも、在日コリアン集住地区としての地域社会の社会変動
が与える信者構成・教会制度への影響、宗教組織内の要因として、教会の指導者の志向性が与え
る運営方針への影響に注目した。調査対象は、在日コリアン集住地区である荒川区荒川・日暮里
地区において、東京福音教会（1924年設立）を扱った。本教会は、戦前から一貫して政治や社会
運動とは距離を置く、いわゆる「福音派」的教会であり、基本的には古参の在日コリアン（＝在
日コリアン長老）が運営の手綱を握っている教会である。さらに、韓国系ニューカマーの流入に
よる展開を明確にするため、在日コリアンと韓国系ニューカマーを別々のエスニック集団として
措定した。

第２章では、外村大の研究（2004）を参考に、1920年代以降に形成された在日コリアン社会の
構造とその変容から、荒川・日暮里地区の位置づけを明らかにした。その結果、本地区の特徴と
して以下の３点を示した。①都心を下支えするインナーエリアとしての地域的特性と、在日コリ
アンの中でも血縁的・地縁的ネットワークが強固な済州島出身者が本地区に住むようになったこ
とで、本地区に戦前から在日コリアンが集住したこと、②戦後も、済州島出身者のネットワーク
を中心に在日コリアンが継続的に流入したことから、在日コリアン集住地区として社会的結合や
文化を維持していたこと、③1980年代後半以降、本地区に流入した韓国系ニューカマーも、その
ような結合や文化を維持する本地区のエスニックな資源を利用してきた。

第３章では、第２章で明らかにした地域社会（およびその前提となる日本・朝鮮半島（韓国））
の社会変動が、東京福音教会の信者構成・教会制度に与えた影響を明らかにした。具体的には、
次の通りである。1924 ～ 1937年に、上記①の特徴によって、本教会に低賃金労働者層の在日コ
リアン親子（一世・二世）が集まり、彼（彼女）らに向けた「祖国」とのつながりを意識させる
教会制度が整えられた。その一方で、「日鮮融和」のもと、日本社会への適応を目指した教会制
度もあった。1937 ～ 1945年の戦時下体制では、信者構成は変わらなかったものの、日本国家の
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管理下に置かれ、日本化された教会制度となった。1945 ～ 1970年代は、上記②の特徴が反映し、
継続的に在日コリアンが本教会に流入した。この時期、朝鮮語（韓国語）話者である在日コリア
ン（一世）による「祖国」とのつながりを意識させる教会制度を敷きつつ、日本語話者である若
者の在日コリアン（二世）のもと、日本社会に適合的な教会制度が整備された。1980年代～ 2008
年は、上記③の特徴によって、韓国系ニューカマー（とその配偶者である日本人）が流入し、複
数のエスニック集団が混在する状況が生まれた。この時期の教会制度としては在日コリアン（特
に日本語話者）に親和的なプログラムが次第に周縁的なものとなり、代わって韓国系ニューカマ
ーに向けたプログラムが次々と新設された。これによって在日コリアン二世のほとんどが本教会
を去っていった。また教会を去らなかった在日コリアン（一世・二世）も、必ずしも韓国系ニュ
ーカマーとは親密な関係を築いていたわけではなく、しばしば、言語や宗教的実践（祈りなど）
を巡る対立が両者の間で生じていた。2008年以降は、リーマン・ショックや東日本大震災などの
影響によって、韓国系ニューカマーを中心とする流動的な信者層が教会から大量に流出し、本教
会の信者に日本への定住志向のある人々という均質性が形成され、再び日本社会に適合的な教会
制度が整備されていった。

第４章では、本教会の運営の担い手とその志向性の歴史的変遷を明らかにした。具体的には、
次の通りである。本教会は戦時下体制や戦後の一時期を除き、1924年から1970年代まで、在日コ
リアン長老・牧師によって運営されていた。しかし1980年代以降は、日本における在日コリアン
牧師の減少によって、韓国系ニューカマー牧師が本教会の担任牧師となり、運営に携わるように
なった。つまり、在日コリアン長老と韓国系ニューカマー牧師が本教会を運営するようになった
のである。在日コリアンの運営方針に対する志向性は、「祖国」とのつながりを意識しつつ、日
本社会への適応を目指す二面的な志向性であり、戦前から基本的に変化していなかった。これ
は、1920年代以降、在日コリアンが日本社会での定着を意識し始めたという社会状況、そして
特に本教会に設立当初から日本で家族をもつ在日コリアンがいたことを反映していると考えられ
る。だが1980年代～ 2008年、「出稼ぎ」を目的に来日した韓国系ニューカマーの教会への大量流
入を背景に、韓国系ニューカマーにとって親和的な「祖国」とのつながりを重視する韓国系ニュ
ーカマー牧師の志向性が台頭した。これは在日コリアンの二面的な志向性としばしば対立し、運
営方針をめぐる相克が生じるようになった。なお2008年以降、上述した均質性が形成されたこと
によって、韓国系ニューカマー牧師にも日本社会への適応を目指すような志向性が共有されるよ
うになり、再び二面的な志向性が影響力をもつようになっている。

第５章では、本事例から明らかになった在日コリアンのかかわる韓国系教会について、以下の
３つの新たな知見を提出した。第一に、本教会の信者構成と教会制度の変遷から、日本と朝鮮半
島（韓国）のマクロな社会変動に加え、地域社会の社会変動も踏まえる必要がある。これは地域
ごとに多様な展開をみせうることを示唆している。第二に、本教会の運営の担い手とその方針の
変遷から、宗教組織の指導者の志向性を踏まえる必要がある。これは教会自体の志向性、つまり

「福音派」的か、政治・社会運動と密接に関連する「社会派」的教会によって差異が生じる可能
性を示している。第三に、韓国系ニューカマーの流入は、本教会の運営方針をめぐる指導者間の
コンフリクトに加え、言語、宗教的実践をめぐる信者レベルでのコンフリクトをも招いた。これ
は在日コリアンのかかわる韓国系教会の展開過程を論ずる際には、在日コリアンの世代交代によ
る信仰継承だけはなく、別のエスニック集団も考慮する必要があることを示している。
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【問題】
　ヒトをはじめ、全ての動物の生の究極の目的は、繁殖をすることである。ヒトの場合、自分の
子どもを残すためには、異性、と一時的な関係（短期配偶）あるいは長期的な配偶関係（長期配
偶）を結ぶ必要がある。短期配偶についていえば、「浮気は男の甲斐性」という言葉が示唆する
ように、男性の方がその傾向が強いことが多くの研究で実証されている（Buss, 2012）。進化心理
学では、この性差を潜在的繁殖速度（Clutton-Brock & Vincent, 1991）における性差から説明す
る。潜在的繁殖速度とは、一回の繁殖から次の繁殖にとりかかるまでに要する潜在的な速さのこ
とを指し、潜在的繁殖速度が速い性は遅い性に比べて、次の繁殖に速く取りかかることができる
ため、より多くの子どもを残すことが可能である。ヒトの場合、男性の方が女性よりも潜在的繁
殖速度が速いため、短期配偶指向が強くなると説明される。
　しかしながら、現実には、男性が常に短期配偶をおこなうわけではない。それにも関わらず、
男性がなぜ、どのようなときに短期配偶を抑制するのかについては、ほとんど検討がなされてい
ない。その理由としては、男性の短期配偶に伴うベネフィットにばかり注目が集まり、コストに
は注目が集まらなかったためだと考えられる。つまり、実際には、男性が常に短期配偶をおこな
うわけではなく、あくまでそれは短期配偶行動に伴うベネフィットとコストに依存し、短期配偶
によるベネフィットがコストを上回るときには男性は短期配偶をおこなうものの、コストがベネ
フィットを上回るときには男性は短期配偶をおこなわないと予測できる。
　男性の、短期配偶に伴うコストについてはいくつか考えられるが、その一つに、「女たらし」
という評判が高まると、長期配偶相手として望ましい女性を得られなくなることが指摘されてい
る（Buss, 2012）。もしこの指摘が正しいならば、男性は、女性からの評判が悪くなる恐れがある
ときには、ないときに比べて、短期配偶を抑制すると考えられる。そこで本研究はこの仮説につ
いて実証的検討をおこなう。本研究の仮説は以下のとおりである。
　仮説１: 評判が顕現化していないときには、男性は女性に比べて短期配偶傾向を示すだろう。
　仮説２: ただし、評判が顕現化したときには、このような性差は減少するだろう。

【予備実験】
　本研究では、Bateson et al. （2006） の研究に倣い、人の目の有無によって、異性からの評判の
顕現性を操作することにした。そこで、本研究に先立ち、実験で使用する目を選定するための予
備調査をおこなった。予備調査では、男女各5名ずつの目の写真を提示し、それぞれについて参
加者に評価してもらった。そして、参加者がもっとも男性らしい（あるいは女性らしい）と判断
した目の写真を採用した。

【実験１】
　実験では「大学生の恋愛観に関する研究」と説明し、選定した異性の目（評判顕現化条件）あ
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るいは花の写真（評判非顕現化条件）が入った質問紙をランダムに配布した。短期配偶指向は
（1）社会的性指向性尺度（以下、SOI : Simpson & Gangestad, 1991）と（２）短期配偶の際に
相手に求める基準（頭の良さ、優しさ、外見、年齢、異性との交遊関係）によって測定した。実
験の結果、男性の方が女性よりも SOI 得点が高く、また相手に求める基準も低かった。すなわ
ち、男性の方が短期配偶指向が強く、この結果は仮説１を支持するものであった。しかし、この
傾向は評判の顕現性（目の有無）に関係なくみられており、仮説２は支持されなかった。仮説２
が支持されなかった理由として（１）現在付き合っていない人はそもそも評判に対して敏感にな
る必要がないこと（２）実験が満員の教室で実施され、他者の目が顕現化しやすい状況であった
ため、評判の操作が弱かったことが考えられた。そこで、まず前者の可能性を検討するために、
付き合っている人に限って再分析したところ、評判顕現化（目あり）条件では SOI 得点や相手に
求める頭の良さ、優しさといった項目において予測したとおり、性差がみられなかった。この結
果は仮説２を支持していた。ただし、年齢や異性の交友関係では仮説２を支持する結果は得られ
なかった。そこでもう一つの可能性（実験状況の問題）を検討するために、実験状況を改善し、
再度実験をおこなうことにした。

【実験２】
　実験２では他の参加者により評判が顕現化しないように、参加者同士の距離をとっておこな
った（それ以外の手続きは基本的に実験１と同じであった）。実験の結果、まず男性の方が女性
よりも SOI 得点が高く、また相手に求める基準も低かった。この結果は、仮説１を支持してい
た。また、SOI 得点や年齢、異性関係の項目では、評判非顕現化（目なし）条件では男性の方が
強い短期配偶指向を示していたが、評判顕現化（目あり）条件ではそのような性差はみられなか
った。この結果は仮説２を支持していた。ただし、頭の良さや優しさでは仮説２を支持する結果
は得られなかった。実験２では参加者同士の距離を工夫したものの、それでも他者がいる状況で
あり、他者がいない状況でおこなっている先行研究とは明らかに異なっていた。こうした実験状
況によって評判の操作の効果が弱くになっていた可能性がある。

【考察】
　本研究では想定したすべての従属変数で仮説を支持する結果は得られなかったものの、どの項
目も、実験１あるいは２のいずれかで仮説を支持するパターンを示していた。先行研究では、男
性の方が女性に比べて短期配偶指向が強いことが示されてきたが、本研究の結果は、常にそうし
た性差がみられるわけではなく、たとえば（女性の間で）悪い評判がたつような場合には、男性
は短期配偶指向を抑制することを示している。このことは、女性が、男性の短期配偶に対して注
意を払い、また評判をたてることで、対抗する可能性を示唆しているが、この点については今後
検討が必要である。

【引用文献】
◆ Bateson, Nettle, & Roberts, G. （2006） Bilogy Letters , 2, 412-414. ◆ Buss （2012） Evolutionary 
Psycho- logy: The new science of the mind （4 th Ed.）. ◆ Clutton-Brock & Vincent （1991） 
Nature , 351, 58-60. ◆ Simpson & Gangestad （1991） Journal of Personality and Social 
Psychology, 60, 870–883.
１）本研究は、日本グループ・ダイナミックス学会第61回大会で発表され、優秀学会発表賞を受
賞した（ロング・スピーチ部門）。
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主査教員　太矢一彦
法学研究科　私法学専攻　博士前期課程　２学年　学籍№ 3410130004
山　田　隆　博

現在、民法（債権関係）改正が検討されている。その中でも保証に関する改正に社会的な関心
が集まっており、特に債務者・保証人間の契約（以下「保証引受契約」という）の導入の是非に
ついて激しい議論がなされている。

保証引受契約は併存的債務引受と密接な関係を有する。併存的債務引受とは、従来の債務者に
加えて引受人が同一の内容の債務を負い、両債務者の債務が併存する契約である。併存的債務引
受について現行民法は明文の規定をもたないが、併存的債務引受は通説 ･ 判例（大判大正６年11
月１日民録23輯1715頁）によれば保証引受契約と同様に、債務者と引受人の間の第三者のために
する契約（民法第537条）によって成立することが認められており、保証引受と同様の契約形態
において成立する。そのことから、これまで議論がなされてきた保証契約における保証人の保護
をいくら強化しても、保証引受が併存的債務引受の形態をもってなされる場合、保証人保護の規
定（民法第446条２項・450条等）を潜脱する手段として用いられる恐れがあるのである。この問
題を回避するため、今回の民法（債権関係）改正においては、併存的債務引受と保証との区分を
目指し、併存的債務引受の明文化が検討されており、本稿ではその併存的債務引受の明文化の是
非について考察したものである。本稿の構成は以下の通りである。

第１章では、これまでの判例 ･ 学説を通じて、従来より併存的債務引受がどのような形で論じ
られてきたかを整理した。ここでは、特に併存的債務引受の要件・効果、そして保証との区分に
ついて、従来からの判例・学説の見解を整理し、明文の規定を設ける是非を検討するための基礎
とした。

第２章では、民法（債権関係）改正の議論を追った。改正に関する議論では先に述べたよう
に、保証との区分が大きな論点とされ、基本方針では、保証目的でなされた併存的債務引受につ
いては保証の規定を準用する旨の提案がなされた。

法制審議会の議論では、引受人が個人である場合に限り保証の規定が適用されるべきとする意
見と「保証する目的」の判断基準を明確に規定すべきという意見の２つが挙がった。前者につ
いては引受人保護の観点から、保証目的の場合は引受人の負担割合がゼロで元の債権者が100だ
が、引受人の負担割合が10でも定めれば保証目的ではない可能性もある。それにもかかわらず、
負担が重くなって、保証の規定の適用もないというのは、個人の保護に欠けるのではないかとう
いう考えに基づいている。後者については、「保証する目的」ということ自体が非常に曖昧な概
念であるため、場合によっては契約自体が無効になる可能性を含んでいることや両者は極めて類
似した性質を持っているため、仮に併存的債務引受に保証の規定が準用されることになると、実
態は保証そのものになってしまうのではないかという考えに基づいている。

前述のような議論を受けて、中間試案では（注）において、引受人が債務者の負う債務を保証
することを主たる目的とする場合と、債務者が引受人の負う債務を保証することを主たる目的と
する場合について、保証の規定のうち、保証人の保護に関わるもの（民法446条２項等）を準用
するという考え方を取り上げた。

〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 併存的債務引受の明文化に関する一考察
―保証との区別を中心として―
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しかし、民法（債権関係）部会資料 67Ａにおいて（注）の部分は削除されることになる。こ
のことについて法制審議会の議論では、「保証する目的」とする場面について意見が一致しない
ことに加え、（注）の規律を設けないとしても、真に保証人保護の規律を及ぼすべき場合は、法
形式が併存的債務引受等であったとしても、柔軟な契約の解釈等を通じて、適切な結論（ここで
は引受人保護）を得ることが可能であるなどの意見が挙がっていた。

そして、その後の要綱仮案では、保証と併存的債務引受の関連性 ･ 区別を表す文言は見られな
かったが、新たに併存的債務引受の条文の中に「引受人の抗弁」についての案が盛り込まれるこ
とになった。

この問題は保証の潜脱防止という観点だけでなく、保証目的でない併存的債務引受契約につい
て金融機関を中心として、実務上相応の需要が存在するのであるから、債権者が有する権利をそ
の想定に反して不当に弱めるようなことにならないよう配慮すべきという観点から立法化を求め
る声もあった。

第３章では、前章までに整理した内容を踏まえ、併存的債務引受の明文化の是非を検討するに
あたり、「保証との区別」を中心に検討した。

従来からも「保証との区別」については、第２章でみたように、学説においても古くから議論
があったところであり、基本方針、中間試案では、条文をもって保証と併存的債務引受を区別す
ることが模索された。それを参考としながら、本論文でも、区別基準を明確にしようと試みた
が、結果的には明確な基準を見出すことはできなかった。ただし、併存的債務引受が厳格な保
証人保護の規定を逃れるための手段として利用される恐れは、やはり懸念されることから、併存
的債務引受の明文化は必要であると考える。そして、要綱仮案では、併存的債務引受の引受人に

「引受人の抗弁」を認めることで、保証と同様の保護機能を併存的債務引受の引受人に与えてお
り、それによって結果的に、保証の脱法行為として利用されたとしても問題は発生しないと考え
られる。

さらに、両者の機能と言う面でも本章第４款（2）「併存的債務引受が要綱仮案に規定された理
由」において併存的債務引受は「決済」であり、保証は「担保」であると区別した。加えて、引
受人となろうとする者の立場も異なる。従来の併存的債務引受と保証の区別についての議論は

「債務者」保護の観点からなされていたが、併存的債務引受における引受人は、引受人となるこ
とを業としている金融機関等であり、いわば引受の専門家である。ゆえに、保証引受のような引
受人が軽率に契約に応じてしまう事態は考えにくい。そのため、併存的債務引受と保証では引受
人となろうとする者の立場も異なる。

また、本章第３款で検討したように、併存的債務引受は、特に中小企業においては金融機関に
おける一括決済方式の一つとして利用されており、今後における実務での必要性は存続する可能
性が高いと考えた。このことからも、併存的債務引受の要件・効果を立法しておくことは、円滑
に実務を行う上で役に立つと考える。

以上のことから、要綱仮案の形での併存的債務引受の明文化には、賛成したい。
第４章（結章）では、併存的債務引受と保証との区別基準が明確にならない原因は、保証の本

質である「人的担保」の本質が明確ではないためと考えた。旧民法では、物的担保、人的担保の
区分がなされていたが、現行民法では多数当事者の債権及び債務の節に、保証債務を置き、他に
連帯債務なども人的担保の働きをするものと説明されたりしている。しかし、人的担保の本質を
どう解するかについては、未だ明らかなっているとはいえず、法律用語辞典や研究者の見解から
は、人的担保の法理論というものを見つけることができなかった。今回の改正において、併存的
債務引受が明文化されるとすれば、やはりその本質が問題とされるのであろうし、今後の実務に
おいて、新たな人的担保形態が生まれれば、必然的に保証との区別などの民法上の人的担保の規
定、さらには人的担保の本質というものにぶつかざるを得ない。

以上のようなことからも、今後は人的担保制度の再構築を図るためにも、人的担保の本質を考
察しなければならないと思われる。
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主査教員　石井晴夫
経営学研究科　経営学専攻　博士前期課程　２学年　学籍№ 3310130004
佐　藤　　　拓

1．本研究の目的と問題意識
　本研究は日本とドイツの自動車メーカーの競争線楽についての比較研究から両国のモノづくり
の考え方や特徴がもたらす影響や効果を解明することを目的とする。本研究は第１章から第２章
にかけて、研究背景並びに国内の自動車産業の現状調査とその特徴を分析し、自動車メーカーの
競争戦略について考察する。具体的には、日本とドイツの自動車メーカーには経営においてどの
ような差があるのかを調査し、国内市場、欧州市場、世界市場を視野に入れ、その特徴を比較す
る。研究対象とするブランドはレクサスと BMW である。続く第３章以降では先行研究として、
現代経営学の見地から経営・戦略・ブランド形成の分野で専門家はどのような理論を展開してい
るかについて調査し、第４章では事例研究としてレクサス、BMW におけるブランド戦略の必要
性と競争戦略との関係性について論じる。ここでは主として研究対象とする２社の事例研究を行
うこととする。最後の第５章では本研究のまとめとして、今後の課題と展望を競争戦略、ブラン
ド戦略が自動車企業にもたらす効果をトヨタ「レクサス」と BMW を通じて掘り下げて調査す
ることで、高級車が売れる要因を検証していく。さらに、顧客満足の具体化を目的とし、企業に
よりブランド戦略として実行され確立されたブランドが、企業の文化、ビジョン、ミッション、
ドメインという事業領域への昇華もたらすことについて述べる。これは、ブランドそのものを極
大化（パワー・ブランド化）することで、顧客満足を実現してより多くの顧客の囲い込みにつな
げていき、企業自体の持続的成長に寄与することを検証するものである。地球規模での諸問題を
踏まえて将来を展望した際、社会的責任をも十分果たしうる「親・社会性（社会的価値の向上）」
の実現の必要性についても言及する。

2．本研究の要旨
　本研究の対象となるレクサスと BMW は顧客へのアプローチは異なっても、製品価値をベース
に便宜的機能を重視し、ブランド形成の基本となる感覚価値とそれが昇華した観念価値までをも
重視したモノづくりを行っている。これが両社の「プレミアムブランド（高級車）」の考え方を
形成させているのである。加えて、両社とも社会的責任を十分に果たしうる社会的価値をすべて
のベースとしているのである。これをベースに、誰に、何を、如何にして提供し、自社のミッシ
ョン・自社のドメインを明確に打ち出していることが両社選定の理由である。
　先行研究として、現代における経営学の観点から経営・戦略・ブランド形成の分野でそれぞれ
の専門家はいかなる理論を展開しているかについて調査を行った。まず、「マネジメント」の発
明者と称されるピーター・F・ドラッカーの組織・マネジメント、利益、企業および顧客、マー
ケティング、イノベーションについての調査である。次にマイケル・E・ポーターの競争戦略論
とマーケティングの神と言われるフィリップ・コトラーのマーケティングとブランド論について
の調査である。加えて、パワー・ブランドという考えを提唱した片平秀貴に至るまで、現代経営
学の専門家の様々な理論の研究を行ったところ、共通点が存在する。パワー・ブランドには３つ
の考え方が存在し、まず、企業トップが発信し、関わる組織メンバーに貫かれ、顧客にまで浸透
されることで価値を発揮する「夢」がある。次に、商品、広告、セールスマンのメッセージの全
てが一致している「一貫性の法則」である。最後は、「技術の先進性（商品の革新を怠らないこ

〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 日独自動車企業の競争戦略に関する比較研究
―レクサスとＢＭＷの比較研究を中心として―
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と）」、「組織の先取性（不可能に挑戦する組織風土があること）」、「経営者の先見性（将来像を描
けること）」を備えた「革新性の法則」である。これらに共通するポイントは４点存在し、１つ
目として価値を創造することであり、２つ目としてその価値に希少性を持たせることである。３
つ目は希少性をもたせるだけでなく、その価値を模倣困難とすることである。４つ目はこの考え
が「学習する組織」によってサポートされていることである。
　レクサスはマルチブランド戦略をとり、ポーター３つの基本戦略をとることでパワー・ブラン
ドという主力製品とした。BMW はシングルブランド戦略を創業当初から貫き、それをパワー・
ブランド化している。従来、大量生産で大衆車を作ってきたトヨタが、急に高級車を開発できる
のかという大きな問題が存在した。経済性やコストパフォーマンスを追及するのは得意だが、長
年の蓄積のなかで形作られた他プレミアムブランドを凌駕する性能を目指すという命題に取り組
むことはかなりの難航が予想された。しかし、現場は、レクサスを開発するに当たっては数値
を冷静に分析しながら基準を設定することで、その基準をクリアすることに努めた。メルセデス
にも A クラスから最上位クラスのマイバッハまで取りそろえているため、その性能を数値化し
てレクサスに当てはめればいいという論法であった。この点はトヨタ・レクサス独自の手法であ
る。一般に高級車には長い歴史や伝統、高級なブランド・イメージが重要であり、そのために広
告などに注力しようとする傾向が強いが、まず性能・品質を第一として数値化し、作り込んだ事
実を表しているためである。
　BMW の発展は前述のトヨタ「レクサス」とは異なり、外部環境の追い風に乗ったという面も
ある。つまり、航空機エンジンメーカーとして出発したが、自国の世界大戦での敗戦によって、
軍備が禁止され航空機では企業の存続ができないとわかると航空機エンジン生産に見切りをつ
け、自動車産業に転身した。国策として不況を克服するためのアウトバーン建設をうまく自社の
成長と性能・品質向上に結びつけ、モータリゼーションのタイミングをも的確にとらえて、規模
の拡大をしたことは極めて幸運かつ賢明なことであった。恵まれた外部環境の中で内部環境の整
備をおこなえたことは、前述のトヨタとの大きな違いである。ブランドを確立するためには企業
にブランドを確立しようとするビジョン、文化がなくてはならない。ブランドとは特別な価値を
持つものとして世間・市場から認知認識される考え方であり、製品が本物であり、本質をとらえ
ている、自らの為になる、製品そのものが美しい等の概念が備わっていることが不可欠である。
言い換えれば、顧客満足の具体化である。ここに希少性、模倣困難性が伴うとブランド価値がさ
らに向上するのである。上記を十分理解し、自社の経営理念・ビジョンにブランドを構築しよう
という考えを融合している企業が確たるブランドを作り上げるのである。

3．本研究の結論
　現代は流行・廃れの変化が著しく、価値観も多様化した上に、地球レベルでの諸問題（地球
環境、温暖化、資源枯渇、新エネルギー開発）にも対処しなければならない極めて過酷な時代
である。この問題に対する課題は企業の持続的成長のための社会的責任であり、これは不可避
である。自社のもつ機能、顧客満足の概念に加え「親社会性」が大きな鍵を握るのである。持続
的成長へのステークホルダー全員の利益確保だけでなく、社会的責任をも十分果たしうる「社会
的価値」の実現こそ、ブランドのみならず、すべての経営におけるマネジメントの KSF（Key 
Success Factor）になると考える。 顧客へのアプローチの仕方は多種多様であったとしても、そ
の企業らしさ、その企業独自の手法で、国内外を問わず、顧客と真剣に向き合い顧客の満足を追
い求める企業こそが、信頼できる製品やブランドを確立し、さらなる発展を遂げる。よって、経
営において企業の経営理念・ビジョンをブランドまで深化させることこそが企業の成長・発展へ
の重要な課題であり、経営そのものの重要な命題である。
　日本では未だ十分に定着していないブランド戦略を競争戦略の一環として捉え、ヒト・モノ・
カネ・情報に加えられた第５の経営資源として、ブランドが経営理念の根幹をなすものとして企
業の持続的競争優位を解明した点が、本研究の成果である。経営理念・ビジョンをブランドまで
深化させることこそが成長・発展への重要な課題であり、経営そのものの重要な命題である。
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主査教員　小嶌正稔
経営学研究科　ビジネス・会計ファイナンス専攻　博士前期課程 ２学年　学籍№ 3320130008
田　中　克　昌

情報技術の進展とともに、情報技術を提供する企業の業績が伸び悩む一方で、情報技術を活用
するエンドユーザーは、大量の情報を獲得、連携し、市場での影響力を強めている。

本研究の目的は、情報技術に関するイノベーションの担い手が、情報技術を提供する企業か
ら、これを活用するエンドユーザーへと移行している関係の変化の検証を通して、情報技術を活
用し最終的に市場で優位性を発揮するリーダーの変質とは何かを明らかにすることである。

本研究の目的に対して、情報技術を活用したビジネスモデルを時間的な変質及び付加価値の変
質の面から検証するため２つの視点を設定した。

第一の視点は、エンドユーザーの情報技術の活用とイノベーション普及との関係の視点であ
り、第二の視点は、提供された製品・サービスがエンドユーザーを満足させることができず、製
品・サービスを自ら変革するというエンドユーザーによる製品変革の視点である。

第一の視点は、イノベーションの普及に至る時間的な変質について企業や製品・サービスの範
囲に留まらず社会システムを対象とする Rogers （1962）の先行研究に基づき、情報技術の活用
とイノベーション普及との関係について論じた。

第一の視点では、Rogers （1962）のイノベータ理論が従来の普及プロセスにおいて想定してい
る緩やかな時間の概念によるイノベーションの普及とは異なり、エンドユーザーが情報技術を活
用した情報収集・分析活動を通じて大量の情報を持ち、大規模かつ広範囲な連携を通じて情報収
集者と情報提供者が一体となり集団的な意思決定として市場に影響を与える。エンドユーザーが
あらかじめ購入先企業や購入時期などの購入行動を決定し、その意思決定に対して市場から刺激
を受けることで、クリティカルマスの出現を待たずして、市場が一挙に立ち上がり、短期間かつ
ダイナミックな変化が発生すると論じた。

第二の視点は、モノからサービスへの付加価値の変質及びエンドユーザーと企業との関係の変
質を示した Vargo & Lusch （2004）の先行研究に基づき、提供された製品・サービスがエンドユ
ーザーを満足させることができず、製品・サービスを自ら変革するというエンドユーザーによる
製品変革の視点について論じた。

第二の視点では、エンドユーザーが、企業から提供された製品・サービスを、自らに最適な
ものに変革させるため、共同作業を通じて情報技術のノウハウを吸収し、さらにエンドユーザ
ーが情報技術関連投資を行って、自ら製品・サービスを変革する能力を身につけていく。結果
として、情報技術の活用を通じ、エンドユーザーの活動目的を実現する主体が、企業 （Goods 
Dominant Logic） から、企業とエンドユーザーの共創（Service Dominant Logic）となり、
最終的にはエンドユーザー自身へと移行していくプロセスである。このプロセスを Service 
Dominant Logic を活用して検証した。

本研究の目的に対する２つの視点について、電子書籍市場及び法人向けクラウドサービス市場

〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 情報技術が変える企業とエンドユーザーとの関係
―情報技術の進展とビジネスモデル―
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を通じて事例研究を行った。
第一の視点では、2012年、楽天、Amazon.com, Inc.（以下、Amazon と表記）などが日本の電

子書籍市場に参入し、本格的に市場が立ち上がった時期に照準を当てた。この時期の日本市場に
おけるエンド（消費者）ユーザーのサービス利用動向を分析し、消費者があらかじめ集団的な意
思決定として Amazon からの購買を決定し、その後、Amazon が電子書籍ストアのサービスを
開始したことを受けて、消費者が事前の意思決定通り Kindle ストアを一気に利用開始し始め、
クリティカルマスの出現を待たず、一挙に新たな市場が立ち上がったことを示した。

法人向けクラウドサービス市場では、2009年、日系 IT ベンダが先を争い事業を立ち上げた時
期に照準を当てた。当該市場では、エンド（企業）ユーザーが外資系 IT ベンダのマーケティン
グ力や技術力を評価し、集団的な意思決定として外資系 IT ベンダを選択した。その後、東日本
大震災などの外的な刺激を受けることで、企業ユーザーは事前の意思決定通り外資系 IT ベンダ
からクラウドサービスを購入し、市場が一挙に立ち上がったことを示した。

第二の視点では、エンドユーザーが製品変革に至るプロセスを整理した上で、Vargo & Lusch 
（2004）の先行研究である Service Dominant Logic に当てはめて検証した。

まず、電子書籍市場では、米国のセルフパブリッシング市場を通じて検証を行った。消費者
（著作者）が新たなコンテンツを創出するとともに、販売後のビッグデータ収集・分析結果を次
の書籍コンテンツに反映することで新たな付加価値をもたらし、さらに、消費者は自らの価値実
現に向けてセルフパブリッシングのチャネルと従来の出版社システムを使いこなしコントロール
するハイブリッド著作者に進化し、製品変革の主体者となったことを示した。

また、法人向けクラウドサービス市場では、２つの事例を取り上げた。 
一つ目の事例は、2012 年、医薬品ネット販売のケンコーコム株式会社（以下、ケンコーコム

と表記）が基幹業務システムの製品変革に至るプロセスを整理し、検証した。ケンコーコムは急
増する商品数や顧客数への対応に向けて、安く、早く基幹業務システムを構築するため、パブリ
ッククラウドサービスである AWS（Amazon Web Services）の基幹業務システムへの採用を計
画した。結果として、ケンコーコムは市場の価格破壊を恐れ AWS 採用に消極的な IT ベンダを
無視する形で実践し、計画通り短期間で安価に基幹業務システムを構築する形で製品変革を実現
した。

二つ目の事例は、企業ユーザーが情報技術産業自体を変革した事例として Amazon を取り上
げた。Amazon 自身が世界中で流通サービスを提供するなか、各地域のサービス拠点で自らコン
ピュータリソースを整備しクラウドサービスを提供することで、企業ユーザーとして製品変革を
実現した。また、Amazon は IT ベンダをしのぐ規模と範囲を実現するサービス提供者となりク
ラウドサービス市場で世界シェア No. 1 を獲得することで、従来の企業ユーザーと IT ベンダの
立場を逆転させ、情報技術産業自体の変革も実現した。さらに今後、Amazon が独自に蓄積した
大量データ（ビッグデータ）の活用を通じて、IT ベンダでは成し得なかった水準の価値へと増
大していくと指摘した。

　
本研究では、本研究の目的を検証するため、２つの視点を設定し、電子書籍市場及び法人向け

クラウドサービス市場の事例研究により、これを立証した。
結論として、本報告の目的である情報技術に関するイノベーションの担い手が、情報技術を提

供する企業から、これを活用するエンドユーザーへと移行するという関係の変化の検証を通し
て、情報技術を活用し最終的に市場で優位性を発揮するリーダーはエンドユーザーであり、この
傾向は消費者でも企業でも同様であることを明らかにした。

このように本研究はビジネスモデル研究として、今後の情報技術を活用した企業のビジネスモ
デル検討に当たって幅広く適用できる内容であり、情報技術が製品変革に留まらず市場を支配す
る主体者までも変革することを示した。
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主査教員　長島広太
経営学研究科　マーケティング専攻　前期博士課程　２学年　学籍№ 3330130006
劉　　　　　剣

研究背景
　改革政策により中国の経済が著しく発展してきた。中国国家統計局のデータによると2013年の
中国国内総生産（ＧＤＰ）は8.3兆ドルになった。2014年のＧＤＰに関する予測は10兆ドルを超え
るということになる。国民生活が豊かになるにつれ、余暇の時間もだんだん増えているのは現状
である。それを背景に、中国のホテル業界も大きく成長してきた。ホテルの数は1978年の改革開
放当初の137軒から2013年の11687軒まで昇ってきている。
問題意識
　今ホテル業界の国際競争が激しくなり、消費者のニーズも変わったにも関わらず、国際大手ホ
テルグループに対し、中国本土ブランドの都市立地型ホテルの多くは、陳腐な経営理念のままで
ホテル経営を行っている。また、サービス・マーケティング理論研究の面では、サービス知覚品
質、顧客満足と顧客ロイヤルティの関係の研究は数多くあるが、時代が変わり、消費者の考え方
やニーズも変わり、それらの理論をそのまま通用するのではなく、より一層サービスの特性や他
の概念との関連に配慮して考察する必要があるのではないかと思う。
研究目的
　本研究では、中国都市立地型ホテルにおいてのサービス品質、顧客満足及びロイヤルティの形
成要素を抽出し、適切な因果モデルを構築したい。特に、顧客信頼という概念を顧客満足度モデ
ルに取りいれ、サービス知覚品質、顧客満足、顧客信頼、顧客ロイヤルティとの関係を実証研究
したい。また、それを中国都市立地型ホテル業界にいくつかのヒントを提言したいと思う。
仮説の確立と検証
　まず、第１章ではサービス・マーケティングの理論研究をレビューした。近藤（2000）はサー
ビス品質を道具品質、過程品質、結果品質と費用など４つのカテゴリーに分類した。また、サー
ビス品質、顧客満足と顧客ロイヤルティの関係の先行研究について、アメリカ顧客満足度指数

（ACSI モデル）（図略）と日本顧客満足度指数（JCSI モデル）（図略）の形成過程をレビューし、
二つのモデルを比較することにした。ACSI モデルと JCSI モデルには共通のところというと、サ
ービス品質と顧客期待は直接顧客満足に影響を与えるのではなく、トータルな知覚価値を経由し
て、顧客満足度を影響することである。コトラーの定義によると、顧客受取価値は、総顧客価値
と総顧客コストの差である。コトラーの言う顧客価値は知覚価値の概念と同じだと考えられる。
しかし、ホテルの利用はほかのサービスの利用と違うところがあると思う。すなわち、コストを
考えるよりはこれから泊まるホテルの楽しさを想像するのではないかと思う。そのため、本論文
では顧客信頼という概念を取り入れてサービス品質、顧客満足と顧客ロイヤルティの関係につい
て、実証研究をしてみたいと思う。

〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 サービス品質、顧客満足と顧客ロイヤルティの関係の研究
―中国における都市立地型ホテルに関する―
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　四つの仮説を立てた：Ｈ１：サービス知覚品質は顧客満足に正の影響を与える。Ｈ２：サービ
ス知覚品質は顧客信頼に正の影響を与える。Ｈ３：顧客満足は顧客信頼に正の影響を与える。Ｈ
４：顧客満足は顧客ロイヤルティに正の影響を与える。Ｈ５：顧客信頼は顧客ロイヤルティに正
の影響を与える。（図表―１）

図表―１

　アンケートを中国の北京、天津、江蘇省の東台市など四つのホテルで調査を行った。最終的に
実証分析に使える有効サンプルは206枚であった。分析方法として、ＳＰＳＳバージョン22とＡ
МＯＳを使って、共分散構造分析を行った。その結果、五つの仮説を全部採択することになっ
た（図表―２）。

研究成果のまとめ
　①サービス知覚品質と顧客満足は正の関係がある。これは今までの研究と同じ結果になったの
である。②顧客信頼という概念を取り入れて、サービス知覚品質と顧客信頼は正の関係があるこ
とを実証した。③顧客満足と顧客信頼は正の関係があることも証明した。④顧客満足と顧客信頼
は顧客ロイヤルティに対して正の影響を与えることも実証した。すなわち、中国都市立地型ホテ
ルでは顧客ロイヤルティを実現するために、サービス知覚品質、顧客満足等の要素以外に、顧客
信頼という要素も非常に重要であり、重視しなければいけないということである。また、本論文
では中国都市立地型ホテルを対象に実証研究をしたが、得た結論はほかのサービス業では適応で
きるかどうかは一つの課題になると思う。今後更なる研究に期待している。

図表―２
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主査教員　根本祐二
経済学研究科 公民連携専攻 修士課程　２学年　学籍№ 3220120001
黒　川　智　紀

１．本研究の背景と目的
　現在、国民の４人に１人が高齢者となる「超高齢社会」 が到来しているが、その深刻な問題の
一つに「買い物弱者」問題が挙げられる。これは「交通弱者問題」「買い物難民問題」「食料品ア
クセス問題」とも称され、新しい社会問題となっている。急速な少子高齢化、郊外型スーパーの
進出による中心市街地の空洞化、モータリゼーションや公共交通機関の衰退等の影響を受け、自
家用車を所有せず、子ども世帯からの生活支援を受けられない高齢者が、十分な食材を入手でき
ていない環境に置かれている問題である。この問題は、欧米でも「Food Deserts Issue」と称さ
れ、社会問題となっている。「買い物弱者」問題は、単なる不便にとどまらず、高齢者の食育・
健康問題、社会格差の拡大、社会構造や都市構造の変化等に関わる問題として、今後、更に深刻
な問題となることが推測されている。
　特に、過疎地域においては、人口減少や郊外型スーパーの出店に伴い、地域密着型商店の撤退
が続いており、家族と同居していない高齢者が車を使えない場合、買い物が困難となっている。
高齢者の足となる乗り合いバスや鉄道の廃線が増えていることも事態を悪化させている。商品宅
配やネットスーパー等も、過疎地域ではサービス対象外となっていたり、商品の種類、配達頻
度、商品価格等に課題があるため、過疎地域では普及していない。
　このように過疎地域における「買い物弱者」問題が深刻化する中、様々な対策もなされて来た
が、低密度分散型居住である過疎地域においては、「採算性」「継続性」が最大の障壁となって来
た。筆者はこうした営利と福祉の両領域に跨る「買い物弱者」対策こそ、PPP〈公民連携〉を積
極的に活用し、「採算性」「継続性」の課題を解決すべきと考える。
　本研究においては、過疎地域における「買い物弱者」問題解決に向けた先行事例を収集、分析
すると共に、「買い物弱者」対策に PPP 等の手法を導入することにより、「採算性」「継続性」の
向上が図られ、過疎地域においても一定の条件下において、「買い物弱者」対策の継続が可能と
なることを検証する。最後に、これらの研究を踏まえ、提言を行う。

２．本論文の構成と各章の概要
　第１章：研究の背景と問題意識、目的、方法、定義等を述べると共に、既往研究・文献等の整
理を行い、先行研究を踏まえた本論文における仮説の設定を行う。
　第２章：「買い物弱者」問題が発生している社会環境を各種統計から考察すると共に、各省庁
の「買い物弱者」推計、「買い物弱者」問題がもたらす健康被害や社会的影響等について研究す
る。更に、都市郊外及び過疎地域における「買い物弱者」問題の特徴を比較する。
　第３章：過疎地域において、店舗や商店街、公共交通機関等の衰退等が著しく進み、「買い物
弱者」問題が深刻化している現状を明らかにする。また、その遠因となっている過疎地域の社会
背景、並びに流通要因、交通要因等についても分析を行う。

〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 過疎地域の買い物弱者対策における採算性
及び継続性の研究
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　第４章：「買い物弱者」対策に関する事例に関する先行研究の分類をについて考察すると共
に、５つのカテゴリーから「買い物弱者」対策の先行事例を分類・整理する。
　第５章：過疎地域における「買い物弱者」対策を成功させる手法として、（1）PPP の活用、（2）
多機能化・共同化、という二つの手法を提言する。この両手法の観点から、「買い物弱者」対策
の三つの代表的方策である①流通によるアプローチ、②交通によるアプローチ、③地域への出店
に対し、先行事例を参照しつつ、「採算性」「継続性」の効果を検証する。

 

　第６章：具体的に PPP を活用した場合の事業採算性について検証すると共に、PPP を活用し
た「買い物弱者」対策の可能性について言及する。併せて、本論文の結論として、第１章で掲げ
た仮説を検証し、過疎地域における「買い物弱者」対策について提言を行う。

３．シミュレーション
　本論文では、約1,500世帯程度の商圏を必要とするミニスーパーについて、PPP 等の手法を活
用することにより、収益分岐点を確保するために必要な商圏の人数をどの程度まで軽減できるか
について概算シミュレーションを行った。その結果、PPP や多機能化・共同化等の手法を用いる
ことで固定費削減、売上高増加、仕入れコストの削減の効果を得ることにより、約875世帯程度
の商圏があれば損益分岐点を確保できる可能性があることが分かった。これは通常より約４割程
度人口が少ない商圏（≒約４割程度人口密度が低い地域）であっても、ミニスーパーを出店し、
サービスを維持できる可能性があることを意味しており、過疎地域における「買い物弱者」対策
の適用範囲の拡大可能性を示すこととなった。
　しかし、これ以上、商圏人口が少ない過疎地域においては、PPP 等を活用しても店舗を維持す
ることは困難であり、他の「買い物弱者」対策の併用（補助金等）、若しくはコンパクトシティ
政策などの住居の集約に向けた抜本的対策が必要となることも指摘した。

４．結論・提言
　上記シミュレーションは、従来、「買い物弱者」対策に関するサービスが経済的に成立困難と
見られていた過疎地域においても、PPP 等の手法を活用すれば、「採算性」「継続性」が向上し、
一定の条件下において同サービスが成り立つ領域があることを示唆している。
　また、過疎地域において、継続性のある「買い物弱者」対策を持続させるためには、地域住民
との連携が不可欠であり、地域住民が地域に対する責任意識を持って「買い支え」を進めていく
意識の醸成等も必要であることを併せて指摘した。
　今後、少子高齢化の更なる進展に伴い、地域の様々な生活インフラの衰弱が予測されるが、
PPP〈公民連携〉が、その解決策の一つの有効な手法となることが大いに期待される。
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1.  緒言
　自然界に存在する魚の尾ひれ形状は単一でなく、様々な形状が存在する。尾ひれ形状によって
発生する力はどう変わるのだろうか。本研究では魚の抗力型尾ひれ形状から柔軟性のないアクリ
ル素材で形状モデルを製作し、急発進する時の推進力、固定した状態での形状の抗力を計測し、
それぞれの状況において最も力の発生する形状を明らかにすることを目的とする。

2.　実験装置及び方法
　全モデルの面積は観察対象としたプラティ（Xiphophorus maculatus）の尾ひれ面積の100倍
である5.03×103mm2に統一した。形状として三角形、四角形、五角形、六角形、円を採用、さ
らに、円板以外の形状は辺を回転軸にする L 型と頂点を回転支点にする P 型の２種類を製作し
た。使用した実験装置を Fig. 1に示す。サーボモータを支持する角アルミ棒にひずみゲージを推
進力が正の値になるように取り付けた。水槽内でモデルをサーボモータにより、動作させる時、
プラティの動作解析を基にプログラミングした。プラティは尾ひれを１Hz の正弦波、角度θ = ± 
30°で動作させていた。モデルを１回20秒間で10回動作させ、モデルの発生する力を計測し、位
相平均した。その結果から尾ひれモデルの力の発生の仕方、推進力の大きさを比較した。

　抗力係数計測実験用モデルとして推進力比較実験で採用した５形状に加え、円板に同じ大きさ
の穴が２つ空いたモデル、４つ空いたモデル、星形、六星形モデルの４形状を採用した。ひずみ
ゲージを抗力が正の電圧になるように取り付けた。流速が安定するまで５分間待ち、それぞれの
モデルで抗力を計測した。次に逆順で取り付け、それぞれのモデルで抗力を計測した。また、モ
デルごとに水温と流速を計測し、実験時の水温と流速とし、抗力係数を求めた。その結果からモ
デルの抗力係数の大きさを比較した。

主査教員　望月　修
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Fig. 1 Experimental setup for thrust measurement

Fig. 2 Experimental setup for drag coefficient measurement
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3.　実験結果及び考察
　静止流体中で三角形 -P が発生した力を Fig. 3に示す。上の図はその周期のモデルの角度を表
し、縦軸は発生した力、横軸は周期を表している。周期の最初は抗力が発生している。最大推進
力となるのはモデルが最大角度から初期位置に戻ろうとする直後である。この現象が１周期に２
回繰り返されている。形状により、推進力が違う理由を考察するために推進力と慣性モーメント
の関係を Fig. 4に示す。縦軸はモデルが発生した推進力、横軸は動かしにくさの指標である慣性
モーメントを表している。同じ角形でも L 型より P 型の方が推進力は大きく、L 型では多角にな
るほど、P 型では角が少なくなるほど推進力、慣性モーメントとも大きくなっている。推進力が
最も大きい形状は三角形 -P である。

　

　抗力係数を求める式は抗力係数 CD、抗力 D、水の密度 ρ、流速 u、面積 A を用いると、CD=D/１／２ 
ρu2 A と表される。式に実験から得られた抗力値の D、モデルの面積5.03×103mm2の A、実験時温
度から得られた水の密度を ρ、実験時の流速を u、から抗力係数 CD を算出し、モデルごとに比較
した。抗力とモデル形状の関係を Fig. 5に示す。縦軸は抗力係数の値、横軸はモデルの形状を表
している。抗力係数が最も大きい値を示したのは４穴円板モデルである。

4.　結語
　推進力計測実験に用いた形状の中で三角形 -P 型形状が最も推進力を発生させた。
　抗力係数計測実験に用いた形状の中で４つ穴円板が最も抗力係数を発生させた。

Fig. 3 Change in time of the thrust generation by 3-P

Fig. 4 Inertia moment vs. Thrust

Fig. 5 Drag coefficient vs. Shape
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1. 緒言
　近年、水環境中へ放出される医薬品の量が増加している。しかし、医薬品は高分子かつ複雑な構造を
持つため、従来の下水処理技術では除去することが困難である。その結果、水環境中へ放出された医薬
品は薬剤耐性菌の発生などの原因となるため問題となっている。従来の処理方法としては活性汚泥法や
オゾン酸化、活性炭吸着などがある。しかし、これらは処理能力が不十分であることや、コストが高く
なるといった問題がある。近年注目されている ZVI（zero-valent iron）を用いた処理は溶液中にゼロ価
の鉄粉を添加することにより反応が起こるため、操作が簡便で
安価であるという利点がある。
　本研究では、ZVI を用いて排水中の難生分解性医薬品である
カルバマゼピン（CBZ）を分解および除去することを目的とし
た。ZVI による汚染除去のメカニズムとしては、ZVI 表面に
対する吸着や、鉄酸化物や水酸化物による凝集沈殿、鉄が腐食
する際に放出される電子による還元反応、強力な酸化力を持つ
OH ラジカルを生成することによるフェントン反応などがある

（Fig. 1）。これらは、溶液の状態によって汚染除去に及ぼす影
響が変化する。そのため、溶液の pH が ZVI による CBZ の除
去にどのような影響を与えるのかについても検討を行った。

2. 実験
　実験装置には 1L のパイレックス製ビーカーを用いた。CBZ30mg を 1L の純水に溶解させた後、硫酸
と水酸化ナトリウムを用いて pH を調整した。攪拌機を用いて400rpm で攪拌を行い、ZVI を添加する
ことで実験の開始とした。また、実験中は pH コントローラーを用いて pH を一定に保った。サンプリ
ングは適時行い、メンブレンフィルター（孔径0.45μm）を用いてろ過を行った後、測定を行った。測
定項目は、CBZ 濃度、鉄イオン濃度、TOC（全有機炭素）濃度、DO（溶存酸素）濃度である。それぞ
れ、HPLC、1,10- フェナントロリン法、燃焼酸化法、DO 計により測定を行った。使用した ZVI の粒径
は180 ～ 250μm である。

3. 結果と考察
　ZVI による CBZ の除去における pH の影響を Fig. 2 に示す。これらの実験は全て空気を吹き込むこ
とにより有酸素条件にして行った。pH3では、98% の CBZ を除去することができた。しかし、pH4では
66%、pH6では14% と pH が高いほど除去量は減少した。これは、pH が低い条件の方が鉄の腐食が起こ
りやすく、それにともなう還元やフェントン反応が起こりやすくなるためである。鉄イオン濃度の経時
変化も同様に、pH が低い条件で鉄イオンの濃度が高くなっていることが分かる（Fig. 3）。

Fig. 1 ZVI による汚染物質除去のメカニズム

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 60 120 180 240 300

C
B

Z 
co

nc
en

tra
tio

n 
(C

 / 
C

0)
 [-

] 

Time [min]

pH 2 pH 3 pH 4
pH 6 pH 8 pH 10

0

1000

2000

3000

4000

0 60 120 180 240 300

Fe
 io

n 
co

nc
en

tra
tio

n 
[m

g 
/ L

]

Time [min]

pH 2 pH 3 pH 4
pH 6 pH 8 pH 10

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 60 120 180 240 300

C
B

Z 
co

nc
en

tra
tio

n 
(C

 / 
C

0)
 [-

] 

Time [min]

pH 2 pH 3 pH 4
pH 6 pH 8 pH 10

0

1000

2000

3000

4000

0 60 120 180 240 300

Fe
 io

n 
co

nc
en

tra
tio

n 
[m

g 
/ L

]

Time [min]

pH 2 pH 3 pH 4
pH 6 pH 8 pH 10

Fig. 2 ZVI による CBZ の除去における pH の影響 Fig. 3 CBZ の除去における鉄イオン濃度の経時変化
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また、pH2の条件では添加した ZVI が全て溶出し、鉄イオンとなっていることが分かる。従って、鉄粉
表面への吸着による CBZ の除去が起こらなかった。そのため、pH3の条件よりも CBZ の除去率が低い
結果となったのだと考えられる。
　ZVI による CBZ の除去における溶存酸素の影響についての結果を Fig. 4に示す。pH3の有酸素条件
では CBZ が分解されたが、無酸素条件（窒素吹き込み）ではほとんど分解されていない。無酸素条件
では溶存酸素が存在しないため、鉄が腐食しても過酸化水素が生成されず、フェントン反応が起こらな
い。そのため、酸化分解は起こらず、有機物は主に還元反応により分解されるはずである。これらのこ
とから、CBZ の分解は還元反応ではなく、フェントン反応による酸化分解が主な要因であると考えられ
る。

　ZVI による TOC の除去結果を Fig. 5に示す。pH4で25 % の TOC を除去することができた。CBZ の
濃度はフェントン反応の起こりやすい酸性条件で大きく減少することが分かったが、TOC の除去には
鉄粉表面への吸着と水酸化鉄による凝集が大きく寄与していることが分かった。
　pH3の有酸素条件では CBZ をほぼ完全に除去することができたのだが、TOC の除去率は22% であっ
た。酸化分解により CBZ が分解されたのだが、完全に無機化することはできず、一部は中間体として
溶液中に残っているためだと考えられる。また、pH3の無酸素条件では CBZ の分解も起こらないとい
うことに加え、鉄粉表面に酸化被膜が形成されにくいため、吸着による CBZ の除去も起こらない。そ
のため、TOC が除去されなかったと考えられる。
　夾雑物質としてメタノールが存在した場合、ZVI
による CBZ の除去に及ぼす影響についての結果を
Fig. 6に示す。これらの実験は全て pH3の有酸素条
件で行った。メタノールが存在しないときには CBZ
が完全に除去されている。しかし、メタノールの添
加量が増えるに従って、CBZ の除去率が低下してい
るのが分かる。メタノールは OH ラジカルのスカベ
ンジャーであり、生成された OH ラジカルに対し、
医薬品よりも優先的に反応してしまう。そのため、
CBZ の分解を阻害してしまったのだと考えられる。
酸化分解が阻害されたことで CBZ の除去率が低下し
たことからも、CBZ の分解は酸化分解が主な要因で
あるということがいえる。

4. 結論
　pH3の有酸素条件で、ZVI を用いることにより CBZ をほぼ完全に除去することができた。その主な
除去要因は還元分解ではなく、フェントン反応による酸化分解であることが分かった。TOC の除去に
は吸着と凝集も影響しており、最も除去率の高かった pH4では吸着が主な除去の要因であることが分か
った。ZVI による処理が CBZ の除去に有効であるという結論が得られた。
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Fig. 4 CBZ の除去における溶存酸素の影響 Fig. 5 ZVI による TOC の除去要因
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1. はじめに
　産業副産物である高密度のスラグ骨材の利用は、産業副産
物の再資源化とともにコンクリートの重量化を図ることがで
きる。この重量コンクリートを水中不分離化させることで、
水中の基礎や構造物の安定性向上や、施工性の向上が図られ
る。
　本研究では、スラグ骨材を使用した水中不分離性コンクリ
ートの配合検討および小型の水中流動試験を実施し、これら
を基にスラグ骨材を使用した水中不分離性コンクリートのポ
ンプ圧送による実規模の水中流動性実験を行い、施工性の確
認および水中流動に伴う品質変化の確認を行った。また、コ
ア供試体を採取し、フレッシュ・硬化性状、施工性の観点か
ら、スラグ骨材の水中不分離性コンクリートの骨材としての
適用性を検討した。

2. 使用材料および配合
　表-1に本試験で使用した材料を示
す。細骨材には単一粒径の銅スラグ

（CuS5-0.3）、粒度調整された銅スラグ
（CuS2.5）ならびに電気炉酸化スラグ
（EFS）を使用した。粗骨材には電気
炉酸化スラグ粗骨材（EFG）を使用し
た。なお、混和剤としてセルロース系水中不分離性混和剤（Ad1）、水中不分離性混和剤助剤（Ad2）、
および AE 減水剤（Ad3）を使用した。スラグ骨材は天然骨材（NS）と比較し、約1.3倍の密度であっ
た。また、CuS5-0.3は粗粒率が他と比較して大きい等の傾向が見られた。表-2にコンクリートの示方
配合を示す。これは事前の室内での水中流動性試験の結果から決定した。全ての配合において水結合材
比は55%、粗骨材容積一定で、設計基準強度は18N/mm2とした。目標スランプフローは500±50mm、
目標空気量は4.0% 以下とした。

3. 試験概要
　実機によるポンプ圧送試験では、プラントで製造したセメントペーストを積載したアジテータ車のホ
ッパー部からスラグ骨材および混和剤を投入後、アジテータドラム内で６分間練り混ぜを行った。試験
項目はフレッシュ性状（スランプフロー、空気量、懸濁物質
量、pH）、水中流動性（流動勾配）および硬化性状（圧縮強
度、単位容積質量）とした。なお、水中流動性試験に用いた
型枠寸法は B : 0.6m×L : 5.0m×H : 0.9m とした。また、硬化性
状試験ではコア採取を行った。

4. 試験結果および考察
　（1） フレッシュ性状
　表-3にポンプ圧送前後のフレッシュ性状を示す。ポンプ圧

主査教員　福手　勤
工学研究科　環境・デザイン専攻　博士前期課程　２学年　学籍№ 36C0130015
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論文題目 スラグ骨材を用いた水中不分離性重量コンクリートの
フレッシュ性状、硬化性状および施工性能に関する研究

表-2　コンクリートの示方配合

表-3　フレッシュ性状

表-1　使用材料
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送前後でフレッシュ性状に変化が見られ、いずれも
スランプフローが大きくなる傾向にあった。また、
EE 配合のスランプフローは小さな値となった。 
　（2） 水中流動性
　図-1に経過時間と流動勾配の関係を示す。SF が
良好であった NN 配合は、打込み完了とほぼ同時に
平衡勾配となったのに対し、スラグ骨材を用いた配
合は30分経過後に平衡状態となったことから、スラ
グ骨材を用いたことにより流動速度が若干低下する
と考えられる。図-2に SF と硬化後の流動勾配の関
係を示す。これより、硬化後の流動勾配は SF に影
響すると考えられる。従って、スランプフロー値を
増大させることで、充填性の向上を図ることができ
ると考えられる。
　（3） 硬化性状
　図-3に流動距離と圧縮強度の関係を示す。いず
れの配合においても、全体としては良好な強度分布
であると考えられる。また、型枠下部の圧縮強度は
上部や中部と比較し、やや増加する結果となった。
これはスラグ骨材を使用したすべての配合におい
て認められ、コンクリートの高密度化によって下
部の方がより緻密になったためであると考えられ
る。EE 配合は全体の圧縮強度が大きくなった。こ
れは、細骨材の潜在水硬性の効果と考えられる。一
方、顕著に強度低下している箇所があるが、これは
打設開始直後に巻き込んだ水が残留した部分を測定
したためである。このことから水中不分離性コンク
リートの打込みには水の巻き込みを極力抑えるよう
に注意を払う必要があると思われる。図-4に流動
距離と単位容積質量の関係を示す。C2E 配合と EE
配合はいずれも良好な単位容積質量の分布を示して
おり、流動による顕著な単位容積質量の低下は見受
けられなかった。一方、NN 配合と C3E 配合では、
３m 以降で上層部において徐々に単位容積質量が低
下する傾向が認められた。これは、Ad1の添加量が
他の２配合と比べて少ないことで、分離抵抗性が若
干低下していたためと推察される。また、CuS2.5は
NS と同様に様々な粒径の骨材が混在しており、粒
径の大きい骨材は打込み位置付近に留まり、粒径の
小さい骨材のみが長い距離を流動したのではないか
と推察できる。

5. 結論
　本研究では高密度スラグ骨材を使用した水中不分
離性コンクリートの施工性について検討を行った。
その結果、スランプフローを特性値として流動性を
適切に管理することで普通骨材と同等の性能となる
ことが確認された。また、単位容積質量は概ね3.0t/
m3程度が得られている。以上より、高密度スラグ
骨材は水中不分離性コンクリート用骨材として十分
適用可能であると考えられる。
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図-1　経過時間と流動勾配の関係

図-2　SF と流動勾配の関係

図-3　流動距離と圧縮強度の関係

図-4　流動距離と単位容積質量の関係
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1.　研究背景・目的
　背景として、エネルギー消費量の増加や環境問題からシステムの省エネルギー化が求められ
る。自動車産業では電気自動車等の普及・実用化が進められており、一充電当たりの航続距離を
延長するため全運転範囲において高効率な低消費電力量のモータが要求されている。モータの回
転速度に応じて極数を可変することができれば、従来のモータよりも低消費電力量で、全運転範
囲の高効率と広範囲の可変速運転が期待できる。
　低速から高速までの広範囲で高効率とし、消費電力量を抑えるため極数変換永久磁石モータの
集中巻コイルとインバータを一体化させ、極数や相数を任意の数に可変できるエレクトロニク
スモータドライブシステム（1）を創出する。そして、永久磁石モータと一体化させるインバータ回
路、H8マイコンを用いた制御回路、原理検証モータを設計・試作した。本研究では低速回転域
では８極、高速回転域では４極に極数を変換する駆動実験により相数・極数の変換を実証し、基
本特性を明らかにしている。
2.　インバータ回路の構成
　極数変換のエレクトロニクスモータの構成は、12個のスロットに集中巻コイルを設けた固定子
と、回転子鉄心内に16個の低保磁力の磁石を放射状に配置した回転子を想定している（2）。固定子
側にある12個の各コイルと、一体化するためのインバータ回路とインバータ回路を制御するた
めに H8SX/1655マイコンを用いた制御基板を試作した。H8マイコンには、12個のインバータの
出力パターンを８極モードと４極モードを C 言語でプログラムを構成し、USB ケーブルを介し
て H8マイコンに書き込む。出力モードの切り替えは DIP スイッチで行う。図１にインバータ回
路、図２に制御回路を示す。ゲート信号を送るタイミングを制御する信号がマイコンからドライ
バ IC へ入力され、ドライバ IC からゲート信号がパワー素子の MOSFET へ送られる。

図 1.　インバータ回路 図 2.　制御回路
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3.　実験方法・結果
　本実験で使用する原理検証モータは、汎用の集中巻
埋込磁石モータ（IPM）を改造し、12個の試作インバ
ータ回路をステータの集中巻コイルに接続して構成し
た。極数変換を容易にするためロータ極数が固定され
ない汎用のかご型誘導機（IM）のロータを用いて実験
を行った。図３に検証モータを示す。

3.1　３相８極 / ４極　無負荷試験
３相８極と３相４極に極数を変換する制御を行い、検証モータの無負荷試験を行う。図４に速度
特性を、図５に鉄損特性を示す。定格回転（2000rpm）時の８極の鉄損を100% とすると、４極
の鉄損は51.7% 減少させることができた。

3.2　３相８極 / ４極　負荷試験
　検証モータの負荷試験を行った。負荷機
には IPM（MM-CF102）を使用した。図
６に３相８極定格回転数（2000rpm）での
負荷特性曲線を示す。負荷をかけた状態で
駆動中に極数変換を行うことができた。

4.　結論・展望
　個別インバータ回路で集中巻コイルを励
磁して誘導機動作の実験を行い、駆動時の
相数・極数変換が可能であることを実証し
た。また、極数を８極から４極に変換する
ことで鉄損を約1/2に低減できることが確
認できた。今後は、IM は最適化を計り、IPM では駆動の実験、検討を行う予定である。さらに、
パワーエレクトロニクス制御システムの PE-Expert 等も使用して駆動実験を検討する。

参考文献
（1） 小川哲史・堺和人：「エレクトロニクスモータドライブシステムに関する基礎研究」, 平成25
年電気学会産業応用部門大会,（2013）

（2） 新妻孝則・倉持暁・堺和人：「極数・機器定数変換エレクトロニクスモータの研究」, 平成24
年度電気学会全国大会, No.5 pp.32-33 （2012）
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図 3.　原理検証モータ

図 4.　無負荷可変速特性 図 5.　無負荷鉄損特性

図 6.　負荷特性
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     Metal nanoparticles （MNPs） differ from bulk metals in physical and chemical properties. 

The MNPs have unexpected physicochemical and optical characteristics because of its unique 

characters such as large surface area and fine particle sizes. Therefore, the application fields 

of MNPs were tried to utilize the unique characteristics of MNPs. The MNPs were used in 

many studies, for example, fluorescence materials, and sensors. MNPs are also expected to 

be used for biofileds, such as drug deliveries and fluorescent marks. MNPs/Biomolecules 

complexes have been constructed to investigate any changes in the molecules’ functions. 

Functional analyses of MNPs/single-stranded DNA （ssDNA） complexes have intensively 

been carried out in recent years, aiming at developing biosensors. Studies on MNPs/Enzyme 

complexes, in particular, are directed to the development of bio catalysis.

     In this study, paying attention to the characteristics of MNPs, a new fusion enzyme that 

consists of enzyme and MNPs was prepared, and the influence of the enzyme activity on the 

fusion enzyme was examined. We investigated the characteristics of MNPs/biomolecules 

complexes using many kinds of MNPs and ssDNA or enzyme as the biomolecules. Therefore, 

the effects of MNP on enzyme activities in the MNPs/ssDNA/Enzyme complexes are 

examined. The enzyme activities of MNPs/ssDNA/Enzyme complexes that composed of 

six kinds of metals were higher than native enzyme’s activities. MNPs/ssDNA/Enzyme 

complexes using specific kind of metal nanoparticles were two times of the activities of 

the native enzyme, especially. In addition, the enzyme activities of MNPs/ssDNA/Enzyme 

complexes were higher than ssDNA/Enzyme complexes. In other words, MNPs may have a 

role to enhance the enzyme activities of the complexes than ssDNA. 

     To examine which nucleotide can enhance the activity of the complexes, each ten bases 
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of ssDNA [poly-Adenine, poly-Thymine, poly-Guanine, poly-Cytosine] were used to create the 

MNPs/ssDNA/Enzyme complexes. To examine which nucleotide can enhance the activity 

of the complexes, each ten bases of ssDNA [poly-Adenine, poly-Thymine, poly-Guanine, 

poly-Cytosine] were used to create the MNPs/ssDNA/Enzyme complexes. And the authors 

measured the activity of the MNPs/ssDNA/Enzyme complexes. One ssDNA increased 

enzyme activities than Native enzyme, another ssDNA decreased enzyme activities than 

Native enzyme. This suggests that the enhancement effect varies depending on the bases. 

Next, the authors examined the effects of ssDNA lengths on the activity of the complexes. 

The activities of MNPs/ssDNA/Enzyme complexes using short ssDNA were higher than 

the native activity. However, the MNPs/ssDNA/Enzyme complexes using long ssDNA were 

lower than the native activity. This result showed that the enhanced effects of the enzyme 

activity were varied according to base lengths.

     The enzyme activities of MNPs/ssDNA/Enzyme complexes were higher than MNPs/

Enzyme complexes. In fact, MNPs/ssDNA complexes enhanced the effects of the enzyme 

activities of the complexes than the MNPs. However, unmodified MNPs were used in this 

research, thus the adsorption behaviors of ssDNA on MNPs were unstable. We examined the 

three preparation methods of stabilized MNPs/ssDNA complexes. A heat treatment method 

with using denaturation of DNA was the most effective preparation method of the stabilized 

complexes in the three methods. The MNPs/ssDNA/Enzyme complexes using this stabilized 

MNPs/ssDNA complexes were higher than the activity of the native enzyme. In the future, 

we would like to prepare the most suitable MNPs/ssDNA complexes by changing various 

sequences and lengths of ssDNA and MNPs using this method and make the MNPs/ssDNA/

Enzyme complexes, which have higher activity than the native activity.
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1. 研究定義・背景
　性同一性障害者は「『生物学的性別（sex）』と『性の自己認知 （gender identity）』とが一致し
ないために、自らの生物学的性別に持続的な違和感を感じ、反対の性と同じような考え方や行動
パターンをし、社会生活をしようとする強い気持ちを持続的に持ち、ときには生物学的性別を己
の自己意識に近つけるために性の転換を望むことさえある状態をいう」とされている。このこと
から、性同一性障害者の抱える問題は挙げれば大変数が多く、個々人によって異なる。社会生活
に関連した問題である。目に見えないマイノリティである性同一性障害者は社会的な不可視性の
状態にある。 このことから、性同一性障害者は生物学的な男性女性のような性別として存在で
きない。
2．研究目的
　性同一性障害が社会に存在することは一般的に認識されている。本研究の焦点は現在、日本の
社会とタイの社会において性同一性障害がどうのように受け止められているのかについて明らか
にすることが目的である。
3．研究方法
　この疑問に答えるためには、両国社会の「社会的側面」と、「性同一性障害者の側面」につ
いて調査した。社会的側面に関する調査は「社会意識（Social Awareness）」と、「社会受容

（Social Acceptance）」の二つ部分がある。❶社会意識は対象者が性同一性障害に対してどのよ
うに考えているのか、❷社会受容は対象者が性同一性障害に対して社会的親密度はいかなるもの
かについて調査した。両国社会の一般的な100人の思考を把握するために、アンケート調査を行
った。そして、❸性同一性障害者の側面には、社会的存在のことは性同一性障害としてどうのよ
うに受け止められているかを把握するために個人史についてデプス・インタビューの形式のヒア
リング調査を行い、対象者は両国社会それぞれ１人である。本研究では調査地を日本の東京都市
圏と、タイのバンコク都市圏に限定した。その結果、本研究を構成する３つの柱について、以下
のことが明らかとなった。
4．結果及び考察
　❶一般的な人々は性同一性障害者に対してどのように考えているのかという「社会意識」に関
する質問の回答をまとめると、両国社会に共通するカテゴリーは「普通の人」、「ポジティブな回
答」、「病気」であることが分かった。日本人対象者の回答で最も多いのは「同情的な回答」で
あることが分かった。このことから、日本社会において大多数が性同一性障害のイメージが男
女性より大変で、悩ましいことであると考えられる。また、日本人は判断を避けている対象者が
大勢いる。タイ人の対象者の最も多い回答は「反対の性のような行動パターン・感じ方・キャラ
クター」であることが分かった。このような回答をした対象者は、性同一性障害の人に知り合い
ため、タイ社会においては性同一性障害であることを公表している人が多数いると考えられる。
日本とタイのカテゴリーを比較すると、日本の社会の方が多様な回答で、日本人対象者は「その

〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 日本の社会における性同一性障害者に対する意識と受容の研究
―タイの社会との比較をもとに―
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他」の回答がタイより２倍多かった。このことから日本人100人の対象者は性同一性障害者に対
する意識は多様であると考えられる。また、男女性以外の性別に関する回答について、日本の場
合は「同性愛」という回答が出てきたが、タイの場合は同性愛の中にもっと詳しい LGBT とい
う回答が出てきた。このことから、タイ人は日本人より多様なジェンダーを意識していると考え
られる。さらに、タイ人の全対象者の内に、12人は「性転換」に関して回答したが、日本人対象
者は１人も回答しなかった。このことから、タイの社会の方が性転換について広く知られている
と考えられる。
　❷性同一性障害者に対して社会的親密度はいかなるものかという「社会受容」に関する質問を
整理した。両国社会において性同一性障害に対する社会受容は認められる部分は認められない部
分より高いと見えるが、認められないことの理由で性同一性障害者達はまだ社会において生活に
様々な問題がある。その上、人の考えは「年齢」「性別」「海外渡航歴」が重要な因子だと考えら
れる。両国社会で最も認めていないのは「家族関係にある人」である。社会的関係が遠ければ遠
いほど性同一性障害については受容の態度を示し、社会的親密度が高いほど受容を避けていると
考えられる。日本の場合は「どちらもいえない」を回答した人が多く、判断を避けている対象者
が大勢いると考えられる。タイでは性同一性障害に関する法律に反対する人が多勢いると考えら
れる。
　❸社会において性同一性障害としてどうのように受け止められているかという性同一性障害者
にインタービューを行った結果、日本人とタイ人の対象者の最も難しい問題は、家族の理解と反
対されたという点だと考えられる。身近な家族さえの理解も得られないために、対象者は自分の
性別の問題を誰にも相談できずにずっと一人で問題を抱えることになっている。また、性同一性
障害が認められていない環境において、本心からやりたいことも隠さなければならない。両国社
会において性転換と戸籍の変更の前の性同一性障害に対する環境を比較してみると、日本の社会
はタイの社会より性同一性障害者に対する社会的親密が低く、社会存在がきついと考えられる。
しかし、性転換が終わった場合は日本の社会はタイの社会より生きやすいと考えられる。なぜな
ら、日本において性同一性障害特例法が施行されたからである。この法的支援のおかけで、対象
者は生物学的男女性にように生活できている。一方、タイにおいてまだ性同一性障害に対する法
的支援がまだないので、社会において生物学的男女性のような権利がない。
　本調査研究の結果により、両国社会の性同一性障害者の共通問題は「家族に反対されたこと」
であることが分かった。家族に反対されたことは性同一性障害に対する一つの難しい問題だと考
えられる。この問題の解決法は、家族に性同一性障害者がいる家族は、その問題を避けるのでは
なく、理解して、応援できるようにするために、家族に性同一性障害者がいる家族向けの「ワー
クショップ」「案内コールセンター」を行うことが一つの性同一性障害者に対する解決法だと考
えられる。
　また、日本の社会においての問題は、多くの一般的な人達は性同一性障害者に対して意識又は
思考が多様で間違ってネガティブな考えがあるため、性同一性障害に対する社会的親密度に影響
があると考えられる。一方、タイの社会において日本のような問題もあり、そして多くのタイ人
は多様なジェンダーを意識しているが、LGBT とは区別してないと考えられる。このことから、
性同一性障害者に対するイメージが違うため、性同一性障害者に関する法的支援に影響があると
考えられる。この問題の一つの解決法は「ソーシャルメディア」で性同一性障害者の存在につい
て社会に正しく知らしめることだと考えられる。
　このような結果から、両国社会の性同一性障害者は社会においてさらに認められるために、一
般的な人達の性同一性障害に対する考えを変えて、正しい認識を構築するべきだと思われる。そ
こで、解決法の一つとして「性同一性障害者の支援プロジェクト」を立ち上げることだと結論づ
けた。
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Statistical analysis of the negative impact of the Tohoku Shinkansen
IKEGAYA  Naoshi

This research looked at the negative effects of the new Tohoku Shinkansen line. The 
research site was in Aomori Prefecture. Both an Inter-Regional Travel Survey in Japan 
and a social economy index were to measure attitudes of residents and data relating to the 
Tohoku Shinkansen Hachinohe Station, which commenced for business in December 2002 
and the Tohoku Shinkansen Shin-Aomori Station that commenced for business in December 
2010. Further to the above sites, an investigation of Aoimori Railways was also carried out. 
The result showed a concentration of passenger flow between specific areas of the Tohoku 
Shinkansen. The data also revealed that the socioeconomic index saw continuing minus 
growth for Aomori Prefecture. The author concludes that Aoimori Railway may not be 
convenient for local residents to use.

Key words : Aomori Prefecture, Shinkansen, Negative effect, Social economy index,
           　　 Inter-Regional Travel Survey in Japan
キーワード：青森県、整備新幹線、負の効果、幹線旅客純流動調査、社会経済指標
＜要約＞
１．本研究の目的
　国土交通省によると、整備新幹線は、地域間の移動時間を大幅に短縮し、我が国のビジネス・
観光の交流を促進することで、地域の産業や社会に大きな効果をもたらすとしている。しかし、
整備新幹線の開業効果について、櫛引・北原は東北新幹線盛岡～八戸間は全線開業以降同区間の
利用者増加に伴い、首都圏からの入込客数も大幅に増えて、経済面では地元に恩恵をもたらして
いるものの、経済効果が及ぶ地域や業者が限定的であるうえ、JR 東日本から経営分離された並
行在来線沿線では、不利益が発生しており、新幹線の建設費が青森県財政の最大の圧迫要因とな
っていることを指摘している。
　本研究では、上記の事実を踏まえ、①並行在来線第3セクター化による「他の交通機関とのバ
ランスの変化」、②地域型公共交通利用者への「負担増加」、③主要都市・終着駅周辺への一極集
中による「沿線地域基盤の弱体化」の３つを高速鉄道開業が地域にもたらす「負の効果」と設定
し、「負の効果」の影響を最も強く受けているのは、並行在来線沿線に住む地域住民である、と
の仮説を立て、「負の効果」の発生状況を社会学的視点から考察することを最終的な目的として
いる。

２．本研究の概要
　本研究は整備新幹線開業に当たり発生している「負の効果」を社会学的視点に基づき実態の問
い、発展の問い、比較の問い、理論化の問い、という４つの問いに対し、それぞれ解を求める形
で調査を行った。
　第１章では、筆者の問題意識、本研究の目的、研究方法を明らかにした。
　第２章では発展の問いに対する解を求めるため、高速鉄道政策のあゆみを、第３章では実態の
問いに対する解を求めるため、整備新幹線の実態について、それぞれ文献調査にて明らかにし
た。

〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 鉄道の高速化・速達性向上の必要性に関する一考察
―社会学的視点を中心に―
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　第４章では、比較の問いに対する解を求めるため、国土交通省が５年に１度調査を行っている
幹線旅客純流動調査のデータを用い、東北新幹線沿線の都道府県間と207生活圏ゾーン間の流動
量の変化を調査することで「負の効果」の発生状況を確認した。
　第５章でも、引き続き比較の問いに対する解を求めるため、青森県統計年鑑、青森県社会経済
白書、青森県人口移動統計調査、青森県市町村民経済計算、などの社会経済的指標、並行在来線
青い森鉄道の経営状況、時刻表を参考に在来線の運行体系の変化等を調査し、整備新幹線開業前
後の社会変化について調査することで「負の効果」の発生状況を確認した。
　最後に、第６章では理論化の問いに対する解を求めるため、本研究における考察と課題を示
し、本研究におけるまとめを行った。

３．本研究における最終的な考察と課題
　本研究は整備新幹線開業に当たり発生している「負の効果」を社会学的視点に基づき実態の問
い、発展の問い、比較の問い、理論化の問い、という４つの問いに対し、それぞれ解を求める形
で調査を行ってきた。特に、比較の問いでは、国土交通省が５年に１度調査を行っている幹線旅
客純流動調査、青森県統計年鑑、青森県社会経済白書、青森県人口移動統計調査、青森県市町村
民経済計算、などの社会経済的指標、並行在来線青い森鉄道の経営状況、時刻表を参考に在来線
の運行体系の変化等を調査し、整備新幹線開業前後の社会変化について調査することで一定の

「負の効果」の発生を確認することができたと考えている。
　幹線旅客純流動調査のデータから、都道府県間と207生活圏間の流動量の変化を調査したこと
により、都道府県間という大きなくくりで見た場合、新幹線は都道府県間の格差を拡大させるツ
ールとなっていることは確認できなかった。むしろ現状を維持するツールとなっている可能性が
高い。しかし、エリアを細分化した207生活圏間を利用した調査では、流動量は特定のエリアか
ら発生し、特定のエリアに集中する構図が明らかとなり、新幹線沿線地域すべてが、新幹線開業
の恩恵を受けているとは限らず、沿線各県内のエリア間で格差が拡大し、「負の効果」が発生し
ているとの結果を導き出した。
　青森県統計年鑑、青森県社会経済白書、青森県人口移動統計調査、青森県市町村民経済計算、
などの社会経済的指標を用い、青森県内における「負の効果」の発生を確認した。観光入込客数
の増加では、新幹線の開業により一定の効果があることが確認された。しかし、これも一時的、
限定的に発生しており、持続可能なものにはなっていないことが明確になり、新幹線の開業が持
続的に観光入込客数を確保するツールとはなっていない。さらに、青森県内４ゾーンすべてにお
いて人口減少に歯止めがかからず、加えて事業所数の減少・所得額も横ばい傾向が続いているこ
とから、トータルで考察すると、青森県内４ゾーンすべてにおいて整備新幹線が開業することが
必ずしも地域にプラスの効果ばかりをもたらすものではないことが確認できた。
　新幹線開業にあたり、地域住民に直接的に発生した変化は、並行在来線の経営分離である。JR
から青い森鉄道・青森県に運行管理が移管されたことにより発生した変化を、鉄道事業者の経営
状況、運賃・料金の変化、運行本数の変化、新幹線接続時分を調査することにより、青い森鉄道
と青森県の経営状況は赤字が続き、運賃の増額、運行本数の減少に伴う速達性の低下、一部不便
なダイヤなど、必ずしも地域住民が利用しやすい鉄道となっていないという事実を確認すること
ができた。
　以上のことから、筆者が新幹線開業による「負の効果」と定義した①並行在来線第３セクター
化による「他の交通機関とのバランスの変化」、②地域型公共交通利用者への「負担増加」、③主
要都市・終着駅周辺への一極集中による「沿線地域基盤の弱体化」のうち、②地域型公共交通利
用者への「負担増加」、③主要都市・終着駅周辺への一極集中傾向、を確認することができたが、
①並行在来線第３セクター化による「他の交通機関とのバランスの変化」、③主要都市・終着駅
周辺への一極集中による「沿線地域基盤の弱体化」については、その発生を確認することができ
なかった。この２つに関しては今後の課題としたい。　
　また、整備新幹線の開業にあたり、「負の効果」の影響を最も強く受けているのは、並行在来
線沿線に住む地域住民である、との仮説は、青森県統計年鑑、青森県社会経済白書、青森県人口
移動統計調査、青森県市町村民経済計算、などの社会経済的指標、並行在来線青い森鉄道の経営
状況、時刻表を参考に在来線の運行体系の変化等を調査し、整備新幹線開業前後の社会変化につ
いての調査結果から、並行在来線沿線に住む地域住民が「負の効果」の影響を強く受けている傾
向にあることが確認できたが、今後も継続的な調査が必要であると考えている。
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〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 好アルカリ性細菌Bacillus pseudofirmus  OF4株由来の
機能未同定低分子量タンパク質 BpOF4_01690の機能解析

主査教員　伊藤政博
生命科学研究科　生命科学専攻　博士前期課程　２学年　学籍№ 3910130020
高　橋　哲　亮

【研究背景・目的】
　一般に好アルカリ性細菌はpH10付近の高アルカリ性環境下で良好な生育を示し、生育にNa+を
要求する。通性好アルカリ性細菌Bacillus pseudofirmus OF4株（以後、OF4株と記す）は、Mrp型
Na+/H+アンチポーターやNa+/栄養素輸送系、Naチャネルなどによる細胞膜を隔てた細胞内外
のNa+循環によって、高アルカリ性環境に適応していると考えられている（1）。一方、プロトン
駆動力が利用しづらい高アルカリ性環境下にも関わらず、OF4株はプロトン駆動力を利用して酸
化的リン酸化によるATP合成を行っている。そのため、OF4株は高アルカリ性環境下でも効率よ
くATPを合成する機構を兼ね備えていると考えられる。Krulwichは、この高アルカリ性環境に
おける効率的なATP合成についてエネルギー共役説を提唱している（2）。エネルギー共役説とは、
高アルカリ性環境において、呼吸鎖によって排出されるH+が、外液とは平衡にならず、細胞膜
内で直接H+をF1Fo-ATP合成酵素に渡してATP合成を行うという説である。
 これまでの好アルカリ性細菌の研究において、好アルカリ性細菌Bacillus halodurans C-125株

（以後、C-125株と記す）より、化学変異剤による突然変異によって、アルカリ感受性変異株が取
得された（3）。この変異株のアルカリ感受性を相補する遺伝子産物として機能未同定な低分子量
タンパク質であるBH2819（62aa）が報告された。このBH2819に変異があるアルカリ感受性変異株
はNADH oxidase活性が低下していたことから、この変異は呼吸鎖に関連すると推定されていた。
その後のBH2819の機能解析は、C-125株が目的の遺伝子を破壊する手法が確立していないため、
未だに行われていない。
　2011年 にOF4株 の 全 ゲ ノ ム 解 析 が 完 了 し た 際 に、BH2819の 相 同 タ ン パ ク 質 で あ る
BpOF4_01690（59aa）が報告された（4）。BLASTサーチの結果、この低分子量タンパク質の相同
タンパク質は、好アルカリ性Bacillus属細菌のみに存在することがわかった。そこで本研究では、
OF4株を用いてBpOF4_01690の生理的機能の解明を目的とした。

【方法】
　OF4株の染色体上からBpOF4_01690遺伝子を欠損させたΔ01690株を構築した。高アルカリ性
pH・Na+濃度の異なるグルコース培地（基質レベルのリン酸化と酸化的リン酸化によりATPの合
成が可能な培地）とリンゴ酸培地（主に酸化的リン酸化でATPの合成が可能な培地）を用いて、野
生株とΔ01690株の生育と各種呼吸鎖複合体の活性を比較した。また、同条件下において、caa₃
型末端酸化酵素の機能を欠失させたΔctaD株とF1Fo-ATP合成酵素のFo領域を欠失させたΔFo株
の生育と各種呼吸鎖複合体の活性を測定した。
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【結果及び考察】
　高アルカリ性環境下において、グルコース培地では、Δ01690株と野生株の生育は相同であっ
たが、培地中のNa+濃度を極端に低下させることでΔ01690株の生育が野生株より悪化した。一
方、リンゴ酸培地では、Δ01690株の生育は野生株より悪化し、その差が培地中のNa+濃度を低
下させることでより顕著にみられた。高アルカリ性環境下において、Δ01690株はリンゴ酸培地
で生育が野生株より悪化したことから、呼吸鎖やF1Fo-ATP合成酵素によるATP合成に悪影響を
及ぼしていると推定された。また、低Na+濃度環境は、Na+駆動力が低下した環境であり、Na+

循環による細胞内pHの中性化にも影響を及ぼしていると推定された。このような環境下では、
BpOF4_01690欠失の影響が顕著にみられた。
　Δ01690株の生育が野生株より悪化した条件で、Δ01690株の各種呼吸鎖複合体の活性を測定
した。その結果、Δ01690株のNADH脱水素酵素とコハク酸脱水素酵素、caa₃型末端酸化酵素、
F1Fo-ATPaseの活性が野生株より低下していた。このことから、BpOF4_01690は高アルカリ性環
境下における酸化的リン酸化によるATPの合成に影響を及ぼしていることが示唆された。
　また、ΔctaD株とΔFo株の生育は共に、Δ01690株と同様に、グルコース培地では野生株と相
同な生育を示したが、リンゴ酸培地では野生株より極端に悪化した。そして、低Na+濃度環境下
では、ΔctaD株とΔFo株の生育の悪化がより顕著にみられた。
　そこで、ΔctaD株とΔFo株の各種呼吸鎖複合体の活性の測定を行った。まず、ΔctaD株は
caa₃型末端酸化酵素活性がなく、NADH脱水素酵素とコハク酸脱水素酵素の活性が野生株より低
下していた。一方、ΔFo株はATPaseの活性以外に、NADH脱水素酵素とコハク酸脱水素酵素の
活性が低下していた。これらの結果も踏まえると、Δ01690株の各種呼吸鎖複合体の活性の低下は、
ΔctaD株とΔFo株と同様に、caa₃型末端酸化酵素またはF1Fo-ATP合成酵素に生じた影響が二次
的な効果で他の電子伝達系の酵素にも影響を及ぼしていることが示唆された。
　以上より、BpOF4_01690は、高アルカリ性環境下において呼吸鎖関連酵素やF1Fo-ATP合成酵
素の機能制御や発現調節に関与する重要な低分子量タンパク質であることが示された。そして、
BpOF4_01690は、Krulwichが提唱したエネルギー共役説（高アルカリ性環境におけるプロトン駆
動力を利用した効率的なATP合成）に関与する可能性が示唆された。

【参考文献】
1. Krulwich, T.A. et al . 2011. Nat. Rev. Microbiol . 9 （5）, 330-343.
2. Krulwich, T.A. et al . 1995. Mol. Microbiol . 15 （3）, 403-410.
3. Aono, R. et al . 1992. Biosci. Biotech. Biochem. 56 （5）, 824-844.
4. Janto, B. et al . 2011. Environ. Microbiol . 13 （12）, 3289-3309.
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〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 訪問介護員のストレスと事業所のサポートに
関する研究

論文要旨
1．研究背景と目的
　日本における生産人口の減少と高齢化の進展という課題が今後も厳しくなることが予想され、
高齢者の在宅生活を支える訪問介護では、人材不足、離職率の高さ、過重な負担感などの問題が
深刻である。本研究では、訪問介護現場で奮闘している訪問介護員はどのようなストレスを受け
ているか、そのストレスの原因を分析する。さらに、基本属性によって、同じような問題に対
し、ストレスの程度やストレスの受け取り方の違いがあるかなどを吟味し、その解決方法を提示
する。さらに、所属事業所およびサービス提供責任者（以下サ責）のサポート等に焦点を当て、
訪問介護員のストレスの軽減に対するサポート体制を探索するものである。
2．論文構成
　本論は序章と終章、本章（第１～４章）を合わせて６章構成である。序章では研究の背景、目
的を論じ、また用語の定義を行う。第１章で訪問介護サービスの歴史について検討する。第２章
ではストレスおよび事業所における支援の必要性を検討し、その結果に基づき、調査項目の作成
を行う。第３章では、研究デザインや分析方法および倫理的配慮を示した上で調査結果をまとめ
る。そして、第４章では、調査結果に基づき、考察と結論、終章では本研究の限界と今後の課題
を提示する。
3．研究方法および結果
　本研究では調査対象を関東地方の58 ヶ所の訪問介護事業所を対象にし、郵送法による質問用
紙調査を行った。有効回収件数176件であり、回収率が30.5％である。
　小杉（2004）の「職場ストレススケール改訂版――ストレッサー尺度・ストレス反応尺度・コ
ーピング尺度の改訂」を参考にして項目を作成した。予備調査により項目に変更を加え、訪問介
護事業所のサービス担当責任者からの専門的な意見取り入れ、アンケート用紙を作成した。
　項目の傾向を探るために因子分析を行った。因子の信頼性を確認した後、信頼性が得られた
因子を得点化した。ストレッサー尺度では、第１因子「仕事の難しさによるストレッサー」（α＝
. 781）、第２因子「責任不明確によるストレッサー」（α＝. 827）、第３因子「利用者との関わりに
よるストレッサー」（α＝. 659）の三つの下位尺度を抽出した。ストレス反応尺度では、第１因子

「苦痛と自信喪失反応」（α＝. 742）、第２因子「緊張反応」（α＝. 731）、第３因子「イライラ反応」（α
＝. 656）の三つの下位尺度を抽出した。
　ストレッサーに関する各因子を従属変数、基本属性（年齢、勤務形態、雇用形態、資格、サ責
のサポート、事業所のサポート）を独立変数として、χ 二乗検定を行った。ストレッサーについ
て、各因子得点を平均値で二分し、得点の高いものを「高得点群」、低いものを「低得点群」と
して分析する。表１の通り、有意差が認められた項目のみを提示する。
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　次に、個人の受止め方はどのように、ストレス反応に影響を与えるのかを明らかにするため、
ストレス反応に関する因子を従属変数、個人の受け止め方を独立変数として、χ 二乗検定を行
った。ストレス反応各因子得点を平均値で二分し、得点の高いものを「高得点群」、低いものを

「低得点群」として分析した。ここでは、有意差が認められた項目のみを表２で提示する。

4．考察及び結論
1）基本属性から見れば、年齢が若ければ訪問介護経験や社会経験も浅い為、訪問介護員の役割
に関する理解や利用者との関係作り及び認知症への対応が難しさを感じると推察されることであ
る。それに対し、経験年数が長い人は、一定の成長を成し遂げ、「責任不明確によるストレッサ
ー」、「利用者との関わりによるストレッサー」に対し、対応できるようになってくると考えられ
る。
　また、「雇用形態」と「保有資格」から見れば、訪問介護職では介護福祉士資格保有者は正規
職員として、基本資格保有者は非正規職員として働いている傾向がある。横山（2007）は介護福
祉士養成課程卒業生の労働実態についての調査では、職種別の分析によって、ホームへルパーが
他の職種と比べ、健康障害の発生する危険性が非常に高いことを示していた。従って、正規訪問
介護員は置かれた環境がもっと厳しいと考えられる。
2）サ責のサポートから見れば、「仕事の難しさによるストレッサー」に対し、サ責によるサポー
トが一定程度に軽減できるが、「責任不明確によるストレッサー」「利用者との関わりによるスト
レッサー」に対し、サ責のサポートの効果が薄いと考えられる。
3）ストレス反応尺度と個人の受け入れ方で分析した結果見れば、「イライラ反応」に対し、個人
の努力で一定程度に対応できるが、「緊張反応」、「苦痛と自信喪失反応」は個人だけの対応が困
難である、組織的なサポートを求めていると考えられる。
4）本研究では、先行文献及び調査結果に基づき、訪問介護事業所、サ責、正規職員、非正規職
員を対象別に問題点を提示する。訪問介護事業所の問題点が「質の統一」ができないと、サービ
ス提供責任者が「望む時間分配」ができないと、正規職員の問題点は「仕事の難しさによるスト
レッサー」を感じやすいと、非正規職員「訪問介護に関する意識および技術」が不十分だととら
えている。これらの問題は相互に影響している。この一連の問題を解決するために、事業所内部
で定期的に全員に評価を行いこと（自己評価→グループ評価→サ責による全体評価）は一つの解
決策として提言する。
5．本論の限界および今後の課題
　本研究では、コーピング尺度を用いたが、訪問介護員のコーピング尺度の作成ができなかっ
た。したがって、訪問介護員は現場でストレスに対し、一体どのように対処しているのかについ
ての状況を把握すること、また、訪問介護員が腰痛などの身体的ストレッサーについて、結果し
て表現することができなかった。
　本論では、定期的に訪問介護事業所で全体に評価を行うことが提言したが、訪問介護員にふさ
わしい評価仕組みを作るのは今後の課題として残っている。
引用文献
横山さつき（2007）「卒業生の労働実態と職務生ストレス～介護福祉士の介護労働を中心として
分析～」『中部学院大学・中部学院大学短期大学部研究紀要』8、P43-54
小杉正太郎（2004）「職場ストレススケール改訂版作成の試み――ストレッサー尺度・ストレス
尺度・コーピング尺度の改訂」『産業ストレス研究（Job Stress Res）』（11）175―185
参考文献
堀田聡子（2007）「ホームヘルパーをめぐる制度とその仕事」.『ヘルパーの能力開発と雇用管理』
第１章　P21
須加美明（1996）「日本のホームヘルプにおける介護福祉の形成史」『福祉関係研究』第２巻　第
１号、P87-112
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1．研究の目的
　障害者の保護や支援に関する国連障害者の権利条約の23条には「家族計画や性教育を受ける権
利を認め、権利を行使するために支援する」と述べられているが、知的障害児の性教育を必要と
感じながらも（原2010、菅沼2012、川田ら2010）性教育をスムーズに受けられない、あるいは提
供できない状況がある。筆者が助産師として知的障害者の性支援にかかわる中で、保護者や教師
から、性に関する多くの相談がよせられるが、知的障害者の「性」に対する基本的な理解がなさ
れているとはいいがたい。
　「性」に関する知識提供を困難にしている背景の一つに、A・クラフト （1987）は、知的障害者
の性的成熟の未熟や、性成熟を統制できず知識を与えると加害者になるといった差別的人間観の
存在を指摘している。今なお残っていると考えられる偏見の存在を明らかにする必要があると考
えるに至った。
　本研究の目的は、知的障害児とかかわりの深い親や教師の「性」に対する規範意識の形成に着
目しながら性教育などを通して、性規範や「性」を語ることへの閉鎖性を実証することを試みる
ものである。学校という教育現場に可能な限り参与し、子どもの「性」を取り巻く現状で何が起
こっているのかを検証した。本研究は知的障害を持つ人々の「性」を理解したうえで支援するた
めに必要なものであり、偏見の解消にもつながるものと考える。
2．本論文の構成
　第１章では、本論文の研究における問題と目的を明らかにし、参与観察のフィールドの概要、
データ収集手続きについて述べた。第２章では M・フーコーの理論を参考にしながら「セクシュ
アリティの近代」の装置についての検討を行った。また日本における「性」の歴史を民俗学的伝
承などから「性」に対する認識の変遷を概観した。第３章では日本の障害者観について整理し、
知的障害者の「性」に対する社会の現状や課題を提起した。第４章では参与観察とインタビュー
をもとに、母親の障害受容と「性」、教師のとらえる子どもの「性」の認識を明らかにした。ま
た子ども自身の性の語りについても参与観察を通して明らかにすることを試みた。第５章では参
与観察の結果を整理した。終章においては今回の調査の結果を踏まえながら考察し現時点での結
論を導き出した。
3．調査概要
　参与観察を実践し、高等部154名、22学級の X 特別支援学校（知的）をフィールドとした。ク
ラスは重度・中度・軽度に分かれており、筆者はボランテイア兼、調査者兼、保健授業担当講師
という立場で全学年・全クラスに入った。2013年９月１日～ 2014年３月13日の６か月にわたり
週２日～４日全78回行った。保健学習の授業は全学年に向けて計8回、教員向けに１回行った。
データの分析は「観察記録」と性教育で使用するワークシートに書かれた感想などを使用した。
記録はフィールドノートにメモを取り、自宅に帰ったのち記憶をたどりながら観察記録を作成し
た。
　観察と異なる視点からの情報収集として、半構造化面接を保護者５名（10月１日～ 11月19日）
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と教師４名（10月６日～ 11月19日）を対象に学校内面談室にて行った。
4．結果と考察
　「性」を語ることの閉鎖性の背景には、M・フーコー（1986a）の構築主義的立場から「セクシ
ュアリティの近代化」の装置が作動することにより「性」を語ることや「性」をタブー視するよ
うになった歴史性があることを明らかにした。特に親子間には厳しい性規範が成立し、子どもは
純粋無垢の存在として保護され、子どもに「性」の知識を与えたくない、子どもを性的な存在と
して認めたくないという思いが子どもを「セクシュアリティ」から排除するようになった。母親
のインタビューからも子どもの「性」と向き合えない姿がしばしば垣間見られた。
　また、母親の性規範の背景にあるものは、「性」に対する偏見のように見せかけながら、社会
的な母親役割に対する圧力である。「子が社会の迷惑にならないように子の監視を怠らない」「愛
される障害者に育てよう」というものである。知的に障害があるがゆえに「無性の存在」「永遠
の子ども」のままでいてほしいと願っていた親は、子どもが「性」の成熟期を迎えると、再度

「子どもの性の受容」をしなくてはいけなくなる。娘を持つ母親は性的な被害を心配し、息子を
持つ母親は二次性徴における性的な行動や変化に戸惑うようになるのである。母親は男の子の

「性」について父親の対応を強く望む傾向が明らかであった。
　学校という「場」は子どもを「囲い込む」（池谷2007：48）と同時に、心身の管理もする。本
調査においても、校内生活は時間割で管理され、登校してから下校に至るまでの作法や手順がこ
と細かく決められていた。効率的に子どもたちを管理・評価することの常態化が見られた。規則
正しい学校生活を送り、「恋愛ご法度」「避妊については教えない」などは、性的関心に気を向け
させず、できる限り禁欲的な方向に向かわせようとするものだ。教師は生徒に責任を持たねばな
らないという使命感や責任があるため、障害を持つ子どもへの対応は慎重になり、問題が起こる
前に手を打っておくという「配慮の先回り的」（中根2006：96）な対応のパターナリズムがその
根幹にあることが窺えた。
　知的障害を持つ人の性をめぐる問題が否応なく表面化してしまうことがある。プライバシーの
欠如として「隠されるもの」「隠しておきたいこと」が明るみにさらされる。性に関する情報を
親が子どもから聞き出すことは困難だが、学校という場は、子どもたちの情報収集にたけてい
る。それは子どもたちが教師に監督・指導されてきたことにより、自発的に服従しようとするか
らである。だが子どもたちは、必ずしも正直にすべてを答えているわけではない、彼・彼女たち
は必死に自らのプライバシーを守ろうとするのだ。妊娠が心配された事例においては、高校1年
生で性行為をすることの良し悪しではなく、好きになったがゆえに接近し、性交の欲求が生じた
ことを考察の中心に据えた。卒業生の妊娠事例では、女性側の親子は妊娠という事実を歓迎して
いるかのように周囲には受け取られていたが、実際に妊娠した本人は、避妊をしないセックスへ
の不安が常にあり、決して妊娠を歓迎していたわけではないことがわかった。親や教師は、妊娠
したことにばかりに注目し、子どもたちの心の変化に寄り添うことを見失いがちになっているの
である。
　子どもたちは、「性」の無関心を装いながらも、思春期真只中であるがゆえに好奇心旺盛で、

「性」に関する情報の取得も、自分のからだの変化に対する不安も、対人関係としての恋愛や、
結婚、妊娠、出産にかかわることも、関心の対象であり、自ら話す相手を探していたことが参与
観察をしていて明らかになった。
　今回の調査研究の限界は、X 特別支援学校という限定された空間であり、他の調査場所におい
て同じ結果が導き出されるとは限らないとうことがある。また、「性」というプライベートでデ
リケートな問題についてはインフォーマントとの信頼構築ができ、きめ細やかな心配りがないと
踏み込めない領域であることから、本研究で導いた性の語りは必ずしも充分なものとは言い難い
部分もある。
　今後の課題として、父親の存在や役割について再考していく必要があると考えている。また、
障害をもつ人々が性に関する権利が享受できるように働きかけてゆくことが今後さらに必要であ
ると考えている。
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一、研究背景と問題意識
　中国の改革開放の推進のなかで、農村に残された子どもたちである農村留守児童の問題は、中
国社会や農村の発展に大きな影響を与えるのではないかと見られている。その理由は、多くの農
村留守児童が、幼い頃から親から離れ、親の帰りを指折り数えながら寂しい日々を過ごすだけで
はなく、家事や農業の手伝いもしなければならず、さらに、祖父母が病気にかかった場合には、
面倒をみること等もしなければならい状況である。しかもこのような暮らしをしている農村留
守児童は、2012年には6100万人を超えている。この数は農村全児童の37.7% を占め、全国児童の
21.88% を占めている。
　農村留守児童の中には、成績低下などにより、学校を中退する子どもの増加し、農業に就労し
たり、都市に出稼ぎに行く子どもが増加している。また、飲食における栄養のバランス、清潔保
持、病気の予防がなされていないうえ、親の愛情を感じることができず、情緒不安定な状態であ
る問題が留守児童の成長に影響を与えている。さらに、安全意識に対する保護者による子どもへ
の教育と、保護者不在による子どもの安全管理と監護等の不十分により、農村児童らが罪を犯し
たり、あるいは誘拐や人身売買などの犯罪に巻き込まれるという状況にあることを国の資料から
明らかにすることができた。この問題を子どもの権利の視点から考えてみると、子どもの基本的
な権利である生きる権利、守られる権利、育つ権利、参加する権利すら保障されていない状況で
ある。
　中国では、こうした農民工の出稼ぎ先に連れられて行った子どもを「流動児童」と特別な対象
として取り出し、近年、ようやく流動児童に焦点をあてた政策がとり上げられ始めた。一方、同
じく農民工の出稼ぎによって発生しているにもかかわらず、地元に残された子どもたちである

「農村留守児童」に特別に焦点をあてた政策はいまだにも存在していない。また、中国の「義務
教育法」第４条では、「国家、社会、学校及び家庭は法に基づき、学齢児童・生徒が義務教育を
享受することを保障しなければならない。」、第15条では、「地方各級人民政府は、学齢児童・生
徒が入学して義務教育を受けられよう条件を整えなければならない。」と定められている。
　「未成年者保護法」では、国、社会、学校、家庭は、未成年者の教育を受ける権利を尊重し、
保障しなければならないと定められている。
　このなかに、農民工の子どもに関することは定められているが、農村留守児童に対する規定は
なされておらず、これらの子どもたちを対象とする法整備や取り組みは、まだなされていない。
二、研究目的
　本論文では、中国における農村留守児童の暮らしの現状を整理し、農村留守児童が社会的に問
題となっている背景を検討する。そして、農村留守児童の抱える問題を「子どもの権利条約」の
基本的な柱である生存、発達、保護、参加などの権利の視点から分析を行い、中国における農村
留守児童の問題を解決する支援のあり方を考え、提言することを目的とする。
三、研究方法
　本研究では、先行研究を以下の４分野、①中国における農民工の問題、②農民工の出稼ぎによ
り農村に残された子どもの暮らしの現状、③農民工の子どもの教育問題と戸籍制度に関する研
究、④農村留守児童の心身における健康の問題に関する研究から収集し、また必要な資料は可能
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な限り原資料にあたり、それを翻訳し、文献資料に基づく研究を行う。中国の資料としては、主
に『全国の人口普査』（2009 ～ 2013）と『中国統計年鑑』（2008 ～ 2013）で公表されているデー
タを検討材料に使用した。それによって農村留守児童の人口の増加している現状と暮らしの状況
を整理し、分析する。さらに、国連子どもの権利条約と中国政府が国連子どもの権利委員会へ
提出した三回の報告書と国連子どもの権利委員会から中国政府へ出した総括所見と勧告をふまえ
て、分析を進め、考察を加える。
四、論文の構造
　第一章：農村留守児童をめぐる社会的背景を分析する。本章では、中国の都市と農村の現状、
中国における農民工問題、中国の戸籍制度と農民工等の面から農村留守児童の問題が産み出され
た社会的背景を整理する。
　第二章：社会的大きな問題としてとらえられている農村留守児童の暮らしの状況を述べる。中
国における農村留守児童に関するデータを整理したうえ、教育上の問題、心身における健康の問
題、犯罪という面をピックアップして分析する。
　第三章：農村留守児童の問題をめぐる政策を中央政府と地方政府、国連子どもの権利委員会か
らの取り組みから展開し、それぞれに残されている課題を検討する。
　第四章：農村留守児童への支援を子どもの権利の視点から考える。「子どもの権利条約」の基
本的な理念をふまえ、農村留守児童への支援を提言する。
五、研究結果
　本論文では、農村留守児童たちが抱えている問題を分析する際に、農村留守児童の抱える問題
を「子どもの権利条約」の基本的な柱である生存、発達、保護、参加の権利を保障するという視
点に着目した。そして、中国における農村留守児童のかかえる問題を解決するため、子どもの権
利保障という視点で支援内容を検証することによって、農村留守児童への支援のあり方を提言す
ることができた。
　本論文で明らかになったことは、以下である。
　①農村留守児童の問題を産み出した主たる問題の背景である中国における農民工の問題と戸籍
制度、そして農村留守児童に対する政策を把握することができた。
　②農民工の出稼ぎにより、農村に残された子どもたちは親と一緒に暮らせないことによって、
適切な養育が行われないことになり、農村留守児童の教育の問題、心身における健康の問題、犯
罪問題などが彼らの成長、学習、生活等に及ぼす影響が非常に大きいことが分かった。
　③農村留守児童の問題は、中国社会の大きな問題となっているが、国の政策の対象にはなって
いないことを明らかにした。
　④中国は、国連子どもの権利条約を批准している国であるにもかかわらず、未だに農村留守児
童にとって、子どもの権利条約が定める生存、発達、保護、参加などの権利が十分に保障されて
いないことを明らかにすることができた。
　以上４つのことをふまえ、中国における農村留守児童への支援のあり方を以下のとおり提言し
た。
①農村留守児童の権利を保障するためには、現状でも、農村には学校教育は整備されているの
で、農村留守児童が教育を受けることさえできれば解決できることが多い。よって、学校教育へ
の参加の保障が重要である。
②農村留守児童の家族への支援が求められており、主に農民工権益保護の立法を強化する政策の
改善と中国における戸籍制度の改善が必要である。
③農村留守児童を対象にした政策や法整備、社会的支援システムが不充分であるため、農村留守
児童の権利を保障する総合的な立法が必要であり、さらに、民間組織・ＮＰＯ側からの支援も必
要となる。

　本論文で触れることはできなったが、農村留守児童に関する虐待問題、障がいのある農村留守
児童の問題、安全問題についてさらに研究を進めたいと思う。また今回の研究をふまえて、子ど
もの権利条約の理念と内容を、中国はどのように農村留守児童政策に反映し、支援のための実践
に取り組み、課題の克服をしようとしているかに注目したいと考える。
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序章
　都市を支える土木建築群としてのジャンクション（以下 JCT）の高架下に立った時、私はそこで人的スケールとの対
比の中で絶対的な物体としての JCT に魅了された。接続する幹線の重なりによる圧倒的なスケールを持つ JCT とそこに
広がる空隙の緊張関係、頭上を走るモビリティと地上を歩く人間のスピード感覚の対比、周辺環境の様相によって姿形を
変える JCT を見上げる風景は様々な環境要素との成立の過程に存在している。
　首都高を中心とした環境要素のまとまりは、東京ならではの都市空間を形成し、その首都高の接続点として存在する
JCT は都市のエネルギーの集約点であると同時に、地域の象徴として長く存在し続け都市の原風景として昇華し得る。

第一章　JUNCTION/ ジャンクション
　現在、首都高は東京都内に15路線あり、その内80％が高架構造である。各路線を繋ぐ JCT は都内に28あり、現在も新
規路線の建設と共に増え続けている。
　本研究では、調査対象 JCT を東京都内に現存する高架構造を持つ23の JCT とする。（大橋 JCT、小松川 JCT、汐留
JCT、西銀座 JCT、三宅坂 JCT は現在建設途中や高架橋 JCT ではない為研究対象からは除外する。）また、これまでの
既往研究から（註：1）着目されてこなかった JCT 高架下の空間構成に着目する。
　偶発的にぶつかり合う建築、土木、環境要素の近さの度合いを計測することによって、互いの近接性が空間の性格を物
語る指標になるのではないか。また各要素の垂直性における距離感を重ね合わせの濃度として捉えることで、空間の性格
を物語る指標になりうるのではないだろうか。
　こうした２、３次元的な指標を用い「近接性」、各環境要素の「重ね合わせの濃度」を軸として分析を進める。体系的
な分類と JCT 高架下の空間構成分析を母体とする建築空間へ展開することで、都市空間構成への独自の視座を見出す試
みに本研究を位置付ける。

第二章　分析
　前項より、JCT 高架下における空間構成を周辺環境との「近接性」、及び各環境要素の「重ね合わせの濃度」の観点か
ら明らかにする為、２、３次元的に要素を抽出し体系化してゆく。

■２次元的要素分類
　ベースマップ（Fig. 1）を基に平面的に JCT と周辺環境との重ね合わせ方のまとまりを分類化するため８の環境要素

（註：2）を抽出し、以下４つの異なる組み合わせのタイプに分類する事が出来た。
　1）宅地型 JCT（板橋、一ノ橋、熊野町）　
　2）河川 / 海岸型 JCT（江戸橋、江北、小菅、堀切、両国有明、葛西、 東雲、芝浦、昭和島、辰巳、東海、浜崎橋）
　3）都市型 JCT（大井、神田橋、京橋、竹橋、谷町）
　4）幹線型 JCT（箱崎）

■３次元的要素分類　
　２次元的な分析から得られたタイプを基に、代表的な JCT に絞り３次元的な考察を行う。中心点を設定した高架下か
ら３D モデリングによる見上げパース（Fig. 2）を作成し、その中に現れる４つのオブジェクト（註：3）の割合から相関
図を作成する。（Table. 1）

主査教員　櫻井義夫
福祉社会デザイン研究科　人間環境デザイン専攻　博士前期課程　２学年　学籍№ 3740130001
淺　田　将　矢

〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 ジャンクション高架下における周辺環境との
重ね合わせによる都市空間構成に関する研究

（Fig. 1）２次元的要素分類 /3. 一ノ橋 JCT  1）宅地型 JCT

（Fig. 2）宅地型 JCT 3D パースシミュレーション例　（Table.1）点 a-u 見上げパース各構成要素分布構成図 /1. 一ノ橋 JCT　1) 宅地型 JCT
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　分析結果より、平面図的に８の環境要素を拠り所とし全23の JCT を４タイプへと分類、３D パースシミュレーション
から４つの数値を取り、相関図を作成する事でそれぞれの空間構成とその空間における主体構成は「宅地型 / 橋脚」「河
川 / 海岸型 / 周辺環境」「都市型 / 周辺建物」「幹線型 / 幹線」であると分析する事が出来た。

第三章　設計
　第二章で明らかになった JCT 高架下の空間構成の分析結果を基に、第三章では自身の設計論へと展開を試みる。４タ
イプの主体構造はそれぞれに JCT を特徴付ける役割りを持ち、各々の敷地条件や建設背景との関係性の中で成立してい
る。この主体構造を基盤とする各 JCT タイプの空間構成のあり方を母体に、建築空間を構成する構成方法へと昇華し、
４つの都市的環境の中で設計展開を試みる。

1st. Prototype　住宅　-Case of Homestead type JUNCTION-
　宅地型の JCT 高架下の主体空間構造は「橋脚」である。流通の基点である幅員の広い道路を下に抱え、河川を下敷き
に建設された背景からあいまいな周辺建物との「近接性」がそこに存在しているからで、この場所に跨がる様に立ち上が
る垂直方向の構造体は必然的に大きく、そして強く印象付けられる。
　閑静な住宅街の一角で、住宅の設計を行う。垂直方向に強いアドバンテージを持つ空間とし、住宅機能と組合わさる事
で豊かな生活の場を演出し、そのフレームから覗く周辺環境は、絵となり一般的な都市環境が象徴的な意味を与えられ
る。（Fig. 3）

2nd. Prototype　レストハウス　-Case of River/Coastal type JUNCTION-
　河川 / 海岸型の JCT 高架下の空間構成は広大な敷地に建設されることから、伸びやかに広がる JCT の構造要素と、捕
らえ所がなく果てしなく続いてゆくような形態がその理由であるように考えられ、その様相の中に「周辺環境」の要素を
中心的な構造として抽出する事が出来る。果てまで届くような伸びやな造形と豊かな自然環境の中に存在し、それを内側
に取り込む立ち振る舞いである。　海辺にレストハウスを設計する。「周辺環境」を主体構造とする様相は、高架下に立
つと大きな屋根に包まれた様な安心感を抱き、その場所に留まる事を許容する。（Fig. 4）

3rd. Prototype　シェアオフィス　-Case of Urban type JUNCTION-
　都市型の JCT 高架下の空間構成は、他の３タイプと比較しても圧倒的に数値の変動が激しい。都市環境という劇的な
周辺環境に身を置きながら、周りとの衝突と飽和した状況の中で隙間を埋める様に挿入された建設背景からもその様相は
想像出来る。特にビッグスケールな建物との共存 / 共生がこの JCT の構造形態には多く見られ、「周辺建物」の合間から
でしかその姿を確認する事が難しい。
　混沌とした都市環境にシェアオフィスを設計する。1）マッスなボリュームと2）周辺建物の様相を惹き込むガラス質の
空間、3）隙間に抜ける空隙を全体に絡める事で渾然一体となった環境の中での成立を目指す。（Fig. 5）

4th. Prototype　都市公園　-Case of Trunk line type JUNCTION-
　幹線型 JCT の高架下の空間構成は、「幹線」の重なりが強調されている風景である。高密度に集約され多層に重ね合わ
されるモビリティのエネルギーと、進行方向奥へと吸い込まれそうな点への視線の導きは JCT という構造体が最も強力
にそれ自身が独自の空間性を放つ基点として存在しているように感じられる特殊な型である。周辺環境との断絶、そして
その多角的な視座を獲得した「重なりの濃度」を見る事が出来る。
　軸線の交錯する都市環境に公園を設計する。縦横から伸びる軸に乗った人の流れを導き空間の中へ巻き込む事によって
線的な都市環境に点を打ち込む。滞留する空間を提案する事によって、場所的価値を高める事が出来ると考える。（Fig.6）

 

結び
　事前研究では JCT 高架下における空間構成を、「周辺環境との近接性及び重ね合わせの濃度」という観点から考察を進
め、４つタイプ分類を行った。本設計では制作を通して４つの都市的環境の中で各タイプ毎のケーススタディを試み、事
前研究同様３D パースシミュレーションで作成し類似する相関図の結果が得られた。JCT 高架下の空間構成を母体とし
た建築空間への展開、そして都市への独自の視座を見出す事が出来たのではないだろうか。以上を持って、JCT 高架下
における周辺環境との重ね合わせによる都市空間構成に関する研究の結びとする。

（註：1）鑓溝遼治郎［2006］「首都高速都心環状線に対するデザイン提案」（早稲田大学大学院）-2005年度　都市計画系
修士論文-/ 小沢理紗［2011］「首都高速道路高架橋と共生する都市建築空間の考察」（東京電気第大学大学院）/ 深海孝
二郎［2000］「首都高速道路都心環状線を中心とした都市空間の構成に関する研究 」（東京工業大学大学院）- 日本建築
学会大会学術講演梗概集（F-1）　pp.681-682-

（註：2）８つの環境要素を「河川」「海」「空地」「道路」「建築物」「緑地」「立体交通建築物」「JCT」と設定する。
（註：3）４つのオブジェクトを「幹線」「橋脚」「周辺建物」「周辺環境」と設定する。　

（Fig. 3. 4. 5. 6）宅地型 / 海岸河川型 / 都市型 / 幹線型プロトタイプ
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〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 ヘーゲル『大論理学』における無限

主査教員　長島　隆
文学部　哲学科　４学年　学籍№ 1110110033
堀　永　哲　史

　本研究は、ヘーゲルの『大論理学 存在論』第一部 規定性（質）における「無限」を論じたも
のである。内容は基本的にはテキストの読解である。本研究における論述の順序はヘーゲルの論
述に即して展開させていく。というのも、ヘーゲルが本研究の最終目標でもある真無限を把握す
るまでに、有限なものと悪無限そして無限進行を論じており、そのことが真無限を把握するため
に必要な道のりだからである。

１）無限を論じることの意義とその課題
　「無限」は「神」とともに古くから哲学の問題として様々な哲学者によって語られてきた。と
ころで、他にも哲学の問題にはよく知られたものとしてデルフォイの神殿に刻まれた「汝自身を
知れ」という格言がある。有限な存在者である人間が自己自身を知るには、その有限な在り方に
ついて理解しなければならない。しかし、有限なものは無限なものに支えられてある。したがっ
て、人間が自己自身を知るには無限を知る必要がある。つまり無限を把握することは、とりもな
おさず有限であるわれわれ人間が自己自身の在り方を知ることでもある。
　とはいえ、有限である人間が無限なものを把握することはどのようにして可能なのか。また、
仮に無限なものが捉えられたとしても、無限なものは完全であるはずなのだから、不完全である
有限なものは無限なものにとって不要なものとなるではないか。もしそうであれば、有限である
人間がなくてもよかったものとされる余地を残すことになる。そのことによって人が悲哀に陥っ
たり、逆に無限に対して反抗しないためにも、有限なものが真無限において肯定的に位置づけら
れていることを示さなければならない。
　そこで本研究では、次のような二つの暫定的な問いを立てる。第一に「有限なものはどのよう
にして自己から外へ超え出て無限なものへと至るか」である。第二に、「無限なものはどのよう
にして自己から外へ超え出て有限なものへと至るか」である。

２）有限なものから無限なものへの移行
　さしあたり第一の問いが問題になる。有限なものは限界を持つものである。ただしたんに限界
を持つのではなく、有限なものは限界づけられることによってあるのだから、その限界は有限な
ものの存在を形成するものである。したがって、有限なものは自己の無と不可分である。一般に
諸行無常と言われることは、このことから理解することができる。
　ところで、制限が制限であるためには、限界が超え出て行かれていなければならない。という
のも、限界のこちら側にいるだけでは、そこに限界があることは自覚されないからである。壁に
突き当たるとき、それが壁であると理解されるのは、壁の向こう側が指向されているからであ
る。限界を超え出ることは「当為」と呼ばれる。制限は当為があって初めて制限である。しかし
逆に、超え出るには超え出られる限界がなければならないから、当為もまた制限があって初めて
当為である。したがって制限と当為とは表裏一体である。有限なものは制限されていることによ
って自己を超え出て行くという本性を持つ。有限なものは自己を超え出て行くことで否定され、
かくして有限なもの（das Endliche）の否定である無限なもの（das Un-Endliche）が生じる。
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３）悪無限
　以上のことから第一の問いが果たされ、無限なものが把握されたかに見える。しかし、この無
限なものは、たんに有限でない無限なもの、言い換えると有限なものを自己から締め出した無限
なものである。この無限なものは有限なものを欠いているので、むしろ有限である。ヘーゲルは
この有限な無限なものを「悪無限」あるいは「悟性の無限」と呼ぶ。それに対して、真の意味の
無限は「真無限」あるいは「理性の無限」と呼ばれる。無限を探究する際には、悪無限を真無限
から区別することが肝要となる。悪無限は自己から有限なものを締め出しているため、有限なも
のとは隔絶されており、到達できない彼岸に追いやられる。

４）無限進行
　有限なものは超え出て行かれ、無限なものが現れるが、その無限なものは悪無限であって、た
だちに有限なものである。しかし有限なものは自己を超え出て行くことがその本性であるので、
再び無限なものが現れる。ところがその無限なものはただちに有限なものである。このような有
限なものと無限なものとの無際限な交替が「無限進行」と呼ばれる。無限進行は量論においては
無限級数として現れるが、このような無限進行が通例では無限とされるものであろう。しかし、
無限進行のなかでは決して無限なものに達することはできないのだから、無限進行は限界づけら
れており有限である。

５）比較による有限なものと無限なものとの統一
　有限なものと無限なものとを比較すれば、両者はまったく同じものとなる。それゆえここに両
者の統一が作られる。この統一は、有限なものを締め出していた無限なものとは違い、両者を包
含しているので、包括的な無限なものであるように見える。しかしヘーゲルはこれを「評判の悪
い統一」と呼んで、真無限とは認めない。というのも、有限なものと無限なものとは均質化さ
れ、この統一のなかに跡形もなく吸収されてしまっただけだからである。このような統一は「す
べての牛を黒くする夜」であり、有限なものはこの夜のなかには見出され得ない。それゆえ、こ
こで第二の問いが生じてしまう。しかしこの問いは比較によっては解決され得ない。そのために
は同一であることと区別されてあることとを一度に掴まなければならない。

６）真無限
　実は無限進行のなかに真無限の萌芽がある。悟性が無限進行に陥るのは、悟性が有限なものと
無限なものとを質的なものとして、つまりそれだけで存立するものとして捉え、両者を絶対的に
分離したものとして主張するからである。それゆえ両者は一度に掴まれることがない。しかし無
限進行の最中で明らかになったことは、有限なものと無限なものとは各々の他のものをを経て自
己へと還帰することである。両者は互いに他方なしにはあり得ない。したがって両者はそれだけ
で存立するという在り方から、他方なしにあり得ないという在り方へと自己を引き下げる。この
ことが「自己止揚」と呼ばれる。両者は自己止揚することで、一つの自己還帰運動としての全体
のなかで契機として位置づけられる。この全体こそが真にそれだけで存在するものである。本来
一つの運動であるものが別々の運動と見なされるのは、有限なものと無限なものとが切り離して
捉えられるからにすぎない。この一つの自己還帰運動が真無限と呼ばれるものであり、そのなか
で有限なものと無限なものとは同一に、しかし区別されて位置づけられている。こうして真無限
を捉えることで有限である人間の存立基盤が確保される。
　以上のことから冒頭で立てた二つの問いへの回答が可能になる。いずれの問いも有限なものと
無限なものとをそれだけで存立するものとして考えるという前提を持っていた。それゆえ、有限
なものから現れた無限なものは有限なものを欠いた有限な無限なものであり、有限なものを欠い
た無限なものからは決して有限なものは現れない。つまり二つの問いはその前提からして答えら
れ得ないものとして立てられていたのである。それゆえこの問いに対しては答えるのではなく、
問いそのものを否定するだけでよい。

（なお、本稿はその性質上、出典等を一切省いている。）
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本論はアングリマーラ説話に着目して、阿羅漢と業果の関係を明らかにしようとしたものであ

る。仏典には様々な仏弟子が登場する。モッガッラーナやサーリプッタといったおよそ非の打ち

どころのない仏弟子がいると思えば、デーヴァダッタのような問題児もいる。その中で特に異色

を放つのが、本論で扱うアングリマーラである。彼は999人もの人を殺害しておきながら、自身

は阿羅漢になって解脱してしまうという人物である。どうして彼は解脱できたのか、また、阿羅

漢になった後に、怨みをもつ人々から数々の暴行を受けるのであるが、阿羅漢果が悪業の報いと

して苦果を受けるなどということがあるのか、こういった疑問が研究の出発点となった。

本論はパーリ資料と漢訳資料とに基づいた。以下、パーリの『中部経典』第86経「アングリマ

ーラ経」、及び『長老偈』のアングリマーラの偈を「パーリアングリマーラ経典類」と記し、『雑

阿含経』、『別訳雑阿含経』、『増一阿含経』、『鴦掘摩経』、『鴦崛髻経』、『出曜経』、『賢愚経』のア

ングリマーラ記事を「漢訳アングリマーラ経典類」と記す。

本論は二章からなり、第一章ではパーリアングリマーラ経典類と漢訳アングリマーラ経典類の

各資料の構成を表で示すことによって、語られる順序の差異や諸情報の出入りを明らかにした。

特にアングリマーラが苦果を受ける場面については、受ける暴行の程度の差異に着目した。

各資料の構成の差異は、それを伝えた諸部派間の業論の相違が反映していると考えられる。中

には『雑阿含経』と『別訳雑阿含経』のように苦果を受ける場面を有さないものがあり、特に後

者は「蒙仏除我業　得免於悪業」としてブッダに会ったことで悪業を免れたと明記していること

も指摘した。特に『出曜経』は、阿羅漢が業果を受けることを嫌ったが故に、他のアングリマー

ラ経典類とは異なって、アングリマーラに阿羅漢果を得る前に苦果を清算させたのであろうと考

察した。

第二章では、パーリアングリマーラ経典類の苦果を受ける場面に着目し、アビダルマ文献や註

釈書を用いて、パーリ仏教における業の特徴や性質及び、阿羅漢と業の関係性について論じた。

第１節では、パーリ上座部の業の分類を見た。パーリ上座部は業を、現法受業、次生受業、後

後受業、重業、多業、近業、已作業、令生業、支持業、妨害業、破損業の十一種類に「既有業」

を加えて十二種類に分類する。そしてこの中、アングリマーラ説話には、現法受業、次生受業、

後後受業、破損業の四種類の業が関係している。これらの業の性質を詳細に検討すると、パーリ

上座部は悪業が善業によって、または悪業が善業によって打ち消されるようなことが可能である

主査教員　岩井昌悟
文学部　インド哲学科（仏教学専攻）４学年　学籍№ 1120110002
塚　越　悠　貴

〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 アングリマーラ説話の研究



— 73 —

ように見なしていると理解できる。

第２節では、阿羅漢の受ける業について考察した。世間を超越した存在である阿羅漢でさえ

も、自らがなしたすべての業を滅することは不可能であり、現法受業のみは受けなければならな

いことを明らかにした。また、阿羅漢は現法受業のすべてを受けてから般涅槃するのだろうかと

いう問いをたてた。『論事』第十二品第二章業品（kammakathā）において、「一切の業は必ず異

熟を有するか」という問いに「然り」と答えるのは大衆部であるが、これを認めないパーリ上座

部は、阿羅漢が現法受業のすべてを受けてから般涅槃するとは考えていないようである。

以上はアングリマーラが現世においてなした業についての考察であるが、それでは過去世でな

した業は阿羅漢に異熟をもたらすであろうか。これについては清水俊史氏が『ジャータカ註』か

らモッガッラーナが過去世に犯した順次生受業の異熟を受けたという例を挙げ、「過去世で為し

た順次生受業・順後次受業まで阿羅漢道によって全て破壊されるわけではなく、阿羅漢は過去世

になした業の異熟を現世で受ける」と指摘していることを紹介した。現世においてなした次生受

業、後後受業は阿羅漢果を得ることによって打ち消されるが、過去世においてなした業はその限

りではないということになる。過去世でなした業も現世でなした現法受業と同様に、阿羅漢に異

熟を与えるのである。

では阿羅漢はただ淡々と業の異熟を受けるのみで、新たに業を作らないのだろうか。『アビダ

ンマッタサンガハ』には、阿羅漢には「唯作心」と呼ばれる無記心が存在し、彼らのなした行い

（業）は来世へと因を引くことはないと説かれている。人が解脱・涅槃の領域に到達すると、そ

の者の行為や言動といったものは世間的な善悪を超越するのである。そのため、阿羅漢も善業を

作ることもあり得るが、もはや、彼らの活動は輪廻へとつながる業とはならない。つまり、凡夫

が行うような業とは異なり、身口意の業が世間を超越しているため、業とはならないのである。

第３節ではアングリマーラの唱える偈の中の「業の異熟によって触れられて、負債なくして食

を受ける」という文句について、『中部経典註』のブッダゴーサの見解と『長老偈註』のダンマ

パーラの見解を比較した。ブッダゴーサは、「業の異熟によって触れられて」という聖典の文句

を、「道の思によって触れられて」の意であると解しているが、ダンマパーラは二つの見解を提

示しており。その第一説がブッダゴーサの解釈と異なっており、「なした悪業の異熟によって触

れられて」と読んでいる。第二説はブッダゴーサの見解と同じである。

ダンマパーラの第一説によれば、阿羅漢果を得たアングリマーラは、悪業の異熟としての苦果

を受けおわって負債がなくなっていることになる。ブッダゴーサとダンマパーラの第二説で読め

ば、負債がなくなっている理由を、出世間道に求めていることになる。
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　本稿は、切韻系韻書の韻目の順序が、どのような思想に影響されて排列されたのかを推察した
ものである。
古来、中国の知識人たちに必須な能力として、作詩ができなければならなかった。それは、隋代
から始まり、一時期の断絶があるにしても、清末の1905年まで続けられた官吏登用試験である科
挙の中に、詩文を作成する試験が設けられていたことからもわかるであろう。その作詩と切って
も切り離せないのが韻である。そして、それらの韻文を作る際、どんな字が押韻できるかを調べ
るために作られたのが韻書である。
　韻書は、膨大な漢字を発音の違いによってそれぞれ上平声、下平声、上声、去声、入声に大別
し、そこからさらに各発音を代表する漢字を小韻として立てている。また小韻の、最初にある漢
字を韻目と呼ぶ。東、冬、錘、江などがそれにあたる。
　古来より韻書は様々あるが、今日確認できる最古のものは、『切韻』である。『切韻』とは、隋
代の仁壽元年（601）に陸法言が著した韻書である。この『切韻』、今は逸して伝わらないが、唐
代においても、科挙で課された詩賦の押韻の標準韻書と認定され、権威を維持してきたために、
諸々の種類の写本と増字・加注本が出てきた。これらを総称して切韻系韻書と呼ぶ。これら切韻
系韻書から、『切韻』の大体の内容が分かるので、便宜的に、今日確認できる最古の韻書を『切
韻』としているのである。それによると、『切韻』は、上平声26韻、下平声28韻、上声51韻、去
声56韻、入声32韻の合計５巻、193韻が収録されていたようである。
　本稿は、五章で構成されている。第一章では、私が本稿を書く目的を述べた。
　第二章では、韻書というものがどのように発展していったのか、「反切」の成立と「四声」の
発見に関連付けて述べた。漢字は単音節語であるので、知らない字は読むことができない。そこ
で編み出されたのが、反切という発音表記法である。例を挙げると、「東、徳紅反」のように表
記される。この場合、東（dong）は、徳（de）の「d」と紅（hong）の「ong」を組み合わせる
ことで発音できる。「四声」とは、中国語にある四つの声調のことであるが、これが体系的に認
識されるには、仏教の輸入に伴うサンスクリット語の音韻額の影響を待たなければならなかっ
た。
　そして、反切の成立と四声の発見によって、中国でも音韻学が盛んになり、韻書が誕生するこ
とになった。しかし、『切韻』以前の韻書は、次代や地方の方言による違いがあり、音韻体系や
基準がばらばらであったようだ。
　第三章では、陸法言がいかにして『切韻』を編纂するに至ったか、また、切韻系韻書にはどの
ようなものがあるのかを解説した。第二章で触れたように、『切韻』以前の韻書は、音韻体系や
基準がばらばらであった。それは、漢代以降中国では統一王朝のない長い混乱期が続いていたた
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めである。隋朝は、そうした分裂状態に終止符を打った統一王朝であり、陸法言は『切韻』を編
纂することによって、音韻学の分野での統合を図った人物である。その証拠に、『切韻』は呂静
の『韻集』、夏侯詠の『韻略』、陽休之の『韻略』、李季節の『音譜』、杜台卿の『韻略』などの先
行韻書を底本として修正されたものなのだ。
　『切韻』の序文を読むとまず、劉臻、顔之推、盧思道、魏彦淵、李若、蕭該、辛徳源、薛道衡
などの八人が陸法言と共に音韻について議論していたようだ。陸法言はこの頃に『切韻』の梗概
を得、その十数年後に『切韻』として完成させた。また、顔之推と盧思道以外は、陸法言も含め
て皆、幼少以来、鄴という地で過ごしていた。鄴は、五胡十六国時代、仏典漢訳の中心地でもあ
る。
　切韻系韻書には、長孫納言『切韻』、王仁昫『刊謬補缺切韻』、孫愐『唐韻』、李舟『切韻』、そ
して陳彭年『大宋重修広韻』等がある。『広韻』になると、総韻目数は陸法言『切韻』から13韻
増えた206韻となっている。しかし、それ以降の韻書は、韻目数を減らしたり、反切に用いる字
を全般的に改めたりと、根本的な改革をしたため、切韻系韻書の最後は、『大宋重修広韻』であ
る。
　第四章では、『大宋重修広韻』をもとに、切韻系韻書の韻目の排列について考察した。北宋の
大中祥符元年（1008）に陳彭年らが勅撰した『広韻』は、国家の韻書（官韻）として取り扱わ
れ、切韻系韻書の集大成的な性格を持つ本である。全体の収録漢字を上平声28韻、下平声29韻、
上声55韻、去声60韻、入声34韻に分類し、各々一巻ずつ５巻に分けた。各巻には「○東」、「○
同」のように同じ韻ごとに集められており、その代表字を小韻という。さらに、それら小韻群の
最初に来る韻を韻目としている。それぞれの韻目の下には「独用」、「同用」と書かれており、押
印の範囲を示した。
　また『広韻』の韻目の排列を考察する際に、悉曇学という、インドの梵字を研究する学問で、
漢語音韻学が盛んになる外的要因となった学問を参考にした。仏教の中でも特に密教は呪文（陀
羅尼、真言）を正しく発音することに重きを置く。そのため、当時の漢人僧は仏典を正確に発音
するために悉曇学を研究したのだ。さらに、悉曇学は、日本にも深く影響を及ぼしている。例え
ば平安時代、明覚という僧は、現代の五十音図に通じるものを発明しているし、空海は悉曇学を
研究し、『吽字義』において、五十音図の「あ」から「ん」に至る過程を宇宙の創生と終焉に見
立てている。
　『大宋重修広韻』の韻目にも、悉曇学の影響が見て取れる。『広韻』の韻の排列は韻尾が/ng,i,
ゼロ,i,n,u, ゼロ,ng,u ,m/となっており、それは、デーヴァナーガリーの音の排列などに代表され
る梵語の音韻学の影響、つまり、「動口於喉、緘口於唇」という、「喉の奥から唇に至る順序」が
見て取れる。これは、一番奥から発音される「あ」から始まり、唇を閉じて発音する「ん」で終
わる五十音図にも共通するところがある。『広韻』も、上下平声の排列を俯瞰してみると、まず、
1東/-ng/から発芽した宇宙が、28山/-an/ で一旦収縮し、もう一度10陽/-ang/から宇宙が創生さ
れ、29凡/am/によって終焉するという一連の流れを見ることができる。『広韻』と韻目の排列が
ほぼ変わらないと考えられる『切韻』を作成した陸法言は、空海が述べたような仏教の世界観を
表現するために、このような順序にしたのではないだろうか。
　第五章では、第四章までのまとめと、本稿を書いた感想を述べた。
　以上のように、本稿は、『大宋重修広韻』の韻目をもとに、切韻系韻書、ひいては陸法言が

『切韻』を編纂する際に、悉曇学やそれに伴う仏教的世界観に深く影響されていたであろうこと
を考察したものである。
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　日本におけるオノマトペの種類は約1200種に及ぶと言われている。オノマトペの歴史は長く、
古くは奈良時代にまで遡及することが可能である。また、現代で使用されているオノマトペの６
割近くの語句は約900年前から継承されており、我々の生活に密着した表現方法であることが分
かる。その為、その出現頻度や表現方法は各時代によって異なっており、様々な変化や特徴が見
受けられる。
　本論文では、前時代の表現技巧を継承しつつ多彩な表現と作品を生み出した近世において、オ
ノマトペがどのような特徴や法則性を有しているのかを明らかにするとともに、各作品において
どのような役割を担っていたのかについても考察を深めていく。
　第１章では、調査の対象作品と対象とするオノマトペについて規定した。また、第3章にて近
世のオノマトペの特徴を言及する際に重要となる、オノマトペの数え方やモーラ数の数え方、除
外するオノマトペ等を列挙した。
　第２章では、先行研究を基に上代から近世に至るまでのオノマトペの使用方法や音韻形態を整
理した。
　上代では「はらら」や「ゆらら」といった３モーラ（〔ABB〕型）のオノマトペが多用され、
その大部分は和歌に使用されており、動物等の鳴き声を表す擬音語に詠み手の心情を仮託した表
現方法が多い。対して、中古では4モーラ（〔ABAB〕型）の擬態語の使用が増加し、物語作品で
は登場人物の心情や場面展開を描写する際に多く用いられるようになった。そして、中世では

〔ABAB〕型に加え「むんず」や「はった」等の〔A ン B〕型、〔A ッ B〕型といった撥音や促音
が付加された新しい形態が生み出された。これらは人物の動作を表す定型句として固着していく
とともに、動作を示す擬態語、及び擬音語が増加していく要因となった。同時に、中古から継承
された音韻形態から派生した語句が作成され、より対象の動きや状態が細緻に描写されるように
なった。
　以上から、上代では和歌の修辞方法として、中古では物語の場面や登場人物の心情を婉曲的に
表現する方法として、中世では華々しい武功や英傑の勇猛さを描く方法としてオノマトペが駆使
されていったのである。
　第３章では、近世におけるオノマトペの特徴について各作品の統計データ、及び文体との関連
という２つの観点から考察を進めた。
　第１節では小説、戯曲、和歌・俳諧の３つの作品ジャンルを、擬態語及び擬音語の「使用割
合」、「使用箇所」、「モーラ数」、「接続」の４つの項目から比較した。
　各項目では、擬態語、地の文、４モーラ、助詞「と（ど）」がいずれの作品ジャンルにおいて
最も高い値を示し一貫性が見られた。だが、最高値以下の割合の順序や全体に占める数値は各々
の作品ジャンルにおいて差異が生じた。特に顕著な差が表れたのが、４モーラの音韻形態の展開
である。和歌・俳諧においては、従来の〔ABAB〕型や〔A ッ B リ〕型等が好んで使用され、
小説及び戯曲とは大きく異なった傾向にあった。
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　つまり、近世において形成された多様な４モーラの音韻形態は、伝統的な４モーラの形態より
も可笑しみや滑稽さを含んだ音の響きであったと考えられる。
　以上から、近世の作品におけるオノマトペは無作為に使用されているのではなく、各作品ジャ
ンルに適した形態が選択的に用いられており、更に４モーラの音韻形態においては各作品ジャン
ルに特化した派生が展開していると推察した。
　第２節では、小説及び戯曲に使用されるオノマトペと文体の関係性に焦点を当て調査した。小
説は、戯曲、和歌・俳諧に比べ作品数が多く種類も豊富である為、前期、中期、後期の３つに区
分し、各年代において隆盛した小説ジャンル毎に傾向をまとめ、オノマトペが時代とともにどの
ように推移していったのかを考察した。
　まず、前期の作品である。オノマトペの出現頻度は低く、そのほとんどは地の文で使用されて
おり、登場人物の心情よりも動作に焦点を当てた表現に利用されている。モーラ数はいずれの作
品においても２～６モーラ内に納まっており、大きな特徴は見られなかった。また、作中では中
世に多用されたオノマトペが多数確認でき、前時代の表現方法を継承していると言える。
　次に、中期の作品である。中期当初の作品におけるオノマトペの出現は前期と同様に少ない。
これは、近世の小説が絵を主体とした形態であった故に、文章は場面を補足するに留まり、オノ
マトペによる場面描写が行われなかった為であると推察される。
　しかし、前期の作品に比べ「ドン＼／＼／＼／（太鼓の音）」や「てゝてゝてゝ手手手手手（三
味線の音）」といったモーラ数の多い語句が出現し始め、既存の使用方法とは大きな異なりを見
せている。また、「ゴヲン（鐘の音）」や「カア＼／＼／（暁烏の鳴き声）」等の擬音語によって
話が終結する表現が多く、オノマトペが時間の流れや話の区切りを示す働きを有してきたと考え
られる。
　そして、次第に小説が絵から文章が中心の読み物となり、内容も長編化、複雑化していくと、
オノマトペの使用頻度は一層高まり、地の文のみならず会話文にも出現するようになった。加え
て、モーラ数の最大値も10モーラ前後という高い値になり、従来に無い幅広い４モーラの音韻形
態の展開も見られる。これらは、作者が作品に様々な特徴や独自性を持たせる為の工夫として、
オノマトペの表現方法に着目した結果と言えるのではないか。
　後期の作品になると、以上の技巧を更に発展させたオノマトペの表現方法が用いられるように
なる。オノマトペは、人やモノの状態や場面展開を示すのみならず、登場人物達の関係性やキャ
ラクターを婉曲的に表現する技法として駆使されるようになるのである。
　戯曲は小説に比べ、年代毎のモーラ数や音韻形態の差異が少ないが、歌舞伎と浄瑠璃というジ
ャンルに区分すると様々な相違が確認できる。中でも、音韻形態の展開の差は歌舞伎と浄瑠璃そ
れぞれがどのようにオノマトペを捉えていたか、ということが表明されているのである。乃ち、
歌舞伎は表現される対象と強く結び付くオノマトペの特性を活かし、擬態語や擬音語を一つの定
型的な表現として用いることによって、作品の内容に一貫性と典型さを生み出し、浄瑠璃は伝統
的に使用されてきたオノマトペの音韻形態から様々な音を派生させ、更に使用するオノマトペの
モーラ数を整えることにより、内容の抒情性や音の響きを楽しむ芸能として表現の幅を拡大して
いったのである。
　以上の結果から、近世におけるオノマトペは作品が描く内容に合わせて、使用箇所や使用形態
を変化させていることが判明した。乃ち、オノマトペには対象の様態等を分かり易く表現する効
果のみならず、その表現方法を変化させることによって、時間の経過や人の意思の強さといっ
た、細緻な描写が可能であるということを、近世の作家達は認識していたのである。
　また、近世当初は中世以前の表現方法を踏襲するだけに留まっていたオノマトペは、各作品ジ
ャンルが細分化していく過程で、従来のオノマトペには無い滑稽さや可笑しみの要素を見出し作
品に取り入れられ、多彩な表現方法を実現する効果的な修辞としての役割を有するようになった
ことを指摘して、全体のまとめとした。
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主査教員　佐藤泰人
文学部　英米文学科　４学年　学籍№ 1150110100
小　川　智　美

　本卒業論文で扱う『エマ』（Emma）は、ジェイン・オースティン（Jane Austen, 1775-1817）
が1815年に出版した小説である。これはハイベリー（Highbury）というイギリス郊外の村を舞
台に、主人公のエマ・ウッドハウス（Emma Woodhouse）が様々な出来事を通じて、同じハイ
ベリー村に住む人々や外からやってくる人々と関わって成長していく物語である。母親を幼いこ
ろに亡くし、虚弱な父親を持つエマは21歳という若さで既にウッドハウス家の女主人となってい
た。財産も社会的地位もある彼女は何不自由なく暮らしてきたために、他の女性たちのように結
婚して身を安定させる必要もなく、愛に関しては父親や姉夫婦、その子供たちといった家族の愛
情があれば満足であった。特に父親想いである彼女は自分が結婚して父親を一人残すことなどで
きないとして、結婚はしないと決めていた。そんな一見、幸福に見えるエマではあるが、自分の
考えが正しいと思い込む欠点から、様々な失敗を経験することになる。最終的にはナイトリー氏

（Mr. Knightley）という、エマにとって良き話し相手で唯一、彼女に注意をしたり欠点を指摘す
ることができる人物と結婚するにいたる。
　本論文はこのようなエマの成長を研究テーマとし、彼女の人物像、その成長、そして彼女の住
まうハイベリー社会という３つの章に分けて考察する。物語を通じて彼女がどのように成長し、
何が彼女を成長させたのかを明らかにすることを目標とした。
　第１章は、エマの人物像について考察する。エマは作品の冒頭部で、美しく、頭が良く、裕福
で居心地の良い家庭と明るい気質を持つ人物であるが、自分の思い通りにできる力を持ち自分の
ことを良く思いすぎていることが欠点だ、と紹介される。また、エマは他の女性たちが興味を示
す衣装などの流行には無関心であること、素直な気質があるといったことが作品から読み取れ
る。そしてこの素直さは今後、彼女を成長させる重要な気質でもある。
　エマには強い階級意識がある。例えば、孤児ハリエット（Harriet）が紳士の娘であると思い
込んでいたため、それよりも身分の低い農場経営者マーティン氏（Mr. Martin）がハリエットに
求婚した際、階級的に釣り合わないと考えて求婚を断らせる。いっぽう、エマよりも下の階級の
エルトン氏（Mr. Elton）が自分に求婚してきた際は、立場をわきまえていないと腹を立てる。
この強い階級意識は、自分の考えは正しいと思い込む彼女の欠点とあいまって、エマを誤った想
像から抜け出させないでおくのである。
　主人公のこうした基本的人物像を確認したのち、第２章では、作中での出来事を時系列で追
いながら、エマがどのように行動し、反省をして成長したのかを分析し、彼女の成長の要因を
探る。エマが失敗する出来事は主に３つである。１つはハリエットとエルトン氏の縁結びであ
る。ハリエットを紳士の娘と思い込み、牧師のエルトン氏が結婚相手に相応しいと考えて縁結び
に積極的になるが、彼がエマに好意を抱く結果となり、ハリエットを傷つけることとなった。こ
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れは、自分が正しいと考えていたエマにとって初めての挫折であると同時に、彼女が他人の中に
自分よりも優れている点を見つけ出せるようになるきっかけともなった。２つ目はミス・ベイツ

（Miss Bates）への侮辱である。ハイベリー村に住む人々とのピクニックの際、家は貧しく、年
老いた母親を世話する独身のミス・ベイツをエマは皆の前で笑い者にしてしまい、これをナイト
リー氏に厳しく叱責される。エマは深く後悔し、作品のなかで初めて涙を見せる。そしてこれま
で冷たくあたってきたベイツ家に対して、何度も訪問し優しく接するようになる。３つ目はハリ
エットを紳士の娘と思い込み、いたずらに自尊心を植え付けたことである。エマは彼女から謙虚
さを失わせ、皮肉にもナイトリー氏をハリエットに奪われそうになり、そこで自分の過ちに気づ
くのである。
　またこれらの失敗のいっぽう、ハイベリー村の外からやってきた流行に敏感な成り上がりたち
からエマが受けた影響は大きい。彼らはこれまでのエマの平穏な生活を乱し、彼女のハイベリー
での頂点の座を揺るがす脅威となった。しかしそれは良い刺激でもあり、これまでエマが努力を
怠ってきたことを後悔させ、かつ彼女の向上心をかき立てることにもなり、結婚はしないと決め
ていた彼女に結婚を意識させるほどエマの考え方を変えていったのである。
　第３章では、エマにとってハイベリー村がどのような存在であるかについて考察する。エマは
ハイベリー村の中では頂点に位置する存在であり、この平穏な村に甘やかされて育ってきた。村
だけでなく家庭でもエマを叱るような人はおらず、その環境が、エマの自分の考えは絶対に正し
いと思い込む欠点を生み出したとも言える。
　また、エマは強い階級意識を持ち、階級の混乱を避けてハイベリーの秩序を重んじているとこ
ろが見られる。エルトン氏がエマに求婚してきたことも、ミス・ベイツの姪であるジェイン・フ
ェアファックス（Jane Fairfax）がナイトリー氏と結婚するのではないかと思われた時も、エマ
はハイベリー社会の秩序が乱れると考えている。しかし、エマは皆の前でミス・ベイツを侮辱し
たとき、自分がハイベリーの頂点に位置する存在であると分かっていながら、自分の行為がどれ
だけ周りに影響を与えるかを考えていなかった。エマは階級を気にすることでハイベリー社会の
秩序を重んじていたはずが、自分で社会の平和を乱す行為をしたのである。このことでエマはハ
イベリー村の人々の階級的地位ではなく彼ら自体のことを考えるようになり、倫理的な意味での
秩序を考えるようになった。また、エマははじめ、クラウン（Crown）邸での舞踏会などの社交
行事を、階級的秩序が混乱しているものとして良く思っていなかったが、参加してみて徐々に固
定的な階級概念をやわらげていく。ハイベリー村はエマを甘やかしたが、様々な出来事を経て彼
女を成長させる存在となった。
　エマは２つの点で成長した。１つは、自分は正しいという考えを作中の出来事を通して間違い
であったと気づいたこと。もう１つはハイベリー共同体の一員として、社会的地位のある者とし
ての在り方を認識したことである。ハイベリー村の外から来た者たちによってエマは影響され、
固定的な階級概念をやわらげ考え方が変わっていった。そして自分の過ちにすぐさま反省すると
いった素直さはエマの最大の魅力であり、自身の成長の助けとなった。エマが結婚しないと決め
ていたにも関わらずナイトリー氏と結婚したのは、彼女の考え方が変化し、そして唯一自分の欠
点を指摘し、叱ってくれる彼の存在が自分にとって必要であると気づいたからである。エマにと
ってこの結婚は成長の証であるのだ。
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主査教員　栗山保之
文学部　史学科　４学年　学籍№ 1160110108
石　田　宏　行

本稿は、北インドのマトゥラー出土の寄進碑文を主な史料として、前１世紀―３世紀のマトゥ
ラーにおける寄進の社会的、経済的側面を、政治的な背景や対外貿易関係を踏まえて考察する事
を目的としている。

寄進は経済的な活動の1つであるが、特定の場合を除き概して宗教的であり、主要な生産活動
には結びつかなかったと言われているが、この見方は単純であると思われる。また、これまでの
前１世紀―３世紀の貿易と寄進に関する研究は、西インドやデカン地方が中心であって、北イン
ドを対象としたこのような研究は少なかった。そこで、約300点以上の多くの寄進碑文が出土し
ているクシャーナ朝下の北インドの都市、マトゥラーを中心とし、当時の寄進と経済・社会との
関連を、ローマ・中国との貿易もかかわらせて検討する。

第１章では、主に本稿の時期の政治的動向について概観する。クシャーナ朝は第２代のウィ
マ = タクトゥの時代にバクトリアからインドに侵入し、マトゥラーを占領、そしてカニシュカ
１世、フヴィシュカの治世に最盛期を迎え、中央アジアから東インドに至る広大な領域を支配し
た。しかし、ヴァースデーヴァ１世の治世にはササン朝に敗れたようであり、タキシラにおける
ヴァースデーヴァのコインの退蔵発見から、この敗戦は230年前後であると推定されている。こ
れは中国史料の『三国志』の記述や、その後のクシャーナ王のコインの質や重量の低下からも窺
われる。

第２章では、マトゥラー発展の経済的な背景として、インドとローマ・中国との貿易を2節に
分けて取り上げる。ローマ・中国との貿易において、西インドのバリュガザ（現ブローチ）を中
心として海上貿易が栄えた。その後背地である北インドからデカンに至るまで貨幣交換が主流と
なっていた。その点で西インドやデカンで多く見られる aks

̇
ayanīvī（組合に資金を貸し付け、そ

の利息で僧達の必要品を供給し、僧院を維持する事）の記事は、当時の商業社会と仏教僧院の二
者間の切り離せない繋がりを示しており、海上貿易の利潤の重要性もまた明らかにしている。し
かし、クシャーナ朝が海岸エリアを押さえていたという事実は無い事から、この王朝は海上貿易
の独占よりもインド―中央アジアルートの経営を重視していたように見える。そのルート上にあ
る西北インドの都市、ベグラームはクシャーナ朝下の徴税所であった可能性が高く、ベグラーム
とルート上の繋がりを持つマトゥラーは、その地理的位置からインド―中央アジアルートの中継
点となっていたように思われる。『エリュトゥラー海案内記』等の記述からもそれは仄めかされ
る上、隊商に同行して移動してきたと思われる中央アジア出身の仏教僧の寄進碑文がマトゥラー
で発見されているという事実が、この可能性を確かなものにしている。つまり、ここで重要なの
はクシャーナ朝が中央アジアからインド亜大陸に至る貿易ルートを独占していた事であり、それ
によってマトゥラーはローマ・中国との貿易において重要な交通のジャンクションとして機能、
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発展していったと言う事ができる。
第３章では、マトゥラーの社会とそこにおける寄進を、同都市出土の寄進碑文を分析する事に

よって考察する。１章、２章で明らかにした諸背景を踏まえ、当時のマトゥラーの寄進の増減を
見ると、カニシュカ１世の時期からヴァースデーヴァ１世の治世にかけて、寄進碑文の数が増え
続けている事が分かる。しかし、それ以降の王の治世では碑文の数が激減しており、これは先の
政治的動向の推移と一致する。即ち、クシャーナ朝がササン朝に敗れた事によって、インド―中
央アジアルートの直接的な繋がりが絶たれ、それが悪影響を与えた事を証明している。

マトゥラーでは仏教の他、ジャイナ教やバラモン教等、様々な宗教が信仰されており、それら
の多くの美術品が存在する事から、その分だけ寄進者がいたのであって、西インド・デカン地方
のように、仏教が支配的であったという訳ではない。とりわけジャイナ教の寄進者の中では、商
人の数は仏教と同じほどであるが、職人の数が仏教よりも多い事が分かり、彼らジャイナ教徒も
また当時の貿易において大いに活躍していた事が分かる。職人層の人々はバラモン達にとって儀
礼的に卑しい者達であったが、実際には当時の貿易で富を蓄え、都市において商人と共に活躍し
ていたのであった。仏典の記述からも、富さえあれば儀礼的地位とは関係無しに敬われる存在と
なった事が指摘できる。更に、身元の分かる寄進者の殆どが商人・職人或いは官僚のような富裕
層であり、雇傭人、労働者のような人々が寄進者として全く現れない事から、この時期に主要な
寄進物として現れる造像の寄進でさえも、１体あたり多額の費用がかかった事が推測される。

また、商人・職人本人ではなく、その妻や母、或いは娘等、女性による寄進が多い事は注目す
べきであり、これは彼女らが財産に関してある程度権利を持っていた事を示唆する。『マヌ法典』
では女性の財産相続を制限しているが、『ヤージュニャヴァルキヤ法典』ではそれがある程度改
善されており、厳格なバラモン達が女性の財産の権利に関して、現実的に妥協せざるを得なかっ
た状況を反映しているように思われる。

先に述べた aks
̇
ayanīvīは、このマトゥラーでも１例だけであるが確認されており、西インドや

デカン地方のそれと同様、商業活動を刺激したのは、組合への資金提供が行われている事からも
明らかであり、仏教僧の多くの記事と共に、この都市における富の流入や蓄積を如実に表してい
ると言える。

以上の各章を総括し、第４章では次の４点を結論とした。即ち、①寄進は商業発展による富の
蓄積を基盤とし、クシャーナ朝による中央アジアの包括支配が、１世紀―３世紀のマトゥラーに
おける寄進増大の前提となっていた。②それによって僧院や他の宗教施設の都市への集中が促進
され、寄進もまたマトゥラーの商業活動の重要な刺激になっていた。③社会的ステータスの基準
はバラモン達の言う宗教的浄性よりもむしろ所有する富に基づいていた。④そして寄進者がその
職に従事する本人ではなく、その身内であった場合が殆どである事から、彼らにとって前者の就
く職業は大変誇るべきものであり、寄進という行為が社会的、経済的ステータスの誇示に繋がっ
ていたと考えられる。これらにより、少なくともこの時期におけるマトゥラーの寄進を、宗教的
な文脈のみに据えられるものと断言する事は出来ないと付言した。

しかし、本稿の分析はマトゥラーのみに止まるため、安易に北インドないしクシャーナ朝下の
社会に、広く今回の寄進の分析を当てはめる事はできない。西北インドや中央アジアを含めた他
都市の状況についても目を向け、比較研究していく必要がある。そのためにはより多くのカロー
シュティー、バクトリア碑文や文書を使用する能力が求められる事になる。そのような点を踏ま
え、本稿をクシャーナ朝下の都市の諸相研究に対する新たな出発点と位置づける事としたい。
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駒　﨑　早　李

はじめに（研究の目的・問題意識）
　「デフ・アイデンティティ」（Deaf identity）とは、聴覚障害者における健聴者集団と聴覚障害者集団
への所属意識のあり方である。これを山口（1997）は３因子に分類した。第１因子は聴覚障害者への所
属意識に関する項目で構成されている「聴覚障害者アイデンティティ」、第２因子は健聴者への所属意
識に関する項目で構成されている「健聴者アイデンティティ」、第３因子は聴覚障害者と健聴者への所
属意識が統合される項目で構成されている「統合アイデンティティ」である。
　それに関連させ、山口（1998）は、「健聴者との世界との葛藤」と「デフ・アイデンティティ」が聴
覚障害学生の「心理社会的発達」に与える影響について、聴覚障害学生に対し質問紙調査を実施し、実
証的検討を行った。その結果、「健聴者の世界との葛藤」、「デフ・アイデンティティ」、「心理社会的発
達」の聴覚障害変数（聴覚障害を被った時期、聴力損失の程度、教育歴、発声の伝達度、両親が聴覚障
害者か否か）による差については、「健聴者の世界との葛藤」と「デフ・アイデンティティ」において
は教育歴で、「心理社会的発達」においては発声の伝達度で差がみられた。このように、教育歴による
差が「健聴者の世界との葛藤」と「デフ・アイデンティティ」において表れたが、山口（1997）は教育
歴による「健聴者の世界との葛藤」と「デフ・アイデンティティ」の関連を検討していない。また、研
究から17年経過しているため、聴覚障害教育の情勢や聴覚障害学生の実態も変化していることが想定さ
れる。
　そこで本研究では、山口（1997）の「健聴者の世界との葛藤」尺度と「デフ・アイデンティティ」尺
度を用いて質問紙調査を行い、山口（1998）の調査結果と比較を行うことで、聴覚障害学生の実態の変
化と教育歴との関連を検討することを目的とする。

第１章　調査
　対象者は聴覚障害学生145名（短期大学生、４年制大学生、大学大学院生）。実施期間は2014年７月中
旬～ 10月上旬。配布の際に二重回答にならないよう、留意して実施した。
１．「健聴者の世界との葛藤」尺度
　25項目からなるこの尺度は、①障害の未受容、②自信欠如、③疎外感、④健聴者との乖離、⑤両親と
の葛藤の５つの下位尺度からなる。各項目について、５件法で実施した。
２．「デフ・アイデンティティ」尺度
　11項目からなるこの尺度は、①聴覚障害者アイデンティティ、②健聴者アイデンティティ、③統合ア
イデンティティの３つの下位尺度からなる。各項目について、５件法で実施した。

第２章　結果と考察
（１）「健聴者の世界との葛藤」尺度
　「健聴者の世界との葛藤」では、分析の結果、聴覚障害を被った時期、両親が聴覚障害者であるか否
かで差がみられず、聴力損失の程度、発声の明瞭度、教育歴による差がみられた。これにより、聴力障
害の程度が重ければ重いほど障害を受け入れにくいこと、発声が不明瞭な人ほど障害を受け入れにくい
という結果は、障害の受容において、聴力損失の程度、発声の伝達度は交互に作用しあっている可能性
が高いことが示唆された（Table １、Table ２）。教育歴による差においては、ろう学校群は健聴者と成
長してきた普通学校群より健聴者に対してポジティブな見方をしておらず、かつ、ろう学校群は学校変
遷群と普通学校群より健聴者に対してネガティブな見方をしていることが示唆された。
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（２）「デフ・アイデンティティ」尺度
　「デフ・アイデンティティ」においては、分析の結果、聴覚障害を被った時期、聴力損失の程度、教
育歴で差がみられず、発声の明瞭度、親が聴覚障害者か否かで差がみられた。山口（1998）の調査で
は、「デフ・アイデンティティ」においては教育歴のみで差がみられたが、今回は教育歴では差がみら
れなかった。そのことから、以前より聴覚障害学生間のアイデンティティ形成に教育歴が強く影響を及
ぼさなくなった可能性が示唆される。今回の結果から、普段から健聴者との関係の頻度が低いことによ
って、「聴覚障害者アイデンティティ」が形成される可能性が高いことが示唆された。発声の明瞭度に
おいては、発声が不明瞭であればあるほど、健聴者との音声言語コミュニケーションが困難であること
から、健聴者との関わりが薄くなる可能性がある。また、両親が聴覚障害者か否かにおいては、両親が
聴覚障害者である聴覚障害学生は、家庭内での健聴者との関わりが少ないことから、家庭外での人間関
係において健聴者との関わりをもつ可能性が低いと想定される。このことが「聴覚障害者アイデンティ
ティ」形成に影響を与えていると考えられる（Table ３）。

第３章　今後の課題
　「健聴者の世界との葛藤」では、山口（1998）の研究結果と反して、教育歴以外に聴力損失の程度、
発声の伝達度において差が示された。山口（1998）の調査でも、聴力損失の程度、発声の伝達度のみで
なく、教育歴も密接に作用していることを対象の分布により明らかにしていることから、複数の聴覚障
害変数の交互作用も考慮して今後検討する必要がある。
　「デフ・アイデンティティ」においても、教育歴では差がみられず、発音の明瞭度、両親の聴覚障害
の有無によって差が示された。このことから、山口が調査を実施した16、17年前とは聴覚障害学生の実
態はかなり変化していることが想定され、今後、この点に考慮し、後続研究を行う必要がある。

引用文献
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Table ３　デフ・アイデンティティ下位尺度得点の平均値、
標準偏差、分散分析（両親が聴覚障害者か否か）

Table １　健聴者の世界との葛藤下位尺度得点の平均値、
標準偏差、分散分析（聴力損失の程度）

Table ２　健聴者の世界との葛藤下位尺度得点の平均値、
標準偏差、分散分析（発声の伝達度）
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第１章　問題と目的
　「生きづらい」現代に生きる子どもたちは、多くの不安や悩みを抱えており、健全な育ちのた
めには、自らの弱点や失敗を吐き出す瞬間が必要であると考えられる。しかし、児童を対象に実
施した「子どもの悩みや不安と相談相手」に関する調査によれば、教師に対して心を開いている
児童の割合は少ないことが指摘されている。子どもたちの育ちを支える教師こそが子どもにとっ
て心を開ける存在になるべきではないだろうか。では、そもそも「子どもが心を開ける教師」と
はどのような教師なのだろうか。本研究は、従来何気なく使われてきた「心を開く」という概念
を改めて問い直し，児童にとって「心を開ける教師」とはどのような教師であるのかを探索的に
検討することを目的とする。
　一方、「心を開く」ことには児童本人の要因が少なからず影響していることが推察される。性
格特徴と自己開示の関連を検討した先行研究によれば、社会的外向性の高い者は自ら進んで開示
する程度が高く、社会的内向性の高い者は自ら進んで開示する程度が低いことが明らかにされて
いる。また、性役割の期待の影響から、男子は女子よりも相手に自分をさらけ出すことの抵抗感
は一層強まると指摘されており、教師に対して心を開きやすいかどうかにも性差が関連すると考
えられる。以上より、本研究においては、「心を開ける教師」の特徴を児童の側の特性とも関連
づけて検討する。具体的には、下記の４つの仮説を設定した。
　―仮説１．男性よりも女性の方が教師に対して心を開きやすい。
　―仮説２．外向性の高い人の方が低い人よりも教師に対して心を開きやすい。
　―仮説３．低学年よりも高学年のときに出会った教師に対して心を開きやすい。
　―仮説４．異性の教師よりも同性の教師に対して心を開きやすい。

第２章　研究１：児童が「心を開ける教師」に関する質的検討
（１）目的：本研究１では、児童が「心を開ける教師」と「心を開けない教師」それぞれのイメ
ージを探索的に明らかにすることを目的とした。
（２）方法：2014年５月。協力者は大学生18名。「あなたが思う『心を開ける』（『心を開けない』）
先生とはどのような先生ですか。」の教示のもと、回答は自由記述式で求めた。
（３）結果と考察：自由記述の回答の全てを文節単位で抽出し、KJ 法を援用して分類を行った。
その結果、児童が「心を開ける教師」に対するイメージは、『態度』『指導』『公正・公平性』『そ
の他』の大枠に分けることができた。『態度』においては、「表情」「聞き方」「雰囲気」「気配り」「目
線」に関する記述が得られ、児童が教師の外面、内面の両方の態度からイメージを感じ取ってい
ることが考えられる。『指導』においては、「方法」「言葉」に関する記述が得られ、児童が教師
だからこその指導や声掛けを求めていると推察される。特に、叱り方では、「なぜいけないのか
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説明してくれる」「どこがいけないのか簡潔に叱ってくれる」など、頭ごなしではなく、指導の
意図や背景に納得できるような叱り方が心を開けるかどうかに影響していると考えられる。『公
正・公平性』においては，「主張」「信念」「約束」「平等」に関する記述が得られ、児童が人とし
ての誠実さからイメージを感じ取っていると考えられる。

第３章　研究２：児童が「心を開ける教師」に関する量的検討
（１）目的：本研究２では、児童にとって「心を開ける教師」とはどのような教師なのかについ
て、児童の性格特性と関連づけながら明らかにすることを目的とする。
（２）方法：大学生215名（男87名、女128名）を対象に以下のような質問紙による調査を実施し
た。
１．研究協力者の外向性尺度： 村上・村上（1999）の BigFive の中から外向性尺度を取り上げ、
研究協力者の外向性の高低を測定した。質問項目は全12項目で、４件法で実施した。
２．児童の教師に対する信頼感尺度：本研究１の結果と先行研究に基づき50 項目を作成し、４
件法で実施した。質問項目には過去に出会った小学校教師１名を思い浮かべて回答するよう求
め、①教師と出会った学年、②教師の性別、③教師に心を開いていた度合についても回答を求め
た。
（３）結果と考察
　因子分析　「児童の教師に対する信頼感尺度」の因子分析（主成分分析・プロマックス回転）
を行った結果、「安心感」「指導力」「公正・公平性」の３つの因子が抽出された。
　男女差の検討　男女差の検討を行うため t 検定を行った結果、信頼感尺度の「指導力」と「公
正・公平性」のみ男性よりも女性の方が有意に高い得点を示したが、児童が教師に対して心を開
いていた度合においては、男女差は見られなかった。これより、仮説１は支持されなかった。
心を開いていた度合と各尺度間の関連　相関係数を求めた結果、心を開いていた度合と研究協力
者の外向性は有意な相関を示した。これより、仮説２は支持された。心を開いていた度合と児童
が教師と出会った学年においては有意な相関は見られず、仮説３は支持されなかった。
　児童と教師の性別の組み合わせ　児童が「心を開ける教師」が同性か異性かによって差が見ら
れるのか検討するため t 検定を行った結果、有意な差は見られず、仮説４は支持されなかった。

第４章　総合考察
（１）「心を開く」ことに関する考察：本研究においても、悩みや相談に関する事柄が含まれて
いることが示され、「心を開く」ことは自己開示と捉えている先行研究との整合性が確認された。
（２）児童にとって「心を開ける教師」になるために：第一に、「一方的」ではなく、何事も「一
緒に」してくれる「安心感」のもてる教師に心を開くことができると考える。第二に、教師の指
導力から得られる信頼感である。児童は、ときに、教師としての威厳や厳格な指導を望んでいる
ことが推察される。第三に、教師の話や児童への接し方から得られる公正・公平性である。指導
力や威厳が求められている一方で、人としての正しい在り方が求められているとも言えるだろ
う。
（３）本研究の限界と今後の課題：本研究では、個人の性格特性が「心を開く」ことと関連して
いると示唆される結果が得られた。しかし、どのような性格特性の児童がどのような教師を求め
ているのかについては検討することができなかった。児童一人一人との心理的距離を近付けるた
めには、今後、より詳細な観点から、教師としての態度や接し方について検討を重ねることは必
要なことであろう。
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Education is constantly evolving. English education takes place in Japan for the 

purpose of fostering Japanese people who are able to use English, as stated by the Ministry 

of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) in 2006. This has the meaning 

of necessities of English playing a significant role in numerous occasions such as schools as 

a foreign activity and a subject, businesses by means of communication with foreign people, 

and entrance examinations in order to get into a university. The MEXT has taken measures 

to enhance students’ abilities of English, hoping that English education will achieve the 

purpose above, by revising the course of study in 2008. English teachers, therefore, should 

manage their class in English in high school in order for students to have opportunities for 

using English and for the teachers to create situations of communication (MEXT , 2009 p. 5). 

Regrettably, however, Japanese people are not necessarily able to use English as adequately 

as possible, and they create occasions when their ideas and opinions lead to misconceptions, 

some of which cause fierce frictions. On the other hand, studies frequently show that Korea 

succeeds in teaching students English. 

In the hope that this thesis paper will reveal what the differences of English education 

are between Japan and Korea, the paper is organized around three chapters: consideration for 

results of English education between Japan and Korea, comparisons of the courses of English 

education and proposals for English education in Japan. First, this paper will focus on results 

of one type of test, GTEC for STUDENTS, one of the scales measuring one’s English ability, 

especially of listening, reading and writing developed by Benesse Corporation. According to 

a research (Hideko Midorikawa , 2008 pp. 68-69), it is found out that all things considered, the 

students’ English abilities in high school of Korea were superior to those of Japan. Next, it 

will refer to features of English courses and textbooks used in Japan and Korea. The Japanese 

course of English encourages English teachers to foster students’ communicative competences 

(MEXT, 2009 p. 4), while the Korean course of English aims at raising four skills, listening, 

speaking, reading and writing as well as acquiring English communicative competences 
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(Tadahito Kawai, 2004 pp. 22-24). In the light of English textbooks, one of the conspicuous 

features is that question sentences in the textbooks used in Japan are written in Japanese, 

although the sentences of Korean textbooks are written in English. It is clear that the amount 

of using English differs between Japan and Korea. Finally, this paper will suggest ideas 

considered better and following rules determined in the course of Japan. Through the three 

chapters, it will conclude with proposals for what the way is better to teach English in Japan. 

For the future of Japan as a nation, it is extremely essential to acquire English ability. This 

paper will enumerate foundations of the ideas, hoping that it will play an instrumental role in 

English education in Japan.

In the wake of the comparison of English education between Japan and Korea, a 

proposal for teaching is that English teachers should expose students to English by creating 

situations and functions. As a result of whether Japanese high school students have English 

proficiency in comparison with Korean high school students by GTEC for STUDENTS, it 

was found out that the Korean students are superior to the Japanese students in perspective. 

The Course of Study used in Japan and Korea respectively indicates that although the 

overall objectives of the two countries have more or less in common, means for achieving the 

objectives differs from each other. As for English textbooks used in Japan and Korea, they are 

different one another because each English textbook is based on varied aims, as enumerated 

in the Course of Study. As GTEC for STUDENTS made it clear that the English education 

in Korea is better than that in Japan. Therefore, something significant related to English 

education may be hidden in the Course of Study and English textbooks of Korea. In the wake 

of the comparison of the course and textbooks, this paper suggests three teaching clues 

from the comparison of the courses in Japan and Korea and three teaching clues from the 

comparison of the English textbooks in Japan and Korea. Additionally, entailed obstructions 

become clear.

Assignments of this paper will be the following two. One will be whether the proposal 

is pedagogically effective or not. Another will be whether it works out in practice. These 

assignments will be done by an actual introduction of the proposal. It begins with making a 

plan, doing it, checking it and taking action repeatedly. This paper is written in the hope that 

the proposal will be proved to be in the future.
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本論文は、インド後期密教の経典である『ヘーヴァジュラ・タントラ（Hevajra-tantra）』（以
下 HV と略す）についての研究である。後期密教が日本へは伝えられなかったこと、特殊な行
法から左道密教と称されたことなどの理由により、戦前は後期密教経典の研究が進んでいなかっ
た。1959年にスネルグローヴ氏による校訂テキストと英訳が発表され、HV の研究が進展した。
日本においては、津田真一氏や頼富本宏氏、野口圭也氏、島田茂樹氏、田中公明氏らによって研
究がなされてきた。和訳に関しては部分的にされているが、全体の和訳は発表されていない。そ
こで、本論文ではタントラの要点が整理して提示されているとみられる第一儀軌第１章「一切如
来の身語心たるへーヴァジュラ族の章」の試訳を行い、タントラに表れている思想を明らかにす
ることを目的とした。

本論文は２章から構成される。第１章１.「密教と密教経典の形成、展開」では、密教経典の成
立と発展について概観し、経典の分類や、密教経典における HV の位置について述べた。後期密
教の経典は一般的に、男性原理の強調される方便・父タントラ、女性原理の強調される般若・母
タントラ、両者の要素を併せ持つ双入不二タントラの３種類に分類される。中期の瑜伽タントラ
の教義の上に生理学、性的瑜伽、天文暦学などの理論が組み合わされたもので、不浄物の摂取や
性的実践、敵対者の呪殺などといった、非社会的・非倫理的な実践が表面化している。母タント
ラは、中世インドで生まれたシャークタ派の影響を受けている。シャークタ派は、ヒンドゥー教
の女神のエネルギー（シャクティ）を崇拝し、土着信仰から血の儀礼や性的儀礼を取り入れてい
る。

第１章２.「『ヘーヴァジュラ ･ タントラ』の構成と特色」において、経典の概要、ヘーヴァジ
ュラ尊、女尊について取り上げた。HV は、母タントラを代表する経典の一つであり、８世紀後
半に成立したと考えられている。二つの儀軌から構成され、計23章である。主尊であるヘーヴァ
ジュラは、ヘールカヴァジュラの略称と考えられている。ヘールカは、母タントラで大きく発展
した忿怒尊で、母タントラ系の主要尊である。また、HV において説かれるマンダラは、中央の
最高尊以外は女尊で構成されている。その女尊は、五仏、五部族、五蘊、五煩悩に配当されてい
ることなど、女尊の役割が大きくなったことを述べた。

第１章３.「『ヘーヴァジュラ ･ タントラ』における身体論」では、第一儀軌第１章が主に身体
に関する内容であることから、経典に表れている身体論について検討した。３.１「聖地ピータ」
では、母タントラが性的実践を導入した要因の一つとして考えられる「尸林の宗教」について触
れた。「尸林の宗教」とは、魔女崇拝的な土着の宗教儀礼である。ダーキニー（荼枳尼）あるい
はヨーギニー（瑜伽女）と呼ばれる、アウトカーストに属していたと思われる女たちによって形
成された。この土着の女たちと遍歴のヨーガ行者が、性的ヨーガの実習を含む秘密の集会を行っ
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た地がピータである。もとはカーリー女神の聖地を指すピータが、HV において初めて、複数の
巡礼地として登場した。そして、ヨーギニーと脈管に対応関係が設定されたことにより、外的な
ものであったピータが内化された。後続する母タントラ経典において、身体の中にピータが設定
され、内のピータ説として発展していった。３.２「生起次第」では、中期密教の五相成身観が
発展し、生起次第として形成される過程について述べた。後期密教における主要な修道階梯は、
生起次第と究竟次第である。この二つは、もとは独立したものであったが、HV において、生起
次第は究竟次第の準備段階とされるようになった。生起次第は、世俗の世界を浄化し、聖なる存
在を日常世俗の世界へと引き出してくる過程である。月輪、アーリ（母音字）、方便は男性原理
に、日輪、カーリ（子音字）、般若は女性原理に配当され、性的な合一から諸尊が誕生すること
が明らかになった。３.３「四輪三脈説」において、性的実践の理論的基礎となる四輪三脈説に
ついて取り上げた。仏教のみならず、インドにおいて、身体にはチャクラと脈管が存在すると想
定されている。HV では、頭・喉・心臓・臍に四つのチャクラと、それを繋ぐ３本の主要な脈管
を含む32本の脈管が説かれる。この四つのチャクラと三つの脈管による生理学説をもとにして、
行者の身体に観想されるマンダラが、３.４「内的マンダラ」である。HV における内的マンダラ
は、発展の段階にあったと考えられるが、脈管はヨーギニーに対応させられており、行者の身体
内に15女尊から構成されるマンダラが設定されていることが推察できる。行者は、臍部のチャク
ラで生じるチャンダーリーの火（性的エネルギー）をコントロールすることで、倶生歓喜に到達
する。行者の身体と宇宙が本質的に同一であるとする身体観をもとに、身体が究極的境地に至る
ための手段となり得ることが示されていた。３.５「究竟次第と四歓喜」において、生起次第につ
づいて修される究竟次第について検討した。究竟次第は、修行者が絶対的存在へとのぼりつめる
過程である。修行者は、性的実践によりヘーヴァジュラと同じ姿となり、絶対者と同一化を果た
すと考えられる。究竟次第において、行者は四種の歓喜を体験する。真理である最高の倶生歓喜
は、輪廻と涅槃、般若と方便といった二元対立を離れた至高のものである。３.６「四灌頂」で、
後期密教において発展した灌頂について述べた。灌頂においても生起次第と究竟次第が実践され
る。第三の般若智灌頂で究竟次第は完成し、倶生歓喜に到達するが、第四灌頂において性的実践
の限界が示された。

第１章４.「『ヘーヴァジュラ ･ タントラ』第一儀軌第１章について」では、第一儀軌第１章で
説かれる内容とその特色について述べた。ここでは、タントラの要点が整理された形で示されて
いた。世尊の居処により性的実践が重要なテーマであることが明らかにされ、ヘーヴァジュラの
呼称の由来、タントラの効能、身体にある脈管とチャクラ、チャクラに対応する四つの構成要素
が説かれ、身体において真理に到達することが示された。

第２章は、第一儀軌第１章「一切如来の身語心たるへーヴァジュラ族の章」の和訳とテキスト
から成る。サンスクリットテキストは、スネルグローヴによる校訂テキストを用いた。

結論を述べると次のようになる。「尸林の宗教」から導入された性的要素は生理学的ヨーガの
理論・手法と結びつき、HV において、独自の実践階梯の体系が成立した。そして、大智が身体
にあるというサハジャ（倶生）の概念を前提として、身体が真理を獲得する装置として機能し、
身体を用いた行法により菩提心に到達することが示された。こうした方便としての身体観、性的
実践の根拠となる身体観が、第一儀軌第１章における重要なテーマである。
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　研究対象である謡曲『定家』は新古今時代を代表する歌人・藤原定家と、恋を許されない身の
上である式子内親王との間に恋愛関係があったとする伝承を背景に立脚した作品で、定家の恋の
執心は葛となって式子内親王の墓に纏わり付き、死んでもなおお互いに妄執に苦しむという内容
である。本曲の特徴的な点は、式子内親王が葛に巻きつかれる苦しみからの解放を望み、僧の経
の読誦により葛から一時脱出するも、再びその葛に捉えられてしまう結末である。本論文は、謡
曲『定家』の結末に意図されている思想を、作者である金春禅竹の「執着観」という思想、宗教
観から考察を行ったものである。
　第一章では、謡曲『定家』の作者を金春禅竹であると特定するとともに作品への理解の基本事
項を確認した。まず作者付けから作者の考察を試みた。『定家』は『能本作者註文』では金春禅
竹作、『二百十番謠目録』には世阿弥作とされ、『自家伝抄』では禅竹作としながらも「但異作」
と記されており、作者について禅竹説と世阿弥説が存在する。しかし、世阿弥の伝書『五音』や

『申楽談儀』などの作者に関する資料が存在する点と比べると、禅竹には同レベルの資料が皆無
に等しいほど存在しないこともあり、作者付のみでは『定家』の作者を決定づけることが難しい
事が分かるが、作品内部の特徴から禅竹作という結論となるがそれは以下の検討から明らかとな
る。
　まず、定家というテーマならびに作品構造の点から見られる禅竹の定家への私淑という面を考
察した。禅竹は作能において歌学の影響を強く受けており、とりわけ歌人藤原定家への関心が強
かったと言われている。禅竹の伝書には定家仮託偽書といわれる鵜鷺系伝書である『三五記』か
らの引用が多く、本論文では能勢朝次氏の論を参考にしながら、『三五記』と『五音三曲集』を
比較し、禅竹伝書の定家への私淑が相当のものであることを明らかにし、能の素材として定家を
取り上げ、詞章にも定家の和歌を多分に引用していることからも、『定家』の作者が禅竹である
と定義づけた。
　次に、椀屋謡曲書肆出版『金春流謡本』をテキストとし、作品を分析しつつ『定家』にみとめ
られる禅竹らしさを考察した。本曲の舞台は定家の遺跡である時雨亭を設定している。時雨亭は
現存しておらず、所在も諸説あるが、本曲においては「上京」（金春・金剛・喜多流）、「都千本
の辺り」（観世・宝生流）としており、現在でいう所の京都市上京区の千本通りのあたりである
と考えられる。本曲では時雨亭に内親王の墓石があるので、内親王の墓石がある場所がすなわち
時雨亭である可能性が高く、内親王の墓と伝えられる石塔が千本は今出川通の般舟院という寺に
存在する。更に、般舟院にはかつて歓喜天を信仰していた歓喜寺が存在していたことが『応仁
記』に記されている。禅竹は歓喜天を信仰しており、歓喜天を祀る寺を舞台として据えているこ
とは、禅竹の歓喜天信仰と『定家』が関連しているのではないかと考えられる。
　また、本曲の結末自体に禅竹的特徴があらわれている点について山木ユリ氏の論に立脚しつつ
考察した。山木氏は禅竹の作能の特徴として「円環様式」という様式をあげている。円環様式と
は、出現した霊や精霊が最初と同じ元の状態に戻っていくという、完全であり同時に未完である
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円環の形をした様式であり、禅竹の能楽伝書である一連の『六輪一露』説にもみられる禅竹の特
徴的な思想である。始まりの根本に最後は戻って行くという「円環構造」を用いることによって
禅竹は、作品の主題をより象徴的に表現しているのである。『定家』の結末は、葛に囚われるこ
とで始まり、葛に囚われて終わっている。禅竹は円環様式によって「葛」を強調していることが
わかる。
　最後に「葛」が象徴する『定家』の主題を、和歌表現にみられる「葛」から考察した。和歌に
おいて「葛」は「カヅラ」「マサキノカヅラ」「クズ」等として用いられている。関係が絶えると
いうことに掛けて歌われる「カヅラ」、秋の深まりを表現する「マサキノカヅラ」、人を恨む心を
言い掛けている「クズ」。冬枯れの季節を設定し、世間に関係が露見したことにより関係が絶え
てしまった定家と内親王の恋愛関係をモチーフにし、恋の妄執の権化となった蔦葛を用いてい
る。本曲において「葛」が象徴しているのは、以上のことから「恋の妄執」そのものであるとい
える。
　第二章では、「恋の妄執」を描くのに用いられた定家と内親王との間に恋愛関係があったとす
る伝説について史実より検討した。実際に彼らの間に恋の契りが存在していたかどうかを確証
づける文献や論説は存在せず、恋愛関係の事実の肯定論、否定論はいくつもあるが、そのいず
れにも論拠はない。しかし、確証はなくとも定家と内親王との間に恋愛関係を見出してしまう要
素は存在している。定家と内親王の恋歌である。先行研究である馬場あき子氏、錦仁氏の論を参
考にして、定家と内親王の和歌を取り上げて比較、検討すると、内親王の歌に返歌するような内
容の定家の歌が何首も存在するだけでなく、更に二人の恋歌と状況が一致するような記事が『明
月記』に存在していたことが分かる。記事がすなわち二人の恋愛関係を確証づけるものではない
が、呼応するような恋歌の存在、恋歌の状況と一致する日記の存在が、読者に二人の恋物語を想
起させるのである。
　第三章では、第一章の内容をふまえて、禅竹の宗教観、執着観から『定家』の結末の考察を試
みた。まず、禅竹の歓喜天信仰の様子が分かる『稲荷山参籠記』から禅竹が歓喜天を「男女和
合」の神として信仰している記事に言及した。次に、歓喜天そのものの性質を検討した。歓喜天
は、破壊の悪神であった毘那夜迦が、十一面観音と性交をすることで破壊衝動をなくし、善神に
なったという説話があり、そのことから日本においては民衆信仰として「富」と「性」、転じて

「商売繁盛」「夫婦円満」を司るようになった。日本の歓喜天を信仰する寺院は、毘那夜迦と十一
面観音が抱擁している二神一体の双身歓喜天像を祀っている。
　以上の考察から、田中成行氏の論を踏まえ、葛に囚われて一体となり、恋の妄執を象徴する定
家と式子内親王は、いわば男女の二神が一体となった歓喜天であり、禅竹の思想の結晶であるこ
とを考察し、更に『定家』に表れる禅竹の執着観を詳らかにした。「恋」とはまさしく苦しみの
円環、完成することのない未完の状態である。恋をするということは、恋の喜びと逢えない苦し
み、心が離れてしまうことへの不安や恨みに苛まれ、喜びと苦しみの循環の只中に立たされ、相
手に「執着」するということである。禅竹は『定家』において「執着」そのものの表現形式とし
て円環様式をもちいることによって「恋のありさま」を描写しているのである。
　禅竹の執着観は、歓喜天信仰を背景に、矛盾をはらんだ気持ちを抱えながら生きていかなけれ
ばならない人間という生命のありさまへの賛美の思想であり、謡曲『定家』の結末の美しさは、
禅竹の執着を肯定する思想に立脚するものであるという理解に至った。
　今後は禅竹の他の謡曲を取り上げて考察し、今回不十分であった禅竹の能楽論、思想、宗教観
を更に研究し、禅竹の能の美しさについて理解を深める事を研究課題としたい。
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序章
　本論文の課題は、「中堅」以上の看護師の継続的就労と職場環境改善に必要なものについて、
ベナー看護論1 に基づいた解明を行うことにある。
　この課題を設定した理由は、看護師として勤務しつつ大学で学んだ私自身の経験から、同年代
の看護師がキャリアについてどのように受け止めて職務遂行し、継続勤務しているのかを考察し
たかったからである。
　「中堅」以上の看護師は自己の専門性を極めるだけでなく、看護の質を支える中核として職場
の役割期待も高くストレスも受けやすい。一方、自身のライフイベントも交差しキャリア形成の
岐路に立ち、職業的アイデンティティに揺らぎが生じやすい時期でもある。この時期の看護師の
継続的就労と職場環境改善について明らかにする必要があると考える。
　その際、なぜベナー看護論を用いるのか。「中堅」看護師の定義には、日本看護協会において
も定まった規定はないこと。そのため、看護師の臨床看護実践の修得段階を５段階に分類するベ
ナー看護論を用いるのが一般的であること。そしてベナーは「中堅」看護師のライフイベントに
伴う就業継続とキャリア開発を重視していること、による。
　このような理由から、「中堅」以上の看護師の継続的就労と職場環境改善についてベナー看護
論に基づいた検討を行い、看護組織における看護の質を維持し向上させる核となる、「中堅」以
上の看護師の継続勤務を可能にするための、看護組織内部のキャリア開発を整備する必要性につ
いて示唆を汲み取りたい。

第１章　ベナー看護論の５段階
　ベナーは、ドレイファスモデルを看護師の臨床看護実践の修得段階に適用し、看護師の職業
的成長を「初心者（Novice）」、「新人（Advanced beginner）」、「一人前（Competent）」、「中堅

（Proficient）」、「達人（Expert）」の５段階に分けている。
　「中堅」レベルの看護師の特徴として、ベナーは、経験に基づいて全体像を把握する能力をも
ち合わせること、局面や属性からではなく「格率」に導かれ状況を全体的に「知覚」すること、
問題があればそこに焦点をあてた「自己裁量的な判断」ができる臨床看護実践の習得段階を指す
こと、「達人」レベルの看護師がもつ「卓越した看護実践」の習得をする前段階であること、を
あげている。

第２章　ベナー看護論における「中堅」以上の看護師とライフスタイルとの関係について
　ベナー看護論によれば、「中堅」レベルの看護師の年齢は23 ～ 27歳以上とされる。但し、全く
新しい臨床事例に３～５年前に遭遇した場合、たとえ年齢が50歳でも、「中堅」レベルの看護師
とみなされる。
　ベナーは、看護師の多くが女性であることに着目し、看護師のライフイベントとして結婚と育
児期間を例に挙げた。ベナーは、看護師が、多くの場合、これらの影響によって継続的就労を妨
げられ、その在職期間の短さにより看護職の社会的評価を低め、その結果「看護の価値」が脅か
される、と捉えている。　
　そのため、ベナーは、「中堅」看護師の継続的就労を可能にするような、病院の人事管理や戦
略、勤務体制の改善を主張している。なぜならば、「中堅」以上の看護師の継続的就労が可能に
なれば、看護組織における看護の質の維持・向上が大いに期待されるからである。
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第３章　ベナー看護論における「中堅」以上の看護師とキャリアとの関係について
　ベナーは、「達人」レベルの看護師がもつ「卓越した看護実践」が看護実践を最もよく改善し
ていくと主張し、「中堅」レベルの看護師のキャリア開発に向けた看護管理の系統的アプローチ
の必要性を提案した。なぜならば、「中堅」レベルの看護師の看護実践の能力である「自己裁量
的な判断」が、看護実践においては重要な役割を果たすにもかかわらず、それが病院側の安全な
ケア保証を優先する看護の方針や手順の過剰な形式化によって十分に活かされていない、とベナ
ーは捉えているからである。
　さらにベナーは、新入職員教育と退職率対策に重点を置く病院の戦略において、看護師のライ
フイベントを視野に入れた臨床知識の開発とキャリア開発に考慮が払われていない、と問題点を
指摘している。この改善策としてベナーは、現任教育を安定的に行う必要性、臨床看護職をキャ
リアアップの機会がある専門職にするための有意義なインセンティブと適切な報酬を与える必要
性、「中堅」レベルの看護師の「自己裁量的な判断」を十分に活用しうるように、病院の看護実
践の構造を再編し変更する必要性、について提言している。

第４章　考察
　ベナー看護論における「中堅」レベルの看護師が「卓越した看護実践」力をもつ「達人」レベ
ルに上達するためにも、継続的就労に加え、ライフイベントを考慮した臨床知識の開発とキャリ
ア開発が必要となる。ベナーは、「中堅」以上の看護師の特徴を十分に生かすような、医療現場
と現任教育の改革を提言している。
　「中堅」以上の看護師の継続的就労とキャリア開発に注意が払われていないということは、看
護師の現任教育とその就労条件が極めて不十分であることを意味している。それ故ベナーは、臨
床看護職をキャリアアップの機会がある専門職にするための有意義なインセンティブと適切な報
酬を与える必要性、および「中堅」レベルの看護師の「自己裁量的な判断」を十分に活用しう
るように病院の看護実践の構造を再編し変更する必要性、について提言している。看護組織が、

「中堅」以上の看護師に対して、ライフイベントの影響を十分に考慮した就労条件と就労環境を
提供するならば、彼らの継続的就労が、それ故彼らの専門的知識を向上させることが、可能にな
るからである。
　ベナーによる、５段階の臨床看護実践の修得段階は、多くの看護組織によって教育モデルとし
て取り上げられ、クリニカル・ラダーの基準として現任教育において活用されている。しかし、
ベナーの提言した、「中堅」看護師を十分に活用しうるように就労環境を改善することは、現在
も進行中の課題である。日本の多くの病院では、看護の専門的能力や実践力の高さに照らして看
護師を地位や報酬において優遇するすべを持っていない。また、看護師の継続的就労を可能にす
るような職場環境の改善も十分になされているとは言い難い。看護師を取り巻く日本の職場環
境がほとんど改善されることなく、高齢化社会の進展により、訪問看護の実施など看護師への負
担と責任がますます増えているのが実情ではないか。これでは、ベナーの言う、「中堅」看護師
の「自己裁量的な判断」力の活用による「看護の価値」の社会的認知からは程遠いと言わざるを
えない。「中堅」以上の看護師の継続的就労を可能にし、「中堅」レベルの看護師の「自己裁量的
な判断」を長期にわたって活用しうるように、看護組織を改善するとともに、「中堅」看護師の

「自己裁量的な判断」が尊重され更に伸長されるようなキャリア開発の整備が必要であると考え
る。

終章
　ベナーはこのように、医療現場とそこでの現任教育について、「中堅」以上の看護師の継続的
就労と職場環境改善に焦点をあてた改革提言を行っている。「中堅」以上の看護師が継続的に就
労することは、看護組織における看護の質の維持・向上につながる。彼らの継続的就労を可能に
するように職場環境を改善し、「中堅」レベルの看護師の「自己裁量的な判断」が十分に活用さ
れるようにキャリア開発を整備する必要がある。

注・及び引用文献
1）パトリシア　ベナー著／井部俊子監訳『ベナー看護論　新訳版―初心者から達人へ』医学書
院, 2005年。
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『万葉集』に納められている泣血哀慟歌は、題詞に柿本人麻呂が妻の死を嘆き悲しんで作った
と伝えている。この作品は儀礼の場で求められた「殯宮挽歌」とは異なり、私的な抒情歌として
の挽歌であり、これ以前には同類の作品はみられず、人麻呂によって新たに創造された和歌文学
である。作品は第一歌群と第二歌群の二群により構成され、さらに第二歌群に相似した或本歌群
が異伝として付されている。従来、この作品については人麻呂の実体験によるものか、あるいは
仮構の悲恋物語なのか、また第一歌群の妻は正妻か、あるいは「忍び妻」なのか、さらに三つの
歌群の妻は同一人か、別人なのかといった点を中心に各歌群の内実や相互の関係について様々に
検討されているが明解は得られていない。本稿は各注釈書や先行研究を精査・参照し、上記の点
に留意して作品の性格・成り立ちについて考察したものである。

全体は三章から成り、第一章では第一歌群の長反歌の表現について検討した。長歌は三段に分
けて整理した。まず第一段は初句の「天飛ぶや」から「恋ひつつあるに」までの18句である。こ
の段では、軽の里に住む妻の元を訪れることについて「やまず行かば　人目を多み　数多く行か
ば　人知りぬべみ」と歌われる。それほどまでに二人の関係を隠す理由として、「忍び妻」だか
らとする説と、「妻訪い婚」という当時の婚姻形態からみれば一般的な夫婦関係からも生まれる
表現であるとする説とがある。そのことは歌群の展開から明らかにされることになる。第二段は

「渡る日の」から「心もありやと」までの20句である。この段では生前の二人の仲を取り持った
「玉梓の使い」からの妻の訃報を「音のみを　聞きてありえねば」と歌われる。ここに「音」と
あることは注目される。それは「使い」がもたらした訃報はあくまで間接的な「伝聞」「音沙汰」
であり、妻の死を実感として受けとめていないことが意図されているのである。そして妻の訃報
が間違いであって欲しいと願いながら「慰もる　心もありやと」一縷の望みが託される。第三段
は「我妹子が」から結句の「袖ぞ振りつる」までの15句である。ここでは妻の面影を求めて「軽
の市」にたたずみ、「すべをなみ　妹が名呼びて　袖ぞ振りつる」と、妻の名を呼び袖を振った
ことが歌われる。それは「あきらめ」の心境ではなく『万葉集』の類例から見て、他界した妻の
霊魂を呼び戻そうとする行為と捉えるべきである。さらに人目の多い軽の市の雑踏の中でのこう
した異常な行為の表現は、この作品が仮構の悲恋物語であることを想定させる。続く第一反歌で
は、想念の中の情景として、黄葉の生い茂る山を望みながら、山道をさ迷い歩く妻の姿を求めて
いる。そして第二反歌では「逢ひし日思ほゆ」と、生前の逢会が回想される。反歌の表現からは

「あきらめ」を思わせる諦念が感じられるが、この表現は、先行研究も指摘するように、第二歌
群との連作性を示唆するものとして注意される。

第二章では、第二歌群・或本歌群の長反歌を適宜対比してその表現を検討した。長歌は四段
に分けて整理した。まず長歌の第一段は初句の「うつせみ（或本歌には「うつそみ」）と　思ひ
し時に」から「子ら（或本歌には「妹」）にはあれど」までの14句である。冒頭部の歌の場につ
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いて「軽」とする説と「泊瀬」とする説があるが、泊瀬説では第一歌群にそぐわず、「軽」と見
るべきである。第二段は「世間を」から「隠りにしかば」までの10句である。この段の表現の特
色は「かぎるひの　燃ゆる荒野に　白栲の　天領巾隠り　鳥じもの　朝立ちいまして（或本歌
は「い行きて」）入り日なす　隠りにしかば」と歌う幻想的な描写である。この場面について多
くの注釈書は葬儀や葬送にまつわる比喩あるいは実景と解している。しかし先行研究も指摘する
ように、この美的表現からは妻の他界に関わる心象風景としての文芸性が窺われ、享受者を意識
した仮構の歌物語を意図したものと思われる。第三段は「我妹子が」から「逢ふよしをなみ」ま
での20句である。この段では妻の形見の「みどり子」を抱え「妻屋」の中で悶々として悲嘆に暮
れる様子が歌われる。第四段は「大鳥の」から結句の「見えなく思へば」までの13句（或本歌で
は「灰にていませば」までの11句）である。この段の結句は第二歌群と或本歌群では大きく異な
り、或本歌群は妻が火葬にされたことを示す「灰にていませば」という語句で納められている。
一方、反歌は第二歌群が二首、或本歌群が三首であり、或本歌群にだけ見られる第三反歌は妻を
葬り家に帰ってきたときの様子を「玉床の　外に向きけり　妹が木枕」と表現している。この第
三反歌は或本長歌結句の「灰にていませば」と呼応しており、或本歌群は独立した仮構の歌物語
として構成されたものと考えられる。

第三章では、上記の検討を踏まえて各歌群の先後関係と連作性について考察した。従来、第一
歌群を基盤として第二歌群が成立したとする連作説と両歌群がそれぞれ単独に成立しているとす
る非連作説がある。またその一方では、或本歌群が独立して創作され、享受者の求めに応じる形
で、それとは別次元で創作されていた第一歌群に添わせるために、或本歌群を推敲して第一歌群
の文芸性を意識した第二歌群が制作されたとする説もある。第一歌群はその舞台を「軽の市」を
中心に設定し、構成・内容とも妻の訃報に接したその前後の時期であり限定的な描写である。そ
して第二歌群の舞台も「軽」であり「堤に立てる　槻の木」と、同地に所在した「軽の池」特有
の景観が歌われる。第二歌群の場面展開は多彩であるが、それは限定的な第一歌群を歌い継ぐ同
質の歌群として連作を意図していると思われる。また第二歌群は或本歌群に比べると、比喩を用
いた表現形式や記紀歌謡の景物の提示など文芸性への志向が強く見られる。それは第一歌群の持
つ文芸性に添うためには必然的なことであり、第二歌群は或本歌群を推敲して成立し、第一歌群
との連作性を目指した歌群であることが窺われる。また或本歌群の長歌の冒頭部と末尾に推敲が
集中し、反歌にも手が加えられ、特に第三反歌が削除されるなど著しく或本歌群に対する偏った
推敲がなされていることから、或本歌群は第一歌群とは別次元で単独に制作されていたものと思
われる。

以上の検討を通して、本稿のテーマについては次のように結論付けることができる。おそらく
人麻呂は、妻の死という実体験を踏まえた上で、泣血哀慟歌を二部構成にして創作していると思
われる。その第一部である第一歌群は、『古事記』が伝える禁断の恋などを題材にした悲恋物語
として構想されたことが考えられる。そして第二部である第二歌群は、或本歌群を推敲して第一
歌群との連関性を持たせながら一体化を意図して創作されたものと思われ、或本歌群はその異伝
として付されているのである。　

この泣血哀慟歌は人麻呂の実体験そのものではなく、物語性が色濃く見られ幅広い構成と展開
による文学作品として完成している。また、第一歌群では「人目を憚る妻」との突然の死別を描
き、第二・或本歌群では「幼子を遺して逝った妻」への執着を歌う。これは一人の妻との死別を
二様に描いたものとは考えにくく、軽の妻は「忍び妻」であり、第二・或本歌群の妻が正妻とし
て設定されているものと思われる。その結果として、第一歌群と第二・或本歌群の妻は同一人で
はなく別人であると定義することができる。
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　本論文は、「プロ野球選手の賃金は適正か」というテーマのもと、プロ野球選手の賃金につい
て論じたものである。

はじめに
　プロ野球界では、毎年シーズンオフになると契約更改や選手の移籍が行われる。この冬の期間
は通称ストーブリーグと呼ばれ、レギュラーシーズンとは違った醍醐味がプロ野球ファンを楽し
ませている。2014年も、この契約更改で多くの選手が、大台である年俸１億円超えを達成し、球
界全体で62人もの１億円プレイヤーが誕生した。その反面、大幅な減額をされた選手も多く、毎
年この契約更改では、様々な選手が喜びと悲しみを表現している。
　ここで、いくつかの疑問が生じた。選手によって賃金に差が生じているのは当然のことである
が、果たして選手は、その成績や能力に見合った正当な賃金を貰っているのであろうか。また球
団側は、選手を評価する材料として、学歴や勤続年数・年齢などの、成績以外の要因を賃金に含
めているのであろうか。含めているのであれば、実力主義のプロ野球界で、学歴や勤続年数など
による賃金格差は生じているのであろうか。このような疑問を解消するため、本論文を書き始め
た。
　本論文では、樋口 [1993] が用いたモデルを参考に、選手の限界収入 を推定し、それを実際の
賃金と比較することで選手の賃金比率 を求めた。そこで得られた結果をもとに、選手の賃金が
成績に見合った正当なものであるのか検証した。

第１章　日本プロ野球の歴史と制度
　第１章では、プロ野球選手の賃金を考察する上で重要となる、日本プロ野球の成り立ちと、プ
ロ野球界の制度を説明し、その特徴と問題点を指摘した。

第２章　選手賃金の推移と特徴
　第２章では、実際に選手の賃金について様々な観点から考察した。まず第1節では、選手の平
均年俸の推移を確認した。すると、FA（フリーエージェント）制度 が採用された1993年から
2004年までの間に、平均年俸は急速に伸び、選手のメジャーリーグ移籍が活発になった2004年以
降、その数値は伸び悩んでいることがわかった。
　第２節では、球団の支払い能力が、選手の賃金の決定要因になっているのか調べるため、一軍
選手平均年俸と各球団のホームグラウンド観客動員数を散布図に表し、これらがどのような相関
を持っているのか検証した。その結果、それらには正の相関があり、プロ野球選手の賃金は、所
属球団が試合に勝利し、観客動員数が増えることで上昇している可能性があることがわかった。
　第３節では、ドラフト順位別の選手平均年俸から、ドラフト制度が戦力の均衡化という点で正
しく機能しているか検証した。その結果、ドラフトで上位指名された選手は平均年俸が高い水準
にあることがわかった。しかし、日本のドラフト制度では、１位指名で重複した選手の交渉権
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を、抽選で決定するシステムを採用しているため、下位チームに有望な選手が集まるとは限らな
い。また、過去10年間で両リーグの優勝チームが偏っていることからも、ドラフト制度が、戦力
の均衡化という点では正しく機能していない可能性があることがわかった。そこで、各球団の戦
力差を縮め、ペナントレースをより盛り上げるために、アメリカで採用されている完全ウェーバ
ー制 を採用することを提唱した。
　第４節では、プロ野球選手の賃金に、年齢や学歴などの要因が含まれているのか確認するた
め、年齢別、勤続年数別、学歴別の平均年俸から、プロ野球界の賃金構造について考察した。そ
の結果、学歴別での賃金差は大きく見られなかったものの、年齢別、勤続年数別では大きな賃金
差があり、年功序列の傾向が顕著に見られた。しかし、それはただ年数を重ねた結果ではなく、
厳しいプロ野球の世界で勝ち残った選手の功績であり、一般企業のそれとは性質が違っていると
主張した。

第３章　プロ野球選手の賃金は適正か
　第３章では、2010年から2013年の、実在の選手のデータや球団収入を用いて、各選手の限界収
入を推定し、実際の賃金と比較した。すると、FA 権を保有している勤続年数の長い選手には、
限界収入以上の賃金が支払われており、逆に FA 権を取得していない勤続年数の短い選手に対し
ては、限界収入以下の賃金が支払われていることがわかった。また、ポジション別で賃金比率を
見ると、投手の方が野手よりも高い賃金比率をとっていることがわかった。これは、野手よりも
投手の方が怪我に対するリスクが大きいため、そのリスクの分球団側が限界収入よりも多くの賃
金を支払っているのではないかと考察した。さらに、全球団全選手の賃金比率を求めた結果、プ
ロ野球界全体の賃金比率は0.82となっていて、全体的に球団側による搾取が生じていることがわ
かった。
　そこで、全選手の限界収入から、契約金と賃金を引いた、球団側の受取額を求め、それを勤続
年数の累計で表すことで、球団側は選手が何年目の時点で費用を回収しきっているのか検証し
た。結果は、選手が入団してから６年間で費用を回収しきっていることがわかり、球団側は選手
に費やした費用を回収するためにも、入団してから最低６年間は選手を所属球団に拘束する必要
があることがわかった。しかし、現状のプロ野球界の制度では、原則として、FA 権を取得する
までの最低８年間は所属球団に拘束されることになる。球団側は、選手が FA 権を取得するまで
の期間で搾取をするため、FA 権取得までの期間が短くなれば球団側による搾取は生じなくなる
と考えた。具体的な期間としては球団が費用を回収し終える６年間とした。

結論
　プロ野球選手全体では、成績に見合った賃金を貰えていないということがこの研究から判明し
た。しかし、FA 権を保有している選手や勤続年数の長い選手に対しては、本来の成績以上の賃
金が支払われている傾向があることがわかった。そこで、球団側による搾取をなくし、選手全
体の賃金比率を上げるためにはどうすれば良いのか考えた結果、FA 権を取得する選手が増えれ
ば、プロ野球選手全体の賃金比率が上がると結論付けた。FA 権取得までの期間を短縮し、現在
よりも成績に見合った賃金を貰えるようになることで、選手の意欲も上がるため、プロ野球は今
よりも白熱したものとなり、ファンを喜ばせてくれるはずである。

主な参考文献
樋口美雄 [1993],『プロ野球の経済学』, 日本評論社.

1 その選手の成績により増加する球団収入の増加分のこと。
2 賃金比率＝賃金 / 限界収入で求める。実際の賃金の限界収入に対する比率のこと。賃金比率が１を超えると選手は賃金
を貰いすぎであり、１未満であると球団側による搾取が生じていることを意味する。
3 一軍登録期間８年間という条件を満たした選手に対して、国内球団への移籍の自由権（FA権）を与える制度のこと。
4 どの指名巡目でも下位チームから順に指名をし、指名した段階でその選手の交渉権を得るため、他球団と指名が重複し
ないシステムのこと。
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主査教員　佐野聖香
経済学部　国際経済学科　４学年　学籍№ 1220110216
塚　本　涼　夏

　本論文の目的は、マイクロファイナンスが貧困緩和に寄与しているのか明らかにすることであ

る。インドではこれまで膨大な貧困層をターゲットにしたマイクロファイナンスプログラムが実

施されてきた。2010年には、国別貧困線を基準にした貧困率では29.8％と改善が進んでいるが、

約3.6億人と依然として貧困者の数は多い。また、１日の収入を２ドル以下、1.25ドル以下という

国際的な基準で見た場合、2010年の貧困率はそれぞれ68.7％、32.7％となり、インドでは今なお

貧困が大きな問題である。本論文では2014年８月に筆者が行った現地調査を主たる材料としなが

ら、マイクロファイナンスの実態を明らかにしようとするものである。

第１章　貧困問題とマイクロファイナンス

　まず第１章では、貧困者と金融システムの関係性について説明している。借金を弁済する担保

を持たない貧困者に対し、銀行をはじめとするフォーマルな金融機関はサービスの提供を拒んで

きた。なぜなら彼らは、安定的な所得源がない、貸付のための担保にするものがない、などの理

由から金融機関が負担しなければならない取引費用を高めるからである。資本蓄積が少ない世帯

は、予期せぬ自然災害や経済変動の影響を受けて貧困に陥る可能性が高い。そのため、いつでも

借り入れできる信用制度や小口の出し入れが可能な貯蓄制度が、有事の際の消費平準化と資産蓄

積に重要な役割を果たす。金融サービスへのアクセスを開くことが貧困脱却のために重要である

と考えられてきた。こうした状況を打開する有力な手段として、長く金融サービスに不向きとさ

れてきた貧困層・低所得世帯に対し、担保を必要としない金融サービス（小口ローン、貯蓄、送

金、保険等）の提供を行うマイクロファイナンスが注目を集めている。

第２章　インドにおけるマイクロファイナンス

　第２章では、インドにおけるマイクロファイナンスプログラムの発展と現状について説明して

いる。独立後のインドは農村金融市場の発展のため、主要商業銀行の国有化や地域農村銀行の

設立を行い農村貧困層に資金を供給しようとしたが期待された効果を上げることはできなかっ

た。1978年からは総合農村開発プログラムが実施されたが、これも貧困緩和の効果は小さく、金

融としての健全性も著しく低く貧困から抜け出せた世帯は15 ～ 18％、返済率は25 ～ 41％にとど

〈学生研究奨励賞受賞〉
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まった。1990年代初めからは、SHG －銀

行連結プログラムが新しく実施された。

現在 SHG プログラムには４つのモデルが

あり、そのうちの３つについて現地調査

をもとにプログラムの貧困緩和への効果

について分析した（図１）。マイクロファ

イナンス機関、主に銀行と非営利金融機

関、営利企業の業務内容とそれに関わる

SHG の活動内容を中心に、近年多様化す

るインドのマイクロファイナンス事業に

ついて紹介し、３つのモデルを比較する形でマイクロファイナンスを分析している。その結果、

貧困層の主に女性を組織化し、グループ連帯保証制度のもとマイクロファイナンスを実施してい

るこのプログラムは、融資・貯蓄残高を伸ばしながら高い返済率を維持しており、貧困者の資産

形成、貯蓄増大、女性の地位向上という重要な効果を持つことが明らかとなった。

第３章　マイクロファイナンスの今後のあり方

　最後に第３章では、SHG プログラムの課題について収入向上活動と金融機関の人材問題の点か

ら述べた。インドのマイクロファイナンスは貧困を緩和するために有効な手段であるが、女性た

ちが行う小規模ビジネスなどが持続的かつ安定的な収入向上につながらないという課題がある。

生活水準の向上のためには、融資の拡大だけでなく安定した収入の増大を支援する政策や、職業

トレーニングの普及、こうしたサービスを提供する NGO の育成などにも力を入れていくべきで

ある。また、マイクロファイナンスの高い返済率を支える金融機関の職員の離職率が問題になっ

ている。SHG プログラムを持続していくためには、金融機関や職員が積極的に業務に取り組む

ことができるようなインセンティブを高める仕組みづくりが重要である。

おわりに

　マイクロファイナンスは「貧困者にはローンを返済することができない」「貯蓄能力がない」

といった貧困層に対する従来の常識を変えたが、金融サービスは彼らが貧困から抜け出すための

一つの必要条件に過ぎない。貧困の削減には、極貧層に対する人道的支援や、自然災害や伝染病

に対する救済、教育、公正な取引など、様々な介入が必要になる。だが、積極的に収入創出活動

をする貧困層を支援するうえで、マイクロファイナンスは最も効果的であるといえるだろう。

図１　SHG プログラム組織図
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主査教員　中澤克佳
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下　津　隆　明

　本論文は、増大を続ける社会保障費の中の国民医療費に着目し、その効率化を目的としてい
る。国民医療費は高齢化や医療技術の高度化といった様々な要因で増大するが、その他の要因と
して「医師誘発需要」が医療経済学の中で議論されている。本論文は医師誘発需要という側面か
ら国民医療費を考える。
　医師誘発需要とは、医師が所得最大化を達成するために、情報の非対称性を利用し患者に対し
て過剰な診療を行うことである。これは医療資源の浪費と捉えることができる。この医師誘発需
要は医師の裁量で診療が増えるという側面と、病院へのアクセスのしやすさから患者自らの意思
で診療が増えるという２つの面を持っている。後者は医師の行動とは無関係に診療が増えている
ことから、医師誘発需要に含まれない。これを医師裁量的需要と患者自律的需要にわけ、医師の
裁量による医師誘発需要を実証し、政策提言を行う。
　実証分析の結果から医師誘発需要の発生を確認し、それは診療報酬の改定率と関係があること
を導いた。そのため、診療報酬の改定ルールを政策提言とし、医療資源の浪費である医師誘発需
要による医療費の増大を止める。
　以下、各章の詳細を述べる。

　第１章では、国民医療費とその財源の持続可能性について述べる。社会保障費は国の歳出の中
でも大きな割合を占めており、社会保障費のために増税が議論されることもある。今後、少子高
齢化が進行すると、社会保障費の歳出はさらに増加する。中でも国民医療費は、年金・介護に
比べ今後の伸び率が大きいと財務省などで予想されているため、国民医療費に焦点を当てる。現
在、国民皆保険制度が導入されているため、医療に関しても原則３割の自己負担で診療を受ける
ことができる。これは保険料収入で医療費を賄っているためである。しかし近年、保険料収入と
給付費の差額が拡大してきており、不足分を税金で補っているため、医療保険制度は公費に大き
く依存している。基礎的財政収支の赤字が継続的に発生していることからもわかるように、公費
負担もこれまで同様に継続できるかわからない。つまり、医療保険制度と国の財政、両者の面か
ら考えて国民医療費を削減する政策を考えなくてはならない。

　第２章では、医療費の増加要因を医療経済学の視点で考察する。医療費は高齢化や医療技術の
高度化などの要因で増加するが、高齢化や技術の高度化は避けられない。さらに医療経済学では
医師誘発需要の影響も受けることがわかっている。これは医師の所得最大化行動を前提に、医師
間での競争が結果的に過剰診療を引き起こし、医療費を増加させるという仮説である。過剰診
療は言い換えると無駄な診療であり、医師誘発需要が実際に発生しているなら、その分の医療費
の削減は可能である。そのため、本論文では医師誘発需要を実証し、無駄な診療をなくすことで
医療費の増加を抑える。医師誘発需要の背景となっているのは医療というサービスの特殊な性質
であり、１つめは情報の非対称性である。医療サービスは専門性が高く情報の非対称性があるこ
とから、医師と患者の間に知識のギャップを生む。これにより患者は医師が提案する診療行為が
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適切なのか見極めることが難しい。２つめはフリーアクセスである。これは保険証さえ持ってい
れば全国どこの病院でも受診することできるため、患者が医療サービスを受けるためのアクセス
コストが低下していると言える。３つめは医療保険制度であり、患者が直面する医療の価格が保
険により低下している。これらの特徴が結果的に医師誘発需要を発生させやすい環境を作ってい
る。

　第３章では、医師誘発需要の先行研究を整理し、本論文における実証モデルを提示する。そし
て、OLS による推定とパネルデータによる推定を行い、結果を提示する。これまでの医師誘発需
要に関する研究では、人口当たり医師数と医療費の関係が主な分析内容だった。先行研究では、
医師数が増加すると医療費も増加するという結果が出ている。医師数が増加し競争が激化してい
る状況では、過剰な診療をすることで所得水準を保とうとする。これが医師誘発需要の背景であ
る。しかしながら医師数の増加は、患者側の視点で見ると病院へのアクセスがしやすくなってい
る状況である。患者の自発的な受診は医師の所得最大化とは無関係であるため、医師誘発需要と
は呼び難いが、多くの先行研究ではこの点が考慮されていない。そのため、Escarce は医師の裁
量による診療と患者の自発的な診療を分けて分析を行った。この分析は医師裁量的需要（医師誘
発需要）と患者自律的需要の２つに分けることから２段階モデルと呼ばれている。これらの先行
研究を踏まえ、患者自律的需要を排除した分析を OLS とパネルデータで行った。精緻なレセプ
トデータは入手困難であることから、都道府県レベルの国民健康保険事業年報と後期高齢者医療
事業状況報告のデータを使用した。分析結果は医師誘発需要の発生が認められるものであり、医
療費の削減の余地を見いだすことができた。

　第４章では、医師誘発需要が発生してしまう要因を考え、政策提言を行う。医師誘発需要は医
師の所得最大化を達成するために発生していると医療経済学では考えられているため、医師の所
得を決定する要因となる診療報酬制度に着目する。診療報酬の改定率と医師誘発需要の発生時期
を比較すると、マイナス改定時は医師誘発需要が強く表れ、プラス改定時は医師誘発需要の発生
が弱くなっている。つまり、医師誘発需要は診療報酬に大きく左右されている。この結果だけを
見ると、診療報酬のプラス改定が望ましく見えるが、プラス改定を認めると、改定幅の歯止めが
きかなくなる恐れがある。診療報酬の改定は、内閣と中医協によって決定されているが、公共選
択の視点では内閣や中医協というアクターは、自らの効用最大化を目指すと考えられるため、恣
意的にプラス改定が継続する可能性がある。これは医療費を削減するという視点から見ると、本
末転倒である。そのため、内閣や中医協が恣意的な改定をすることを防ぐために、改定ルールを
設けることが望ましい。改定ルールは年金のマクロ経済スライドを参考にし、物価と連動させ改
定率を決定する。医師誘発需要は医師のマイナス改定という所得減少の可能性があるときに発生
する。そのため物価と連動することで医師の所得が目減りすることがなくなり、医師誘発需要の
発生可能性も減少する。

　本論文は国民医療費に焦点をあて、医師誘発需要という視点から医療費の削減について考えて
いる。これは医療保険制度と国の財政の両者の持続可能性から見ても重要な問題であり早急に取
り組むべき課題である。本論文では、医師誘発需要の研究として発展してきた、医師裁量的需要
と患者自律的需要を２つに分ける２段階モデルを採用し医師誘発需要の実証を行った。都道府県
データより精緻なレセプトデータを使えなかったことなど、分析の精度は改善の余地が残された
が、限られた制約の中であったとはいえ、2000年代のデータで患者自律的需要の影響を排除した
上で、先行研究では議論されてこなかった後期高齢者医療保険制度の分析を加え、医師誘発需要
を実証できたことに本論文の意義がある。
　今後、高齢化がますます進む中、私たちが医療サービスを受ける回数も増えてくるだろう。そ
の時まで医療保険制度が崩壊することなく、必要な時に最適な医療を受けられる社会が続くこと
を望む。
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1.　はじめに
　2014年６月に内閣府から発表された『子ども・若者白書』の中で「自己肯定感」という項目が
あり、日本の若者の自己肯定感はとても低いことに関心を持った。自己肯定感の解釈は様々では
あるが、「自己肯定感が高いほど良い」という風潮がとても強い。しかし、日本では自分に自信
があるということや、自分が好きということを表現することはマイナスイメージになることがあ
ると考えた。また、自己肯定感がない人ほど、自分の現状に満足していない、すなわち向上心が
ある人という可能性もあるのではないかと考えられる。本研究では、日本において自己肯定感が
高い人が多いことは良いことであるのか、すなわち生産性を引き上げるかということを明らかに
する。

2.　先行研究および調査内容
　本章では、自己肯定感の現状、自己肯定感尺度及び向上心尺度、知的生産性を測るために用い
た単純作業のテスト及び認知思考力のテストについて記述する。
　まず、自己肯定感の現状としては、諸外国と比べて日本の若者は、自己を肯定的に捉えている
人の割合が非常に低い。また、自己肯定感と「うまくいくかわからないことにも意欲的に取り組
めるか」ということを比較してみると、同じように推移していることから、自己肯定感と向上心
には正の相関関係があるといえる可能性が示唆される。
　次に、本研究では自己肯定感を測る尺度として、田中 [2011] の「自己肯定感尺度 ver.2」を用
いた。田中 [2011] の自己肯定感尺度は、Rosenberg の邦訳版自尊心尺度の中で、しばしば因子
分析で欠落する自分を尊敬（respect）するという言葉を削除し、多様に解釈されやすい項目を
削除するなどの修正を加えられたものである。また、向上心を測る尺度としては、田中 [2011] の

「向上心尺度」を用いた。田中 [2011] の向上心尺度は、広辞苑などの国語辞典、及び自身の調査
研究で得られた、大学生が考える向上心についての自由記述を参考に作成されたものである。
　今回は、大学生に向けてアンケート及び課題を設定することで生産性を測るため、生産性の中
でも「知的生産性」を測ろうと考えた。しかし、知的生産性を測る方法というのは確立されてい
ない。そこで単純作業を測るテストと認知思考力を測るテストを一緒に行うことで、知的生産性
を測ることができるのではないかと考えた。
　単純作業のテストとして、アリエリー [2012] に出てくる「数字探し課題」を参考とした。これ
は、行列内の数字の中から、足し合わせると10になる２つの数字を探してもらう課題である。ま
た、認知思考力のテストとしては、カーネマン [2012] に出てくる「認知的思考力を調べるテス
ト」を使用した。このテストは３問で構成され、いずれも間違っているがもっともらしい答えを
直感的に想起させる、という点から選ばれている。ダンフォード [2013] によると、情報の操作と
決定のプロセスにかかわるのは直感と理性であり、無意識のプロセスと調整されるプロセスであ
る。これをシステム１とシステム２とする。私たちはシステム１の直感によって物事を判断する
が、システム２が適切に間違いを修正することで正しい判断へと誘導する。このテストは、シス
テム２を働かせることができるかが分かる。
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3.　研究結果
　前述の通り、自己肯定感と向上心を測るアンケートおよび単純作業のテストと認知思考力のテ
ストを使用し、分析を行った。調査協力者は、東洋大学経済学部の２年生から４年生までの173
名（男性107名、女性66名）であった。
　まず、自己肯定感と向上心の相関関係を分析し、次に自己肯定感、向上心と単純作業のテスト
及び、自己肯定感、向上心と認知思考力のテストについて分析を行った。最後に男女差について
分析を行った。
　結果として、自己肯定感と向上心は正の相関関係があった。ただし、自己肯定感が低い群の中
には、中間より向上心が高い群があることが示唆される結果となった。
　自己肯定感及び向上心と単純作業のテストについては、今回のテストでは単純作業のテストは
分析に使える結果を得ることができなかった。理由としては、アンケートとの両面刷り、そして
単純作業のテストと認知思考力のテストが上下になる配置で問題を作成したことで、時間外に問
題を解ける状況を作ってしまったためである。
　自己肯定感及び向上心と認知思考力のテストについては、全体としてはどちらとも顕著には表
れていないが、正の相関関係があった。向上心と認知思考力のテストの方がやや相関が強いとい
える結果となった。
　男性と女性の平均値で比べてみると、自己肯定感は女性の方が高く、向上心は男性の方が高い
結果となったが、t検定を行ったところ、自己肯定感も向上心も男性と女性による平均得点の間
に有意差は認められなかった。
　認知思考力のテストにおいては、平均値で比べてみると男性の方が高い結果となり、t検定の
結果も男性と女性による平均得点の間に有意差がみられた。先行研究である Frederick [2005] の
調査でも、男性の方が女性より平均正答数が高い結果であった。
　自己肯定感と向上心は、男性、女性共に正の相関関係があったが、男性の方が強く正の相関関
係があることが分かった。
　自己肯定感及び向上心と認知思考力のテストの男性と女性を分けた結果では、男性は自己肯定
感、向上心共に認知思考力のテストと正の相関関係があり、逆に女性はどちらも負の相関関係が
あった。このことから、男性は自己肯定感及び向上心が高いほど認知思考力のテストを正確に解
くことができるが、逆に女性は自己肯定感及び向上心が高くなるにつれて認知思考力のテストを
正確に解くことができていないといえる。

4.　まとめ
　結論として、全体としては自己肯定感と認知思考力のテストではほんの少しであるが、正の関
係があるため、自己肯定感が高いことで生産性は引き上がるということになるが、男性において
は正の相関関係、女性においては負の相関関係であるため、一概に自己肯定感が高い方が良いと
はいえない結果となった。向上心と認知思考力のテストの方がやや強い相関があるため、向上心
があるということが重要であると考える。自己を肯定的に捉えるということは大切であると考え
られるが、日本においては自己を肯定的に捉えているから良いということよりも、向上心を上げ
ていくということを重要視するべきだと考える。

参考文献
 ・ダン・アリエリー [2012] ,『ずる：嘘とごまかしの行動経済学』, 早川書房
 ・ダニエル・カーネマン [2012] ,『ファスト & スロー（上・下）』, 早川書房
 ・ハワード・S・ダンフォード [2013] ,『行動経済学の基本がわかる本　ポケット図解』, 秀和システム
 ・田中道弘 [2011] ,「自分が変わることに対する肯定的な捉え方の背景にあるものは何か？ ―自己肯定感, 向

上心, 時間的展望, 特性的自己効力感の視点から―」『マイクロカウンセリング研究』第６巻１号, pp.13-
23

 ・Frederick, Shane [2005] Cognitive Reflection and Decision Making, Journal of Economic Perspectives, 
19(4) , pp. 25-42
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本論文の目的は、首位企業が競争地位を低下させるひとつの理由として「同質化戦略のジレン

マ」と呼ぶ状況に首位企業が陥りうることを指摘したうえで、下位企業の差別化戦略を構成する

諸活動の差別性が高いほど、またその諸活動の関連性が高いほど、そうした状況が成立する可能

性が高まることを指摘することにある。ここでの「同質化戦略のジレンマ」とは、首位企業が同

質化戦略を採ることが可能であるにもかかわらず、それを実行できない状況のことを指す。

企業が事業活動を展開するにあたり、活動内容が同じであれば、保有する資源の豊かな企業の

方が高い成果を獲得する。そのため、経営資源に劣る下位企業が競争地位を高めるためには、上

位企業とは異なる事業活動を展開する必要がある。いわゆる差別化戦略である。しかしながら、

この差別化戦略は、しばしば上位企業の対応によって無効化される。上位企業は、下位企業によ

って展開される異なる活動を模倣することで、いわゆる同質化を図ることで、下位企業の競争地

位向上を防ごうとする。

もちろん首位企業にとって、同質化の可能性は常に一定ではない。Barney （1996） は、特定の

活動が依拠する経営資源の特徴によって、活動の模倣可能性が左右される点を指摘している。そ

の特徴とは、（1） 独自の歴史的制約、（2） 因果関係不明性、（3） 社会的複雑性、（4） 特許の４つ

である。Barney（1996）の議論に基づけば、上記４つの特徴のいずれかを備えた資源を下位企業

が独自に保有している場合に、首位企業が同質化戦略を採れなくなることとなる。

しかし、下位企業が展開する差別的な事業活動がこれらの特徴を備えていない資源に依拠して

いたとしても、上位企業が同質化に失敗する場合があるように思われる。本論文では、その場合

として、差別化戦略において追求されているビジネスモデルと首位企業の既存のビジネスモデル

が両立不可能である場合を指摘する。具体的には、下位企業が展開する差別的な事業活動が、首

位企業が展開している諸活動と矛盾する場合、首位企業は、既存のビジネスモデルが毀損される

ことを恐れ、同質化を嫌厭するという主張である。差別化された下位企業のビジネスモデルを模

倣することが、首位企業の独自のビジネスモデルに悪影響をもたらし、その結果、首位企業が獲

得・維持している顧客を喪失してしまうという状況に陥る場合が考えられる。

さらに、同質化戦略のジレンマが成立する条件として、下位企業の展開する事業活動を構成す

る諸活動が①首位企業が展開している諸活動とは大きく異なること、かつ②諸活動の関連性が高
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いことを指摘する。下位企業の差別化戦略は、首位企業とは異なる市場セグメントをターゲッ

トとして展開され、そのターゲット・セグメントの攻略に向けた様々な活動によって構成され

ている。①そうした諸活動が、首位企業が展開している活動と大きく異なるほど、首位企業にと

って、同質化戦略のコストは高くなる。また②そうした諸活動の関連性が高いほど、同質化に際

して、首位企業が変更しなければならない活動の範囲が増大し、同質化のコストは高まる。さら

に、関連性が高いほど、幅広い活動を変更する必要性が高まるため、既存のビジネスモデルの維

持が困難になる恐れもある。

本論文では、靴小売産業の事例分析を通じて上記の主張を確認する。靴小売産業では、下位企

業のエービーシー・マートが急成長を遂げ、長年トップの座を維持し続けていたチヨダを追い抜

くという現象が起こっている。その理由は、チヨダが同質化戦略のジレンマに陥っていたことに

求められる。「下位企業の戦略を模倣することによって、トップ企業の独自のビジネスモデルが

毀損される」ことが、「トップ企業が同質化戦略を採ることが可能であるにもかかわらず、それ

を実行できない」という同質化戦略のジレンマを引き起こしていたようである。

チヨダは、大量発注を交渉の武器とし、多くのメーカーや卸売業者と取引契約を結び、徹底し

たコスト・リーダーシップ戦略による低価格な商品によって、大衆顧客を獲得・維持するビジネ

スモデルの構築に成功していた。他方でエービーシー・マートは、チヨダとは逆に取引先を絞

り、独自の PB に注力するという、費用対効果を重視した差別化戦略によって、ファッション意

識の高い顧客を獲得するというビジネスモデルを構築する。一見すると、このエービーシー・マ

ートの事業活動は、トップ企業であるチヨダにとって模倣の難しいものではない。チヨダは、同

質化戦略によって、エービーシー・マートの顧客を奪うことができるように思われる。しかしチ

ヨダにとって、エービーシー・マートの戦略を模倣することは、自らが構築してきたビジネスモ

デルを毀損する恐れがあった。この状況ゆえに、同質化戦略を採ることができなかったと考えら

れる。

エービーシー・マートは、都市部のファッション意識の高い顧客層の支持を獲得するうえで、

当該セグメントに最適な製品を取り扱うだけでなく、様々な施策を講じていた。さらに、それら

の施策は、この顧客層の満足度を高めるうえで、密接に関わり合っていた。チヨダがエービーシ

ー・マートから顧客を奪い返すためには、取り扱う製品を変更したり、特定の施策のみを模倣し

たりするだけでは不十分であり、エービーシー・マートの施策の多くを模倣する必要があった。

このことは、画一的な市場ニーズを前提にビジネスを組み立てているチヨダにとって困難であっ

たと考えられる。大衆顧客を対象に最適なビジネスモデルを構築していたチヨダにとって、エー

ビーシー・マートの展開している多くの活動を模倣することは、既存のビジネスモデルを構成す

る活動を変更することを意味するためである。チヨダにとって、同質化戦略は、エービーシー・

マートとの競争においては望ましい手である一方で、既存のビジネスを破壊するという意味にお

いて採用が難しい手であった。こうした同質化戦略のジレンマに陥っていたことが、チヨダの対

応の遅れを招き、エービーシー・マートによる競争地位の逆転に繋がったと考えられる。
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主査教員　長島広太
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石　井　龍　希

はじめに
　本研究の目的は、カントリー・オブ・オリジン・エフェクトを既存研究より理論的系譜を紐解
きながら検討し、限定していくことで、当該研究領域の現状を把握し、カントリー・オブ・オリ
ジン・エフェクトのメカニズムについてより理解を深化させ、今後の研究の新たな課題を浮き彫
りにすることである。先ずカントリー・オブ・オリジン・エフェクト（以後ＣＯ効果）とは、
メイド・イン情報の提示により顧客の当該製品への認知や態度、購買意思決定に与える正負の
影響。また、顧客のカントリー・イメージによって、当該製品の評価に影響を及ぼすことを指
す。そして既存研究を読み進めた上で、矛盾点や十分に議論が展開されていないような点に踏み
込み仮説を導出し検証を行う。検証方法は、独自の質問紙によるアンケート調査から統計分析を
行う。最後にその結果から、本研究によって得られた成果を学術的視点と実務的視点から提示す
る。

第１章、ＣＯ効果現状分析
　ＣＯ効果は、様々な他の情報との関連のもとに研究が重ねられ、その理解を豊かのものにして
きたと整理できる。そこで有意な研究を行うため、研究対象・分析対象を明確にする。本論での
研究対象製品は、アパレル製品に絞って進める。その中でも普段着（カジュアルウェア）に絞り
込む。この理由としては、①最も身近な製品で、原産国のイメージが働きやすいと考えた点、②
カントリー・オブ・オリジン・エフェクト研究の事例でアパレルが少ない点、③実際に関与度が
高い製品の方が原産国を重視する傾向がある、ということからアパレルに限定している。分析対
象はエンドユーザーである、一般消費者を対象とする。アパレルは基本的に消費者メインである
ことから、Ｂｔｏ C に絞り研究を進めようと考えたからだ。また、その中でも大学生に限定し研
究を進めている。これは、①原産国のイメージは年代によって大きく異なる点、②カジュアルウ
ェアの使用頻度が高い点から大学生に選定している。

第２章、仮説の導出
　既存研究より、矛盾点や批判的推論を用いて仮説を導出していく。１つ目の仮説は、恩蔵
[1997] の「ＣＯＯもブランド名も、品質に対する消費者の知覚に影響を及ぼすが、ＣＯＯの影響
はブランド名の影響よりも大きい」という研究の、ブランドと原産国の関係性に疑問を抱いた
ことに起因する。この研究から、①「バイ・ナショナル製品の品質に対する消費者の知覚への
影響は、原産国よりも、ブランド名の影響が大きい」とする。２つ目の仮説は、現代の消費者は
原産国を気にする者が少ないことから、知識がある人のみが判断基準としてメイド・イン・情報
を用いているのではないかと考えた。また、同一製品カテゴリー内での比較がされていないこ
とから、②「製品購買の際における、メイド・イン・情報への依存度は、同一製品カテゴリー内
でも差が生じる。また、その場合製品への関与度が大きい程、メイド・イン・情報への依存度は
高まる」とする。３つ目の仮説は、日本における原産国イメージ効果に関する、品質に対しての
満足・不満足に焦点を当てた研究が展開されてこなかった背景から導出した。③「購買後の品質
に対するカントリー・イメージは、カントリー・イメージと購買後の満足度によって変化する。

〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 アパレル製品におけるＣＯ効果研究考察
―研究系譜から紐解く今後の指針―
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a. 満足を得た場合は、カントリー・イメージの良し悪しに関わらず、カントリー・イメージへ与
える影響には変化がない。b. 不満足を得た場合は良いカントリー・イメージに与える悪影響は大
きいが、悪いカントリー・イメージに与える悪影響は小さい」とする。

第３章、仮説検証
　上記仮説の検証は紙媒体のアンケート調査を実施し、SPSS を用いて多変量解析を行った。仮
説１は、具体的なバイ・ナショナル製品の原産国・ブランド国・価格・ブランドを設定した後、
一元配置分散分析を用いて、消費者が製品近くの際に最も影響を与えている要素を平均値より比
較した。仮説２は、因子分析を用いて関与度の変数を導き出した後、対応のあるｔ検定を行いメ
イド・イン・情報への依存度の差を明確にした。仮説３は、因子分析を用いて日本・中国のカン
トリー・イメージと、満足後と不満足後のカントリー・イメージを導き出した。その後、満足を
得た場合と、不満足を得た場合の２通りで対応のある t 検定を行い差を明確にした。そして、差
が明確となった不満足の場合のみ一元配置分散分析を行って平均値の比較を行った。検証結果
は、仮説１と２の前半部にのみ統計的に有意となり支持された。よって、仮説１より、消費者の
品質判断は、価格＞ブランド＞原産国であることが明らかとなった。仮説２では、購買時のメイ
ド・イン・情報への依存度は、同一製品カテゴリー内でも差が生じることのみ明らかとなった。
最後の仮説３では、イメージは満足度によって変化することが明らかとなった。満足後では、中
国製の方がイメージが高まった。不満足後では、日本製はカントリー・イメージに与える悪影響
がかなり小さくなった。

第４章、インプリケーション
　学術的視点からは、仮説１より若者のアパレル製品の知覚品質の明確化を訴えることが出来た
点。仮説２より、今まで議論されていなかった製品カテゴリー内の差の顕在化を示せたこと。仮
説３より、こちらも今まで議論が成されていなかったカントリー・イメージの購買後の変化の議
論に踏み込んだこと。そして独自の仮説を導き出して、独自の結果を導き出せたこと。また、現
代と過去の消費者における原産国に対する意識の差を示したこと。これらのことは、今後の議論
において意義のあるものであると言える。実務的視点からは、日本製を用いるメリットの向上が
挙げられる。その理由の１つ目として、仮説１の知覚品質によるメリットが挙げられる。現代の
若者は、品質知覚の際に価格を最も重要視しており、高価格なイメージの日本製はより高品質な
イメージを抱くと考えたためである。２つ目が、仮説３棄却によるメリットから推察される。良
いカントリー・イメージを持つ原産国は不満足を得た際に、悪影響が大きいと考え仮説を提唱し
た。しかし、これが棄却となり良いカントリー・イメージを持つ原産国のほうが、イメージの補
完作用が強く働き、悪影響が小さいことがわかったからである。ブランド・イメージに焦点を当
てた研究であったため、既知のブランドよりも新規で立ち上げていくようなブランドにより有効
であろう。
　そして、今後の課題としては、大学生のアパレル製品と限定的な研究となってしまったこと。
また、質問紙の設計などの改善点が見受けられたことであろう。しかし、既存研究を読み進めた
上で現代との矛盾点や乖離、新たな視点を提起できた点は一石を投じられたと考える。全体を通
して、大きく社会に貢献できる研究であったのではないかと思う。

主な参考文献
李炅泰 [2008]「カントリー・オブ・オリジン・エフェクト研究の現状と課題に関する一考察」『経
営論集』71号, 55－70頁。
恩蔵直人 [1997]「カントリー・オブ・オリジン研究の系譜」『早稲田商学』372号, 1－30頁。
日高優一郎 [2011]「マーケティング・コミュニケーションにおける原産国効果研究の課題に関す
る考察」『現代ビジネス研究』４巻, 51－65頁。
朴正洙 [2007]「グローバル・ブランドにおけるカントリー・オブ・オリジンの影響―カントリー・
オブ・オリジン研究の系譜と課題―」『商学研究科紀要』65巻, 47－61頁。
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主査教員　石井　薫
経営学部　Ⅱ経営学科　４学年　学籍№ 231011065
吉　田　圭　吾

　本論文の背景に、派遣労働者に対する派遣切りの問題や解雇、雇い止めに加え、不況を理由に

新卒内定者の内定切りなどの雇用・労働に関する社会問題がある。また、現在、日本では、女性

雇用や外国人労働者雇用の問題が起こり、女性労働者における産休や育休の問題に加え、外国人

労働者を取り巻く雇用環境等、様々な労働問題が見られるところから、本論文では、近年話題の

企業の社会的責任、いわゆる CSR に加え、ワークライフバランスやダイバーシティ・マネジメ

ント、コンプライアンス違反やコーポレートガバナンス違反の問題について考察した。

　第１章では、ISO26000が第三者認証を必要としない「ガイダンス文書（手引書）」であり、

ISO26000の７つの社会的責任の原則とともに ISO26000の中核主題について取り上げた。CSRR

について歴史的な経緯を明らかにした後、メセナとフィランソロピーに関して、それぞれの用

語の定義やメセナアワードやフィランソロピー大賞を受賞した企業の一覧を示した。次に CSR

のランキングについては、CSR ランキングのベスト５入りした企業の取り組みを紹介し、CSR

の評価項目がどのような方法で査定されているのかを見ていった。これを基に CSR の事例とし

て、日産自動車、トヨタ自動車、Mazda 自動車の取り組みについて紹介した。

　第２章では、日本企業が長年抱えている長時間労働や女性雇用の現状について取り上げ、約１

割の女性が出産を機に退職勧奨や解雇を受けるなど、介護・育児休業法が存在してもまだまだ女

性が仕事と育児の両立を果たすには厳しい側面も存在していることを明らかにした。このほかに

長時間労働の問題やサービス残業の問題も存在する。このサービス残業には「自発的サービス残

業」と「非自発的サービス残業」がある。これらの問題には「ノルマ発生の為」や「自分の能力

向上の為」といった労働供給側の積極的な判断もあるが、実際の日本企業では、従業員側が残業

を一切計算せず、すべての休日や休暇が休むという前提で考えられていないということや、成果

主義の普及によって成果主義が適用される労働者の勤務時間も長くなるなどの現実がある。本章

の最後には、クラッシャー上司の存在について取り上げ、部下を不正に巻き込み、ハラスメント

による事件を起こし、部下をつぶす上司の実態を明らかにした。

〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 労働 CSR の研究
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　第３章では、労働 CSR の企業不祥事がきっかけで CSR、コンプライアンス、コーポレートガ

バナンスがどういった役割を果たしているかについて検討した。まず、CSR とコーポレートガバ

ナンスについて、企業不祥事の防止にむけた経営者の役割として、経営者個人の人間性や経営理

念が極めて重要になることや責任ある経営を展開していく必要があることをみた。次に CSR と

コンプライアンスについて取り上げ、CSR とコンプライアンスの違いとして、前者は企業の社会

的責任と定義され、後者は企業の健全性を目指す為、コーポレートガバナンスの重要な柱の一つ

として位置づけられ、単に法令遵守するのに限定するだけではない。法令遵守の実質確保のため

に企業倫理まで取り組むことが必要になることをみた。

　第４章ではダイバーシティ・マネジメントについて取り上げ、女性・外国人・障害者雇用、正規・

派遣労働者の現状について見ていき、それぞれの雇用に対するメリット、現状、課題について考

察した。日立製作所の事例では、国籍などの違いを「その人が持つ個性」と捉え、2012年度外国

人取締役３人、日本人の女性社外取締役が１人となり、女性管理職比率を2012年度に12.4％、女

性管理職比率を3.5% 拡大できたという成果や、今後の日立は女性社員が指導的立場や経営の意

思決定に参画するための取り組みを本格化するという。

　第５章ではワークライフバランスについて取り上げた。近年、日本企業では、従業員の仕事と

生活の調和の必要性が求められている。2007年に策定された「仕事と生活に関する憲章（WLB

憲章）の策定であるが、これ以前にも、「ファミリーフレンドリー」という考えも広まっていた

ことと90年代の少子高齢化の進行がきっかけで、仕事と家庭生活、とりわけ育児との両立が重要

な政策と考えられるようになった。企業レベルでの「仕事と生活の調和」には個人差があり、多

様性に富んでいることから、１．管理者の支援、２．キャリアへの影響、３．組織の労働時間の

見込み、４．ジェンダー認知、５．同僚の支援の重要性などが重要になってくる。

　むすびにでは、近年話題のダイバーシティ・マネジメントやワークライフバランスは今後、日

本のどの企業でも取り入れるべきと提言した。この背景には、少子高齢化による労働市場の企業

の人手不足の問題があり、女性雇用においても、ダイバーシティ・マネジメントという視点にお

いて働く女性が増えたことが一つの魅力であるが、出産後の女性を取り巻く雇用労働環境は依然

として厳しいままである。日立や東芝のようにワークライフバランスの促進、ダイバーシティ・

マネジメントの推進をしている企業のさらなる飛躍は勿論、中小企業でもこういった制度の推進

に繋がることに期待したい。
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主査教員　多田英明
法学部　法律学科　４学年　学籍№ 1410110253
山　田　賢　和

〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 自由競争促進のための垂直的取引制限の考察
―ソニー・コンピュータエンタテインメント事件を手掛かりにして―

1．はじめに
　独占禁止法をはじめとする経済法分野についての違反事例には、明確な意思を持って違反行為
を行ったものだけではなく、結果として違反と認定された事例も含まれている。このような事例
の中には、違反とされた行為に至るまでの商行為によって従来には無かった商業上望ましい効果
が得られたものが存在しており、そのような商行為を違反行為の一部であるからと取りやめてし
まうことは大きな損失であると考える。また、違反行為を排除した新たな形の商行為を推進する
ことは、独占禁止法の目的でもある公正かつ自由な競争の促進の達成のために有効な手段になり
得るのではないかと考えられる。
　特に、メーカー等が小売業者に対して行う垂直的取引制限については、制限を掛けていたとし
てもその内容によって違反となる例とならない例が存在することから、違反となる垂直的取引制
限に関してその制限の内容を検討し違反とならない形に変更することは先述した新たな形の商行
為の推進に効果的なのではないかと考えたため、これを研究することとした。
　本論文では、垂直的取引制限について概観した後、垂直的取引制限の公正競争阻害性について
の重要事例であるソニー・コンピュータエンタテインメント事件において、問題とされた行為と
効果的であった行為を取り上げ検討をした。

2．垂直的取引制限とは
　垂直的取引制限とは、メーカーと流通業者など、取引において上流と下流の関係にある当事者
間で、相手の行動を制限する行為である。垂直的取引制限は価格制限行為と非価格制限行為の2
つに大別される。
　事業者が垂直的取引制限を行う理由として、制限を通じて自己及び自己の製品を扱う流通業者
の利潤を高めることや、ブランド価値の向上のために行われるサービスの質を維持するためとい
ったことが考えられる。垂直的取引制限の経済効果は多様であり、価格制限行為は原則違反であ
るとされているが、その他の全ても違法であるとは一概に言えないため、個々の事例ごとに市場
競争に対する影響を考慮して違法性を判断する必要がある。
　ＳＣＥ事件と並び垂直的取引制限についての重要判例である資生堂東京販売事件、花王化粧品
販売事件では、化粧品の販売方法に関してメーカーや卸売業者が小売店に対して制限を課するこ
とは、その制限が商品の販売のためにそれなりの合理的な理由に基づくものであり、かつ、他の
取引先に対しても同様の制限を課しているため、相手方の事業活動を不当に拘束するものではな
いと判断された。人体に直接用いるという化粧品の特性上、対面販売によって顧客の安全を確保
することは商品自体のブランド価値の維持にもつながり、化粧品市場の競争力に影響するため、
この販売方法の制限には「それなりの合理的な理由」があるとされ違反とならなかったのではな
いかと考えられる。



— 111 —

3．SCE 事件の概要
　SCE 事件とは、SCE が小売業者等に対し「値引き販売禁止」、「中古品取扱い禁止」及び「横
流し禁止」の３つの販売方針を遵守させ、PS ソフトを販売させる行為について、独占禁止法第
19条に違反するとして公取委が勧告を行った事件である。本件では、SCE が勧告に応諾しなかっ
たため、審判開始決定がなされ、審判審決が出されている。
　審判において SCE は、非価格制限行為である中古品取扱い禁止及び横流し禁止には多段階流
通の弊害を排除し、流通の効率化を図るという「それなりの合理的な理由」が存在し、また、価
格制限行為である値引き販売禁止についても、ゲームソフトは独占禁止法上の著作物に該当する
ものであり、これは著作権法上の著作物と同様に解すべきであるから、独占禁止法による再販売
価格の拘束の禁止は適用されないと主張した。
　しかし審決では、独禁法の再販適用除外制度の対象となる「著作物」と著作権法上の「著作
物」は概念が異なるものであり、また、著作物の再販適用除外制度は、立法当時の書籍、雑誌、
新聞及びレコード盤の定価販売の慣行を追認する趣旨で導入されたものであるという経緯からも
ゲームソフトは再販適用除外の対象とはならないため、値引き販売禁止は違反であるとされた。
そして、中古品取扱い禁止及び横流し禁止についても、ゲームソフトの価格維持を更に強固にす
るために行われたものであり、流通の効率化を図るという「それなりの合理的な理由」のもと行
われたものではないことから、本行為は違反であると認定された。

4．SCE の流通制度改革についての検討　－「直取引」システムの効果－
　SCE 事件で違反と認定された３つの制限行為であるが、これらは SCE が「直取引」と呼んだ
流通システムの下に行われていた。「直取引」システムとは、SCE 自らがゲームショップ等の小
売業者と直接取引をするという方針のことを言う。
　従来のゲームソフト販売の分野において、小売業者は卸売業者を主体とした多段階流通を通じ
てゲームソフトを仕入れるため、ソフトの需給不均衡が生じやすく、人気ソフトの品切れによ
る中古ソフトの売買や、不良在庫の値引き販売、抱き合わせ、横流しの原因となっていた。SCE
は、この卸売業者を通じることによるゲームソフトの見込み発注等が上記の需給不均衡を引き起
こすと考え、卸売業者を使用しない直取引システムを採ることにした。
　SCE はこれによりゲームソフトの売れ行き等の情報を直接入手することができたため、数量の
コントロールを比較的容易なものとすることができ、需要の不確実性に伴うリスクを軽減させる
ことが可能となった。これは、かつてよく見られた小売業者の在庫処分等利益損失の機会を減少
させることにつながった。また、直取引は流通システムの簡素化にもつながり、中間マージンが
圧縮されることにも繋がった。これにより、新品に限って言えば、従来のゲームソフトと比較し
て、消費者はより安価に商品を購入することができた。
　マスク ROM カセットと CD-ROM の製造コストの違いや作品ごとに製作費が変動するという
ゲームソフトの特性上、価格低下の要因のすべてが中間マージンの削減であった訳ではないが、
消費者がゲームソフトを安価に購入できるようになったのは事実であり、この点に関しては、
SCE の流通改革は従来のゲームソフト市場の問題点を解消するための効果が十分にあったのでは
ないかと考えられる。

5．おわりに
　本論文のはじめにも述べたが、独禁法の違反事例の中には、違反とされた行為に至るまでの商
行為によって従来には無かった商業上望ましい効果が得られたものが存在している。SCE 事件で
は、「直取引」システムが違反行為の要因となったと同時に、独禁法の目的でもある消費者の利
益と国民経済の民主的で健全な発達の促進を達成する要因にもなっている。このような事例をテ
レビゲーム業界に限らず多くの企業が研究し、違反となる行為を排除した新たな戦略を生み出す
ことで、より一層公正かつ自由な競争が促進されるのではないかと考える。
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向　　　祐　志

序論
　我が国は四方八方を海に囲まれた島国であり国土面積と領海と排他的経済水域を合わせた管轄
海面積は約447万平方 km と国土面積の12倍ほどあり、世界で６位に位置している。海洋国家と
して存在感を見せる日本であるが、しばしば他国の船舶が我が国の海域で複雑な問題となること
がある。この１つの理由として国際法の観点から沿岸国と外国船舶それぞれの対立する法解釈が
多々あるためだ。そこで、本論文にて国際法の観点から領海制度と領海警備について法解釈の違
いを考察する。

第１章．領海制度とその他の海洋制度
　海に関する法制度は古くから歴史の中で培われてきたものであり、大航海時代から海洋に関し
て考え方が多く生まれてきた。先ず、領海制度は海洋法に関する交際連合条約（以下、海洋法）
においても第３条にて領海の幅を「基線から12海里を超えない範囲」で設定することを明文化し
た。海洋法では国家の領域としては領海までを設定しているが、水域といわれるものも２つ規定
している。１つは海洋法第33条に規定されており、基線から24海里に設定が可能となっている接
続水域であり、もう１つは基線から200海里まで認められている排他的経済水域だ。また、これ
らの海域に属さない部分は全て公海と規定されどの国家にも属さない海域である。公海では海洋
法89条にて公海の国家の領有の禁止を定めつつ、同法87条で公海の使用の自由を認めている。こ
れら各々の水域の違いを踏まえて、次項以降で領海における違法船舶への対処について国際法の
観点から法解釈の違いを捉える。

第２章．無害通航権と権利無効船舶への法的対応
　領海は国家の権利が及ぶが、外国船舶に対して沿岸国の権利は規制される。海洋法第17条では

「全ての国の船舶は無害であれば領海内を通航することができる」権利を認められており、これ
を無害通航権という。当該権利は通航という航行方法であること、そして沿岸国にとって無害で
あるという２つの要件を満たしている時のみ認められる。海洋法では通航の要件に関して詳細な
記述がなく、ここで沿岸国と外国船舶との法的な対立が生まれる。日本では領海をはいかい等の
不用意な行為をしていなければ通過という要件で問われることはない。また、外国船舶の無害で
ない行為として海洋法第19条第２項に明記されているが、最後に「通航に直接の関係が無いその
他の活動」を規定した。このため無害性の基準が曖昧になり、更に沿岸国と外国船舶のどちらが
無害性を判断するのか、という問題点が生じる。これ以外にも法解釈の違いは無害通航権を認め
られない船舶に対する沿岸国の対応にも表れる。沿岸国は領海内の無害でない外国船舶に対して
必要な措置を執ることが出来る一方で、無害通航を妨害してはならない。優先的に沿岸国の権利
を認めるのではなく、外国船舶の法的権利も守ることで法関係でのバランスを保っている。しか
し、あくまでも法益侵害の度合いや船舶の種類を考慮する第1次判断は沿岸国にあり、プエブロ
号事件判決でも認可された。ただ、「妥当な措置」というものも何が、どのようにして執り行わ
れるかは明確な規定がない。現在、世界で多く行われている方法としては後述する追跡権での対
応とほぼ同じである。

〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 領海制度とその警備対応
―国際法の観点から法解釈の違いを捉える―
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第３章．旗国主義と追跡権
　本章では、領海制度ではないものの領海警備に関わり、かつ法的な問題を含むものを論じる。
領海制度や公海制度とともに発達してきた海洋制度として旗国主義というものがあり、これは公
海上の船舶はその旗国に管轄権が許されるという制度である。この制度には例外が存在し、その
１つに追跡権が存在する。追跡権とは海洋法第111条で領海における沿岸国法令の違反がある場
合に沿岸国はその外国船舶を公海上まで追跡し、拿捕する権利のことである。しかし、追跡が領
海または接続水域、内水、群島水域からの開始であり、追跡開始の前に外国船舶が視認しまたは
聞くことが出来る距離から視覚的または聴覚的信号を発し、中断しないことの全てを守らなけれ
ばいけない。これは旗国主義を壊さないために厳格な要件となっている。ただ、追跡開始の際の
視覚的・聴覚的信号がラジオ電波も認められるのか、そして拿捕するための追跡としてどのよう
な行為が追跡船舶に許されるのかが具体的な問題となる。特に、２点目の追跡行為と停止措置に
ついては判例が存在するため、次章で詳しく考察する。

第４章．領海警備
　領海警備とは沿岸国が不審船に対してとる一連の措置のことを言い、領海内の無害でない外国
船舶や被追跡船舶に対する沿岸国の領海警備の法解釈の問題点について論じる。現在、沿岸国の
警備では様々な形態があり、沿岸国の警備隊の船舶や哨戒機によるパトロール、警察力の行使、
さらに先述した沿岸国の保護権による行為や追跡権行使、法令制定などがある。但し、この時に
これらの列挙した行為を国際連合憲章２条４項の武力不行使原則に違反しないよう沿岸国は注意
しなければいけない。そこで、現在沿岸国が追跡権を行使する際に基準となっているものが３つ
の国際判例である。アイム・アローン号事件では拿捕を行うための実力行使はやむを得ないとし
つつ、必要かつ合理的な物でなければならいと判事している。続くレッドクルセーダー事件では
領海警備の際の無警告の実弾射撃を認めず、サイガ号事件でも人命に危険が及ぶことを批難し
た。以上のことから不必要な実力行使は武力行使にも該当する可能性があり、かつ沿岸国にはそ
のような権利がないことがわかる。しかし、日本の領海警備で違法な外国船舶に行われる放水は
法的に曖昧になることがある。放水自体は強弱をつけることが可能で人命に危害を加えることも
あるからだ。だが、人命への危険や船舶の沈没を誘発するような場合でなければ、放水は沿岸国
の領海警備の方法として妥当である。

第５章．領空の警備と海洋の警備の違い
　領海と違い、領空は国際民間航空条約第1条により国家は領空に排他的な権利を持つことを規
定した。また防空識別圏という領空から拡大して警備空域を設定する国も存在する。その排他性
が領海警備と領空警備の違いを生み出しており、領空を侵犯する民間航空機に対しては武器使用
を差し控え、要撃の場合には人命を脅かすことがないよう義務付けている。また、領空侵犯機が
国の航空機の場合は民間航空機と同様の対応の後、最後に撃墜を行うという国内法を制定してい
る国家もあるが、国際法として正しいかどうか定かではない。加えて、このような航空機に対し
ては対抗措置を行うことも可能である。以上のことから領域に侵入した際の領域国の措置のプロ
セスは領海と領空はほぼ同じだが、実力行使の容認については領海警備の方が領空警備に比べて
認められている。しかし、航空機や船舶に関わらず機械の性能は上昇し、それに伴い危険性が増
してくるため、領海警備と領空警備の差は縮まっていく可能性は高い。

結論
　永く培われてきた法体系のもとで海洋法は生まれ、発展し、そして領海制度は編み出された。
古くからの歴史を持つにもかかわらず、依然として無害通航権の解釈や沿岸国の法執行活動に大
きな差がみられる。しかし、対立する解釈の結論を急ぐことは重要でなく、そのどちらの解釈で
あっても沿岸国、外国船舶にとって少しでも問題が解消され、世界が発展していくように解釈を
発展させることを期待したい。
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１．はじめに

　私傷病休職制度とは、業務外の原因によって病気になったり、負傷したりして、労務提供が不

能又は不適当となる事由が生じた場合に、使用者がその労働者に対して、その労働者の地位を維

持させたまま一定期間労務に従事することを免除し、その一定期間中に健康状態が回復すれば復

職させ、休職期間が満了しても健康状態が回復していなければ、解雇もしくは自働退職となる制

度のことである。私傷病となった労働者に対して、一定の療養期間を与えるとともに、使用者が

解雇権を行使し、労働者が失職しないようにするといった目的がある。

　近年、精神疾患患者数が増加している。精神疾患は、誰もがかかる可能性のある病気であり、

一度かかると状態が安定することはあっても、完治することはない。そのため、今は状態が安定

していても、今後、状態が悪化するかもしれないという問題を抱えることになる。また、病気や

けがのように目に見える状態で症状が出にくいため、自分以外の誰かに病気であること理解して

もらいにくいといった問題がある。

　とはいえ、誰もがかかりうる可能性のある病気であり、労働者の中にもうつ病を理由に休職し

ている者が増加しているため、メンタルヘルスに対する社会的な関心は高まりを見せており、社

会生活を送るうえで、うつ病と職場環境や仕事は切っても切り離せない関係となっている。

　私傷病となり休職した労働者が復職する場合、様々な問題がでてくる。具体的には、休職者の

復職を認める治癒の基準、使用者の復職配慮義務の範囲、休職期間満了時の解雇や自動退職の法

的妥当性、休職事由消滅の主張立証責任、復職後の業務負担軽減措置の内容、負担軽減措置中の

労働者の身分や賃金、復職後に病気が再発した場合の使用者の安全配慮義務違反とその主張立証

責任、再発後の再休職の有無、再発防止策といった問題がある。

２．各章の概要

　第１章では、精神疾患患者数が増加し、休職している労働者が増加していること、本稿の論点

をについて述べた。

　第２章では、メンタルヘルス障害の現状について、厚生労働省が実施した労働者健康状況調査

の結果を述べ、メンタルヘルス対策の現状については、厚生労働省が公表している「心の健康問

主査教員　鎌田耕一
通信教育部　法学部　法律学科　４学年　学籍№ 7410101006
坂　西　香　澄
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題により休業した労働者の職場復帰支援手引き」の説明をした。

　第３章では、「業務外」と「業務上」の傷病の区別をするため、業務災害について説明し、労

災保険の受給を受けるための要件について述べた。精神障害が労災認定されるための要件を挙

げ、業務上の精神障害は、労働基準法19条によって解雇が制限されていることを述べた。

　第４章では、私傷病休職制度の説明をし、復職可能な治癒の基準は何か、復職の可否判断基準

は何か、復職の可否判断の過程は誰が行うのかといったことについて述べた。

　第５章では、使用者の復職配慮義務について述べた。休職者が100% の労務提供ができない場

合であっても、使用者は復職を認めるべきか否か、平成28年から施行される障害者雇用促進法36

条の３が施行された場合、復職配慮義務の範囲は現在より広くなるのか、それとも変わらないの

か。復職の負担軽減にはどのような措置があるのかについて述べた。

　第６章では、休職期間満了時、私傷病に基づく障害を理由にしてなされた解雇についての正当

性の有無、退職扱いの適法性、休職事由消滅の主張立証責任は使用者と労働者のどちらにあるの

かについて述べた。

　第７章では、治癒しているのに退職させてしまった労働者の復職を求める主張が認められた場

合の賃金請求や休職後の就労条件変更における賃金請求について述べた。

　第８章では、使用者が負う安全配慮義務の範囲、安全配慮義務違反の主張立証責任は使用者と

労働者どちらにあるのか、復職後の再発防止策について述べた。

３．結論

　復職可能な治癒の基準は、休職事由が消滅し、従前の職務を通常の程度に行える回復をしてい

ることであり、復職の可否判断基準は、職種や業務内容を限定する場合は、その業務の提供がで

きないこと理由に解雇でき、限定しない場合は、就業を命じられた特定の業務について労務の提

供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、企業の規模、業種、企業における労働

者の配置・異動の実情及び難易等に照らし、労働者が提供される現実的可能性があると認められ

る他の業務について労務提供が可能であり、かつ、その提供を申し出ているなら、債務の本旨に

従った履行の提供があるとし、復職させるべきであると考える。

　使用者の復職配慮義務は、休職者が復職を申し出た場合、休職者が現状において休職前の職務

遂行能力を完全に回復していなくても、復職を可能とする一定の配慮をし、復職させる義務であ

る。使用者が復職配慮義務を負うのは、労働者の働きによって利益を得ているため、いったん雇

用した以上は簡単に解雇できず、障害者雇用促進法36条の３を類推適用して、使用者は100% の

労務提供ができない労働者に対して、経済的に過度な負担を与えない範囲で就業環境を整備し、

その労働者の復職を配慮すべき義務を負うべきであると考える。

　安全配慮義務違反の範囲は、下級審判例から幅広く解釈されているが、使用者からすれば軽い

負担である方がいいし、労働者からすれば手厚い保証である方がよい。両者の対立する意見を、

どこまですり合わせて妥協点を見出すかが今後の課題となっている。
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はじめに
　「世間は狭い」のはなぜかを研究対象とする。大学に入学し行動範囲が広がった一方、世間の
狭さを感じることが多々ある。個人によって世間の範囲は異なるが、世間は狭いという諺のなか
で人々が無意識に認識する世間はどのようなものであるか。なにがそう感じさせるのか、ここで
指す世間の範囲を明らかにし、「世間は広いようで狭い」そう一般的に言われる所以について検
証した。

第１章　世間とは
　そもそも人々の中にある “世間とは何を指し、どの範囲を指すのか” 定義を論じる。世間は
人々の行動規範であると同時に、自身の交友関係や行動範囲を知る指針になっている。
　混雑している電車中の例として「近くの人が他人（ヨソの人）ならば強引に席を獲得しようと
するが、親しい知人（ミウチの人）なら席を譲ろうとする姿」が見られる。ここからウチが自分
の世間、ヨソがそれ以外と理解できる。日本においてウチとソトの生活空間は、３つの同心円か
らなっている。（図Ⅰ参照）土居は区別する目安を、甘えに基づく「遠慮」の有無だと指摘して
いる。親子以外の人間関係は、親しみを増すにつれ遠慮が減り、疎遠であるほど遠慮は増してい
く。遠慮がはたらく人間関係を中間帯とするとそのウチ側には遠慮がないミウチの世界があり、
そのソト側には遠慮をはたらかす必要のない他人の世界が位置することになる。（船曳、1990）
井上は、この中間帯こそが「世間」だという。世間は両者の中間帯にあり私たちの行動のよりど
ころとなる「準拠集団」なのである。（井上、1977）

第２章　階級とつながり
　人同士がつながる原因の一つに階級と文化資本が大きく影響している。P・ブルデューは、文
化資本等趣向や感性を規定する要因について「すべての文化的欲求は『教育の産物である』」と
述べている。彼はあらゆる「文化的慣習行動（美術館を訪れる・読書をするなど）」および「文
学・絵画・音楽などの選好」が、教育水準（学歴資格や通学年数）と出身階級 （職業）に、密接
に結びついているという。趣味や好みは、受けた教育の質と量の程度に応じて後天的に獲得され
る。またそれらは個人ではなく、家庭や学校等のある集団に共通性をもって顕現する傾向にあ
る。（ブルデュー、1990）この観点からすれば、趣味・趣向、価値観、行動規範等の文化資本の
形成は階級によってある程度決定づけられる。そのため、必然的に似た経済状況や身分・学歴の

図Ⅰ　ミウチ・世間・タニンの同心円
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人々と共に生活を送っている。これが世間の狭さの大きな要因なのだ。

第３章　地域とつながり
　地域に着目し生活環境と行動範囲の観点から、都会と地方どちらがより “狭い世間” なのか検
証した。当初は都市と地方では世間の狭さに差異がみられると考えた。
　多くの人と関われる可能性や範囲は都会の方が高いが、世間と捉えられる範囲の人々よりも、
タニンとされる見知らぬ他者との接触が圧倒的に多い。比べて地方では、関われる人の範囲や可
能性が限られる一方、特定の地域での生活が主のため都会と比べタニンの範囲が狭まる。都市と
地方それぞれをみた場合タニンの割合が異なるとわかる。（秋津、1998）タニンの割合は前者が
多く後者が少なくなるが、世間の範囲をみたときほぼ同一になる傾向がある。“狭さ” の観点から
とらえた両者の世間に差異はほとんどない。

第４章　ソーシャルネットワークとつながり
　社会心理学者の S・ミルグラムが1967年に発表した「六次の隔たり」という仮説は、社会学だ
けではなくポップカルチャー等さまざまなところで知られる概念である。「六次の隔たり」とは、
人は自分の知り合いを６人以上介すると世界中の人々と間接的な知り合いになれるという仮説
で、「多くの人数からなる世界」が「比較的少ない人数」を介して繋がるスモール・ワールド（世
間は狭い）現象の一例とされる。
　ソーシャルネットワークの普及に伴って、われわれの間のつながりが六次よりさらに緊密にな
ったとする調査がある。Facebook がイタリアのミラノ大学の学術研究者と共同で行った調査で、
一般の人々は「六次の隔たり」でつながっているとされてきたが、Facebook ユーザーの場合は

「四次の隔たり」でつながっているとわかった。ミルグラムの実験では、296名を被検者として、
特定の個人に葉書を送るという実験を行った。Facebook の調査では７億2,100万人にのぼる登録
者全体を対象としており、特定の２人の間の距離をより正確に示したことになる。
　多くのソーシャルメディアを使えば世界中の人々と繋がれる。しかし実際は、興味のある情報
や必要な情報だけを手に入れようとするため、つながる人々は、生活空間で接する人々や友人、
その他関心のある有名人・著名人などに限定される。SNS の多くが気軽に誰でも見られるもの
であるが、mixi の招待制や Twitter や Facebook のプライバシー設定（自分の SNS の公開範囲
を限定できる設定）からもわかるように見知らぬタニンを排除した SNS へと変容を遂げてきて
いる。タニンを排除した SNS は、ミウチと世間だけの自らつくりだした「世間」そのものだ。
SNS 上に自ら世間をつくり生活の一部として機能させることで、人は常に世間を意識している。

おわりに
　SNS の発展により以前よりも世間は狭まった。かつては知りえなかった友人同士のつながり
が、SNS を通じ可視化できるようになった。インターネットの普及により、見える世界は確実に
広がった反面、SNS やメールから24時間 “世間の目” に縛られ、強く世間を意識させられている。
　「世間が狭い」という言葉は、共通の知り合いがいる際に使う言葉だが、狭い世界で生きてい
るからこそ共通の友人が増えていく。交友関係は広がっている一方で、改めて行動範囲の狭さを
再認識させられている。地球上の約72億人（2014年12月現在）のうち私たちが無意識に関わりあ
っている人々は、階級、学歴、職業、年代、性別、文化資本、政治的関心、など数多くの変数か
ら導きだされたほんの一握りの他者にすぎないのである。無意識のうちに捉えている情報から見
える “社会” は確実に狭く、情報や普遍性には偏りがあることは想像がつく。社会には自分の世
間とは異なる人々が大多数である。友人が増えるほど、世間＝社会という錯覚に陥る危険もあ
り、情報の偏りに注意を払う必要がある。意識的に “みんな” が社会でない点を捉える必要があ
る。世界は広い、だが我々が生活している「世間」は一部の “狭い” 世界なのだ。

図Ⅱ　都会のミウチ・世間・タニン 図Ⅲ　地方のミウチ・世間・タニン
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主査教員　三沢伸生
社会学部　社会文化システム学科　４学年　学籍№ 1520110027
藤　井　千　尋

近年、超高齢社会を迎えた日本では、「色覚異常」を持つ人に対する配慮「カラーユニバーサ
ルデザイン（色のユニバーサルデザイン）」が話題に上っており、本稿ではこの問題をとりあげ
ることにする。

本論文の目的は、現在の日本においてカラーユニバーサルデザインがどれほど普及しているの
か、また現段階での課題はいかなるものであるのか明らかにしていくことである。そして、一見
して不便さを持つかどうかわからない人に対する配慮について、日本での現状を実地調査に基づ
いて考察し、その上で日本の課題、つまり今後どうしていくべきなのか考えることを目的とす
る。

本論文の調査は、カラーユニバーサルデザインの導入に取り組む組織の１つ「自治体（市区町
村）」を主な調査対象とした。第一に東京都、神奈川県、千葉県にある市区町村で、カラーユニ
バーサルデザインの取り組みが行われているのか、また具体的にどのような動向がみられるのか
明らかにした。第二に東京都、神奈川県、千葉県にある市区町村を対象とした調査を発展させた
ものとして、カラーユニバーサルデザインに先進的な東京都足立区と筆者が居住している千葉県
市川市に焦点を当て、２つの自治体でカラーユニバーサルデザインに関する共通点・異なる点が
存在するのかどうか比較した。

本論文の構成は、Ⅰ章で日本におけるカラーユニバーサルデザインの定義や歴史、カラーユニ
バーサルデザインの主な対象者、カラーユニバーサルデザインの色使いの指針について述べる。
Ⅱ章では、カラーユニバーサルデザインの普及に尽力している NPO 団体とカラーユニバーサル
デザインを製品に取り入れている民間企業の取り組みについて明らかにする。Ⅲ章では、東京
都、神奈川県、千葉県にある自治体において、カラーユニバーサルデザインがどれほど普及して
いるのか、この点について焦点を当てる。Ⅳ章では、Ⅲ章の調査をさらに掘り下げ、カラーユニ
バーサルデザインの先進的な自治体と筆者の身近な自治体を比較し、２つの自治体の施設などに
どのような共通点・異なる点があるのか明らかにする。Ⅴ章では、先行研究や筆者の実地調査を
もとに、日本においてカラーユニバーサルデザインがどれほど普及しているのか、またそこから
見えた課題について考察していく。

結論として、東京都、神奈川県、千葉県ではカラーユニバーサルデザインの取り組みの差が顕
著に現れた。それぞれの自治体におけるカラーユニバーサルデザインの動向が様々なものである
ことが明らかになった。カラーユニバーサルデザインに積極的に取り組んでいる自治体もあれ
ば、全くカラーユニバーサルデザインに言及していない自治体もある。文字の大きさを変える
といった配慮をしている自治体は数多くあるが、色の組み合わせに注意するといった配慮をして
いる自治体はまだ少ないのが現状だ。また、ガイドラインを作成し、カラーユニバーサルデザイ
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ンを取り組む姿勢を見せている自治体もあるが、ガイドラインを作成しただけで今現在どこまで
カラーユニバーサルデザインが進んでいるのか定かではない自治体もあった。こうしてみると、
積極的にカラーユニバーサルデザインに取り組んでいる自治体はほんのわずかなものなのであろ
う。足立区のゴミ分別マップでの赤色文字の下に傍線を引くといった簡単な工夫によって、カラ
ーユニバーサルデザインが成り立つ場合もある。これは、カラーユニバーサルデザインについて
の知識があればすぐにできることである。やはり、こうした配慮があることを多くの人に知って
もらうことが、カラーユニバーサルデザインの普及の第一歩になってくると筆者は考える。

また、カラーユニバーサルデザインに関して先進的な足立区と、そうではない市川市では、カ
ラーユニバーサルデザインの取り組みに大きな差が生じていた。現在の日本では、まだカラーユ
ニバーサルデザイン、すなわち色を使ったわかりやすい情報発信の配慮は普及していないと筆者
は分析する。今後カラーユニバーサルデザインの普及をさらに進めていくには、その重要性につ
いて他人に任せることなくわたしたち総員がこれまで以上に認識し実現に向けて努力していくこ
とが必要となってくるであろう。

カラーユニバーサルデザインは、2000年代前半に日本で提唱された考え方で、歴史はまだ浅い
ものである。色のユニバーサルデザインは、まだわたしたちにとって身近な存在ではないだろ
う。しかし、科学技術の発展はこの先も進んでいき色を使った情報発信の機会が廃れることは考
えにくい。だから、複雑な色使いがみられる今日の情報発信の機会に、カラーユニバーサルデザ
インの考え方を取り入れはじめるべきであろう。今日では、誰にでも色を使った情報発信の機会
がある。わたしたち１人１人が色を使うときに、使う色の組み合わせによっては不便さを抱えて
しまう人が生まれることを意識し考えていくことが必要になると考える。どのような色覚を持つ
人であったとしても、正しく情報を読み取れるようになる社会を今後日本は目指すべきではない
だろうか。

今から６年後の2020年には、東京でオリンピック・パラリンピックが開催予定となっている。
開催にあたり主に東京都内でユニバーサルデザインに配慮した施設が増えていくようである。ど
のような人でも楽しく競技を観戦できるように、スロープやエレベーターの設置といった近年で
は当たり前になりつつあるユニバーサルデザインとともに、どのような人でも正しく情報が読み
取れるように色のユニバーサルデザインが取り入れられることを願う。オリンピック・パラリン
ピックのような非常に大きな影響力を持つイベントでカラーユニバーサルデザインが取り入れら
れれば、その先の日本でそれまで以上にカラーユニバーサルデザインが取り入れられるようにな
るのではないだろうか。

また、企業や自治体でも、今あるカラーユニバーサルデザインの取り組みをさらに広げつづけ
てもらいたい。企業や自治体がカラーユニバーサルデザインを導入する姿勢を見せたならば、ま
ずは、カラーユニバーサルデザインを導入したはずが導入できていなかったというミスをなくす
ため、社員や職員にカラーユニバーサルデザインの導入方法について改めて正しく認識させてい
くべきである。カラーユニバーサルデザインを製品・施設に取り入れている組織に属する人が、
カラーユニバーサルデザインのエキスパートになるようにする状況を生み出すことが重要となる
だろう。企業や自治体といったわたしたちの身近な組織が積極的にカラーユニバーサルデザイン
の取り組みを続けていけば、日本社会においてカラーユニバーサルデザインの認知度が高まって
いくはずだ。こうした組織には、カラーユニバーサルデザインを製品に取り入れるとともに、是
非誰もが暮らしやすい社会を目指すためにカラーユニバーサルデザインの必要性を訴えてもらい
たい。こうした取り組みを経て、今後、ユニバーサルデザインの導入と同じくらいの頻度で、カ
ラーユニバーサルデザインが導入されるような社会になれればよいのではないだろうか。
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１．研究背景と目的
　本論文は、障害者スポーツにおけるクラス分けがもたらす課題について研究を行なったもので
ある。障害者スポーツは、現在のところはっきりとした定義は存在していないが、障害を持つ人
の状況に合わせ、安全にかつ楽しく公平に行われるスポーツであると捉えられることが多い。障
害者スポーツは主にリハビリテーションとしてのスポーツ、生涯スポーツ、競技スポーツなどに
分けられるが、その中でも競技スポーツに注目をした。
２．論文構成
　本論文は、はじめに、障害者スポーツとは何か、障害者スポーツの３つの領域、競技としての
障害者スポーツ、競技スポーツにおけるクラス分けと持ち点制度、事例検討、車椅子ツインバス
ケットボール、解決策、まとめ（今後の課題）の各章で構成されている。
３．研究方法
　車椅子バスケットボールや車椅子ツインバスケットボールの大会運営のサポート要員としての
関与体験、および先行研究の検討や関連ホームページの資料分析から、総合的な検討を試みた。
４．研究結果
　しばしば障害者スポーツは「アダプテッド・スポーツ」と言い換えられることがある。アダプ
テッド・スポーツとは、障害者がするスポーツだけを指すのではなく、高齢者や子どもなど個々
人の身体状況に応じて、やりやすいようにルールや道具を工夫したスポーツのことをいう。障害
者スポーツをアダプテッド・スポーツと言い換える人達の中には障害者スポーツが「障害者のた
めの普通とは違ったスポーツ」と感じられることを避けたいという思いや、「障害者だけが行う
スポーツではない」という気持ちが存在しているからだ。
　障害者スポーツが誕生した当初は、障害を負った人のリハビリテーションとして始まった経緯
から、スポーツとしての側面よりも福祉としての側面が強かった。その流れが変わったのは、日
本においては長野で行なわれた冬季パラリンピックからである。この大会においてメディアでの
情報量が増え、日本選手団も活躍も相まって障害者スポーツが「福祉」から「スポーツ」へと変
化を遂げたのである。
　また、障害者スポーツが団体化し、制度やルールが整えられて、近代スポーツ化し、競技とし
て大きく発展した。競技スポーツには、クラス分けや持ち点制度が存在している。しかし、競技
を行なっていく上では障害の程度や状態に大きな差があると、純粋な競技力だけでの勝負ができ
なくなってしまう。そこで、各選手の公平性を保つために存在しているのがクラス分けや、団体
競技においてはクラス分けを行なった上で持ち点を与えるなどした制度である。
　本論文では、クラス分けや持ち点制度の効果を明らかにして、個人競技と団体競技においてそ
れぞれの制度がどのような役割を果たすのかを述べている。そして、車椅子バスケットボールを
事例に、クラス分けや持ち点制度の効果をそれぞれ詳しく明らかにした。車椅子バスケットボー
ルにおいては、出場する５人の選手の合計の持ち点が14.0点を超してはならず、障害の程度や状
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態が軽い点数の高い選手と、障害の程度や状態が重い点数の低い選手が公平に試合に出場できる
機会を担保するものとなっている。一番点数が低く障害の程度や状態が重い選手は1.0点のプレー
ヤーであるが、脊髄が腰髄・胸髄・頚髄と分かれている中でこの一番点数の低い選手の脊髄損傷
の部位は胸髄までである。1.0点の選手であっても正規のゴールにシュートは届き、中にはスリー
ポイントシュートを打てる選手も存在し、競技力はどんどん増している。車椅子バスケットボー
ルの魅力は「車椅子の格闘技」と呼ばれる通り、その激しいプレーやスピードにあるが、これら
のことが求められるほど正規のゴールに届かない重度障害者達は車椅子バスケットボールから弾
かれてしまった。公平性を保つためのクラス分けという制度は、競技としてのスポーツに参加で
きる者とできない者を明確に分けてしまったのである。
　重度障害者達が競技としてのスポーツから弾かれてしまった流れの中で、重度な障害を持つ者
達でも参加できるようにと考案されたのが「車椅子ツインバスケットボール」である。車椅子ツ
インバスケットボールとは、ゴールが正規のゴールと他にもう一つ低いゴールが存在し、正規の
ゴールに届かない者であっても参加できるスポーツとなっている。このスポーツは現在でもリハ
ビリテーションとしての側面もあり、競技としての側面もあるスポーツとなっている。
　車椅子ツインバスケットボールが誕生したことにより、車椅子バスケットボールからはじき出
されてしまった選手たちがこぞって、喜んでツインバスケットボールに参加した。後にツインバ
スケットボールは頸髄損傷者達が団体化した。重度な障害を持つ頚髄損傷者達が団体スポーツと
して競技を楽しめる機会が与えられ。車椅子ツインバスケットボールは画期的なスポーツとなっ
た。
５．考察
　障害を持つもののために車椅子バスケットボールが誕生し、競技力が高まって行く中で重度障
害者達が弾きだされた。しかし、弾きだされた重度障害者達が参加できる車椅子ツインバスケ
ットボールが誕生した。これで全て解決したのかというと、そうではない。障害の程度や状態
は「軽度」と「重度」の２つだけに分けられるものではなく、その間の人たちも多く存在してい
る。福祉に制度の谷間が存在するように、スポーツにも谷間が存在しているのではないか。そし
て、その谷間にいる者達は満足な環境でスポーツができていないのである。例えば、車椅子ツイ
ンバスケットボールの選手の中に「三肢麻痺」の選手がいる。この選手は脊髄損傷の部位として
は車椅子バスケットボールだが、上肢の麻痺を含めると車椅子ツインバスケットボールであると
考えられる。車椅子バスケットボールでは基本的には上肢に麻痺を持つ選手は存在しておらず、
上肢に麻痺があれば車椅子ツインバスケットボールというイメージがある。しかし、ツインバス
ケットボールは、四肢麻痺の選手が対象である。この三肢麻痺の選手はツインバスケットボール
のチームに所属しているが、あくまで例外的なので、関東協会が主催する試合には出場すること
ができるが、日本協会が主催する大会、例えば日本選手権には出場できないのである。一競技者
として、自分がプレーする最高峰の大会である日本選手権や、その他出られない試合があること
自体、本人にとってフラストレーションが溜まるものではないだろうか。現在ではあらゆる法律
や宣言書等において「スポーツをする権利」が認められているにも関わらず、障害の程度や状態
によってスポーツの参加から弾かれてしまうことには大きな問題がある。
６．今後の課題
　では、どうすれば三肢麻痺の人も競技としてのスポーツができるようになるか。解決策として
例えば、①車椅子ツインバスケットボールに参加できる持ち点制度やルールにする、②三肢麻痺
やその他の障害を対象とした新しい競技を作る、③三肢麻痺の人達だけのスポーツを創る、とい
ったことが挙げられる。しかしこれらの策にはそれぞれ課題や問題点が残る。
　どのような障害の程度や状態であれ、まずは本人が望むスポーツに平等に参加できること、そ
のことが大事である。障害者スポーツはまだまだ発展途上である。この論文を一つの問題提起と
して考え、引き続き谷間にいる選手達のスポーツを享受する権利について考えていきたい。
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第１章　はじめに
　日本において圧倒的な発行部数を誇っている読売新聞と朝日新聞は、大きな社会的影響力を持
つ。そして、日本を代表する両全国紙はどちらも「気流」と「声」という読者投稿欄を設けてお
り、読者の投稿を継続的に集め、掲載している。
　本論文の目的は、両紙に掲載された「平和憲法・９条の改正」に関わる投書に焦点を当て、主
張の内容や掲載数、投稿者の属性（年齢など）を精査することで、採用傾向の共通性や差異、ひ
いては両紙の社論との関係を明らかにすることである。
　両紙のオンライン記事データベースから2005年（平成17年）５月３日～ 2014年（平成26年）５
月３日までに掲載された「憲法・改憲・護憲・九条・９条」のうち、いずれかの単語を含む投書
を抽出し、網羅的に調査を行った。また、その主張の内容（積極的な改憲派・改憲派・中道・護
憲派・積極的な護憲派の５分類）、掲載数、投稿者の属性をそれぞれの新聞社ごとに分析した。
　2005年（平成17年）は、１月に自民党が設置した新憲法起草委員会が初会合し、11月には自民
党『新憲法草案』を公表するなど、1982年（昭和57年）に同党が公表した『日本国憲法総括中間
報告』以来、実に約23年ぶりの日本国憲法改正への大きな動きがあったと考えられる。さらに、
民主党もこの年に『憲法提言』を公表しており、同年から憲法改正論議がさらに活発になったと
考えられるため、始点を2005年に設定した。なお、憲法記念日の５月３日を選択したのは、本論
文に合った日付であると考えたためである。
　本論文には大きく以下の３つの意義がある。
１．投書欄で論じられる１つのトピックを包括的・詳細に分析した先行研究はなく、日本の代表

的な新聞の投書欄の性質を明らかにできる。
２．投書欄と社論が示される社説との関係という、未知の分野を開拓できる。
３．報道において一般的に受け入れられている「公正」「多様性」「フォーラムの提供」といった

報道規範が、投書欄という場でどの程度実践されているのかを探るきっかけになりうる。
第２章　新聞と投書欄
　先行研究をもとに、投書欄の歴史や新聞にとっての役割について述べた。
　投書欄は、「世論」形成の原動力としての役割や新聞社の主張を「代弁」する役割などを持つ
と考えられている。
　投書欄には一般市民の価値判断やなまの主張があるため、読者の価値判断への影響力は、通常
の報道記事よりも強いと考えられている面がある。さらに、新聞社の意見ではなく、「読者の意
見」としてなら強烈な意見も紙面に出しやすく、新聞社が言いたいことを代わりに投書が述べて
くれるという「代弁」機能として働いているとも考えられる。
　新聞社は応募された投書のごく一部しか掲載できないという事実があり、掲載する投書の取捨
選択は全て新聞社に委ねられている。そのような中で、投書欄の世論形成に対する可能性、新聞
社の主張を代弁する機能などを考慮すると、社論と合致した投書のみを採用、あるいは異なる投
書を排除することもでき、それによって読者の価値判断を左右できるという可能性も存在しうる
という問題を提起している。
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第３章　読売新聞と朝日新聞の論調　‐5月3日、憲法記念日の社説から比較‐
　投書欄を分析する前に1947年（昭和22年）～ 2014年（平成26年）まで、67年間の憲法記念日
に掲載された両社説をすべて参考文献と追加研究によって検討し、各社は「平和憲法・９条の改
正」に対してどういった社説を組んできたのかを明らかにした。
　直近10年間で読売新聞は、集団的自衛権の行使容認を求める意見をはじめとして、平和憲法・
９条改正に対して「現在の９条のままでは、（国防の観点で）万全の対応ができない。日本の国
益にそぐわないことは明らかだ・・・憲法改正を待つことはできない」など積極的な改憲派の姿
勢が見て取れた。
　それに対して朝日新聞は社説で、平和憲法・９条に一切手を加えず、守っていくという一貫し
た護憲の考えを持っていた。９条は貴重な資産であり、変えないということが「結論」である
と、積極的な護憲派を表明していた。
第４章　投書欄の比較・知見の総括
　読売新聞の投書欄の最も大きな特徴は、改憲派の主張をしている投書が約半数採用されている
ということである。近年の読売の社説も積極的な改憲派を訴えていることを考えると、社説と投
書欄は改憲をすべきだという同じ意見をもとに平和憲法・９条が語られていることがわかった。
対する護憲派の意見は、全体の約１割強しか採用されておらず、中道派の意見は全体の約4割で
あった。
　一方、社説で積極的な護憲派の立場を主張している朝日新聞の投書欄は、護憲の色が非常に濃
く、実に８割以上が護憲派の投書である。朝日は９条を守っていくという主張が多数を占める投
書欄となっていた。それに比べて改憲派の意見は約４% しか掲載されていない。中道派の投書も
15％ほどで、読売に比べても割合としては少なく、はっきりと立場を示している投稿を好んでい
るという傾向も明らかになった。
　調査の結果、社説で積極的な改憲を訴える読売新聞は、全体として９条を改正していく主張を
持つような投書欄となっていた。そして、積極的な護憲の社説を組んできた朝日新聞は、積極的
な護憲派・護憲派が色濃いという特徴を持った投書欄が形成されているということが明らかにな
った。どちらも社説と近い立場の主張をする投書に重点を置き、掲載するという共通点がある。
また、社説とは反対の主張が採用されにくいことも同様である。本調査で、両社の社説の主張と
投書欄内での主張は相関関係にあるということが明確になった。
　新聞社はどちらかの立場に寄るような紙面作りをすることをよしとされていない。日本新聞協
会の倫理綱領にも、「新聞は公正な言論のために独立を確保する。あらゆる勢力からの干渉を排
するとともに、利用されないよう自戒しなければならない。他方、新聞は、自らと異なる意見で
あっても、正確・公正で責任ある言論には、すすんで紙面を提供する」と記されている。しか
し、読売新聞と朝日新聞の投書欄において、日本新聞協会が掲げる「自らと異なる意見」に対す
る紙面提供は十分ではなく、実現されているとは言い難い。
　もちろん、送られてくる投書自体に主張の偏りがあるという可能性は否定できないが、本論文
の結果を見る限り、投書欄の現状は、その特性でもある多種多様な意見を掲載するというフォー
ラム機能として十分な機能は果たされていない。そして、新聞社が投書欄のうまみとも言える価
値判断を形成する力や社論の「代弁機能」に重きを置いて扱っていることがその一因として考え
られる。
　投書欄で新聞社が社論と同様の主張を展開していることは、投書を投稿する自由がそれらを採
用する自由に飲み込まれてしまうことを招く。このままの状態が続いていくならば、一般市民の
なまの声を聞けるという投書欄が持つ特性は薄れ、ただ紙面の一部を平凡に飾るだけのものとな
ってしまうだろう。投書を寄せる読者を紙面に載せて “遊ばせる” だけではなく、９条改正にお
ける多種多様な意見を幅広く扱うことこそ、投書欄にとって、新聞にとって、有意義なことだと
考える。
　2015年１月５日に朝日新聞は「信頼回復と再生のための行動計画」を発表した。その中で、記
事や論説に対する異論・反論も幅広く掲載するフォーラム機能の強化を掲げた。この行動計画を
きっかけに少なくとも朝日においては今後、掲載される読者の声に変化が見られ、投書欄の傾向
が変わっていく可能性もあるかもしれない。様々な意見を持つ読者が集う「言論の広場」の拡充
に期待したい。
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〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 オタクのコミュニケーションに関する特性

主査教員　加藤　司
社会学部　社会心理学科　４学年　学籍№ 1550110100
青　砥　美由貴

　本研究は、「オタクは社会性がない」という従来のイメージに対する反証として、２つの目的

をもって進められた。オタクは一般に、アニメやゲーム、マンガ等の作品を偏愛する人々のこと

を指す。筆者はオタクを観察した経験から、先述のイメージに疑問を持ち、研究のきっかけとし

た。第１の目的は、オタクが持つ一般の人よりも優れたコミュニケーション能力を明らかにする

ことである。オタクたちは、同じオタクの集まる場では初対面でも積極的に交流するという側面

を持つ。このように、オタクが一般の人より活動的な対人行動をする場面があると考える。一方

で、それが可能なオタクとそうでないオタクがいるようにも、筆者の観察では感じられる。そこ

で第２の目的は、適応的なオタクの特徴を明らかにし、オタクである人がより良く生きるための

ヒントを見出すこととする。

　以上２つの目的をもとに行った研究を、それぞれ図に示した。
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　目的１について、質問紙調査１a では、同じ趣味の相手に親しもうとするオタクの態度は確か

められたが、自己開示傾向に関する仮説は支持されなかった。次に、実際にオタクの相手を目の

前にした際にも同様の結果が得られるか、実験を行って検証した。結果として、オタクはオタク

の相手に親近感や興味を持っていたものの、自己開示に変化はみられなかった。これは、オタク

の話題の多くが趣味に関することであるからと考えられる。質問紙・実験で確かめられた、オタ

クはオタクの相手に親しもうとするという態度に基づき、そうした特性が幅広い相手との交流に

結びつくとして、質問紙調査２b を行った。その結果、交際のある相手の多様さに有意差はみら

れなかったものの、「職業・所属を知らなくても付き合える人」とのつながりは、オタクの方が

多かった。このことは、オタクの持っているつながりが、自覚していないだけで実は多様であ

る、という可能性を示唆している。また、趣味が合う相手との関係から得られるものを、オタク

は非オタクよりも高く評価しており、オタクが趣味だけでなく対人関係をも重要視しているであ

ろうことが窺えた。

　目的２について、質問紙調査１b から、オタク自身が「オタク」を悪く評価している場合、自

尊感情が低まることが明らかになった。そこで、質問紙調査2b では、オタクの精神的健康を良

好に保つ方法を検討した。オタク群では、生きがい感を高めるのは幅広い相手との交際」と「趣

味で関係が拡がる意識」であった。「趣味への活動度」は、享楽的な部分のみに影響していた。

このことから、生きがいを感じるオタクは、趣味に活発になるだけでなく、対人関係を良好に築

いている者であると考えられる。

　仮説 A・B の結果から、「オタクは社会性がない」というイメージに反し、オタクが対人関係

に影響を受けることが明らかにされた。今後は、オタクの築いている対人関係を詳細に分析する

ことで、オタクのポジティブな特性が明らかにできると考える。
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はじめに
　近年、危険ドラッグのニュースが相次ぎ、薬物依存症の問題が話題になっている。その中でも
特に、刑務所に入所した経験がある女性のスティグマは強い。それに伴い、薬物依存症女性の回
復のための政策もみられるようになってきた。例えば、薬物使用の罪を犯した者に対する刑の一
部執行猶予に関する法律（平成25年６月19日公布）や、女子刑務所のモデル事業開始などであ
る。しかし、この問題を考える上で、社会内処遇にすることだけでは不十分であり、彼女たちの
出所後の関係性作りを重視すべきだと考える。そこで本論では、出所後の薬物依存症女性たちの
受け皿になっているダルク女性ハウスに着目し、調査、研究を行った。

調査の概要と結果
　本研究では、当事者から見た依存症からの「回復」過程と他者との関係性について考察するた
めに調査を行った。服役経験のある依存症女性の当事者研究と薬物依存症女性へのインタビュー
調査である。
　まず、筆者がボランティアスタッフとしてかかわりながら参与観察しているダルク女性ハウス
では女子刑務所経験者５名（20代前半～ 50代）の当事者研究を開催している。そこでは、服役し
ていた頃の話も聞くことができた。刑務所には、規律の厳しい上下関係があるので看守の目を盗
みながら連携して「悪さ」をすることがよくみられる。例えば、刑務所内では、消しゴム一つの
受刑者間の受け渡しも禁止されているが、見張りを付け、バレないようにドラッグの受け渡しの
ようにやりとりする。受刑者同士で連携して違反行為の「タイミング」を日常的に見計らい「ス
リル」を味わいながら生活している。
　人間関係の作り方の根底に「警察ＶＳ自分たち（悪い仲間）」という考え方が刑務所に入る前
からあり、更に刑務所の中でも強化訓練されてからダルクに来るため、今までとは逆の正直にな
るダルクのプログラムは馴染むまでには問題が出てくる。体調が悪そうなダルクの仲間をみて、
スタッフに伝えるのは「ちんころ（ちくり）」と感じてしまう。危険があるのはスタッフにいう

「ちんころ」の方だという勘違いが長く続いてしまう。刑務所で身につけてきた「スリルとタイ
ミング」や、看守の前では「いい子」を演じる関係性から、社会へ馴染むためには人との関係性
を変えていく必要があるといえる。
　インタビューは、３名の30代の薬物依存症女性へ行った。Ｃさんは、Ｄダルク女性ハウスのス
タッフ、Ｅさんは、Ｆダルク女性ハウスの入寮生、Ｇさんは、Ｆダルク女性ハウスの入寮生Ａダ
ルク女性ハウス施設長である。
　Ｃさんは、摂食障害の病気が悪化したことで医療刑務所へ送られる。そこでは看守にとても大
事にされ、自分の気持ちが変わるような経験ができた。看守との関係性は人の良さを知る機会に
なったという。
　Ｃさんは、出所後ダルクに繋がり、施設長に認めてもらおうとしたり、同僚のメンバーには自
分を「いい子」に見せようと演じる。Ｃさんの場合は陰で病気全開になりながら、自分自身のバ
ランスを保って生活してきた。

主査教員　本田宏治
社会学部　Ⅱ社会学科　４学年　学籍№ 2510110017
冨　岡　なおみ

〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 薬物依存症女性の〈回復〉における新しい関係性作り
―女子刑務所からダルク女性ハウスへ―
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「逸脱」と「病気」の違いをみると、社会でいう「逸脱」行為を、ダルクでは自分の「病気」と
して考え、自分の「病気」をなるべく正直に話しながら生活している。「逸脱」というと、「更生」
の関係性ができるが、「病気」ということで、ケアの関係性ができる。言葉の使い方を変える事
が、「回復」へ繋げる大切な要素の一つといえる。
　Ｃさんは施設を移動したり自分の症状が悪化したりしながら、仲間の中に居続けていくこと
で、女性の中が安全な居場所の感覚になっていったと思われる。女性の中で、どんな状態でも受
け入れてくれる事が、正直に話す気持ちへと変化していった。刑務所の話が偏見もたれず語れ
て、話すことで大事な仲間意識が生まれる。

結論
　本論では、当事者研究やインタビューを通して新しい関係性についてみてきた。それを、本稿
で明らかになった女子刑務所とダルク女性ハウスの違いから検討する。比較すべきキーワードは
大別して、「上下関係」「同僚」「関係性」の３点が挙げられる。
　まず、刑務所には明確な「上下関係」があり、看守が支持・命令を出し、受刑者は従うという
構図がある。それに対して、ダルクでは、スタッフは提案に留まるのに対して利用者は自分で選
択することができる。刑務所出所後に対等な関係性で、一般社会と繋がれる機会や、安全な方法
で表現活動をしたり、当事者研究発表していく場を提供する事で当事者が自信を取り戻していく
事が確認された。
　次に、「同僚」については刑務所では累犯が偉く、苛めやルール違反の知恵を伝承している。
それに対して、ダルクでは同僚は先行く仲間であり、独自のプログラムや素面で生きるための知
恵を伝承している。ダルクでは、正直になれるプログラムがあり、そこでは症状が治まることが
ある。他者に否定されず、正直に語り合える関係性が重要な意味を持っており、効果的な一つの
回復の場所として機能していた。ただし、女子刑務所のルールとは異なるので、ダルクのルール
に移行することが難しい。利用者は、時間をかけて他者との関係性をゆっくり変えていき、その
過程が素面への喜びに転換されていく。
　最後に、「関係性」については、刑務所では支配 / 被支配の関係であり、自分の問題を相談す
ることができない状況が認められた。しかし、ダルクでは、個人の問題を共有し、それを分かち
合い、周りにも役立てることができる関係が構築されていた。
　そして、一般社会では、薬物再使用は「犯罪」→「刑罰」であり、社会 VS 犯罪＝敵か味方か
の関係性である。ダルクでは薬物再使用は「病気」→「回復」であり、支え合いの関係性にな
る。インタビュー協力者たちは、刑務所→ダルク→社会へと馴染むまで薬物依存症でない人たち
より身体症状、問題行動、人間関係のトラブルなど色々と起きてくる。しかし、刑務所と社会と
の連携がほとんどとれていないため、刑務所と社会との連携や、刑務所とダルクの連携が必要と
いえる。
素面の期間が短いメンバーが自分のことを相談するためには、相談される側は素面の期間があり
尊敬できる存在になることが必要である。
　そして、社会のルールだけでは自分自身がコントロールできず健康が保てない状態の薬物依存
症である場合、薬物依存症の回復に役立つルールがあることで、当事者同士でルールを使ってい
くうちに、そのルールが伝承され一つの方法として価値のあるものになっていく。
　日常の小さな一つ一つの問題でも、社会の中では語ることで地位が下がったり、非難された
り、差別や苛めに発展してしまう恐れがある。ダルクの中だけでしか語れないことを、少しでも
語れる多様性のある社会に変われば、いえない問題を抱えている多くの人の生きづらさも解消さ
れる。ダルクのメンバーも社会へ復帰しやすくなり、社会の有用な一員になる者も増えるといえ
る。
　今回のインタビュイー 3名は受刑中に子どもがいなかったが、受刑者の中には子どもがいて、
出所後にシングルマザーで子育てすることも多い。自分の症状だけでも回復に時間がかかるとい
うことがわかった。今後は、子どもと離れて受刑期間を送る場合の、出所後の子どもとの再統合
や関係性作りが課題となる。
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主査教員　金子光一
社会学部　Ⅱ社会福祉学科　４学年　学籍№ 2530110039
山　上　雅　之

　社会福祉学は、個人の尊厳を保持し、その人らしさを発揮した生き方が出来るように支援する
ことを拠り所としている。人が生を受け、その人生を謳歌し最期を迎えるまでに、個人を尊重す
ることが、何よりも重要とされているからである。我々は、日々の暮らしの中で多くの自由が与
えられ、自身の意志を尊重した生活をしている。誰もが人生において、自分の意志のもと、日々
を過ごしていきたいと感じており、また、その人を取り巻く家族や知人も当人がそのように過ご
せることを願っている。しかし、死を目の前にしたとき、多くの人との間には様々な葛藤が生ま
れ、そこでの個人の尊重、その人らしさというものが改めて問い直される。本論文では、「安楽
死」に焦点を当て、そこで生じる葛藤、問題の要因、また社会の変化が及ぼす影響を、社会福祉
学の観点から考察した。
　安楽死をめぐって、日本のみならず、世界の各地で長年に渡り、論争が繰り広げられ、その解
釈は、各地の文化、人々の考えを背景とし、それぞれ独自のものとして展開されている。そし
て、安楽死に関する論議は、今なお多くの国や地域、人々の間で議論が行われている。
　安楽死の概念を初めて用いたのは、イギリスの思想家トマス・モアが1516年に出版した『ユー
トピア』であると言われ、その後、イギリスの哲学者フランシス・ベーコンが『学問の発達』の
中で「安楽死」（euthanasia）という用語を用いた。この言葉は、「死期が迫っている患者の耐え
難い苦痛を緩和ないし、除去して安らかな死を迎えさせる」と定義されており、死なせることが
目的ではなく、あくまでも苦痛の緩和、除去が第一の目的であるとされている。かつて、人々が
傷病に遭遇し、身体が冒されてしまうと、それに対する治療やケアが困難であったため、死を受
け入れ最期を迎えていくことが一般的であり、死というものは人生の一部であると捉えられてい
た。そして、近現代の著しい医療の発達、ケアや制度の体制が充実してきたことにより、これま
で克服が困難であった傷病に対し、打ち勝つことができるようになり、人生を過ごす時間そのも
のが長くなってきた。しかし、寿命の増加と共に、我々は死というものが自然で当たり前のもの
ではなく、避けなくてはならないものと考えるようになった。そして、様々な手法を用いて少し
でも長く生きていかなければならないという風潮が生まれ、結果的に、生きるということが「義
務化」されてきたと捉える論者もいる。
　現代の日本は、「少子高齢化」、「超高齢」社会に突入し、近代家族化の影響も受けて、自分の
意志に沿った生活が困難な状況がある。とりわけ終末期においては、自分の意志とは異なる病院
や施設で最期を迎える人が８割以上というデータがある。以前の日本においては、死期が迫ると
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私宅で最期を迎えるという人が多くを占めていた。しかし、現在では私宅外で過ごすことが当た
り前のようになっている。この背景には在宅において世話を受けることが困難な日本社会の状況
がある。これにより、自宅で最期を迎えたいと考えても家族の要望、判断により治療やケアが継
続され、そこから生じるジレンマが、安楽死問題を複雑化していることが考察によって明らかに
なった。また、日本は古来より「家族主義」の傾向が強く、個人がその人のみのものでなく、多
くの人と共有されるものとして考えられ、死をめぐる決断に際して、個人の考えを貫き通すこと
ができないことも判明した。
　世界では、安楽死に対して賛同する声、反対する声が多く上がっている。そしてそれぞれの立
場人々の思いが形となり、団体や組織、法や制度、新たなシステムが日々生み出されている。こ
のように安楽死問題が世界中で動きを見せる上で欠かせないのが、1975年にアメリカ合衆国でお
きた21歳の女性の安楽死をめぐった事件（通称、カレン・クイラン事件）である。この事件は、
世界で初めて「死ぬ権利」を認め、また、「人間の尊厳」という点が着目されたものとして、日
本においても大きく取り上げられた。その後、安楽死の法制化を目指す「日本安楽死協会」（現、
日本尊厳死協会）が設立され、事前に本人の意思を示すリビングウィル（Living will）の普及活
動が広まっていった。
　このように安楽死をめぐる問題は、今なお、様々な面から議論や論争が行われており、明白な
答えを出すことが非常に困難である。しかし、本論文においては、これまで日本で行われた裁判
事例や諸外国との比較研究を通じて、安楽死に対する日本の特徴を明らかにし、変容していく社
会の中で、自らが死を決断すること、その際に交錯する人々の想い、「個人の尊重」「その人らし
さ」との関係を考察し、論述した。
　本論文は４章から構成されている。第1章では、安楽死の台頭とし、これまでの歴史における
安楽死の捉えられ方、現代に至るまでの経緯を述べている。第2章および第3章は、第1章の内容
を受けて、日本を中心に海外（ここでは国が安楽死を容認しているオランダ、カレン・クイラン
事件の舞台となったアメリカ合衆国、近代ホスピスの誕生の地であるイギリスなど）の過去の事
件や事例を検証した。そして、最終章にあたる第4章では、安楽死肯定、反対のそれぞれの立場
から安楽死を客観的に分析し、最後に総括として安楽死の問題点、死の決断における「個人の尊
厳」、「その人らしさ」についての自らの見解を論じた。
　人生において、誰もが自分のニーズや意志に沿った選択をし、より良い生活を送りたいと考え
ている。死というものもまた、人が避けて通ることのできないものであり、だからこそ最期の瞬
間までも自分の意志を尊重した時を過ごしたいと考えている。しかしながら、現代の変容してい
く社会の中では、人と人との繋がりが希薄化しており、コミュニケーションが十分に図れていな
いという結果が生じている。安楽死問題においても、日頃からのコミュニケーションが取られて
いれば、互いを理解し尊重をした対応が可能となり、死の決断におけるジレンマの多くは解消さ
れるのである。私は、卒業論文のまとめとして、死の決断において、個人を尊重し、その人らし
さの発揮を目指すため、人との繋がりが大きな鍵となることを述べた。
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１．序論
　近年、義手の研究において筋電義手が盛んに開発されている（1）。これは切断部位の筋電をスイッチとする
ことで生身の手腕とほぼ同様の動きを可能にするものである。しかし、高位の切断部位になるほど測定が
困難になってしまうことがデメリットとして挙げられる（2）。このことから、健常腕から動作パターンを判別
し、義手がそれを補助すべき動作を判断することが出来れば、切断部位に左右されずに義手を扱うことが出
来るのではないかと考えた。そこで両腕動作に着目した。鎌倉は「人間の両腕動作は、線対称、点対称、片
方が静的な動き、反対側の手が動的な動きに分類できる（ただし、線対称は人体の正中線上に対称、点対称
は正中線の中点である）」と述べており（3）、先行研究では対称的動作を解析し、両腕動作を利用した義手補
助システムを実現させている（4）。本研究では、手指動作認識可能なデータグローブ（以降 DG）を用いて健
常腕の動作（動的動作）に合わせて把持（静的動作）のための制御信号を生成することを行った。
２．実験理論
　今回は非対称動作の代表例として、食事の動作に着目して実験を行った。箸の特定の動作をスイッチとす
ることで、食器を持つ、放す動作を行うことが出来るか試みた。スイッチとなる動作を決定する上で留意す
ることは、（ⅰ）通常の箸の動作とスイッチを誤認しないこと、（ⅱ）複雑な動作ではないこと、（ⅲ）食事の
動作を妨げないことが挙げられる。（ⅱ）（ⅲ）を考慮し、今回は「箸を連続で三回開閉する動作」を選定し
た。（ⅰ）を満たすように健常腕の動作信号から、スイッチとなる信号を抽出する。また、箸の持ち方、動
かし方は個人で差が生じるため、スイッチ信号か否かの閾値は測定実験から求めた。
３．予備実験
3-1. 実験器具
使用する DG を Fig. 1に示す。日本バイナリー株式会社製5DT Data Glove 5 Ultra で、各指の部分に光フ
ァイバーが内蔵されており、手指の角度を測定することが出来る . この角度の微分値から健常腕の動作を判
別する。
3-2. 実験方法
　被験者は20代男性４名で実験を行った。利き手に DG を装着してもらい、「スイッチ→通常の箸の動作→
スイッチ」を連続で２セット行いデータを測定した。次に被験者の箸の動作における手指の動きを調べ、ど
の手指で箸を動かしているか確認した。その後スイッチ動作として適切な微分値の閾値 D（絶対値）とその
動作時間 T（s）を調べた。
3-3. 測定結果
　被験者の５本の手指の微分値波形を確認し、スイッチ動作の波形が表れている手指を動作に寄与している
手指とした。閾値は４箇所あるスイッチ動作の微分値の絶対値の最大値の平均の半分とし、動作時間はスイ
ッチ動作を行う時間の平均から設定した。まとめた表を Table 1、結果を Fig. 2～ Fig. 5に示す。被験者 A

Fig. 2  被験者 A の結果

Fig. 1  使用した DG

Fig. 3  被験者 B の結果
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～ C については、寄与している手指を見ると正しい持ち方をしているが、被験者 D については他の被験者
に比べ動作が安定していないことが考えられる。
４．制御信号生成
4-1. 信号生成プログラム
　指角度の微分値が、閾値 D を超えたときカウントを始め、決められた時間 T の間にカウントを３になっ
たとき出力が１（義手に食器を持つよう指示）とする。時間 T を過ぎた後、再び閾値 D を超えたところで
カウントを開始しカウントが３になったとき出力を0（義手に食器を放すよう指示）にする。
4-2．確認実験
　設定した閾値と動作時間が正しいか確認するために再度データ測定を行った。２(s)、10 (s)、15 (s)、25 (s)
のときにスイッチ動作をしてもらうよう指示し、２(s)、10 (s) の間と15 (s)、25 (s) の間は通常の箸の動作を
してもらった。その後正しくカウントがされているかを確認した。その結果を Fig.6～ Fig.9に示す。
　被験者 D は、箸の動作が安定しておらず、途中のスイッチ動作を上手く識別することが出来なかった。
また被験者 B は途中のスイッチ動作を認識することが出来なったが、被験者 A、C は上手く識別すること
が出来た。改善点としては、今回の実験では閾値を人が計算して求めていたが、ニューラルネットでスイッ
チ動作と箸の動作を判別させることが出来れば、閾値選定も容易になるのではないかと考えている。また箸
の持ち方が不安定だった場合、指先の情報のみでは判別が困難であるので、健常腕の筋電を用いることで、
問題を解消出来るのではないかと考えている。

５．結論
　筋電義手のデメリットとして、高位の切断部位になると筋電が測りにくくなる。そのため健常腕から動作
を判断することが出来れば、義手制御も容易になると考えた。本研究では非対称動作の制御信号を生成する
ために DG を用いて実験を行った。非対称性動作の代表例として食事の動作を取り上げ、スイッチと通常の
箸の動作を微分値を用いて閾値を設定することで、２つの動作を識別出来ることが確認出来た。
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Fig. 8  被験者 C の結果 Fig. 9  被験者 D の結果
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Fig. 4  被験者 C の結果 Fig. 5  被験者 D の結果
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Immobilisation of cancer cells on fullerene nano fibres utilising antigen-antibody reaction
Nozomi Kamimura

Abstract: Carbon nanostructures such as C60 fullerene molecules can be used in a variety of 
scientific and engineering fields. It is supposed that C60 fullerene molecules are particularly useful 
for biomedical studies as well as mechanical and electronic ones. In the present study, fibres 
composed of C60 molecules and sulphur are successfully synthesised by a very simple ‘single 
solution deposition’ process and then antibody molecules are immobilised on the surface of the 
fibres to trap specific cancer cells. It is found that the target cells are captured by the antibody 
immobilised on the surface of the fibres. The present methodology based on nanotechnology may 
well be utilised for the detection of cancer cells and eventually make a great contribution to the 
development of biomedical devices.

Keywords: C60 fullerene molecules; Nano fibres; Cancer cells; Antibody

1. はじめに
　炭素系ナノ材料は生体適合性、加工性が良く、表面
積が大きいという利点もあるため、がんの発見、死滅
などを目的とした研究に使用されている。炭素系ナノ
材料の１つに Fullerene （C60）があり、これは炭素60個か
ら構成される球状の構造物である[1]。
液液界面析出法（LLIP 法）によってファイバー状の構造
物である Fullerene-nano-fibres （FNFs）を合成すること
ができる[2]。LLIP 法により、溶解度の異なる２液の界
面において FNFs が析出されるが、この手法は長いフ
ァイバーを得られる反面、静置状態の維持が必要不可
欠であり、析出に長時間を要するという欠点がある。
一方、一液析出法 （SSD 法）では、ベンゼンに C60と硫
黄を溶かした溶液をホットプレートに滴下し、溶液が
気化していく過程でウニ状の FNFs が形成される[3]。
この手法を利用することにより、ファイバーを簡単な
手順尚且つ短時間で作製することができる。本研究で
は SSD 法によって得られた FNFs を利用してがん細胞
を検出するチップの開発を目的とし、FNFs 表面への抗
体の修飾、抗原抗体反応を利用したがん細胞のトラッ
プ、免疫蛍光染色による可視化を行った。

2. 実験方法
　まず50℃に熱したホットプレート上で温めたガラス
基板上に C60と硫黄をベンゼンに溶解させた溶液を滴
下し、ガラス基板上に FNFs を作製する（Fig. 1（a）参
照）。その基板に４%MPTMS を滴下し45分間反応さ
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Fig. 1 Experimental procedure. (a) Growth of fibres 
composed of C60 and sulphur; (b) Trapping of cells 
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せ、次に0.25mM GMBS を１時間、１次抗体 （10 µg/ml antibody） を１時間反応させる。このようにカ
ップリング剤を用いて抗体を修飾させることにより、抗体の反応部位が上を向くため、より効率的に細
胞を捕えることができる。細胞として、TE-2 （ヒト食道がん細胞）、DLD-1 （ヒト大腸がん細胞）、PC12 

（神経細胞） を、10 µg/ml Hoechst にて30分間核染色したものを使用した。抗体を修飾した基板へ細胞
を滴下して１時間反応させ、次に２次抗体 （10 µg/ml Alexa 488 Flour） で１時間反応させた（Fig. 1

（b））。その後４% パラホルムアルデヒド in PBS で20分間、0.1% Triton-X で10分間反応させて細胞膜を
固定し、共焦点レーザー顕微鏡 （Nicon AI,OLYMPUS IX80） にて観察した。それぞれの反応は37℃の
保温庫にて振動させて実施した。

3. 結果・考察
　Fig. 2に示した顕微鏡画像によると、TE-2, DLD-1ともに細胞が FNFs 上に存在していることが分か
る。特に、拡大画像からは FNFs の上に細胞があることが確認でき、FNFs に抗体が修飾されているこ
と、その抗体により細胞がトラップされていることが確認できた。FNFs が形成されていない部分にも
細胞があることも多々見受けられたが、これは FNFs の完成度にむらが生じるためだと思われる。C60

を FNFs へと加工する際、同じ量の溶液を使用しても一基板あたりに作られる FNFs の量には差があ
り、針状構造を取れていない C60が存在すると推測できる。FNFs 以外の C60にも抗体が修飾された結果、
FNFs 上以外の場所にも細胞がトラップされたものと推測される。また今回の実験では、抗原抗体反応
による特異性を検証するために PC12を使用したが、TE-2, DLD-1と同様に PC12もトラップされるとい
う結果が得られた。これは TE-2, DLD-1との抗体の間で特異的結合が起こっているだけではなく、PC12
とカップリング剤や抗体の間で非特異的結合が起こっている可能性が考えられる。

4. まとめ
　今回の結果から、FNFs によって細胞をトラップできることが確認できた。しかし、目的以外の細胞
をトラップしてしまう問題が残り、今後は目的細胞をトラップするための特異的結合の検証を行ってい
く必要がある。
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1．研究背景と目的
　現在、化石燃料資源の枯渇や地球温暖化といった環境問題の解決策の１つとして太陽発電衛星

（SPS : Solar Power Satellite）が注目されている [1]。SPS とは、静止衛星軌道上で太陽電池によ
って発電された電力をマイクロ波で地上に送電するための衛星である。マイクロ波による高精度
な送電を行うためには、送電側である SPS が受電対象の方向を正確に把握し、高精度なビーム
走査を行う必要がある。SPS では受電側からパイロット信号を送信し、レトロディレクティブア
レーを用いてパイロット信号により得た情報から各アンテナの位相を制御することでビーム走査
を行う。レトロディレクティブ方式の代表的な目標方向探知方法として位相情報から目標方向を
算出する位相モノパルス法と振幅情報から算出する振幅比較モノパルス法がある。
　現在、SPS における要求精度である0.0005°以下を満たす目標方向探知とビーム走査を合わせた
高精度なビーム制御は未だ達成されていない。そこで本研究は、SPS のための高精度な方向探知
とビーム走査の実現を目的とし、256素子アクティブフェーズドアレーアンテナによるビーム走
査実験及び、方向探知システムの開発を行った。
2．ブレッドボードモデルによるビーム走査実験
　宇宙航空研究開発機構では SPS の実現に向けて小型科学衛星での実証実験計画が検討されて
おり、衛星搭載のためのブレッドボードモデル（Bread Board Model : BBM）の研究・開発が進
められている [2]。BBM の送電アンテナは5.7GHz の方形マイクロストリップアンテナを0.75λの
間隔で２次元直方配列に16×16素子並べたアレーアンテナである。また、４素子に対して１つの
６bit デジタル移相器が搭載されており、目標方向から算出した位相情報を各移相器に与えるこ
とでビーム方向の走査が可能となる。本研究では電波無響室で BBM による160W 程度の大電力
送電実験を行いつつ、ビーム走査精度の測定を行った（図１）。精度確認方法として、送電状態
の BBM を回転させ基準ホーンアンテナで電力を受信し、放射指向性の測定を行いビーム方向の
確認を行う。今回の実験ではビーム制御方向を基準の0°と±5°,±10°となる位相情報を与えた場合
の、計５パターンの測定を行った。図２に放射指向性の測定結果を示す。
また、それぞれの最大ビーム方向と目標値との誤差とサイドローブの最大値を表１にまとめた。
ビーム幅は4.28°であり、これから指向性利得の概算値は33.5dBi であった [3]。
3．方向探知システムの開発と誤差精度
　SPS 軽量化のため２点で受信したパイロット信号から得られる情報から探知を行うが、衛星
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図１ 電波無響室での BBM 大電力送電実験風景 図２ BBM 放射指向性
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搭載における基線長の制限があるた
め、ソフトウェアによる方向探知シス
テムの開発を行った。受信信号を USRP

（Universal Software Radio Peripheral）
を用いて PC で処理可能な形式に変換
し、オープンソフトウェアの GNURadio
を用いて信号処理を行う。また、パイロット信号の
周波数は2.18GHz を選択した。本研究では２つの方
向探知方法から、SPS 用方向探知システムの諸検討
を行った。
3.1．位相モノパルス法に関する基礎実験
　GNURadio を用いて位相モノパルス法を用いた信
号処理プログラムを作製した。位相モノパルス法は
２つのアンテナが同じパイロット信号を受信したと
きの位相差から方向を算出する。アンテナ間隔が広
いほど精度が良くなるが検出可能角度が狭くなると
いう特徴がある。アンテナ間隔の検討のため、シグ
ナルジェネレータから分配器を通して２台の USRP
に同時に入力（目標方向0°）し、電力を変化させ
たときの位相差から精度の測定を行った。２台の
USRP に入力された電力と測定位相差の標準偏差の
関係を図３に示す。
3.2．振幅比較モノパルス法に関する基礎実験
　振幅比較モノパルス法は各アンテナで受信する振
幅の違いから、目標方向を事前に算出した電力誤差
特性曲線を用いて測定する。電力誤差特性曲線は各
アンテナ放射パターンの和と差の比によって算出さ
れる。振幅比較モノパルス法も同様にアンテナ間隔
を検討する必要があり、今回はアンテナ間隔が0.5λ
と0.576λの２種類のアンテナを作製し、電波無響室
で放射パターンを測定した。１例として0.576λ間隔
のシミュレーションと測定結果から求めた電力誤差
特性曲線を図4に示す。
4．考察とまとめ
　BBM 大電力送電実験から、ビーム走査の誤差は
±5°では0.2°程度、±10°では0.1°程度になることを
確認した。この誤差は給電線の微妙な線路長の違い
や移相器の位相誤差の影響と考えられる。また、送
電アンテナ素子数が増えるとビーム走査の誤差が少
なくなるため、直径19.3km の数十億素子の実用型 SPS ではさらに精度が上がると予想される。
フェーズドアレーにおけるビーム方向誤差の式 [4]から実用型 SPS で見込まれる精度は1.83×10－6

[deg]となり、要求精度を十分に満たす。
　方向探知システムに関して、現在の位相モノパルス法で SN 比による誤差の標準偏差は1.6°に
収束することが確認できる。この誤差をアンテナ間隔で補正して SPS 要求精度を満たすには500
λ（=65m）程度離す必要があるため、SPS に搭載するのは困難である。更に誤差を減少させる
には GNURadio による信号処理のプログラミングを検討しなおす必要が有る。測定結果より算
出した電力誤差特性曲線から、0°付近の誤差は1°未満に収まる。振幅比較モノパルス法ではア
ンテナ間隔をさらに広げることで要求精度を満たせる可能性があるため、前者を粗測定に、後者
を精測定に同時に用いて広範囲かつ精度の高い方向探知システムを提案する。
5．参考文献
[1] P.E.Glaser, “Power from the Sun: Its Future,” Science, Vol.162, no.3856, pp.857-861, Nov. 1968
[2] 田中孝治, 大橋一夫, 上土井大助, 牧野克省, 池田人, SPS WG, “太陽発電衛星技術実証ミッショ

ンに関するシステム検討,” 第３回小型科学衛星シンポジウム, p47, May. 2013
[3] 社団法人 電子情報通信学会 , “アンテナ工学ハンドブック,” Oct. 1980
[4] 篠原真毅 , 小紫公也 , “ワイヤレス給電技術―電磁誘導・共鳴送電からマイクロ波送電まで―,” 

Feb. 2013

表１　各ビーム走査の誤差

図３ 入力電力と位相差標準偏差

図４ 電力誤差特性曲線
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1. 緒言
　血液や尿などの体液中に含まれる
DNA を分析することは、病気を早期に
発見し治療方針を決定する上で極めて重
要である。近年では、DNA のプロモー
ター領域に存在する５-メチルシトシン

（mC）が遺伝子発現の後天的変化を引き
起こし、がん等の多くの疾患に関与して
いることが明らかになっている。このよ
うな後天的変化についてのデータベースも構築されつつあるが、その医療応用を進める上での課
題として、誰でも測定できるような簡便・小型の分析装置が無いことが挙げられる。迅速かつ簡
便な mC 検出法として免疫測定法があるが、mC の総量のみを求めており、配列選択性がなく、
DNA 中にどの位置に mC が存在するか求めることができない。この問題を解決するために、測
定対象となる塩基が塩基対を作らない DNA バルジ構造（図１）を利用する方法が開発された。
実際、測定対象となる塩基を有する DNA に、バルジを形成する相補的な DNA をハイブリダイ
ズさせ、目的の配列中に含まれるシトシン（C）のメチル化情報を得た例もある [1]。しかし、既
報では吸光マイクロプレートリーダーを検出器として用いているため、コストや小型化の観点か
らオンサイト計測には不向きである。そこで本研究では、オンサイトで計測可能な電気化学測定
法、特に高感度測定が可能なアノーディックストリッピングボルタンメトリー（ASV）法を用
い、DNA バルジ構造に位置する mC の検出に取り組んだ。

2. 実験操作
　はじめに、mC がバルジ構造およびフルマッチ構造に位置する際、および C がバルジ構造に位
置するときの、抗 mC 抗体との反応性を既報 [1] に従い検討した。ターゲット DNA と当量のビ
オチン化 DNA を混合してハイブリダイズさせ、バルジもしくはフルマッチ構造を形成した。こ
れをアビジンコートしたマイクロウェルプレートに加えてウェル上に固定した。ここに抗 mC 一
次抗体を加え、さらにホースラディッシュペルオキシダーゼ修飾二次抗体を加えてインキュベー
トした。洗浄後、反応基質となる3,3’ ,5 ,5 ’ - テトラメチルベンジジンを加え、10分後に２M 塩酸
を加えて反応を停止させ、450 nm における吸光度を吸光マイクロプレートリーダーで測定した。
　次に、バルジ構造を用いた mC の検出に取り組んだ。ターゲット DNA 濃度を変化させ、上記
と同様の手順で DNA をウェルに固定したのち、CdSe から成る量子ドット（QD）修飾二次抗体
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図１.  DNA フルマッチ構造（左）と
　 　  DNA バルジ構造（右）
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を加え、マイクロプレートリーダーで QD の蛍光（励起波長 350 nm/ 発光波長 655 nm）を測定
した。測定後、ウェルに１M 塩酸を150µL 加えて QD から Cd を溶出させ、その溶液をバイアル
に回収する作業を３回行った。回収した QD 溶液を0.1 M 酢酸緩衝液（pH 5.0）、２M 水酸化ナ
トリウム水溶液200µL を加えて５mL に調製し、ASV 法で Cd を測定した。

3. 結果
　図２に抗 mC 抗体の反応性を示す。mC がフルマッチ構造に位置するとき、および C がバルジ
構造に位置するとき、吸光度はほとんど増加しなかった。これらの条件では抗 mC 抗体がウェル
上の DNA と結合しなかったためであると考えられる。一方、mC がバルジ構造に位置するとき
は吸光度が大きく変化した。これらの結果から、バルジ構造を用いることで、抗 mC 抗体が mC
を認識して結合できることを実証した。
　次に、蛍光法および ASV 法による mC 検出の結果を報告する。蛍光法ではターゲット DNA
濃度が１nM 以上で有意な信号が得られた。また、ASV 法ではターゲット DNA 濃度が３nM 以
上で有意な信号が得られた。図３に蛍光法と ASV 法のターゲット DNA 濃度が３nM 以上の結
果の相関図を示す。それぞれの手法で得られた結果の相関係数は0.971と高く、ASV 法を用いて
も蛍光法と同様に mC を検出できることが示された。今後、本法をマイクロ流路デバイス上で行
うことで検出に必要な溶液量を減らし、Cd を高濃度のまま回収して高感度に分析できると考え
られる。
　これまでに報告されている mC の電気化学検出法 [2,3] では、検出限界が0.1~10 µM であった。
一方、本研究での検出限界は3.3nM であり、比較すると２～３桁の高感度化を達成することが
できた。今後、実試料測定に向けたさらなる高感度化や、マイクロ流路デバイス化に向けた研究
を行っていきたい。

参考文献
[1] R. Kurita, O. Niwa, Anal. Chem. （2012） 84. 7533-7538.
[2] K. Tanaka, A. Okamoto, et al. J. Am. Chem. Soc. （2007） 129. 5612-5620.
[3] D. Kato, O. Niwa, et al. J. Am. Chem. Soc. （2008） 130. 3716-3717.

図２.　抗 mC 抗体の反応性
　　　ターゲット DNA 濃度 : 5 nM

図３.　バルジ構造を用いた mC 測定結果の
          蛍光法と ASV 法の相関図
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1. はじめに
　近年、高度経済成長期に建設されたコンクリート構造物の更新期を迎え、補修の必要性が高ま
っている。また、新設の構造物であっても、ライフサイクルコスト低減の視点から高寿命化が求
められている。表面含浸工法はコンクリート構造物の既設・新設を問わずして、耐久性を向上さ
せる新しい技術の一つである。含浸材は撥水性能を持つシラン系とコンクリート表層を緻密化さ
せるケイ酸塩系の２種類に分類され、一般的にはどちらか一方を塗布する場合が多いが、更なる
耐久性向上を目指して、両者を塗布する併用型の工法も存在する。しかしながら単独、併用に関
わらず、塗布対象のコンクリートの品質が高い場合、塗布したケイ酸塩系含浸材が全て浸透せ
ず、表面に余剰分が白く残る現象が見受けられた。コンクリートの品質を考慮して塗布量を減量
することが合理的であるが、併用型における母材コンクリートの品質と塗布量の違いを検討した
研究は少ない。したがって、本研究では塗布対象コンクリートの品質に合わせてケイ酸塩系含浸
材の塗布量を規定より減量した際の防水性能および遮塩性能について検討した。
2. 実験概要
　使用する併用型含浸材の
標 準 塗 布 量 は、A 液（ ケ
イ酸塩系）は150g/m2、B
液（シラン系）は100g/m2

である。B 液塗布量は全て
規定量とし、A 液の塗布量
を規定量から50g/m2ずつ減量した（表１）。また、本実験
ではモルタルを用い、品質の違いを再現するため W/C を
40、50、60% の３水準とした。
　モルタルの配合を表２に示す。セメントは普通ポルト
ランドセメントを使用し、砂はセメント協会の標準砂を
使用した。W/C の違いに関わらず、砂セメント比（S/
C）は全て3.0とした。モルタル供試体の作製・養生方法は
JSCE-K 571-2004に準拠した。供試体は100×100×400mm のモルタル基板から切断した100×100
×100mm の供試体を用いた。切断面２面を除く４面をエポキシ樹脂で被覆し、含浸材を切断面
に塗布した。含浸材塗布前には高周波水分計を用いて表面水分率を測定し、９% 以下であるこ
とを確認した上で A 液を塗布した。塗布方法は刷毛を用いて１回塗りとし、A 液を塗布してか
ら12時間以上乾燥させた後、B 液を塗布した。
含浸材塗布後は２週間気中養生させた。性能比
較試験としては JSCE-K 571-2004に準拠した吸
水率試験、塩水浸漬試験および含浸深さ試験を
行った。吸水率試験の水中浸漬期間は７日間と
し、塩水浸漬試験は3%NaCl 溶液に63日間浸漬
させ、供試体の割裂面に0.1N 硝酸銀溶液を噴霧
し呈色領域を塩化物イオン浸透深さとして測定
した。含浸深さ試験は供試体の割裂面を１分間
水中浸漬させ、撥水領域を含浸深さとした。な
お、本研究で計測できる含浸深さは撥水性を持
つ B 液のみである。

表１  含浸材の種類および塗布量

表２  モルタル配合

図１  吸水率



— 139 —

3. 試験結果
　吸水率試験の結果を図１に、ブランクに対す
るそれぞれの割合を吸水比として図２に示す。
含浸材を塗布した結果、吸水率はブランクの２
割以下に低下し、また W/C に関わらず吸水率
は A 液０g/m2つまり B 液のみに比べ A 液を
併用した場合、更に低下したことから併用型の
効果が認められた。また、吸水率を比較した場
合、W/C40% の A 液0g/m2の ケ ー ス と60% の
A 液塗布量100g/m2のケースがほぼ同じである
ため、密で品質の高いモルタルでは A 液塗布
量を減量した場合でも、所定の性能が得られる
ことが確認された。しかし、W/C に関わらず
A 液を50g/m2から増量すると吸水比がやや増
加していく傾向となった。既往の研究において
シラン系単体に比べ併用した場合は吸水率が増
加する結果も存在したが1）、今回の結果と合わ
せて考察すると、ケイ酸塩系が最適な塗布量で
あればシラン系単独より防水性は向上するが、
過剰に増加させた場合はシラン系の撥水効果を
阻害する可能性も否定できないと考えられる。
　63日間塩水浸漬後の塩化物イオンの浸透深さ
を図３に、ブランクに対する割合を塩化物イオ
ン浸透深さ比として図４に示す。含浸材を塗布
した場合、W/C の違いや A 液の塗布量に関わ
らず、浸透深さに大きな傾向は見られなかっ
た。塩分の浸透は塩水の移流によるものと考え
られ、吸水を抑制したことにより塩分浸透も抑
制出来たと考えられる。
　図５に B 液の含浸深さ試験の結果を示す。
既往の研究の通り2）、W/C が大きくなるほどシ
ラン系の含浸深さも増大するとの予想に反し、
W/C が小さいほど含浸深さが大きくなる結果
となった。図１、３に示した通り、吸水率や塩
化物イオン浸透深さは W/C が大きくなるほど
増大する結果が得られ、これらは水分移動の容
易さを示すものであるが、含浸深さは W/C の
増加とともに低下したため、水分と含浸材では
浸透メカニズムが異なると示唆される。細孔径
分布の測定など今後の検討課題と考える。
4. まとめ
　ケイ酸塩系とシラン系の含浸材を併用塗布
した場合、母材コンクリートの W/C に関わら
ず、シラン系単体で使用した場合よりも防水性
や遮塩性が向上することが確認された。また、
W/C が小さく緻密なコンクリートにおいて
は、ケイ酸塩系含浸材の塗布量をある程度減量
した場合においても、所定の性能を得られる可
能性が認められた。
　本検討は、東洋大学、五洋建設（株）、（株）日
興の共同研究として実施したものである。
参考文献
1）櫨原ら：各種表面保護工法の併用が補修工法に与える影響に関する研究，土木学会年次学術
講演会講演概要集第５部，p53，66（2011）
2）森井ら：シラン系表面含浸材の性能評価に関する研究，コンクリート工学年次論文集，Vol. 32，
No.1，pp.1625-1630，2010

図２  吸水比

図３  塩化物イオン浸透深さ

図４  塩化物イオン浸透深さ比

図５  B 液の含浸深さ
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櫻　井　花　子

1.　背景
　「歴史的に価値がある」「かつて著名人が暮らした場所だった」そのような付加価値によって保
存され、まちの中に残る建築がある。しかし、これらの中には地域との関係さえも希薄になって
いるものが少なくない。特に若い世代とではそれが顕著であり、情報を発信していく世代を失い
つつある現状では、今後これらの存在が忘れられ、まちなみの中に形を保っただけの状態で取り
残されていく可能性も考えられる。
　付加価値により残されている建築たちの価値は、それだけなのだろうか。これらは地域を構成
してきた重要な要素の１つであり、その空間に今後の観光資源となりうる可能性が秘められてい
るのではないか。そして、これらを観光資源として活用し、地域との関係を新たに築いていくた
めの拠点となる、新たな施設を考えることができないだろうか。
　そこで私が注目したのが、文京区本郷にある「旧元町小学校」である。この小学校は関東大震
災後の復興事業の一環として建てられた復興小学校と言われる小学校の１つで、現在は廃校して
いるが、その歴史的な価値などから保存を求める声があがっている。
　この旧元町小学校を１つの箱に、地域を構成する特徴的な空間を抽出して配置し、そこに住む
人たちが地域を知ることができるだけでなく、観光、そして若者たちの拠点となる新しい施設を
提案する。

2.　概要
　　旧元町小学校のコンバージョン
1）　敷地
　　旧元町小学校
　　所 在 地 ： 東京都文京区本郷1-1-19
　　竣　　工 ： 昭和２年２月
　　敷地面積 ： 4146.76 ㎡
　　延床面積 ： 4878.89 ㎡
　　構　　造 ： 鉄筋コンクリート構造
　　階　　数 ： 地上３階　地下１階
2）　用途
　　観光拠点施設、学生センター
　　展示場

〈学生研究奨励賞受賞〉

設計題目 箱庭
―旧元町小学校のコンバージョンによる地域保存計画―

図1 : 敷地周辺図

図2 : 校庭からの様子 図3 : 校門前
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3.　設計内容
　文京区の歴史や文化という観点から、「街道」「寺社」「文学」「学問」という４つの特徴に注目
し、それぞれに関係する空間をまちの中から見つけ、空間構成を抽出する。そして、それらを元
町小学校の中に新たに配置することで、訪れる人々はその場所に行ったかのような空間体験を共
有し、それが観光資源への足掛かりとなるだけでなく、自分が暮らすまちのついて新たに知る機
会や地域との交流の生む拠点施設へと学校を変化させる。
　また、今後の地域観光を支える世代となる学生たちにも注目し、彼らが自由に自分たちを表現
し、発信できる場としてのギャラリーなどの組み込むことで、学生たちの活動拠点ともなる空間
をつくる。

　内外部はもとある柱や梁のほとんどをそのままの形で残し、壁の操作により様々な空間をつく
っていく。また、各階に抽出した空間を配置し、それらをつなぐ中間部分として図書とギャラリ
ーを各所につくる。ギャラリー部分は箱の中から飛び出すように領
域を外へと広げ、学生たちの活動などが地域へと発信される場所と
なる。

図4 : 抽出する空間

図5 : 全体の構成図6 : 配置図と各階平面図
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〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 GeneXus による「授業管理システム」の
研究開発

主査教員　大場善次郎・安達由洋
総合情報学部　総合情報学科　４学年　学籍№ 1B10110055
今　井　裕　哉

1　はじめに
1.1　研究の背景
　近年オフショア開発や開発支援ツールなどの増加に伴い、システムエンジニアの在り方も変わりつつあ
る。特に上流工程と呼ばれる要件を煮詰める部分の重要性が増し、開発全体が非常に短い期間で行われるよ
うになってきている。
　また学校では、教師の負担が大きく、IT 利活用による支援の必要性は高まっているが、検証と改善が続
いている現状がある。そこで今回は開発支援ツールの１つである GeneXus を用いて上流工程をしっかりと
煮詰めつつ開発を短期間で行い、教員活動の支援の検証を試みる。

1.2　研究の目的
　今後の教育では、IT の利活用について検証と改善を進めること、生産性が高く障害が少ないシステム開
発を行うこと、が求められる。
　今回は上流工程の質を高めること、ツールを利用した開発を実践してみること、教師の授業管理の部分に
重点を置いて、IT の利活用の検証と改善を進めること、を目的に研究を進める。

2　現在のシステム開発と GeneXus
2.1　現在の開発手法
　現在の代表的な開発手法としてウォーターフォールモデル及びアジャイル開発がある。
　ウォーターフォールモデルとは名前の通り滝の水が落ちるように工程が上から下に流れていく特徴があ
る。大規模システム開発を確実に進めるのに都合がよく一般的であるが、開発期間が長くなる、要件変更が
難しい等の問題がある。
　アジャイル開発モデルは、システム開発者と利用者が一体となって、設計・開発・テストの開発範囲を分
割して極短期間に反復する事で、機能を追加していく開発モデルの総称である。これにより柔軟な変化に対
応した開発が可能である。しかし、柔軟ゆえに開発の終点がみえにくく、エンドレスになる傾向がある。

2.2　GeneXus による開発
　GeneXus は南米ウルグアイの Artech 社が開発したアプリケーション自動生成ツールである。データ項目
や画面、業務ルールといった設計情報を入力することによって、各種データベースソフトやプログラム言語
に対応したソースコードやテーブル定義情報が自動生成される。これにより GeneXus の修得のみで、開発
言語や DBMS（DataBase Management System）の各環境に対応したシステム作りができるため、高品質・
高生産性を実現することができる。またシステムの開発者・利用者は業務変更にのみ関わることとなり、維
持・運用が楽になる。その結果 TCO（Total Cost of Ownership）が大きく削減できる。

3　GeneXus の利用について
　GeneXus を用いる開発者は、最初に「ナレッジベース（知識ベース）」を作る。ナレッジベースの中に、
データ構造の定義、入力範囲や初期値などのルール定義、帳票や集計などのプロシージャ定義、などの業務
ルールをオブジェクトとして定義していくことで開発を行う。主に使うものとして「Transaction オブジェ
クト」「WebPanel オブジェクト」「Procedure オブジェクト」がある。

4　システムの要件定義
　今回は「授業管理システム」を開発する。
　主に、生徒情報の管理、各生徒の課題・提出物等の進捗管理、成績管理、の機能を作成する。またログイ
ン機能を設け、教師が担当するクラスの生徒に関して、追加・編集・削除・閲覧ができるようにする。
機能はデータの登録・変更・削除と閲覧に大きく分かれ、データベースは教師 DB、生徒 DB 及び課題 DB
の３つを用意する。以下に画面遷移図を示す。（図１）
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5　システムの開発
　動作環境として、OS は Windows 7 Professional、DBMS は Microsoft SQL Server、言語は C# として、
ナレッジベース作成後、業務オブジェクトとして「Transaction オブジェクト」「Procedure オブジェクト」

「WebPanel オブジェクト」を作成する。
　「Transaction オブジェクト」では生徒 DB に該当する Student オブジェクト、課題 DB に該当する Task
オブジェクト、教師 DB に該当する Teacher オブジェクトを作成する。作成例として Student オブジェク
ト（図２）と生成された入力用画面（図３）を示す。

「WebPanel オブジェクト」では画面遷移図を基に、入力系、検索系、一覧系の画面を生成する。生成した
画面の例として、生徒の検索を行う「生徒検索画面」（図４）と成績状況の検索・確認を行う「成績確認画面」

（図５）を示す。「Procedure オブジェクト」では、画面のない業務仕様（バッチ処理、帳票作成等の出力系
仕様）を実現する。

6　考察と結論
　本研究で GeneXus を利用することで非常に効率の良い開発を行えることが確認できた。しかし、十分な
効率を出すために、GeneXus の理解を深め、オブジェクト要件をしっかりと整理すること及び、上流工程
への理解と分析の研究が課題である。
　また動作確認で入力に時間がかかることが分かった。教育現場に応用するためには、より多くの生徒・課
題の登録が必要となる。簡単に入力できるように、今後は GeneXus の特徴と他の開発手法を組み合わせる
方法について検討する。

図１  画面遷移図

図２  Student オブジェクト 図３  入力用画面

図４  Student オブジェクト 図５  成績確認画面
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１．研究の動機と目的
　筆者が本研究に取り組むきっかけは、大学２年次に NPO 法人シェア＝国際保健協力市民の会

（以下、シェア）のタイ現地事務所 HEALTH AND SHARE FOUNDATION（以下、HSF）を訪
れたことにある。活動の視察では、医療従事者ではない NPO スタッフや地域のボランティアた
ちが、人々の健康の維持・改善、特に HIV/AIDS の予防のために奮闘している姿を垣間見るこ
とができた。また、日本ではあまりなじみのない MSM（Men who have Sex with Men：男性と
性行為をする男性、以下 MSM）や HIV 陽性者が、HIV/AIDS の予防啓発活動の先頭に立ち地
域住民の健康のために重要な役割を担っていることも知った。
　そのような活動の様子を視察するうち、筆者は、保健と医療の違いに着目するようになった。
医療は、「医術で病気を治すこと」を意味するのに対し、保健は「健康を守ること」を意味す
る。即効性が求められる医療においては、医療従事者が一刻も早く手をうち課題の解決を急ぐこ
とが求められるのに対し、保健は、長期的なスパンで取り組むことが求められ、そのような取り
組みには医療従事者ではなくとも貢献することが可能である。
　本論文で扱う HIV/AIDS は、適切な予防行動をとれば防げる可能性が高い疾患であるにも関
わらず、未だに多くの人が苦しんでいる。HIV/AIDS の問題は、貧困、差別あるいは性に対する
アイデンティティ等複雑な要素が絡み合っており、医療従事者と患者だけで解決できる問題では
なく、地域で一丸となって解決の道を探ることが必要な課題であることから、医療面からのアプ
ローチのみならず、保健分野からの協力も必須であるということも、2012年の訪問時に学んだ。
　帰国後、タイは「30バーツ医療制度」や、大臣主導の「100％コンドームキャンペーン」な
ど、国を挙げて HIV/AIDS 対策に取り組んでいる先進的な国であるということを知った。一
方、先進国と言われる日本では、HIV 陽性者数が先進国のなかで唯一増加傾向にあり、ケマラー
トで見たような地域ぐるみの取り組みがおこなわれていない。この違いを考えた時、ケマラート
の現場では、HIV 陽性者グループのリーダー自らが HIV 陽性者に対して予防・啓発活動を行い
その活動を HSF スタッフが支えているプロジェクトの姿に思い至った。
　このような背景から、筆者は、「HIV/AIDS 予防啓発において、現地にある資源（人材や場
所、組織など）を活用し、リーダーを育成することで、持続可能性を高めるプロジェクト（側面
支援型プロジェクト）は有効か」というリサーチ・クエスチョンを設定し本研究を進めた。

２．支援プロジェクトの類型化
　本研究を進めるにあたり、先行研究、実際の支援プロジェクトの内容を分析すること等から支
援プロジェクトを２つのタイプに分類・定義した。

　行政機能補完型プロジェクト：本来行政がすべき機能を NPO スタッフなどのプロジェクト実
施者が行政に代わって、あるいは行政と共に実施するようなプ
ロジェクトタイプ。

　側面支援型プロジェクト：　　本研究で事例として取り上げている HSF が実施しているよう
な、現地にある資源（人材や場所、組織など）を活用し、間接
的に支援を施し、リーダーや組織を育成することで、持続可能
性を高めるようなプロジェクトタイプ。

〈学生研究奨励賞受賞〉

設計題目 HIV/AIDS 予防啓発における側面支援型プロジェクトの有効性
―タイ・ケマラート郡の事例より―

主査教員　松丸　亮
国際地域学部　国際地域学科　国際地域専攻　４学年　学籍№ 1810110147
岩　井　静　花
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３．調査の方法と分析対象
　本研究は、文献調査、現地での参与観察およびキーインフォーマントに対するインタビューを
含む現地調査から得られたデータを分析することによって進めた。
　現地調査は、2014年８月17日～８月23日にかけて行った。調査対象地域は、タイ東北部に位置
するウボンラーチャターニー県のケマラート郡である。この地域は、タイの中でも貧困地域であ
ると共に、メコン川を挟んで対岸がラオスであり、移住労働者の玄関口ともなっている。
　参与観察による分析対象とした活動は、HIV 陽性者に対する月例会、HIV 陽性者宅への家庭
訪問、MSM に対する月例会、カラオケ・バーでの Sex Worker に対する性教育、学校での若者
に対する性教育である。参与観察に加え、HIV 陽性者、MSM、カラオケ・バーで働く性産業従
事者（ラオスからの移住労働者）、HSF のスタッフと面談し、グループ発足の経緯や今後の展望
等、関連する情報を収集した。
　さらに、現地の農村へのホームステイを通して、現地の宗教観や文化等の理解に努めた。な
お、2012年８月に同地域を訪れた際の情報も、一部参考にした。

４．分析結果と他地域への展開における提言
　参与観察では、Peer Education、側面支援という視点から分析を行い、それが最終的に参加者
の HIV 予防にむけた行動変容につながっているか（プロジェクトが効果を発揮しているか）を
見た。例えば、HIV 陽性者グループの月例会における参与観察では、HSF スタッフではなく、
陽性者グループのリーダーがファシリテーターとして会を進行している姿が観察できた。同じ境
遇にある者から受ける指導（Peer Education）により、グループメンバーは自然と笑顔になり、
リーダーに悩みを打ち明ける様子も観察できた。このような信頼関係を基盤とし、月例会に参加
するという行動変容、つまり自身の健康に対する意識が高まったということが分析できた。さら
に、適宜 NPO スタッフはリーダーに向け、知識を補足するなど手助けをしていた様子も見受け
られた。このように、主体は地域住民（この場合は陽性者）に持たせつつも、リーダーに対する
人材育成を同時に行うことで持続可能性を高めている様子が観察できた。
　このような、HIV 陽性者の行動変容、NPO スタッフのリーダーへの適切な技術的助言は他の
活動でも見られた。また、客観的数値（月例会への参加者数、参加者の知識レベル、CD4値）も
活動開始時期に比べ改善しており、活動の効果を示している。さらに、リーダーは与えられた以
上の任務を果たしており、このような「善行」はタイ仏教の教えに基づいていると分析した。
　参与観察および得られた情報の分析から以下のことが得られた。

　⃝　 プロジェクト実施者により側面支援が実現されることで、HIV/AIDS に有効だとされてい
る Peer Education やグループ化の手法が有効に機能し、予防啓発が効果的に進んでいる

（行動変容につながっている）ことが確認できた。
　⃝　 プロジェクトへの参加者数、CD4の値、参加者の知識レベル等を示す客観的数値の改善も

見られ、プロジェクトの効果を裏付けている。
　⃝　 さらに、ケマラート郡におけるプロジェクトの場合は、タイ仏教を根底としたタイ人のボ

ランティア精神も追い風となったと判断できる。

　そのうえで、同様の HIV/AIDS 予防啓発プロジェクトを側面支援の形で他地域への展開する
に際して考慮すべき点として、タイの場合では、関係機関との連携を側面からサポートするこ
と、日本の場合は、人材育成と Peer Education を通じて性に関する話ができる場を創出するこ
と、さらにウガンダにおいては、側面支援の手法のひとつである「グループ化」を用い、女性を
グルーピングすることで、コンドーム使用率を上昇させることを提案した。

４．結論
　３までの分析から「現地にある資源（人材や場所、組織など）を活用し、リーダーを育成する
ことで持続可能性を高めるプロジェクト『側面支援型プロジェクト』は、HIV/AIDS 予防啓発の
分野において有効である」ということが結論づけられる。
　また、同様のプロジェクトの実施への提言をタイ、日本、ウガンダを対象に示すことができ
た。

＜キーワード＞
側面支援型プロジェクト、Peer Education、人材育成、HIV/AIDS、MSM
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主査教員　喜田慶文
国際地域学部　国際観光学科　４学年　学籍№ 1820110107
荒　井　　　栞

序章　はじめに
　本論文執筆の動機は、東京都において陸上交通は通勤手段として発展、多様化したのに対し、水上・海上
交通は通勤化していないことに疑問を持ったからである。目的は既存の乗合船舶の利便性の考察である。
実証方法は、
・乗合船舶1）とその周辺環境の変遷を調査
・既存の乗合船舶の運航状況、航行する河川・運河を調査
・（１）運賃・所要時間・定員（２）運航・運行中止基準（３）運航・運行時刻の点で乗合船舶と鉄道を比
較とした。
第１章　水上・海上交通と人々の関係
　まず、乗合船舶の変遷を見ると、1830年から1944年まで、水上・海上交通は通勤化していたと分かった。
江戸時代には高瀬船、明治から昭和時代には渡船、川蒸気船、一銭蒸気が通勤手段として利用されていた。
その後、1950年に東京都観光汽船株式会社が観光用の水上・海上バスを運航し始め、乗合船舶は観光手段で
利用されるようになった。
　では、何故乗合船舶は通勤手段として利用されなくなったのか。原因は、第一次世界大戦の好況時の船腹
不足に伴う運賃の高騰、第二次世界大戦による通船廃止令、陸上交通の発達であると分かった。この陸上交
通の発達により船着場と市街地は隔絶され、市街地から乗合船舶を利用しづらい環境となった。

第２章　水上・海上交通の通勤化の実証
１．河川調査
　都内の乗合船舶が航行する河川は荒川、隅田川、神田川、日本橋川、小名木川、旧中川の６つの河川であ
る。これらの河川は23区の東側に集中している。また、大規模オフィス供給量が多い地域（新宿区、渋谷
区、港区、品川区、千代田区、中央区、江東区）の半分には６つの河川が通っていないと分かった。これら
の河川別で乗合船舶を比較すると、荒川、隅田川、小名木川では一度に大勢の利用客を輸送できると分かっ
た。一方、残りの河川ではあまり輸送できない。これは、残りの河川で、行政指導があり、高い運賃設定が
できない定期航路事業で採算を取るのが難しいことを示している。

〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 東京都における水上・海上交通の通勤化の実証
―江戸時代からの乗合船舶の変遷を元に見直す既存の乗合船舶―
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２．運河調査
　都内の乗合船舶が航行する運河は晴海運河、有明西運河、砂町南運河の３つの運河である。晴海運河では
浅草－豊洲－お台場海浜公園航路、有明西運河では日の出桟橋－国際展示場航路、砂町南運河ではお台場海
浜公園－葛西臨海公園航路がとられている。
３．乗合船舶の存続状況と運航実態
　では、どのような条件の下に航路は存続するのだろうか。定期航路事業を行っている乗合船舶の1995年か
ら2005年までの運航状況の変遷を見ると、航路存続の条件は
 ・30分前後の運航時間
 ・30分 ×20円＝600円前後の運賃設定
 ・船着場までのアクセス距離が500ｍ圏内
 ・乗り換えに優れた船着場を起点としている
の４点だと分かった。
　この、乗り換えに優れた船着場の例として日の出桟橋が挙げられる。浜松町駅から950ｍという立地であ
るが、浅草－国際展示場、パレットタウン、お台場海浜公園の乗継地点として機能している。そのため、日
の出桟橋を含む全ての航路は存続している。
４．都内における乗合船舶と鉄道の比較
　乗合船舶と鉄道の比較では、鉄道の方が運送効率が良く、運賃も安いと分かった。しかし、短区間であれ
ば、乗合船舶の方が運賃が安いケース、所要時間が短いケースもあると分かった。
　運航・運行中止基準の比較では、中止する際の風速に最大で秒速20ｍの開きがあると分かった。これは、
天候が悪化した際に乗合船舶の方が鉄道よりも早い段階で運航を中止してしまうことを示している。
　運航・運行時間の比較では、鉄道の稼働時間は乗合船舶の２倍以上であると分かった。また、鉄道の通勤・
帰宅ラッシュにあたる時間帯の乗合船舶の運航本数は少ない。

終章　おわりに
　以上を踏まえると、既存の乗合船舶を通勤手段として使うことは難しいという結論に至った。水上・海上
交通を通勤化させるためには、以下の対策が必要だと筆者は考える。
　まず、水上・海上交通環境の整備である。占有許可を持たない不法係留船、不定期航路申請を行っている
にもかかわらず定期的に旅客輸送をしている船、航路・船灯規則を守らない船が運航の妨げとなっている。
これらの船を取り締まることが安全運航、景観保全に繋がると考える。
　次に、船着場から市街地までの誘導の改善である。先ほど述べたように、市街地と船着場は陸上交通によ
って隔絶されている。そのため、船着場～市街地間の案内板を見やすく、分かりやすくする、船着場でも鉄
道の駅が載った地図を掲示する、最寄りの鉄道の駅にパンフレットを設置してもらうといった工夫が必要で
ある。
　そして、他交通との互換性の強化である。乗合船舶のI Cカード導入、鉄道の振替輸送を乗合船舶が担う
ことで強化できると考える。
　最後に、運航本数の追加、運航時間の拡張である。鉄道の通勤・帰宅ラッシュにあたる時間帯の運航本数
を増やすことで、乗合船舶が通勤手段の選択肢として認知されるようになると考える。
註１）本論文では、定期航路申請を行っている船舶を「乗合船舶」と総称する。
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〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 都市鉄道の車内及び駅構内でのルールに
対する利用者の認知に関する研究

主査教員　岡村敏之
国際地域学部　Ⅱ国際地域学科　地域総合専攻　４学年　学籍№ 2810110069
内　田　智　貴

〈論文構成〉
第１章　序論
 1. 研究背景　2. 研究対象者及び研究目的
 3. 国内の鉄道利用における一般的な「ルール」と「マナー」の違い　4. 調査方法
 5. 論文の構成
第２章　鉄道利用における「ルール」と「マナー」の違い
 1. 「ルール」の定義　2. 「マナー」の定義
 3. 国内の各鉄道事業者の概要及び調査対象事業者とした選定理由 
 4. 国内の都市鉄道事業者の現状での周知方法とその意識
 5. 国外の各鉄道事業者の概要及び調査対象事業者とした選定理由
 6. 国外の都市鉄道事業者の現状での周知方法と国内との違い
第３章　学生及び社会人へのアンケート調査結果
 1. アンケート調査の概要　2. 日常利用者の認知に対する特徴
第４章　まとめ
 1. 都市鉄道事業者のルールの周知に対する課題点　2. 現状の周知方法に対しての改善案
参考文献

〈要　約〉
　本研究は、都市鉄道の車内及び駅構内での振る舞いに関するルールの定義を明らかにした上
で、①都市鉄道事業者（東京メトロ・東京モノレール・北海道旅客鉄道・札幌市交通局・沖縄都
市モノレール）はルールを何処でどのような表現・言語を用いて周知しているのかを現地調査
し、都市鉄道事業者のルール周知意識を明らかにする。②国内の振る舞いに関するルールを外国
人に正しく認知してもらうべく国外の主要都市鉄道（ニューヨーク市地下鉄（MTA）・ロンドン
交通局（TfL）・シンガポール（MRT）・バンコク（BTS）・香港（MTR）の周知内容を Web サ
イトや文献で調査し、国内とのルールとマナーの認識の差異を明らかにする。③通勤・通学とい
った日常利用者はルールを正しい認識で認知しているか、認知した媒体は何かを東洋大学生（87
名）と東洋大学職員（37名）の合計124人にアンケート調査を行い日常利用者の認知度及び周知
媒体を明らかにする。①～③の調査結果を踏まえ国内都市鉄道のルール周知に対する課題点及び
正しく認知してもらうような周知をしていくための改善点は何かを提案していく。
　まず①ルールとマナーの定義についてピクトグラムや「◯◯しないで下さい」といった禁止型
で表現されているものをルールとし、協力型で表現されているものをマナーと定義した。国内で
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ルールとなるものはエスカレーターの利用・禁煙・携帯電話の使用・禁止行為（持込）・かけこ
み乗車・整列乗車が挙げられる。また国内都市鉄道の現状の周知状況は、旅客営業規則に明示さ
れている持込禁止以外、周知方法が各事業に委ねられているため東京メトロを除いた他の事業者
は貼紙で日本語のみの表記が多く、外国人を対象としたルール周知がされていないことが明らか
になった。
　一方、②国外鉄道事業者を調査した結果、ニューヨーク市地下鉄やロンドン交通局は、セキュ
リテイの面について詳細に周知しており、アジア圏の都市鉄道は「飲食禁止」・「ドア前に立つこ
とは禁止」・「車内では大声で話してはいけない」といった国内ではマナーの範囲で周知している
内容もルールとして周知され各国で、ルールの考え方の軸が異なっていることが明らかになっ
た。
　③の日常利用者へのアンケートについては、事前に定義したルールの中より、設問に記載した

「ルールは知っているか」・「知っていた場合掲示ポスターを見たことがあるか」・「アナウンスを
聞いたことがあるか」について調査を実施した。その結果、認知されていたルールは「かけこみ
乗車」・「整列乗車」といった駅構内やホームで周知されているルールであった（図１）。また、
これらルールの周知媒体はアナウンスが多いことが明らかになった。一方、禁止行為（持込）の
ルールやエスカレーターの利用について、事業者が積極的に周知しているルールは多くの人が認
知していないことが明らかになった（図２）。
　①～③の調査をもとにルール周知の課題点としては、「多様な利用者に向けた認知してもらう
周知づくりがされていない」・「ルールとマナーが区分けされていない」ことである。課題を含め
た改善点として「外国人にも端的に認知されるピクトグラムを用いて、まとまりを持った周知を
していくこと」・「アナウンスでの周知を強化していくこと」である。しかし、アナウンスは駅間
距離の関係で一度に多言語の放送をすることは難しい。従って利用者に対し各駅間で最も周知す
る必要性があるルールを日本語・英語でのアナウンスで周知する等して満遍なく利用者に対して
正しい認識でルールを認知してもらうつくりが必要であると考えられる。
　いずれも現状の国内のルール周知では不十分であり、振る舞いに対する行為を知ってもらうこ
とは安全且つ快適な環境な鉄道空間を創りあげる基礎となり、今後は「シンプル且つ馴染みを持
たせていく周知方法」が国内都市鉄道に求められていると考える。

〈キーワード〉
都市鉄道、ルール、振る舞い、利用者、認知

（図１） 日常利用者が認知しているルール５位 （図２）日常利用者に認知されていないルール５位

（出典：アンケート調査を基に筆者作成）
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〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 Mg2+やCa2+を利用すると推定された新奇べん毛
モーターの駆動イオンの同定

主査教員　伊藤政博
生命科学部　生命科学科　４学年　学籍№ 1910110091
青　木　　　航

【研究背景・目的】

　多くの細菌は、運動器官であるべん毛を回転させることで良好な生育環境へと移動する。べん

毛のモーター部分に相当する基部体は、固定子と回転子からなる。回転駆動エネルギーは、ATP

ではなく膜内外に形成されるイオン駆動力が利用される。この時、固定子がイオン流入経路とし

て機能する。これまで報告されているべん毛モーターの駆動イオンは全て一価のカチオン（H＋、

Li ＋、Na＋、K ＋、Rb＋）であった。ところが最近、当研究室で Ca2＋が豊富な温泉から分離された

Paenibacillus sp. TCA20株（TCA20株）が、Mg2＋、Ca2＋、Sr2＋といった二価カチオンを含む培

地で活発な運動を示すことが分かった。これにより、TCA20株のべん毛モーターは二価カチオ

ンをモーターの駆動イオンとして利用できる新奇なモーターである可能性が示唆された。そこ

で、TCA20株のべん毛モーター固定子遺伝子を同定するために次世代シークエンサーを用いた

ゲノム解析を行った。その結果、２つの固定子遺伝子（motAB1と motAB2）が同定された。こ

れらの固定子遺伝子を遺伝子操作が容易な枯草菌の固定子欠損株に別々に導入した変異株を構築

し、運動性解析を行った。その結果、キシロース誘導プロモーターの下流に motAB1を導入した

株（AB1株）が、キシロースで誘導をかけた場合のみ Mg2＋や Ca2＋といった二価カチオンに依存

した運動性を示した。これにより MotAB1は Mg2＋や Ca2＋を駆動イオンとして利用する固定子で

あると推定された。そこで本研究では、MotAB1が本当に Mg2＋や Ca2＋を駆動イオンとして利用

するかを枯草菌の Mg2＋取り込み系を欠損させた株を用いて検証することとした。

【実験方法】

①　変異株の構築

　主要な Mg2＋取り込み系（ykoK、yfjQ）を欠損した枯草菌は、10 mM 以上の Mg2＋を生育に

要求する1）。そこで、主要な Mg2＋取込み系遺伝子群と、更に、べん毛固定子遺伝子（motAB、

motPS）を欠損させた多重欠損株（ΔABPSΔKQ 株）を構築した。次に、染色体上の主要

な Mg2＋取り込み系とべん毛固定子遺伝子の多重欠損とキシロース誘導プロモーターの下流に

TCA20株由来のmotAB1遺伝子を導入した株（AB1ΔΔ株）を構築した。

②　変異株の生育実験
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　枯草菌野生株（WT）と変異株（ΔABPSΔKQ 株と AB1ΔΔ株）を、栄養が豊富な培地（２

× TY 培地、５mM- Mg2＋を含む）に更に 0 mM ～ 10 mM の MgCl2を添加した液体培地で生育

させ、継時的に濁度を測定した。

③　変異株の細胞内 Mg2＋濃度測定

　液体培地で生育させた各菌体が対数増殖期後期に到達したところで集菌し、塩酸処理によって

細胞膜を破壊することで細胞内容物を抽出した。この細菌の抽出液を、発色性のキレーターを利

用した Mg2＋濃度測定法で測定した。また、１細菌あたりの Mg2＋濃度を算出するために、濁度に

対する細菌数を生菌数と血球計算盤で算出した。

【結果】

①　変異株の構築

　ΔABPSΔKQ 株とAB1ΔΔ株は遺伝子組換え技術とペニシリンスクリーニング法を用いて構築

した。 

②　変異株の生育実験

　ネガティブコントロールとして構築した多重欠損株である ΔABPSΔKQ 株（運動性なし）

は、予想通り細胞外 Mg2＋濃度が5mM 以下では生育しなかった。一方、AB1ΔΔ 株は、キシロ

ース無添加で細胞外 Mg2＋濃度が5mM 以下では生育しなかったが、キシロースを添加した場合、

細胞外 Mg2＋濃度が5mM 以下の条件で野生株と同程度の生育、倍加時間を示した。

③　変異株の細胞内 Mg2＋濃度測定

　ΔABPSΔKQ 株は、細胞外 Mg2＋濃度が10mM 以上の生育可能な条件下でも細胞内 Mg2＋濃度が

野生株に比べて低下していた。一方、AB1ΔΔ株は、キシロースを添加した場合、細胞外 Mg2＋濃

度が５mM 以下の条件で野生株と同程度の細胞内 Mg2＋濃度を示した。

【考察】

　AB1ΔΔ株において TCA20株由来の MotAB1がべん毛モーターに取り込まれ Mg2＋を駆動イオ

ンとして利用すれば、べん毛モーターを介して不足している細胞内 Mg2＋を供給できるので、菌

の生育が回復することが期待された。また、キシロース添加の有無により MotAB1の発現調節

を行うことで MotAB1が発現しているときのみに、生育の回復や細胞内 Mg2＋濃度の上昇、更に

は、運動性の回復が見られれば、これらの現象が MotAB1によることが示せると期待された。実

際の実験結果は、これらの仮説を裏付けるものとなった。これにより、TCA20株由来の MotAB1

をもつべん毛モーターは、Mg2＋や Ca2＋といった二価カチオンで駆動するこれまで報告例のない

新奇なモーターであることを示すことが出来た。今後は、この MotAB1の駆動イオン選択機構の

詳細を明らかにしたいと考えている。

【引用文献】1） Catherine W. et al ., （2014）  J. Bacteriol. 196 :1206-1214
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〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 多孔性 PVAゲル担体を用いた高速硝化処理
特性

主査教員　角野立夫
生命科学部　応用生物科学科　４学年　学籍№ 1920110087
武　井　彩　夏

１．はじめに
　廃水中に含まれる窒素成分は水圏における富栄養化の原因となるため、環境保全の観点でその
除去が課題となっている。さらに2011年に第７次総量規制が策定され、窒素処理の必要性は大き
くなっている。下水中に含まれる窒素成分の大半は NH4-N として存在しており、その除去は硝
化菌および脱窒菌による生物学的硝化脱窒法が主流である。特に、生物学的硝化脱窒法の律速は
硝化であり、硝化を安定して行わせる条件下で運転しなければ脱窒が期待できないことから、硝
化反応の高速処理に注目した。そこで生物親和性が高く多孔質で安価なゲル材料である PVA（ポ
リビニルアルコール）担体を用いた中濃度アンモニア含有合成廃水における硝化細菌の馴養、及
び高速処理運転の実施を検討した。また本研究では水温が及ぼす硝化速度への影響を評価すると
ともに、アレニウスプロットからアンモニア酸化反応の活性化エネルギーを検討した。さらに馴
養後、こ担体の菌叢解析検討として、アンモニア酸化細菌遺伝子 amoA、Nitrobacter 属遺伝子
norB を標的としたリアルタイム PCR 解析、次世代アンプリコンシーケンス解析を行った。
２．実験方法
２．１　硝化細菌の馴養及び高速運転処理
　充填率13.5 % で PVA 担体（５mm φ 球形）を入れた1.15 L リアクターに活性汚泥200 mL（種
汚泥）を投入した。中濃度 NH4-N 含有廃水を想定した無機合成廃水（NH4-N 400 mg/L）を原水
として馴養し生物膜を形成させ、連続処理を行った。pH の低下による硝化細菌の失活及び死滅
を防ぐため、NaHCO3を用いて pH を常時7.5に調節した。水温は25 ℃、原水は滞留時間を5‐24 
h に調節して流入し、負荷を調節した。
２．２　活性化エネルギーの検討
　馴養した担体を充填率５% で投入、下水を想定した無機合成廃水（NH4-N 40 mg/L）を原水と
し回分実験を行った。20 mL L 字試験管を用いた monod 振盪と１L 曝気リアクターを用いたも
ので行った。温度は monod 振盪で3‐45 ℃を10段階に、1 L 曝気リアクターで5‐30 ℃を６段階
に振り分けた。比較のため、 包括固定化担体（５mm 角形）を用いて同様の実験を行った。
２．３　担体の菌叢解析検討
　担体１g あたりの菌のコピー数を調べるため、アンモニア酸化細菌遺伝子 amoA、Nitrobacter
属遺伝子norB を標的として、リアルタイム PCR 解析を行った。さらに、次世代アンプリコンシ
ーケンス解析では、16S rDNA を標的として得られた DNA 増幅産物（アンプリコン）をシーケ
ンスすることで DNA 塩基配列を決定し、細菌の同定を行った。
３．結果及び考察
３．１　硝化細菌の馴養及び高速運転処理
　連続運転開始30‐80日、負荷0.56‐1.20 kg-N/m3/d で亜硝酸型の硝化反応を示し、処理水水質
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NH4-N１mg/L 以下を得た。その後も負荷をかけた結果、最大硝化速度1.95 kg-N/m3/d を得（図
１）、高速処理運転を達成した。
３．２　活性化エネルギーの検討
　活性化エネルギー 77.9 kJ/mol（図２、１L 曝気リアクター）を得た。この値は包括固定化法
とほぼ同等であった。PVA 担体は多孔質で硝化細菌が内部に入り込み、包括固定化担体と同様
な特性が得られていることが考えられる。
３．３　担体の菌叢解析検討
　リアルタイム PCR による担体１g あたりの菌のコピー数と担体を採取したときの硝化速度
をまとめた（表1）。本実験の PVA 担体１g あたりの標的遺伝子のコピー数は、硝化速度1.607 
kg-N/m3/day（運転開始297日目）のとき、アンモニア酸化細菌が2.08×1011コピー /g- 担体、
Nitrobacter 属が6.04×1010コピー /g- 担体であった。この値の桁数は、硝化速度が同等である包
括固定化担体におけるコピー数と一致した。このことからも PVA 担体の内部にまで菌が入り
込み、包括固定化担体と同等な性質を表したことが示唆される。次世代アンプリコンシーケン
ス解析結果を図３に示す。得られたデータは絶対的なものではなく相対的な値となるが、リー
ド数28254のうち、Nitrosospira が14%、Nitrosomonas が10% で、この２属が属する科である
Nitrosomonadaceae が全体の1/4まで集積できていることが分かった。

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

硝
化
速
度

（
kg
-N
/m
3 /
da
y）

容積負荷（kg-N/m3/day）

ア
ン
モ
ニ
ア
除
去
率（
％
）

50％

80％

100％

!" #!" $!" %!" &!" '!" (!" )!" *!" +!" #!!"

#

!" #!" $!" %!" &!" '!" (!" )!" *!" +!" #!!"

#

#

(kg-N/m3/day)

(copy/g-carrier)

Nitrobacter

PVA 1.607 2.08 1011 6.04 1010

(HOA,2EG) 1.626 1.19 1011 2.85 1010

(14EG) 1.366 8.11 1010 4.31 108

 

1

図１  容積負荷と硝化速度の関係

図３  次世代アンプリコンシーケンス解析結果

図２  アレニウスプロットによる
　　活性化エネルギーの検討
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主査教員　宮西伸光
生命科学部　食環境科学科　４学年　学籍№ 1930110098
脇　坂　卓　実

1．目的
　近年、生活の欧米化により増加している糖尿病は、食事等の様々な要因により血糖のコントロ
ールが効かなくなることで起こる疾患であり、脳卒中や神経障害などの合併症を招くことで知ら
れている。これらは長期間の高血糖状態が原因であるとされているが、その詳細については明ら
かにされていない。
　一方、生体内で重要な役割を果たしている糖鎖は、数種類の単糖から構成され、糖タンパク質
や糖脂質などの形態で存在している。糖鎖は細胞間の情報伝達や細胞内輸送などに関与してお
り、自然免疫、自己免疫疾患、癌化などの疾患とも深い関わりがあると考えられている。
　そこで本研究では、通常の血糖状態と高血糖状態を想定した二種類の筋肉細胞を培養し、それ
らの糖鎖構造解析を行うことによって、筋肉細胞の糖鎖が高血糖状態で受ける影響を明らかにす
ることを目的とした。

2．試料および方法
　本研究では、マウス大腿筋由来 C2C12細胞を通常のグルコース濃度（5.6 mM）で培養した
Low Glucose Sample（LG）と、高グルコース濃度（25 mM）で培養した High Glucose Sample

（HG）の二種類を使用した。LG と HG の二種類の細胞からそれぞれヒドラジン分解によって糖
鎖の切り出し抽出を行い、ピリジルアミノ（PA）化蛍光標識法を用いて PA 化蛍光標識糖鎖を
作成した。次に陰イオン交換クロマトグラフィーを行い、中性糖と酸性糖に分離した。得られ
た中性糖鎖をサイズ分画 HPLC 分析および逆相 HPLC 分析を行い、各種構造別に糖鎖を分離し
た。また、HPLC の結果をもとに二次元糖鎖マ
ッピングを行うとともに、酵素消化法により糖
鎖構造を決定した。

3．結果および考察
　LG と HG から得られた PA 糖鎖を、サイズ
分画 HPLC を用いて糖の重合度別に分離した結
果を図１に示す。ピークa~g について糖鎖構造
解析を行った結果、ピークa は M3BF6、ピーク
b は M5A、ピークc は M6B、ピークd は BI、ピ
ー クe は M7A（e1）、M7B（e2）、BIF6（e3）、
ピークf は M8A、ピークg は M9A であることが

〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 高血糖状態におけるマウス大腿筋由来
C2C12細胞の糖鎖構造解析

図１  LG と HG のサイズ分画 HPLC
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明らかとなった（図２）。
　糖鎖発現に関する構造比較解析を行った結果、
LG と HG に発現している糖鎖のバリエーション
はほぼ同様であったが、それらの発現量について
は大きな差がみられた（図３）。ハイマンノース
型糖鎖である M8A、M9A の発現量は HG におい
て顕著な増加が確認された。一般に糖鎖生合成経
路において、糖タンパク質は小胞体でタンパク質
のフォールディングを受けた後、ゴルジ体に輸送
され、さらなる糖鎖のプロセシングを受けること
が知られている。この一連の作用機構において、
ハイマンノース型糖鎖は糖タンパク質の品質管理
を担うとともに、ER‐Golgi 間の糖タンパク質輸
送に深く関与している。従って高血糖状態では、
糖タンパク質の品質管理機構および ER‐Golgi
間の糖タンパク質輸送に重篤な障害を引き起こし
ている可能性が示唆された（図４, ①）。
　さらに、複合型糖鎖であるM3BF6（a）と BIF6

（e3）についても発現量に大きな差がみられた（図
３）。M3BF6の発現量は HG において顕著な抑制
が確認され、BIF6については顕著な増加が確認
された。M3BF6と BIF6に共通する点は α-1, 6結
合したコアフコース（図２の△）である。コアフ
コース構造を持つ糖鎖は細胞の癌化や炎症に関与
しているとされており、疾患において発現量の変
動が確認されている。また、２つの糖鎖の異なる
点はラクトサミン構造（Galβ1-4GlcNAc）の有
無であり、この構造は免疫機能に関与するガレク
チンが特異的に認識する構造である。ラクトサミ
ン構造の付加は数種類の糖転移酵素が複合的に機
能しなければならない。この結果から、高血糖状
態では、炎症や免疫機能の異常が生じる事で、
BIF6を発現する糖鎖合成経路が過剰に誘導され
ている事が明らかとなった（図４, ②）。
　以上、本研究の LG、HG 状態における筋肉細
胞の糖鎖構造解析により、高血糖状態は糖タンパ
ク質の品質管理機構および ER‐Golgi 間糖タン
パク質輸送系に異常を引き起こしている可能性が
示され、さらに、正常時とは異なる糖鎖生合成経
路が過剰発現していることが初めて明らかとなっ
た。

図２  各ピークの糖鎖構造

図４  HG 状態での糖鎖生合成経路

図３  サンプル1 mg 中における各糖鎖の
　　　発現量の比較
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主査教員　白石弘巳
ライフデザイン学部　生活支援学科　生活支援学専攻　４学年　学籍№ 1A11110023
川　崎　恵　美

1．研究目的
　大学の講義で初めて「共依存」という言葉を耳にした。マスメディアなどではアルコール依存
や薬物依存など依存症について取り上げられる機会は少なくないものの、共依存という言葉はあ
まり一般には知られていないと考えられる。しかし、学習する中で、共依存が人間関係にとても
深い関わりがあること、アルコール依存や薬物依存など様々な依存症とも関係が深いことを知
り、共依存について理解を深めたいと思うようになった。

2．研究方法
　まず、共依存とはどのような病気か、また共依存に至る心理等を整理するために文献調査を行
った。次いで、西尾が開発した共依存傾向を評価する質問票をもとに質問票を作成し、本学ライ
フデザイン学部生活支援学科と人間環境デザイン学科の学生から回答を得て、大学生の共依存に
対する認識とその背景にある要因について分析し、さらに参考文献を読み、考察を加えることと
した。

3．結果
　以下、平成26年５月から７月にかけて行ったアンケート調査の結果中心に述べる。調査目的を
説明し、本学ライフデザイン学部の３年生183人（生活支援学科97人、人間環境デザイン学科86
人）から回答を得た。
　その結果、学科別での「依存症」と「共依存」の理解や認知については、「依存症」につい
て「理解している」「聞いたことがある」を回答した生活支援学科96.8%、人間環境デザイン学科
98.6% と有意差がなかった。一方、「共依存」については「理解している」「聞いたことがある」
との回答者が生活支援学科78.2% であったのに対し、人間環境デザイン学科では46.2% と有意差
が認められた（p ＜0.01）。しかし、共依存の傾向については、学科間（福祉を学んでいる・い
ない）、男・女間で有意な差は認められず、全体として共依存傾向は71.4% という高い頻度で見
出された。また、共依存傾向の高さと背景になる要因（両親の仲、幼少期の家族関係、事故など
の外傷体験、家族間の困難、いじめの経験の有無）について調べた結果、有意差が得られたのは

「いじめの経験の有無」のみであった。即ち、いじめが「ずっとあった」「短期間あった」と回答
した学生は、共依存傾向が高い人は59.0% だったのに対し、共依存傾向が低い人は18.7% と有意
に異なっていた（p ＜0.05）。また、悩んだり、困ったりしたときの対処方法について調べたとこ
ろ、「人・行為・物質」の３つに分けることができた。「人」との関わりの対処方法では、「友人
に相談する」「家族に相談する」が多かった。「行為」は、上位から「寝る」「我慢」「泣く」が多
く、「物質」では「食べる」が多かった。「いじめの経験の有無」で、対処方法に相違があるか否
かを分析したところ、いじめが「ずっとあった」「短期間あった」と回答した学生60人は、「人」
との関わりの対処法では「友人に相談する」「家族に相談する」が多く、「行為」は上位から「寝
る」「泣く」「我慢」、「物質」は「食べる」が多かったが、それ以外の学生との間に有意な相違は
なかった。

〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 現代大学生の共依存傾向についての研究
― 特にいじめの経験に着目して―
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4．考察
　アンケート調査において、共依存に対して否定的なイメージを持っている人が多かった。依存
という言葉が否定的なイメージとして定着しているのではないか。しかし、共依存は現代社会に
多く潜んでいる問題である。実際に調査の結果、共依存傾向と判定される人が非常に多かった。
虐待や暴力、離婚、貧困など多彩な社会問題が指摘される現代社会において、共依存は今後ます
ます増加していくのではないかと考えた。
　日本は高度経済成長によって欲しいものは何でも手に入ることができる時代となった。一方
で、インターネットの普及などでいつでも誰かと対面せずに繋がることが可能となり、人と人と
のコミュニケーションや対人関係は希薄になってしまっていると感じる。それが不安な時代をつ
くり出している要因の一つではないか。共依存はそのような社会背景も関係しているのではない
かと考える。共依存は親子関係や夫婦関係において問題とされることが多いが、社会の変化によ
って友人関係、恋愛関係など様々な人間関係においても存在するのではないか。人間は、孤独や
孤立、不安、寂しさから、安心、安全な居場所、安全な行動パターンを求めてしまうのではない
かと考える。
　一方、日本人は昔から「我慢は美徳」という考え方を持っている人が多いが、共依存と関係が
あるのではないか。我慢して笑う、我慢して感情を抑えるといった様々な我慢があるが、共依
存的考え方と共通する部分がある。我慢が度を超すと、「人間だから我慢できる」という言い訳
が、「我慢が人間性を破壊する」へと変わっていくのではないかと考える。
　今回、共依存傾向の高さと「いじめの経験の有無」のみ有意差が得られたが、いじめられる側
は、生きづらさを感じることでアダルトチルドレンとなり、共依存的考えや行動を取りやすいの
ではないかと考えた。最近のいじめの中に多く見られる傾向として「共依存型グループ」のいじ
めという概念が既に指摘されている。これは、グループ内でおこなわれるいじめであり、いじめ
られている側が、抜け出したくても抜け出せない状況において起こる。その背景には、現代の子
どもたちは学校に居ながら孤立することに対する不安や恐怖感が大きく、グループで「群れて」
いることを強く望む傾向があることが原因として挙げられる。子どもたちは１人でいるくらいな
ら、グループ内でいじめられても、そのグループから離脱するよりは、むしろ形式的に依存関係
を続ける方が安心できるという奇妙な関係が構築されている。それが「共依存型のいじめ」を増
加させる背景となっている。いじめる側はその行為を後悔しており、いじめられる側もそこから
抜け出そうと思っている。これは、殴った後で自分を責める夫と、そんな夫と別れたい思う妻、
その二人がそれでも夫婦生活を続ける光景と類似している。このことからも、「いじめの経験の
有無」は共依存と何らかの関係があるのではないかと考える。いじめを受けることで、自分の思
いや考えを封じ込め、我慢をしてしまうことがあるのではないか。いじめる側は、被害者になる
ことへの恐怖心が加害者になることを誘発しているのではないかと考える。集団に同調していれ
ば、被害者にならなくて済むという安心や安全の居場所を求めているのではないだろうか。それ
は、いじめられる側と同様に、いじめる側も生きづらさを感じて生活しているのではないかと考
える。
　現実に共依存に陥っている人は少ないとも考えられるが、現代の子どもは「生きづらさ」を感
じて生活を送り、アダルトチルドレンとなって将来家庭や社会で何らかの問題を引き起こしてし
まうかもしれない。また、それによって摂食障害やうつ病といった精神的・身体的な症状が現れ
る人もいるのではないだろうか。共依存について理解をした上で、自分自身が共依存に陥る可能
性があることを忘れてはいけない。
　共依存に陥らないために、信頼できる人に相談をして自分たちの問題を第三者に理解してもら
うことが大切である。時には、共依存的関係を断つ勇気も必要になるだろう。マスメディアなの
で取り上げられるアルコール依存や薬物依存は、依存している本人に焦点が向けられている。し
かし、それを支える妻や夫、子どもとの関係に焦点を当てると共依存的関係が隠れている。本人
だけでなく、本人を支える家族や周囲の環境にも目を向けなければいけない。また、共依存は無
意識のうちに共依存的行動や思考になっていることがほとんどである。自分と他者との関係を見
直すことや自分を客観的に見つめ直すこと、そして自己覚知はとても大切である。
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〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 子どもの運動遊びの積極性を引き出す保育者の
援助の在り方

主査教員　嶋﨑博嗣
ライフデザイン学部　生活支援学科　子ども支援学専攻  ４学年　学籍№ 1A12110078
関　口　みなみ

１．研究目的
　幼児期の体力・運動能力の問題が指摘されて久しい。こうした中で、2012年に文部科学省は『幼
児期運動指針』を策定した。同指針では、子どもの遊び環境の変化（空間・時間・仲間といった
“３間：サンマ ” の減少）をその背景として挙げ、保育園や幼稚園における運動遊びが重要性で
あり、且つ保育者の遊びの援助が発達に大きく反映することを指摘した。そこで保育者の運動遊
びの援助に関わる先行研究を外観したところ、経験則に基づく援助方法の解説が多く、観察や調
査に基づく研究的手続きを経て具体的な援助方法を示した研究は皆無であった。さらに言えば、
子どもの発達段階を考慮した援助方法について触れているものも筆者の知る限り皆無であった。
　そこで、本研究は子どもの運動遊びの積極性が引き出されたと考えられた保育者の援助事例を
収集し、保育者の援助と子どもの反応から有効と考えられる援助方法を概念化しそれらを体系的
にまとめることを第１の目的とする。また、収集事例を発達段階別に整理し、発達段階に合わせ
て強調される援助について考察することを第２の目的とする。
２．研究方法
　保育ボランティア先と本学の教育課程で筆者が参加した幼稚園実習・保育所実習Ⅱの保育機関
の園長・所長へ研究目的を伝達し、了承が得られた後、事例の記録化を進めていった。なお、観
察期間、分析視点は以下の通りである。
１）観察状況
　対象園、観察日時・日数・場所等を一覧に示した観察状況は表１に示す通りである。

２）分析視点
　子どもに運動遊びの積極性が引き出したと考えられる保育者の援助と子どもの様子をその場で
記憶し、帰宅後、事例の記録化を進めた。収集事例は、保育者の働きかけと子どもの呟き、表情
や動作等の姿をセットにして記述し、有効と考えられる援助の中味を概念化した。次に、保育者
の援助を体系的にまとめるため、概念化された援助を２つの観点から大別した。具体的には、保
育者が子どもに直接的に働きかけている〈直接的援助〉と、環境構成等によって間接的に働きか
けている〈間接的援助〉である。さらに、発達段階による援助の力点の相違を検討するため、収
集事例を年齢別に整理し、概念化した援助毎に事例数を明記し、発達段階に応じて強調される保
育者の援助について考察した。

 表１  観察状況
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３．結果と考察
１）保育者の運動遊びの援助と構造
　抽出された事例総数は28事例であり、その中で有効と考えられた援助は合計31件確認された。
典型事例として、以下の事例３を示すこととする。
＜典型事例＞　・・・　事例３．「ラジオ体操をする姿を褒める」　社会福祉法人Ｍ　H 小規模保育園　２歳児　保育室

「H1ちゃん、かっこいいね！」（援助３‐①）と園長先生は言葉を掛けた。するとH1ちゃんは園長先生の方を
向きニコっと笑い、思い切り腕を伸ばしたり、跳んだりして、ラジオ体操をしていた（子どもの様子３‐①）。
H2ちゃんは、H1ちゃんの姿を見て「H2ちゃんはー？」と言い思い切り体を動かし体操を行い、その姿を見た
Kくんも園長先生の顔を見てにこっと笑い、思い切り体を動かす姿を見せた（子どもの様子３‐②）。

　【考察】　（援助３‐①）は、園長先生がH1ちゃんを褒めることで、一生懸命ラジオ体操をする姿を認め、よ
り頑張ることと、皆の見本になることをねらいとした言葉掛けである。園長先生の（援助３‐①）によって、
H1ちゃんは思い切り体を動かすという（子どもの様子３‐①）の反応を示し、褒めてもらったため、もっと頑
張って体操しようという意欲が湧いている。H2ちゃんは園長先生がH1ちゃんを褒めるという（援助３‐①）
によって、自分も褒めて欲しいという（子どもの様子３‐②）の反応を示し、H2ちゃんも一生懸命体操をする
姿が見られた。子どもが一生懸命体操を行う姿を褒めるという「受容する言葉掛け」によって、褒められた子
どもや周りの子どもは、より身体を動かし体操をする姿が見られた。

　上記のような形式で事例をまとめ援助内容
を検討した結果、11の援助が概念化された。
それらを〈直接的援助〉と〈間接的援助〉の
２つの観点から体系的にまとめたものが図１
である。〈直接的援助〉は、『言葉掛け』『モデ
ル機能』に大別され、『言葉掛け』については

「受容する言葉掛け」「イメージ遊びを促す言
葉掛け」「課題性を与える言葉掛け」「動きの
手掛かりを与える言葉掛け」「遊びを提案する
言葉掛け」「有能感を高める言葉掛け」の６つ
が、『モデル機能』については「大きな動きに
よるモデル提示」「イメージ遊びを促すモデル
提示」「課題性のある活動のモデル提示」の３
つが確認された。また、〈間接的援助〉につい
ては『環境構成』を核として、「環境の変化」

「音・リズムの活用」の２つが確認された。
２）発達段階別の援助の在り方
　収集事例を年齢別に整理したのが表２
である。認知発達・運動発達を考慮し、
便宜的に2/3歳を基準に援助の力点を検
討した結果、年齢を問わず共通するもの
として「受容する言葉掛け」「環境構成：
音・リズムの活用」が確認された。一
方、相違が認められる援助として「モデ
ル機能：イメージ遊びを促すモデル提示」
は１・２歳児のみに確認され、３・４・
５歳児では、「遊びを提案する言葉掛け」

「有能感を高める言葉掛け」が確認され
た。このように３歳未満児と３歳以上児
では保育者の援助の在り方が異なる事が
示唆された。

表２  発達段階に応じた援助の力点の相違

図１  子どもの運動遊びの積極性
を引き出す保育者の援助と構造
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〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 死の受容におけるスピリチュアルケア構成
要素の有用性

主査教員　井上治代
ライフデザイン学部　健康スポーツ学科　４学年　学籍№ 1A20110078
村　上　天　悠

１．本論文の背景と目的
　人口学的に見て現代社会は高齢人口の割合増加に伴い年間死亡者数が増加し、未曽有の多死社
会を迎えようとしている。一方で、現代社会は「死生観なき時代」でもあるともいえるだろう。
すなわち戦前の天皇を現人神とする封建的な宗教観を排除するため、戦後の日本では徹底した公
的機関や義務教育から宗教が排除されてきた。また日本の高度経済成長期は医療機関での死亡率
が増加し、自宅での看取りが減少、生活の中から死が隠ぺいされてきた。そして近年、家族構造
の変化によって、死んだら家の祖先として祀られるという「家」の意識も希薄した。このように
戦後の日本は、死生観が形成しにくい社会であったことも事実であろう。
　本論文の目的は現代社会がこれから迎える多死社会において、第１人称の死（自身の死）を
人々がどのように受容しようとしているのか、伝統的な死生観に代替する新たな動きを踏まえつ
つ、現代人の死生観を分析することである。そのさい先行研究によって、死の受容過程において
有用であると言われているスピリチュアルケアの構成要素①死をも超えた将来の回復、②死をも
超えた関係性の回復、③自律性の回復に着目し、この分析枠組みをもって、現代人の新たな死生
観を分析することとする。

２．分析方法
　１人称の死の受容において、スピリチュアルケアの構成要素がいかに有用であるかを検証する
にあたり、先行研究の分析を試みたが、終末期の臨床分野における研究はあるものの、死を意識
しているであろう一般高齢者に関するスピリチュアルケアに関する研究はごく少ないといことが
わかった。
　そこで筆者は、次の２種類の調査を行った。
その一つは、尊厳ある死と葬送をめざして活動する認定 NPO 法人エンディングセンター（エン
ディングセンター略す）の取り組みを対象とし、これまでの文献と、独自のアンケート調査によ
って、死の受容に関してスピリチュアルケア構成要素の有用性を分析する調査である。エンディ
ングセンターは、桜の木の下に眠るという桜葬墓地を企画し、その墓に入るまでの会員相互の交
流や、死後の祭祀なども行っている団体で、このエンディングセンターの活動のうち①「桜葬メ
モリアル」（合同祭祀）という、第三者間で死後も続く供養のあり方や、②「墓友」と言われて
いている死をも超えて続く交友関係のあり方を取り扱った。
　もう一つは、死後に届ける生者へのプレゼントや行為などを、生前に自身で決めて他者に依頼
し仕掛けておくという行為＝「死後のしかけ」を行った事例①自らの死後、友人の孫に絵本を贈
った女性、②自らの死後、花束を妻に送った夫、③死後も家族で誕生会を開きたい希望する男
性、これら３事例を取り上げ関係者にインタビュー調査を実施し、「死後のしかけ」におけるス
ピリチュアルケア構成要素の有無とその有用性を探った。

３．論文の構成
　序章では、本研究の背景と目的、分析方法を述べ、これから使用する用語の概念規定を行っ
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た。第２章では現代人の死生観が未成熟である一要因として、家族機能の弱体化に伴う先祖祭祀
の衰退に焦点を当て論述した。高度経済成長期に伴う核家族化、そして現在単身世帯の増加に伴
い家族機能は従来に比べ弱体化し、それに伴い先祖祭祀も衰退している。先祖祭祀が死生観の形
成にどのように影響していたかスピリチュアルケア構成要素を用いて分析した先行研究をとりあ
げ、スピリチュアルケア構成要素によって死生観形成、死の受容がされていたことを確認した。
第３章では、先祖祭祀が衰退した現代社会では、死を受容するためにも、スピリチュアルケア
構成要素を含む代替的な動きによる死生観の形成が必要とされているのではないかという仮説に
立ち、先行文献をもとに、エンディングセンターの活動分析、検証を行った。そのうえで、筆者
がエンディングセンターと協働して行ったアンケート調査を通じ、エンディングセンターの活
動（「桜葬メモリアル」= 合同祭祀、「墓友」＝墓を核として死をも超え交友関係）におけるスピ
リチュアルケア構成要素の有無、さらにエンディングセンター会員の死生観の変化について論述
した。第４章では「死後のしかけ」について、既に実施し亡くなっていった人々の関係者を対象
としたインタビュー調査によって、分析、検証を行った。「死後のしかけ」についての文献はほ
とんど見当たらないことから、「死後のしかけ」がスピリチュアルケア構成要素を含むかどうか
について仮説を立て、インタビュー調査からその有無、それに伴う死生観の変化について論述し
た。終章では、本論文の結論を述べた。

４．結果と考察
　エンディングセンターの活動におけるスピリチュアルケア構成要素について、文献調査から
は「死後の地域社会」ともいえる観念が芽生えていることが明らかとなり、スピリチュアルケア
構成要素「死をも超えた将来の回復」「死をも超えた関係性の回復」があることが解釈できた。
さらに実証的な検証を行うために、会員に対するアンケート調査を実施した。アンケート調査の
分析結果からは、会員が「桜葬」を終の棲家として選択したことに誇りのような感情を抱いてお
り、その点に「自律性の回復」があること、そして「桜葬」を選択した同志であるからことに一
体感を感じており、「墓友」として死へのプロセスを共に歩みながら、死後の付き合いを想定す
るといった関係性が生じていた。また、「桜葬メモリアル」に関しては、自らの死後多くの人が
祀ってくれることに、寂しくない、安心感があるという人が大勢おり、この点からもスピリチュ
アルケア構成要素「死をも超えた将来の回復」「死をも超えた関係性の回復」が死を受容する死
生観を形成していることが示唆された。認定 NPO 法人エンディングセンターの取り組みはまさ
しく、スピリチュアルケア構成要素を応用した代替的な取り組みであることが明示できた。
　「死後のしかけ」は生前に築いた関係を死後にまで自発的に延長する行為、まさしく「生前か
ら死後に続く関係の構築」をする行為であると表現でき、自らの意思をしかけとして残し、第２
人称の死者（第１人称の死者にとっての近親者）との関わりを死後にまで延長することで、「死
をも超えた将来の回復」「死をも超えた関係性の回復」が、そして、自らの死後第２人称の死の
立場である人のために「死後のしかけ」を用意することで「自律性の回復」があるというよう
に、スピリチュアルケア構成要素を含む行為であることが明らかとなった。
　第１人称の死者が「死後のしかけ」を通して「生前から死後に続く関係の構築」をすること
で、死に対して「怖くない」「安心感がある」という言語表現が表出していることから、死の受
容を可能とする死生観が形成されることが示唆された。

５．結論
　以上のことから本論文の課題として挙げた、死生観の未成熟である現代社会がこれから迎える
多死社会において人々が第１人称の死をどのように受容していくか。その課題の解決に対して、
スピリチュアルケア構成要素に立脚した行為の有用性を、文献調査、アンケート調査、インタビ
ュー調査から分析し、実証した。また、スピリチュアルケア構成要素の新たな応用法として、

「死後のしかけ」を明示することができた。
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主査教員　水村容子
ライフデザイン学部　人間環境デザイン学科　４学年　学籍№ 1A30110036
塩　澤　　　涼

１．研究の背景・目的
　近年バリアフリー化の取組みとして、車いす使用者用トイレの設置義務付けを背景に、多機能
トイレには子供連れ等も利用できる設備が整備されているため、車いす使用者だけでなく高齢
者・子供連れによる利用も集中し、車いす使用者が利用しにくいという指摘が寄せられている

（中日本高速調べ）。このような事情から、多機能トイレを必要としている人々がスムーズに利用
できるよう、トイレブースの機能分散の必要性が生じている。一方、我が国では近年少子化対策
として、子育てのしやすい環境の整備も社会的に求められている。子供連れ家族が、容易に負担
感なく外出できる環境が必要なのである。
　本研究では、交通施設の中でトイレの利用集中状況が顕著であるサービスエリア（以下 SA と
略す）における多機能トイレへの利用集中実態を把握し、多機能トイレからその他トイレブース
への利用分散を図る方法の検討に資する調査を実施する。更に類似した手法による調査を、一般
に子育て世代の利用頻度の高い商業施設においても実施する。SA、商業施設におけるトイレブ
ースの利用実態を明らかにし、機能分散されていない施設においての、子供連れおよび車いす使
用者の速やかな利用が図られる、機能分散の手法を導くことを目的とする。

２．研究方法
　文献調査では、国土交通省「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準―トイ
レ空間に関するガイドライン―」を参照、国が制定した整備基準を把握。インターネット調査で
は、子育て環境に関するニーズ、子をもつ親が求める商業施設トイレに関する記事を参照。現地
ヒアリング調査（表１、２）

３．調査結果
 ・ SA において、東名・新東名の多機能トイレは『子育て層』『障害あり（付添あり, なし）』がよ

く利用。
 ・待ち状況においては、ログデータによる実態と、利用者による経験・印象に差異が生じてい

た。ヒアリング調査では「待たされたことがある」との回答が３～４割であったのに対し、実
際に待ち状況が発生している件数は数件しか見られなかった。

 ・機能分散への賛否において、子供連れは SA・商業施設共に、‘わけた方がよい’ ‘わけなくても

〈学生研究奨励賞受賞〉

論文題目 多機能トイレに集中する機能を分散する計画手法に関する研究
―サービスエリアと商業施設を事例として、子供連れと車いす使用者の利用分散への検討―

表１  SAトイレの利用実態調査 表２  商業施設トイレの利用実態調査
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よい’ と二分化。「並ばずに利用したい」、「近くてわかりやすいトイレに入る」等、全体的に
利便性を判断基準とし、障害者当事者とのすみわけを意識したものではない。

写真１  一般トイレ内の少し広いトイレ
【一般トイレ内の少し広いトイレの認知度・利用状況】

 ・子育て層 SA・商業施設共によく利用。認知度も高い。
 ・SA において、障害あり（付添あり）では、『使ったことが
ある』の回答数が最も多く、『使わない・知らなかった』の回
答は全体の４割。障害あり（付添なし）では、『使わない』の
回答数が最も多く、『知らなかった』との回答は１～２割。

　障害者視点では、多機能トイレに備わる機能のうち、SA おいて大型ベッド・音声案内・カー
テン以外の機能が、商業施設においては跳ね上げ手すり・大型ベッド・汚物流し・音声案内・カ
ーテン以外の機能が、一般トイレ内の少し広いトイレに同じように備わっている。即ち多機能ト
イレと同程度の機能を備えていると考えられる。子供連れ視点では、SA・商業施設の両施設に
おいて、多機能トイレより一般トイレ内の少し広いトイレの方が、機能が充実している。

４．結論
　機能分散は既に施されているが、存在や機能性の認知度が低い。一般トイレ内の少し広めのト
イレの認知度を上げ、利用を促すことは、利用者を分散させるため・待ちを発生させないために
は重要である。
　SA における快適なトイレブースの提案とし
て、子供連れ視点において ‘オムツ替え可能’、
‘広いスペースがある’ ことを一般トイレ入口に
表示する。また子供連れが利用しやすい機能を
一般トイレ内に備え、多機能トイレではなく一
般トイレ内で一度に用が済むことを示すこと
で、子供連れを一般トイレへ促す。障害者が多
機能トイレでしか利用できない機能を、一般ト
イレ内でも待つことなく利用できる。

 

表３  SAに備わる機能比較 表４  商業施設に備わる機能比較

写真２  SAトイレ
入口現状

写真３  SAトイレ入り口
提案例
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　校友会は、東洋大学の興隆発展に寄与することを目的として、各種の事業を行っているが、在

学生に対する「校友会奨学金」ならびに「学生研究奨励賞」の授与は、その大きな柱の一つであ

る。

　昭和46年11月17日、校友会の手によって全学的な学術助成運営委員会が発足し、教職員を対象

にした「東洋大学校友会学術研究助成金制度」、学生を対象にした「東洋大学校友会学生研究奨

励金制度」が誕生した。その後、数回にわたる運営委員会規定の改正を経て、昭和53年、大学側

に教職員を対象にした「井上学術振興基金制度」が発足したのを受けて、学生に対する助成のみ

となった。そして、昭和63年12月14日付けで諸規定の見直し整備が行われ、「東洋大学校友会学

生研究奨励基金規則」「同運営委員会規定」「校友会奨学金授与基準」が施行された。また新制度

発足に際し、従来の「学生研究奨励賞」とは別に、大学院博士後期課程在籍者を対象にした「校

友会奨学金」制度が新たに設けられた。その後、平成15年4月1日付けで、規則の抜本的な見直し

が行われ、特に奨学金については条件・金額等の大幅な改訂が行われた。さらに、平成22年度は

「校友会奨学金」の内容を大幅に改訂し、特別奨学金および留学生枠を新規に設定し、内容の一

層の充実を図った。

　また、昭和59年度からは、『学生研究奨励基金授与論文概要集』を刊行し、学内各研究機関等

に保存されることになった。卒業生の組織によるこのような学生の後援は、他大学にもあまり見

られない東洋大学の特色となっている。

　校友会における予算措置は、当初の50万円から昭和63年度以降500万円へと拡大し、さらに、

これを実りある大樹とし、ひいては後継者の育成を図る運営をしていくために、運営委員会で数

度にわたる検討がなされ校友会常任委員会に諮られた。その結果、学生研究奨励基金は、大学の

井上学術振興基金に寄付をする目的で積み立てられていた学術奨励金に、昭和63年度予算を合わ

せた1,500万円を基本財源とすることになった。なお、平成26年度事業予算は、1,300万円を予定

した。

　授与数は平成26年度の今回で通算43回目となり、教職員が46名、学生が2,446件（うち奨学金

176名）、合計2,492件となった。

（平成27年３月19日）

記

昭和46年度　第１回　教員８、大学院９、学部13、短大３    計33件

昭和47年度　第２回　教員４、職員１、大学院９、学部13、短大２   計29件

昭和48年度　第３回　教員５、職員２、大学院11、学部８、短大２   計28件

昭和49年度　第４回　教員７、職員２、大学院14、学部16、短大３   計42件

昭和50年度　第５回　教員７、職員１、大学院12、学部18、短大３   計41件

昭和51年度　都合により中止

昭和52年度　第６回　教員８、職員１、大学院６、学部12、短大２   計29件

校友会学生研究奨励基金発足に至る経過について
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昭和53年度　第７回　大学院９、学部15、短大２     計26件

昭和54年度　第８回　大学院11、学部21、短大３     計35件

昭和55年度　第９回　大学院８、学部28、短大３     計39件

昭和56年度　第10回　大学院10、学部29、短大３     計42件

昭和57年度　第11回　大学院10、学部31、短大３     計44件

昭和58年度　第12回　大学院10、学部32、短大３     計45件

昭和59年度　第13回　大学院10、学部27、短大３（優秀賞４）   計40件

昭和60年度　第14回　大学院12、学部30、短大３（優秀賞５）   計45件

昭和61年度　第15回　大学院12、学部33、短大４（優秀賞６）   計49件

昭和62年度　第16回　大学院13、学部35、短大６（優秀賞６）   計54件

昭和63年度　第17回　大学院16、学部32、短大６、奨学金５    計59件

平成元年度　第18回　大学院17、学部37、短大６、奨学金５    計65件

平成２年度　第19回　大学院16、学部32、短大５、奨学金３    計56件

平成３年度　第20回　大学院16、学部36、短大５、留学生１、奨学金４  計62件

平成４年度　第21回　大学院17、学部35、短大５、留学生１、奨学金５  計63件

平成５年度　第22回　大学院16、学部36、短大６、留学生１、奨学金５  計64件

平成６年度　第23回　大学院17、学部36、短大６、留学生１、奨学金５  計65件

平成７年度　第24回　大学院19、学部34、短大６、奨学金５    計64件

平成８年度　第25回　大学院19、学部31、短大６、留学生２、奨学金５  計63件

平成９年度　第26回　大学院20、学部31、短大６、留学生１、奨学金５  計63件

平成10年度　第27回　大学院20、学部31、短大６、留学生１、奨学金５  計63件

平成11年度　第28回　大学院20、学部31、短大６、留学生１、奨学金７  計65件

平成12年度　第29回　大学院20、学部34、短大６、留学生３、奨学金７  計70件

平成13年度　第30回　大学院20、学部33、短大２、留学生２、奨学金６  計63件

平成14年度　第31回　大学院21、学部33、留学生１、奨学金７   計62件

平成15年度　第32回　大学院21、学部37、留学生３、奨学金７   計68件

平成16年度　第33回　大学院21、学部40、留学生２、奨学金７   計70件

平成17年度　第34回　大学院24、学部40、留学生３、奨学金７   計74件

平成18年度　第35回　大学院26、学部40、奨学金７     計73件

平成19年度　第36回　大学院27、学部40、奨学金７     計74件

平成20年度　第37回　大学院27、学部42、奨学金10     計79件

平成21年度　第38回　大学院25、学部44、奨学金10     計79件

平成22年度　第39回　大学院26、学部44、奨学金10     計80件

平成23年度　第40回　大学院28、学部44、奨学金10     計82件

平成24年度　第41回　大学院29、学部46、奨学金10     計85件

平成25年度　第42回　大学院28、学部46、奨学金７     計81件

平成26年度　第43回　大学院27、学部47、奨学金５     計79件
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（目　的）

第１条　東洋大学校友会会則第４条第５項に基づき、東洋大学校友会（以下、本会という）に東

洋大学校友会学生研究奨励基金（以下、基金という）をおく。

第２条　この基金制度は、東洋大学に在籍する学術優秀な学生に対し、その知的道徳的および応

用的能力を展開させ、かつ東洋大学建学の精神に基づく学風を守り育てる後継者の育成を図る

ため、研究奨励金および奨学金を授与し、東洋大学の発展に寄与することを目的とする。

第３条　前条の目的を達成するため次の事業を行う。

 （1）東洋大学大学院および学部に在籍する学生の研究に対する褒賞（以下、学生研究奨励賞と

称する）

 （2）東洋大学大学院在籍者に対する奨学金の授与（以下、校友会奨学金と称する）

（運営委員会）

第４条　この基金の事業を運営するために運営委員会をおく。

第５条　運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 （1）校友会長

 （2）学長

 （3）大学院の各研究科長の中から、学長の推薦による者１名

 （4）教務部長

 （5）各学部の専任教員の中から、学長の推薦による者各１名

 （6）校友会本部役員の中から２名および校友会長の推薦による者３名

第６条　委員は校友会長が委嘱する。

第７条　委員長ならびに委員の任期は２カ年とする。ただし、再任は妨げない。

第８条　運営委員会に委員長をおき、校友会長がこれに当たる。

２　運営委員会は委員長が招集し、その議長となる。

３　委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

第９条　運営委員会は委員の３分の２以上の出席がなければ会議を開くことができない。

２　欠席の委員で委任状を提出した者は、出席者とみなす。

３　運営委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによ

る。

（学生研究奨励賞）

第10条　第３条による学生研究奨励賞は次のとおりとする。

東洋大学校友会学生研究奨励基金規則
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 （1 ）大学院は、博士前期・修士課程修了予定者を対象とし、授与件数は各専攻１名とする。学

部は、最終学年の卒業予定者を対象とし、授与件数は各学科１名（入学定員が定められてい

る専攻については、各専攻１名）とする。

 （2 ）賞状および副賞５万円を授与する。

第11条　学生研究奨励賞の選考は、研究論文等をもって審査対象とし、大学院各研究科長、各学

部長の推薦書に基づく候補者の中から運営委員会が選定し、校友会常任委員会において決定す

る。

（（校友会奨学金および申請資格）

第12条　第３条による校友会奨学金は次のとおりとする。

１　大学院博士後期課程在籍者を対象とし、授与件数は１３名以内とする。

２　授与記および奨学金年額は以下のとおりとする。

 （1）校友会特別奨学金　　３名以内　各１００万円

 （2）校友会奨学金　　　　７名以内　各６０万円

 （3）校友会留学生奨学金　３名以内　各６０万円

３　校友会奨学金の申請資格は、原則として本学学部を卒業して、東洋大学大学院博士後期課程

に在籍し、学位取得を目指す者とする。

４　国費留学生はこの奨学金制度について該当しないものとする。

第13条　校友会奨学金の授与を希望するものは、本会所定の次のいずれかの用紙をもって申請し

なければならない。

 （1）東洋大学校友会奨学金申請書

 （2）東洋大学校友会留学生奨学金申請書

２　申請書は１１月２０日を締切として、本会事務局に提出するものとする。

（選考基準）

第14条　校友会奨学金の選考は、学術誌（大学院紀要を含む）、修士論文等で発表した研究論文

および調査研究成果等をもって審査対象とし、候補者の中から運営委員会が選定し、校友会常

任委員会において決定する。

２　前項の審査において、特に研究課題の独創性・発展性・実現性等に富み、研究者・教育者と

しての将来性が望まれる者（留学生を含む）について特別奨学金を授与する。

（実施細目）

第15条　学生研究奨励賞の推薦書は、本会所定のものに研究科長、または学部長の署名捺印と主

査教員による推薦理由を記し、必ず候補者本人によるレジュメを添付しなければならない。

第16条　学生研究奨励賞および校友会奨学金の推薦期日は、その年度の運営委員会が決定した日

までとする。
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第17条　学生研究奨励賞および校友会奨学金の授与の期日および方法は毎年運営委員会において

定める。ただし、校友会奨学金は前期（前年度３月に支給）、後期（当年度９月に支給）の２

回に分けて授与するものとする。

第18条　校友会奨学金の授与は、在籍中1回限りとする。なお、奨学金授与期間以前に学位を取

得することになったときは支給予定の奨学金は授与しない。また、奨学金授与期間の前期にお

いて学位を取得した場合は、後期分の支給予定の奨学金は授与しない。

第19条　校友会奨学金は、返済の義務を伴わないものとする。ただし、奨学金を授与された者は、

その年度内に研究論文等を一編以上発表し、運営委員会に調査研究等の成果報告書を提出しな

ければならない。

第20条　奨学生が次の各号の一つに該当したときは、速やかに運営委員会に届け出なければなら

ない。ただし、本人に事故ある場合は、保証人が代わって届け出なければならない。

 （1）休学・退学（自主退学）・死亡したとき

 （2）本人および保証人の住所、氏名等に変更があったとき

第21条　奨学生が次の各号に該当したときは、その時点以降の奨学生としての身分を取り消すも

のとする。

 （1）休学（在籍留学を除く）・退学（自主退学）・死亡したとき

 （2）停学・退学・除籍その他の処分を受けたとき

 （3）推薦者が推薦を取り消したとき

第22条　本会は授与論文の概要を校友会ホームページに掲示するものとする。

第23条　運営委員会の事務は、本会事務局が行う。

（規則の改正）

第24条　この規則の改正は、本会常任委員会の承認を得るものとする。

　附　則

 （１）この規則は平成１５年４月１日から施行する。

 （２）東洋大学校友会学生研究奨励基金運営委員会規程は廃止する。

 （３）校友会奨学金授与基準は廃止する。

 （４）平成１８年２月２４日改正

 （５）平成２０年４月１日改正

 （６）平成２２年２月１７日改正

 （７）平成２２年９月１６日改正

 （８）平成２５年９月１９日改正

 （９）平成２５年１１月２１日改正

 （10）平成２６年１１月２０日改正
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平成26年度学生研究奨励賞・平成27年度校友会奨学金 授与数

１．学生研究奨励賞
２．校友会奨学金

７４名
５名

賞 状 お よ び 副 賞
授与記および奨学金

１名　　　 ５万円
１名年間　６０万円

学　生　研　究　奨　励　賞

奨　励　賞 奨　学　金

予定

枠数

予定

枠数

授与

数

予定

枠数

授与

数

授与

数

予定

枠数

授与

数

予定

枠数

授与

数修士

１部 ２部 通信

博士
前期

校　友　会
特別奨学金

校友会
奨学金

校友会
留学生奨学金

専門職
学　位

授与内訳

授与内訳

文 　 学

社 会 学

法 学

経 営 学

経 済 学

工 学

国際地域学

生 命 科 学
福祉社会デザイン

学際・融合科学

法科大学院

　 計 　

８

２

２

３

２

４

２

１

４

１

１

３０

文

経 済

経 営

法

社 会

理 工

総 合 情 報

国 際 地 域

生 命 科
ライフデザイン

　 計 　

１３

４

４

４

７

６

１

３

３

４

４９

７

２

１

３

１

４

２

１

４

１

１

２７

７

２

１

３

０

４

２

１

３

１

２４

１

１

２

１

１ ０３ ７ ３

２

１

２

５ ０

１３

４

３

３

７

６

１

３

３

４

４７

９

３

２

２

５

６

１

２

３

４

３７

３

１

１

０

２

１

８

１

１

２

大　
　
　

学　
　
　

院

学　
　
　
　
　
　

部
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東洋大学校友会学生研究奨励基金運営委員会委員
任期２年　平成25年４月１日～平成27年３月31日

平成27年２月19日現在

奨励基金規則 各号構成 氏　　　名 備　　　　考

大　学 規則第5条第2号

 〃 第3号

 〃 第4号

 〃 第5号

 〃  〃   

 〃  〃   

 〃  〃   

 〃  〃   

 〃  〃   

 〃  〃   

 〃  〃   

 〃  〃

 〃  〃

 〃  〃

学 長

大 学 院

教 務 部 長

文 学 部

経 済 学 部

経 営 学 部

法 学 部

社 会 学 部

理 工 学 部

国際地域学部

生 命 科 学 部

ライフデザイン学部

総合情報学部

食環境科学部

竹 村 牧 男

武 藤 眞 朗

杉 山 憲 司

野 間 信 幸

齊 藤 裕 志

住 谷　　 宏

加 藤 秀 治 郎

姜　　 英 淑

西 郷 宗 玄

張　　 長 平

高 崎　　 茂

山 本 美 香

石 原 次 郎

和 田 直 久

文学部東洋思想文化学科

法学研究科長 

社会学部社会心理学科

東洋思想文化学科 

経済学科

マーケティング学科 

法律学科

社会福祉学科

機械工学科 

国際地域学科 

応用生物科学科 

生活支援学科

総合情報学科

食環境科学科
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 〃  〃    
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校 友 会 長

本 部 役 員

〃

会 長 推 薦

〃

〃

羽 島 知 之

安 本 賢 治

長 澤 政 行

神 田 重 幸

中 山 尚 夫

松 下 吉 男

副会長

常任委員（事業部会）

校友　名誉教授

校友　文学部日本文学文化学科

校友　理工学部建築学科


