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『藤原長能集』の諸本および人物の研究 

Study of various books and persons of "Fujiwara Nagayoshi Shū " 

 

研究代表者 古田 正幸 （校友） 

 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

キーワード／①平安文学  Heian literature 

キーワード／②和歌    Waka poetry 

キーワード／③藤原長能集 Fujiwara Nagayoshi Shū 

キーワード／④私家集   Personal collection of Waka poetry 

キーワード／⑤注釈    Annotation 

平成 28 年度交付額／700,000 円 

 

研究発表／ 

（1）学会および口頭発表 

・古田正幸「長能集伝本系統考―一・二類の配列を中心に―」（和歌文学会 12 月例会、於大正大学・

平成 28 年 12 月口頭発表） 

（2）投稿予定 

・古田正幸「『長能集』一類本冒頭部の配列について―二類本・伝定家筆切との比較を中心として―」

（平成 29 年度投稿予定） 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

本研究は、平安時代中期の歌人である藤原長能の私家集『藤原長能集』を対象に、伝本と人物の研究

を行うものである。 

『藤原長能集』には、大別して一類・二類の二種類の伝本群があることが知られる。従来、『藤原長

能集』は、自他撰の問題を含めた二系統にわけられるとされる。また、古筆切の「伝定家筆切」につい

ては、二類本に属するかと推定されてきた。 

そこで本研究では、まず『藤原長能集』の諸本や古筆切の調査を行った。国文学研究資料館の所蔵資

料や、個人蔵（杉谷寿郎氏宅）の資料について、写真版やコピーを手に入れた。次に、手に入れた資料

を元に、奥書や和歌の配列、内容について、書誌学的な整理を行った。最後に、この整理を踏まえて、

主として『藤原長能集』の詞書を中心に、詠歌時期や人物の注釈的研究を行った。 
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２．研究経過および成果の概要 

本研究の成果として、次のことがわかった。まず、諸本の奥書からは、平安時代の『藤原長能集』に

遡れないことである。一類本は書陵部（一五〇・七二九）本を代表的本文とする伝本群で、同本の奥書

からは世尊寺行尹（1286～1350）の自筆本から「亜槐藤」が転写した本を祖本とすることがうかがえ

る。しかし、現存諸本はいずれも近世期の書写本で、「亜槐藤在判」とある書陵部（一五〇・七二九）本

の本奥書も、模写したとみられる書風から烏丸光広（1579～1638）のものかと見られ、わずかに中世

～近世の伝来の一端をうかがわせるのみである。一方の二類本は、書陵部（五〇一・四〇）本を代表的

本文とするが、「家隆自筆」とある奥書からは、祖本に藤原家隆（1158～1237）が関わったかと見受け

られる程度で、他の判断材料に乏しい。家隆は『新古今集』の撰者であるが、家隆自身は長能の歌を『新

古今集』には選ばなかったようで、その点からも裏付けは得られない。 

こうした『藤原長能集』現存諸本から得られる情報が少ないこととも相まって、従来は『藤原長能集』

の一類本と二類本の共通歌の「内容」から諸本の意義づけが行われてきた。そこで、次に本研究が着目

したのは、一類本と二類本との「配列」である。現存諸本の「内容」が平安時代に遡る保証がない以上、

一類本と二類本との優劣を見比べても、書写段階での本文の乱れとも考えられるため、いずれか片方の

特徴を見いだすことは難しい。しかし、「配列」については一類本・二類本ともに全くの雑纂形態では

ないと見られること、共通歌が多数見られることの二点から、仮に転写に際して錯簡や脱落などが起き

ていたとしても、『藤原長能集』の祖本の特徴を判断できるかもしれないと考えた。 

そこで、両系統の共通歌 58 首の「配列」を調査したところ、歌群単位で歌序が一致する歌が 29 首、

歌序が一部入れ替わるものの、歌群としては同一のものが 13 首あることがわかった。約 72％は共通す

ることになる。また、一類本にしかない 87 首中 83 首は隣り合った歌ごと二類本になく、二類本の独自

歌 66 首中 63 首は隣り合った歌ごと一類本にないことがわかった。こうした特徴からは、歌群単位の並

びは入れ替わっているものの、従来説とは異なり、一類本と二類本とが共通する原資料を持つことをう

かがわせる。また、配列からは二類本の方が正しい部分もあることから、従来説と異なり、自他撰の別

については断定しがたいこともわかった。 

また、「伝定家筆切」は、従来本文異同から二類本に近いと推定されてきたが、一類本と本文が一致

する一葉が新たに見いだされた（杉谷寿郎氏のご教示による）。配列についても一部を除いて、一類本

に近い。上述の通り、一類本と二類本とは共通歌の配列が近似しているために予断を許さないが、少な

くとも二類本に近いとの断定はできない。 

以上の結果をふまえて、本研究では一類本と二類本の共通歌が、三首以上並ぶ中では唯一配列が異な

る一類本の冒頭歌群に着目して注釈的な研究を行った。一類本の冒頭歌群は、従来説では藤原長能の若

年時の日記的な詠歌群とされている。しかし、一類本の「むかし」で始まる詞書や、新出の「伝定家筆
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切」の歌序からは、一類本の冒頭部に物語化を志向した編纂の意図がうかがえることが明らかとなった。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 今後は、一類本の冒頭部の配列や物語的な編纂の意図を、注釈上どこまで是認出来るかを見極めつつ、

研究を継続していく必要がある。 

また、『藤原長能集』は平安時代に確実に遡る写本が知られておらず、伝定家筆切も一部分が伝わる

のみである。資料的制約があることが、『藤原長能集』の課題といえるが、今後も新出資料の捜索を続

けていくことになる。 

 

Summary 

In this research, I studied into books and persons in the personal collection of Fujiwara 

Nagayoshi's "Fujiwara Nagayoshi Shū ", a Waka poet in the middle of the Heian era. 

It is well known that many of "Fujiwara Nagayoshi Shū " are roughly divided into two groups; 

first classes and second ones. Therefore, at the first step in this research, I obtained books of 

"Fujiwara Nagayoshi Shū " and old booklets in a photographic version, and organized the outline, 

the arrangement of the poetry, and the contents. Then, based on the arrangement, I performed an 

annotative study of singing time and persons, mainly in the foreword of "Fujiwara Nagayoshi Shū”. 

Traditionally, many of "Fujiwara Nagayoshi Shū" are said to be divided into two lines including 

issues of self-selection and others, and it has been presumed that "Den Teika hitsu gire" of the piece 

of classical calligraphy belongs to the second classes books on. 

As the result of my research, I found it is difficult to distinguish self-selections and 

others-selections, clearly. Additionally, it is considered that they have common sources for selections. 

It is concluded that the beginning of the first-class book was edited by another person. 
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稲葉文庫を中心とした近世国学・和歌の研究 

The Research of Kokugaku and a Waka poetry in Edo era  

 on the Touyou Collection 

研究代表者 大内 瑞恵（校友） 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

キーワード／①国学 Kokugaku 

      ②和歌 Waka poetry 

      ③稲葉文庫 Touyou Collection 

      ④鷲見家 Sumi family 

      ⑤加納諸平 Kanou Morohira 

平成 28 年度交付額／630,000 円 

 

研究発表／（１）論文 

・大内瑞恵「鷲見保明「秋の道草 上」翻刻―稲葉文庫と橘千蔭・衣川長秋の添削」東

洋大学大学院紀要、第 53 集 

平成 29 年 3 月 

・大内瑞恵「「化物婚礼」考―東洋大学附属図書館蔵絵巻物『化物婚礼』序文読解」日

本文学文化、第 16 号 

平成 29 年 2 月 

・大内瑞恵『東洋大学附属図書館蔵 稲葉文庫解題目録』（冊子・PDF） 

平成 29 年度予定 

 

研究経過および成果の概要 

1. 研究方法 

（１） 東洋大学所蔵の稲葉文庫の書誌および内容の調査 

（２） 広島・京都・名古屋等における鷲見家資料・典籍の調査 

2. 研究経過および成果の概要 

本年は上記の論文発表を行った。 

 稲葉文庫は山本嘉将氏の旧蔵書であり、現在東洋大学附属図書館の所蔵資料である。この資料中に

は鳥取藩池田家家臣鷲見家の資料および、加納諸平に関する資料など近世後期国学者の和歌が多く含

まれている。 

まず、第一段階として東洋大学所蔵の稲葉文庫資料の書誌および内容の調査から着手した。稲葉文
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庫資料は大きく分けると、次のような構成となる。 

① 類題集とその材料となった和歌資料、②およそ 400 点近い書簡資料、③鷲見家代々の和歌、④

加納諸平関連書籍（近世資料）、⑤その他の板本・写本、⑥近代研究資料（単行本・抜刷など） 

 次に、第二段階として、文庫の中核をなす鷲見家の資料の調査として京都及び広島へ調査に赴いた。

広島（江田島）の第 1 術科学校（旧海軍兵学校）において、資料の概要と現在の状況を伺い、旧海軍

兵学校の古典籍資料を調査した。結果として、近代において、鷲見家の資料は、京都の竹苞書楼を通

じて九州大学及び旧海軍兵学校へ売りさばかれたことが判明した。 

 明治から昭和初期、海軍兵学校では兵法書及び兵学書を収集しており、鷲見家旧蔵資料もその一環

として数度に渡って購入された。それに関しては、実際の典籍に書肆の印が捺されていたこと、また

兵学校資料として購入記録が残されていることから明確になった。一方、九州大学は竹苞書楼から古

典籍を購入したことがすでに大学報などで報告されている。 

では東洋大学の資料はどのようなものかというと、それらの典籍の草稿または目録といった、文庫

の全体像を示す１次資料であると言える。典籍それぞれがどのようなものであるか、それも重要な点

であるが、文庫全体ひいては近世近代における書籍の流通という視点からみると、あらためて東洋大

学の資料の重要性を再確認することとなった。 

鷲見保明と交遊し、安喜の師として記される衣川長秋は、明和二年（一七六五）～文政五年（一八

二二）を生きた国学者で、本居宣長・春庭を師とし、鳥取の衣川家を継ぎ、藩の国学教授となった人

物である。 

 稲葉文庫資料だけでも、鷲見父子が何かと衣川長秋に添削を仰いでいることがわかる。具体的には

稲葉文庫に長秋の自筆書状は十点。 

これらの添削資料や書状からは、鷲見父子が和歌・国学を学ぶとともに、鳥取藩内の学問の情報な

ども得ていた様子を垣間見ることができる。例えば、衣川長秋の書状のひとつには鳥取藩出身の医師、

稲村三伯の改名の噂などが記されている。 

 稲村三泊は、宝暦九年（一七五九）に生まれ、文化八年（一八一一）に没した蘭学者・医師で、蘭

日対訳の辞書である『波留麻和解（はるまわげ）』を記したことで知られる人物である。この書簡に

年次は記されていないものの、長秋から「十一月十二日」付で送られた書状には「稲村何某改海上と」

と、稲村三伯が海上と改名したことが知らされている。これは、稲村三伯が鳥取藩を脱藩し、下総国

海上郡に隠棲し、名を「海上随鴎」と改めた享和二年（一八〇二）以降のことかと推定できる。 

このように鷲見家の資料群は鳥取藩の文事のみならず、学問ネットワークを探るためにも興味深い

資料が多い。この鷲見父子が中心となって、集めた書籍と書簡、草稿群が鷲見文庫である。 

ここには成果のひとつを述べたが、稲葉文庫資料はこのような人的交流とその作品の背景をあらわ

す資料といえる。 
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 その理解のうえで本年も引き続き稲葉文庫全体の構造という問題にとりかかった。山本嘉将氏のコ

レクションおよび鳥取藩家老鷲見家のコレクションなどが混在した稲葉文庫についてはその成立過

程がたいへん複雑な状況である。東洋大学所蔵の蔵書だけではなく、各資料所蔵機関のご協力を得る

とともに、各方面より期待される東洋大学所蔵蔵書の分析・研究成果を報告し、広く巷間に広めてい

きたいと考える。実際、近世国学研究者の間で稲葉文庫の知名度は高く、その内実報告が期待されて

いる状況でもある。ただし、現状としては資料（文庫内）の混乱状況がひどく（具体的には現代の抜

き刷り資料なども混じっている）、古典籍および、古文書・書状等の整理が目下の急務であり、解題

作成とともに進行中である。 

 

3. 今後の研究における課題または問題点 

２の研究経過および成果の概要に述べたように、まずは東洋大学における資料調査によってさまざ

まなことがわかってきた。実質、この稲葉文庫からは本居宣長没後の国学者たちの動向とその営為が

見えてくる。今後は、鳥取に限らず、宣長以後の本居家があった和歌山や、加納諸平の愛知などの資

料にも目配りをする必要が生じつつある。また、問題点として、資料の多さである。書籍については

短時間で整理分類が可能であるが、書簡については、その書簡に語られる資料と現在判明している資

料との照合が重要である。それにより判明することが多いことから、資料の取り扱いには慎重になら

ざるを得ないが、結果報告の時期が決まっていることを考慮し、さらに調査をスピードアップしてい

かねばならない状況と考えている。 

今年度において目録の草稿までは完成したが、いくつかの不備が見つかったため、完全を期し、次

年度における刊行を予定している。 

 

Summary 

Toyo University Library possesses the collection called the Toyo-Bunko(稲葉文庫). It includes The 

Sumi-Bunko（鷲見文庫）. The Sumi-Bunko is poet's material of Tottori （鳥取）feudal clan, a poetry 

sourcebook of Sumi family（鷲見家） is left. So, Sumi-Bunko will be a poetry study in the Edo Period 

and a key circulated of a book.  

Sumi-Bunko,it was revealed that material of Sumi family was sold to Kyushu University（九州大

学） and an old naval academy（旧海軍兵学校） through the Chikuhoshoro（竹苞書楼） in Kyoto in 

the modern times. Then, what is material of Toyo University（東洋大学）?  There are a lot of drafts 

and letters to old books. 

Letters is also many. For example rumor with name of a doctor from the Tottori feudal clan and 

INAMURA Sanpaku is recorded on one of KINUGAWA Nagaaki（衣川長秋）'s letter. And, Toyo 
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Bunko has the material Sumi parent and child had for KINUGAWA Nagaaki. 

At present, I'm aiming at restoration in Sumi-Bunko. First, a bibliography investigation of 

Toyo-Bunko is being performed. Next, an inventory and a bibliography are made.  

Sumi family likes from generation to generation poetry. One person of Sumi family, SUMI 

Yasuaki (鷲見保明). He was corrected by two waka poets, TACHIBANA Chikage（橘千蔭） and 

KINUGAWA Nagaaki. Chikage is KAMONO Mabuchi（賀茂真淵）'s pupil, Nagaaki is MOTOORI 

Norinaga（本居宣長）'s pupil. This archives indicates their correction method. The Japanese classical 

scholars' trend after the MOTOORI Norinaga death and the learning are being seen from this 

Toyo-Bunko and Sumi-Bunko.  
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インドにおける宗教の民衆化と哲学的理論の実践的応用の研究 

Popularization of Indian Religion with Application of Philosophical Theory 

 

研究代表者 三澤 祐嗣（校友） 

 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

キーワード／ ①ヒンドゥー教 Hinduism 

 ②インド哲学 Indian Philosophy 

 ③パーンチャラートラ派 Pāñcarātra doctrine 

 ④宇宙論 Cosmogony 

 ⑤バクティ（信愛） Bhakti (Devotion) 

平成 28 年度交付額／490,000 円 

 

研究発表／ (1)学会および口頭発表 

・日本南アジア学会第 30 回全国大会（2017 年 9 月 23 日～24 日、東洋大学）にて発表予

定。 

 (2)論文発表 

・『南アジア研究』（日本南アジア学会）に論文を投稿予定。 

 

 

研究経過および成果の概要 

1. 研究方法 

本研究の目的は、インドにおいて宗教が民衆の間で広まっていくつにつれ、インド哲学で構築されて

きた理論がいかにして実践の中で応用されてきたのか、そして実際の宗教運動の中でどのような役割を

担っていたのかを解明しようと試みるものである。 

タミル地方で展開したバクティ運動において重要な役割を果たした宗教詩人ナンマールヴァールの思

想と動向について現地調査での成果も含めて分析を行い、パーンチャラートラ派の哲学思想との比較を

通じ、哲学的理論が実際の宗教運動にどのような影響を与えているのかを解明する。 

2. 研究経過および成果の概要 

ヒンドゥー教の主要な教義の一つであるヴィシュヌ派において、パーンチャラートラ派は、最も早期

に成立したものの一つであり、タントラ的な要素を取り入れ、ナーラーヤナとしてのヴィシュヌ、及び

神妃ラクシュミーを崇拝し、教義上 108 の聖典があるとされる。ヴィシュヌ派の教理はこのパーンチャ
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ラートラ派に基づくとされ、パーンチャラートラ派自体は衰退したが、現在でも続くシュリー・ヴァイ

シュナヴァ派へと影響を与えるなど、後代への影響は疑いなく大きい。そのため、本研究において、パ

ーンチャラートラ派の理論とその影響を探ることが重要と考えられる。 

パーンチャラートラ派の理論研究のために、同派の主要な文献の一つである『ラクシュミー・タント

ラ』（およそ 9 世紀から 12 世紀の間に編纂）を中心に扱った。この書の主要なテーマの一つはパーンチ

ャラートラ派独自の哲学と宇宙論であり、様々な思想を自由に取り入れ、折衷している。『ラクシュミ

ー・タントラ』の創造説を分析し、次の通りに明らかにした。 

『ラクシュミー・タントラ』では、グナ（性質）と呼ばれるものがいくつか登場するが、それぞれの

内容が異なる。「6 つの属性」と「3 つのグナから成るもの」が複雑に融合されていることが分かる。「6

つの属性」は、「清浄なる創造」において現れ、最高神、より正確に言えば、無形態の最高存在から現

れたラクシュミー・ナーラーヤナの有する神的な属性であり、現象世界の創造とは直接的に関与しない。

同じくグナの名を冠する「3 つのグナから成るもの」が、その「不浄な創造」に関与するのである。こ

れらは、サーンキヤ説での 3 種のグナの影響が考えられるまた、女神が 3 種のグナと関連し、創造・維

持・破壊の神々とその配偶神が生まれ、それぞれ夫婦になる説は、『デーヴィー・マーハートミヤ』の 6

篇の付随書にも説かれ、その関連性が指摘されている。ただし、『デーヴィー・マーハートミヤ』と異

なり、『ラクシュミー・タントラ』では、ヴューハ神との関連が明示され、パーンチャラートラ派の創

造説との整合性を持たせようとしている。 

一方、宗教の民衆への浸透という側面において、南インドのタミル地方を中心に広まったバクティ運

動が重要な役割を担った。神への一途な愛を向けるこの宗教運動は全インドに広まり、最終的にはヒン

ドゥー教の中心的な思想ともなった。バクティ運動において重要な役割を担ったのは宗教詩人たちで、

寺院を中心に人々の前で詠い、ヒンドゥー教が民衆の間に広まることに対して大きな役割を担ったので

ある。そのため、2016 年 9 月 1 日～9 月 15 日に、インドにて現地調査を行った。バクティにおいて中

心的に崇拝されるクリシュナの生誕地や関連寺院を訪問し、多数の文献を入手することができた。特に

バクティ運動にて重要な役割を果たしたチャイタニヤ派の導師と面会がかなったことは大きな成果で

あった。 

パーンチャラートラ派では、様々な説を融合させていった結果、宇宙論はより長大で複雑になり、全

体像の把握は困難を極める。しかしながら、インド哲学における自己と世界の関係性を重要視する思索

を踏襲し、人間存在や世界は最高神からの流出である。インド思想においては、宇宙論と心身論が複雑

に絡んだ人間観が成立しているため、特に、創造説を分析することにより、その世界観や人間観がより

詳細に考察できると考えている。 
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3. 今後の研究における課題または問題点 

本研究をさらに発展させるため引き続きパーンチャラートラ派の理論について分析を進める。これま

での研究成果をふまえ、多数の文献で分析してきた理論をまとめ、パーンチャラートラ派の創造説につ

いて明らかにしたいと考えている。また、パーンチャラートラ派の理論分析に終始してしまい、バクテ

ィ研究は基礎的な研究に着手するのみであった。また、バクティ運動の展開と結びつけて分析するにあ

たり、当初、宗教詩人ナンマールヴァールが重要であると考えていたが、哲学者であり、バクティを理

論づけたラーマーヌジャについてもより深く考察する必要があると考えられる。この二人の理論や動向

の分析を行い、パーンチャラートラ派の理論との比較を通じ、思想史的な位置づけや影響関係を明らか

にすることにより、本研究の目的が達成できると考える。 

 

Summary 

The Vaiṣṇava sect is one of the main doctrines of the Hinduism. Pāñcarātra sect is a school of 

the Vaiṣṇava continuing for a long time, and gives a big influence on later Vaiṣṇava. Though 

Pāñcarātra in itself has changed greatly and declined, the worship courtesy described in an old text 

is still performed even today in India. In this way, Pāñcarātra occupies the important position in 

Indian thought. 

The Lakṣmītantra is one of the main scriptures of Pāñcarātra, and it seems to be edited during 

the twelfth century from about nine centuries. This text mainly focuses on philosophy and 

cosmology of Pāñcarātra. The philosophical doctrine preached this text not only incorporates earlier 

traditions of Vaiṣṇava sect, but also pays attention to an aspect of the Pāñcarātra system which was 

not treated in the other texts. In addition, Lakṣmītantra is a special text in Pāñcarātra for the 

reason of mainly treating mother goddess Laṣmī, śakti of Viṣṇu-Nārāyaṇa. 

Among the many sects of Hinduism, it was the Pāñcarātra sect that brought together many 

different theories, including the Sāṃkhya and Vedānta thought, and created a grand cosmogony. 

Moreover, the cosmogony of the Pāñcarātra sect became even more complex in later times through 

the incorporation of still more diverse theories, and the course of creation from the Supreme Being 

to the phenomenal world required a long process. However, it inherited the speculation which 

emphasize that the world is related to self. And an attempt was made to develop a cosmogony that 

added mythical elements and psychosomatic theory to the process of evolution from the Supreme 

Being. By analysis of cosmogony, we can consider in detail the view of the human and world in 

India. 

On the other hand, in popularizing religion, bhakti movement played important role. This 
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religion movement that turns the earnest love to God spread out all over the India, and became the 

main doctrine of Hinduism. In bhakti movement, religioous poets who recited in front of people at a 

temple etc. was active in spreading Hinduism. 

The purpose of this research is to try to solve how the theory constructed by Indian philosophy 

had been applied in practice and played the role in actual religion movement, in the process of 

popularization of religion in India. 
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「自己意識的感情」研究からみる若年無業者支援者の自我の様相 

――支援者の「感情労働」の現状を手がかりに―― 

Aspect of the self of the Unemployed Youth Supporter in the “Self-Conscious Emotions” 

research：The Caring Process the Unemployed Youth Supporter ’s Emotional Labour 

 

研究代表者 小川祐喜子（校友）人間科学総合研究所 客員研究員 

 

研究期間および研究成果発表予定内容 

 

研究期間：平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 2 月 15 日 

キーワード：自己意識的感情：Self-Conscious Emotions 

地域若者サポートステーション：the local youth support stations 

若年無業者支援者：Unemployed Youth Supporter 

感情労働：Emotional  Labour 

 

平成 28 年度交付額：197,000 円 

研究成果発表予定： 

   2017 年 11 月 4 日、5 日に開催される「第 90 回日本社会学会大会」（東京大学本郷キャンパ 

ス）で報告予定 

関東社会学会『年報社会学論集』もしくは白山社会学会『白山社会学研究』への学術論文の投稿

を予定 

 

研究方法経過および成果の概要 
1 研究の目的 

本研究では、平成 26 年度、平成 27 年度と平成 28 年度に行った 2 カ所の「サポステ」支援者の「感

情労働」の事例結果を手がかりに「自己意識的感情」研究（船津衛,2008,「自己感情論の展開」，『放

送大学研究年報』第 26 号など）をベースに現在の若年無業者支援者の自我形成の様相を明らかにす

るものである。 

 

2-1 研究方法 

①  ヒアリング調査期間と対象者 

本年度対象にヒアリング調査を実施した「サポステ」および実施期間は下記のとおりである。 

・ひめじ若者サポートステーション（2016 年 9 月 30 日）の代表支援者 

・京都若者サポートステーション（2017 年 2 月 3 日）の代表支援者 
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②  ヒアリング調査内容 

 「支援者として支援で気をつけていること」 

 「支援を通して自分が感じる自己の成長」 

 「支援者として、就労支援に携わっていく理由」 

 「就労支援でしか得ることのできない、職に対するやりがい」 

 「支援を通して強く感じる『自己感情』（喜怒哀楽 誇りなど自分が感じる感情）のエピソード」 

 「就労支援を職として得られる対価（金銭的側面を含む）について」 

 「支援者支援」の具体的な施策 

 

研究成果の概要 

これまでの「サポステ」支援者研究で明らかになっていたことは、「自己満足にならない支援を心が

けている」、「誰かがやらなければならない支援である」という語りからも明らかなように、若者就労支

援が「善意」の行為であると認識し、若者の成長などの肯定的な反応が支援者の報酬へと転換されてい

る様相である。それは、従来の「感情労働」で指摘されていた賃金との交換による「感情労働」とは異

なる様相である。 

そして、本年度のヒアリング調査からも従来の「感情労働」ではない様相がみられた。まず「ひめじ

サポステ」の支援者の語りでは、ここ数年のヒアリング調査結果と変わらない語りであった。それは、

「若者との関係構築に気をつけていること」や「共感が重要であること」、「何も無いものから何かを作

り出す」、「誰かがしなければならないのであれば、自分が行う」といった語りである。とくに今回は、

支援を取り巻くネットワーク構築を中心に語られた。そのなかでも、何もないところから何かを作り上

げていくこと、作りあげていくなかでネットワーク構築をする人びとのあいだで共感が生み出されるこ

とが、彼にとっての支援に携わっていく理由であり、就労支援に関するやりがいであった。これらのや

りがいが、金銭とは異なる就労支援で得られる「感情労働」の対価とされていたといえる。また、支援

を通じての「自己感情」については、よくわからないと語っており、さらに語りから気づいたことは若

者に関することがあまり語られていないことであった。 

 他方、「京都サポステ」の支援者からは、「ユースワーカー」として若者と対等で自分を取り扱ってい

る語りが見られた。「支援者は、支援する人と支援される人にわかれるが、ユースワーカーは双方的」

である。支援者は、「（若者を）僕らが何とかしようではなく、本人の思いを組んで、何とかしてあげよ

う」と語り、自分が何とかしようという意識で支援を行っていない。支援者に関するやりがいについて

も、「ともに成長を感じることができたとき」というように、自己主体のやりがいではなく、ユースワ

ーカーと若者の双方の関係からやりがいを見出していたと考えられる。また対価についても「成長やや

りがい」、「やりたいことをやれていることも対価かもしれません」と語っており、金銭的なものは重視
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していないことが明らかとなった。 

 そして、今回の研究テーマの中心である「自己意識的感情」については、前述したように「ひめじサ

ポステ」支援者からは具体的な「自己感情」についての語りは見られなかった。他方、「京都サポステ」

のユースワーカーからは、「感情は表現しているし、言葉にしている」。また支援者としての感情として、

怒ったり、喜んだり、嬉しかったり、悔しいと感じることもあると語られた。またそれらの感情は，「例

えば、しんどいと言っている人がいても、そのしんどさは僕のものではないので、僕がしんどいと感じ

るのは違うと思う」という語りなどから、彼が自分と他者との感情を意識し、認識し、分類し、感情を

自分の言葉で認識している様相が見られた。それは、感情の内省である「自己内省的感情」（船津，2008）

を実証的に明らかにする手がかりであり、「自分自身との相互作用」をとおして、既存の感情が表示さ

れ、解釈され、新しい感情が創発された支援者の感情の様相と考えられる。 

 

今後の研究課題 

 これまで行ってきた「サポステ」支援者のヒアリング調査からは、賃金との交換を有していない「感

情労働」の様相や感情が「贈り物」として交換されている様相が明らかとなった。さらに、今回のヒア

リング調査結果から、「自己感情」に関する認識や解釈に相違があることが明らかとなった。この相違

は、単なる支援者の感情に関する捉え方の相違ではなく、支援者スキルの問題としても捉えなおすこと

が可能と考えられる。 

現在の「サポステ」支援者の雇用形態とは、単年度事業であることなどから決して安定したものでは

なく、賃金面でも決して恵まれているとはいえない。けれども「サポステ」支援者の目的は、若年無業

者を納税主体者にしていくことであるが、支援を行ない就労に繋げても離職しているケースも少なくな

い。その要因は、当事者問題のみ解決されるものではなく、支援者の問題としても捉えていく必要があ

ると考えられる。そこで今後は、定量調査からみる「サポステ」支援者の実態調査および若年無業者支

援に関する報道内容分析から、若年無業者支援者の課題、世論における若年無業者支援者の様相を明ら

かにしていくことが必要と考えている。 

 

 Summary 

     In this study, we conducted a hearing survey of the two youth support stations. . This survey 

was conducted a hearing survey of "Himeji youth support station" (September,2016), "Kyoto youth 

support station" (February,2017). The hearing survey contents are "being careful", "the worth doing 

for the work",and “value of the working support”etc. 

     This hearing survey was an aspect of " emotional labor" that was not the exchange with the 

wage as well as the last time. The hearing survey contents of "Himeji youth support station" were 

the contents which did not change the year before last year. It is "careful about the construction 
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with the youth of relationships"; "sympathy is important". It was talked mainly on network 

construction particularly this time. There was that he made something up in that from the open 

place for reasons of the support for him and was worth doing about the working support.It may be 

said that these worth doing is rewards of "the emotional labor" unlike the money. In addition, about 

"the self-feelings through the support," he told that I did not understand it well, and the thing about 

the youth was not recited. 

     On the other hand, the supporter of "Kyoto youth support station" was equal with a youth as 

"a youth worker". According to him "the supporter parts from a person to support to a supported 

person, but the youth worker is both marks". It is thought that he found worth doing from both 

relations of a youth worker and the youth so that it is said, "I was able to feel growth together" 

about the worth doing of the supporter. He talks about value with "growth and worth doing", "the 

thing that he can send that I want to do it out" for. In addition, he doesn't make much of the 

financial thing. In addition, he is pleased to be angry for the feelings as the supporter and he is glad 

and feel it if annoyed. However, he classified the feelings of the other as feelings of the self about 

such feelings definitely. It is regarded as himself turning to the feelings with oneself in recognition 

in consciousness. The aspect of the feelings of the supporter is regarded as a clue clarifying 

"self-conscious emotions" substantially. Through "self interaction ," feelings appear, and it is 

interpreted, and new feelings are thought about with the aspect of the feelings of a supporter made 

emergence. 
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効果的な自己肯定化の手法の開発と検証 

Development and verification of effective self-affirmation method in Japan     

 

研究代表者 下田 俊介（校友） 

 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

キーワード／①自己肯定化 Self-affirmation 

            ②自己価値 Self-worth 

      ③心理的適応 Psychological adjustment 

        ④自我脅威 Self-threat 

   

平成 28 年度交付額／556,000 円 

 

研究発表／学会発表 

・日本社会心理学会 学会発表 平成 29 年度予定 

          ・学術誌，大学紀要等への投稿 平成 29 年度内に投稿予定 

 

研究経過および成果の概要  

本研究の研究経過および成果について主要なものを以下に述べ，最後に総括を行う。 

(1) 文献研究 

本研究課題と関連する文献、特に、自己肯定化理論に関する近年の論文を中心に検討した。本研

究は、親密な友人を肯定化することが個人の適応に及ぼす影響を検討することである。文献研究で

は、これまでに行われてきた自己肯定化の手法を把握することを焦点におき，先行研究をまとめた。

その結果，自己肯定化の手法は，大きく 3 つのタイプがあることがわかった。本研究では，その中

でも個人の長所を挙げる手法に着目し，この手法を基に，効果的な自己肯定化の手法の開発と検証

を行うこととした。 

 

(2) 実証研究１ 効果的な自己肯定化の手法を開発するための予備調査 

 本研究では、効果的な自己肯定化の手法を開発するための予備調査として，大学生 68 名を対象

に，自分自身がどのような長所を持っているかについての記述を求めた。その内容を基に，自己肯

定化の手法に用いる長所の内容を選定した。その内容を基に，質問紙形式で実施可能な，自己肯定

化の手法を作成した。 
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(3) 実証研究２ 自己肯定化が健康リスク情報への防衛反応に及ぼす影響 

本研究では、上記研究で作成された自己肯定化の手法の効果を検討するために，自己肯定化が健

康リスク情報への防衛反応に及ぼす影響を検討した。本実験では，Sherman, Nelson, & Steele

（2000）のパラダイムを参考に，健康リスク情報として、カフェイン摂取による健康リスクを題材

とした実験を実施した。 

 方法 大学生 188 名を対象に質問紙実験を実施した。質問紙の構成は以下の通りである。(a) 普

段のカフェイン摂取量に関する質問 普段どの程度、カフェインの入った飲み物（コーヒー）を摂

取しているかについて回答を求めた。(b) 実験操作（実験参加者間要因） 実験操作として，人に

とって価値のある重要な項目（例えば，優しい，責任感が強い，など）のリストを提示し，そのリ

ストを基に，自分自身の長所（実験群）or 一般的に多くの人が長所として挙げないもの（統制群）

を１つ選択するよう求め，それを選んだ理由について記述を求めた。 (c) カフェイン摂取による

健康リスク情報の提示と従属変数の測定 カフェインの過剰摂取が健康に及ぼす影響に関する記

事を提示し、その記事内容に関する意見について回答を求めた。具体的には、「記事を読んでカフ

ェイン摂取量を減らそうと考えた程度」（2 項目），「記事を読んで自分が病気にかかるかもしれない

と考えた程度」（2 項目），「記事の内容について熟慮した程度」（2 項目）について回答を求めた（全

6 項目 5 件法）。 

 結果と考察 実験操作を独立変数，普段のカフェイン摂取量を共変量とした共分散分析を行った。

その結果、「記事を読んで自分が病気にかかるかもしれないと考えた程度」については，実験操作

の主効果がみられ（F(1, 184)=8.03, p<.05），統制群よりも実験群で，「記事を読んで自分が病気に

かかるかもしれないと考えた程度」が高いことが示された（統制群：M=2.49, SD=1.42；実験群: 

M=2.91, SD=1.41）。この結果は，先行研究の結果と一致し，事前に自分の長所について考えるこ

とで自己肯定化した方が，そうでないよりも，自分自身の健康リスクに関する情報を受容したこと

を示している。すなわち，自己肯定化の操作の効果がみられたことを示唆する。ただし，他の 2 つ

の従属変数には影響がみられなかったため，本研究で用いた自己肯定化の操作の効果については，

更なる検討が必要であると考えられる。 

 

総括 

 本研究課題では，効果的な自己肯定化の手法の開発と検討を目的とし，一連の研究を行った。本

研究では，個人の長所を記載する手法を基に，自己肯定化の操作を作成し，その効果を検討した。

その結果，自己肯定化の操作の効果はある程度認められた。しかし，その効果は比較的限定的であ

ると考えられる。本研究では，上記(3)以外にも，脅威内容を変更した検討を行っているが，それら
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の結果では自己肯定化の効果が一部認められないものがあった。以上の結果から，本研究で検討し

た自己肯定化の操作について，いくつかの課題があることが明らかとなった。例えば，本研究課題

では，「自己への脅威に対する防衛反応」を低減する方略として自己肯定化の効果を検討したが，

本研究の実験参加者が，自我脅威を生じさせることを目的とした健康リスクの記事を読んで，実際

のどの程度，自我脅威を感じたのかが不明確であるという点が挙げられる。この種の実験操作には

倫理的な問題への配慮も重要であり，あまり強度な刺激を用いることができないことや，健康リス

ク情報自体が多くの大学にとってそれほど脅威を感じにくいものであった可能性もある。また自我

脅威の種類によっても，自己肯定化の効果の程度が異なる可能性も考えられる。それらを踏まえ，

今後更なる検討の必要性がある。 

 

引用文献 

 Sherman, Nelson, & Steele (2000). Do messages about health risks threaten the self? 

Increasing the acceptance of threatening health messages via self-affirmation. Personality and 

Social Psychology Bulletin, 25, 1046-1058. 

 

Summary 

The purpose of this series of studies was to develop a manipulation of self-affirmation in 

Japan. I developed a new manipulation of self-affirmation for Japanese from some 

investigation research. Then I tested whether the self-affirmation manipulation in the context 

of a threatening health message reduces participant's defensiveness. Participants completed a 

self-affirmation/ control task and then they exposed to threatening health information, 

designed to inform them about the health risks associated with consuming caffeine. The results 

suggested that self-affirmation increased the acceptance of the information. These findings 

suggest that the self-affirmation manipulation in this study has a certain degree of effect, but 

more strict examination of that is needed in the future. 
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なぜ不正をするのか：自己制御の観点からの検討 

Why do you cheat? : Investigation of Moral-Licensing effect 

 

研究代表者：小林麻衣(校友) 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

キーワード／①自己制御 Self-Regulation 

            ②不正行為 Cheating 

      ③モラル・ライセンシング Moral-Licensing 

       

平成 28 年度交付額／487,000 円 

研究発表／(1)学会およびポスター発表 

・小林麻衣「モラル・ライセンシング効果の検討（仮）」日本社会心理学会第 58 回大会で発表予定

（平成 29 年 10 月） 

・同じ題名で紀要論文を執筆予定 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

モラル・ライセンシング効果とは，先行の道徳的な行動が後続の非道徳的な行動を正当化するこ

とである(Monin & Miller, 2001)。言い換えると，事前に自己統制を働かせて道徳的な行動を行っ

た後は，後続の自己統制に失敗しやすいことである。本研究では，不正行為を規定する要因として

モラル・ライセンシング効果に焦点をあて，モラル・ライセンシング効果が不正行為を促進するか

を検討した。 

研究 1 では，道徳的な（または非道徳的な）行動の想起が自身の道徳的なアイデンティティに及

ぼす影響について検討を行った。仮説は Jordan et al(2011)に倣い，非道徳的な行動想起条件は，

道徳的な行動想起条件に比べて，他者に自身の倫理的アイデンティティを示す傾向が増加するだろ

うというものだった。 

実験では 105 名の実験参加者を対象に，Jordan et al(2011)の実験操作に従い，実験参加者に最

近行った道徳的な(または非道徳的な)行動のどちらか一方について想起を求めた。次に，参加者に

9 つの倫理的アイデンティティ形容詞(助けになる，正直な，思いやりがある，勤勉な，心優しい，

親切な，公平な，信頼できる，寛大な)を読んでもらい，「これらの特性を内在的にもつこと」と「こ

れらの特性をもつことを他者に(象徴的に)示すこと」の重要性に関する文章（Aquino & Reed, 2002）

にどれくらい賛成かを 7 件法で尋ねた。 
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研究 2 では，道徳的な（または非道徳的な）行動が後続の非道徳的な（または道徳的な）行動意図

を促進するかを検討した。仮説は，非道徳的な行動の想起条件は統制条件に比べて向社会的な行動

意図が高く，倫理的行動の想起条件は統制条件に比べて向社会的行動意図が低いだろうというもの

だった。また，ネガティブまたはポジティブな道徳には無関連な行動の想起条件は，統制条件に比

べて，人々の向社会的な意図の影響はみられないだろうと予測した。 

研究 2 では 95 名の実験参加者を対象に実験を行った。実験操作は研究 1 と同様であったが，研

究 2 では更に 3 つの条件が追加された。過去の「倫理的行動」，「非倫理的行動」の他に，倫理的行

動とは無関係であるがポジティブな内容（重要な目標が達成できたときの行動），ネガティブな内

容（重要な目標が達成できなかったときの行動），統制条件（典型的な火曜日の過ごし方）があり，

参加者には 5 つの条件の内のどれかについて想起を求めた。そして，倫理的行為（主に向社会的行

為）が含まれる複数の行動の行動意図について 7 件法で尋ねた。 

 

２．研究経過および成果の概要 

 研究１では実験操作（道徳的行動／非道徳的行動の想起条件）×モラル・アイデンティティの種

類（内在的アイデンティティ／象徴的アイデンティティ；被験者内要因）の混合分散分析を行った。

その結果，モラル・アイデンティティの主効果のみ有意であり，その他の主効果及び交互作用は有

意ではなかった。よって仮説は支持されなかった。 

 研究 2 では向社会的行動意図を従属変数とし，実験操作 5 条件を独立変数とした一元配置の分散

分析を行った。その結果，有意な効果は得られなかった。よって，仮説は支持されなかった。 

 本研究では，モラル・ライセンシング効果の検討を行ったが，2 つの研究を通してモラル・ライ

センシング効果を確認することはできなかった。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 今後の課題としては大きく 2 つが挙げられる。一つは，実験室実験での検討である。本研究は質

問紙実験の手法を用いて検討されたが，実験室で剰余変数を統制したうえで追試した際に先行研究

と一致した結果が得られるのかを確認する必要があるだろう。二つ目は，倫理的（または非倫理的）

な操作の仕方である。本研究では過去の倫理的・非倫理的な出来事の想起によって操作を行ったが，

想起バイアスの影響によって正確に想起できないことが考えられる。今後は想起バイアスの影響を

受けない操作方法を考えていく必要があるだろう。 
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Summary 

This study examined Moral-Licensing effect. In Study1, there was no difference 

participation in moral activities between people who recalled their immoral behavior 

and people who recalled their moral behavior. In study2, there was no difference 

prosocial intentions between people who recalled their immoral behavior and people 

who recalled their moral behavior. Thus, we could not confirm moral licensing effect. 
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障がい者福祉におけるパーソンセンタード（本人中心）アプローチの制度と

実践に関する日豪比較研究 

Comparative study between Japan and Australia on Person-Centered Approach institutions and 

practices in the welfare system of persons with disabilities.     

研究代表者 木口 恵美子（校友） 

 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

キーワード／①障害者 People With Disability             

②パーソンセンタードアプローチ Person Centered Approach 

      ③ダイレクト・ペイメント Direct Payment 

        ④リスク Risk 

      ⑤オーストラリア Australia 

平成 28 年度交付額／322 千円 

研究発表／ （1）論文等 

・オーストラリア NSW 州のダイレクト・ペイメントの取り組みと評価について―安全 

対策を中心に―、 

東洋大学現代社会総合研究所 ワーキングペーパー No.1605 2017 年 2 月 

・ダイレク・ペイメントにおけるリスクアセスメント―海外の実践に学ぶ― 

 2017 年 5 月障害学会投稿予定 

・日本社会福祉学会発表予定 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

諸外国で進展しているダイレクト・ペイメント（地域生活に必要な福祉サービス等にかかる費用

を福祉サービスを利用する本人に支給し、本人に必要なサービスを選択し契約する仕組み）が、日

本では１つの政令指定都市で取り組みが始まっているものの、国の制度にまで進展していない。 

その原因を探るため、近年ダイレクト・ペイメント制度を導入したオーストラリア NSW 州と日

本の制度導入の背景や取り組みを比較する。 

 

２．研究経過および成果の概要 

オーストラリアで 2013 年に法制度化された National Disability Insurance Scheme（全国障害保険

制度：NDIS）による障害者制度改革については、これまでにも文献調査や現地での資料収集等を行っ
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てきた。NDIS は、障害者権利条約の批准国としての責務に応えることや、障害者の自立や地域社会へ

のインクルージョンの促進を目的とし、それまで州ごとに異なる基準や方法で行われてきた障害者に対

する支援を、全国的に統一する取り組みである。その特徴はブロック・ファンディング（block funding 

塊の予算）からインディヴィジュアル・ファンディング（individual funding 個人予算）への変更で、

これは、従来障害者専門のサービス事業者に事業費として支払われていた予算を、個々の障害者に個人

予算として支給する仕組みへの変更を意味している。 

NSW 州は 2016 年までの 10 年間にわたり、ストロンガートゥギャザー（Stronger Together；

ST）という障害者制度改革を進め、NDIS を牽引する役割を担ってきた。ST でも個人予算の推進

が特徴で、行政は、関係者との話し合い、個人予算の試行事業、研修の開催、広報・啓発活動等を

行い、2014 年の障害者インクルージョン法（Disability Inclusion Act2014）によって個人予算に

よるサービスが始まったのである。この改革の旗印として掲げられたのがパーソンセンタードアプ

ローチであり、個人予算の運用方法の一つとして導入されたのがダイレクト・ペイメントである。 

ダイレクト・ペイメントの申請にあたっては、リスクアセスメントを受けることが定められ、ア

セスメントの内容は、活動内容や予算の管理が可能か、身近に信頼できる支援者がいるか、スタッ

フを雇用し安全な労働環境を提供できるか、現在の状況は安全か、などの 9 項目にわたる。行政は

ダイレクト・ペイメントの利用者が自ら安全対策を講じることや、雇用者としてのスタッフの安全

性に対する責任を求めている。 

札幌市で 2010 年に始まったパーソナルアシスタンス（PA）制度は、重度訪問介護で認められた

時間数の一部を金額に換算した額をサービスの利用者が受け取り、自分が必要とする介助を組み立

て、介助者と直接契約を結び、介助者に対して必要な研修を行うダイレクト・ペイメントの仕組み

を取り入れている。 

制度導入の背景には、限られた予算で必要な介助時間数や介助者を確保する必要性があった。制

度創設時には、制度の不正利用に関して①費用を直接支給した場合、不正が起きるのではないか、

②費用支給の根拠となる利用実態の把握をどのように行うか、③自己決定ができない人は、介助者

主導になり、本人の不利益になるのではないかなどが検討され、①については、PA 費の使途を明

確にするために PA 費専用の口座の開設を要件とし、②については、介助開始・終了時にサポート

センターへの電話がけを義務付け、③については、適切な支援者がいる場合は利用を認めることと

した。障害当事者団体が市から委託を受けて PA サポートセンターを運営し、制度の利用支援を行

っているが、利用者と介助者間のトラブルが多く、介助者が定着しない課題があることについて、

利用者のセルフマネジメントの意識の涵養が課題とされ、制度利用開始時の研修の充実が求められ

ている。 

札幌では介助の必要性から導入され、利用者のセルフマネジメントの意識の涵養が課題としてあ



133 

 

り、制度利用開始時の研修の必要性が求められていた。一方 NSW 州では、権利やインクルージョ

ンの促進を目的としてダイレクト・ペイメントを導入し、制度の申請時にはリスクアセスメントに

よってリスクを明確にし、障害当事者にもリスク軽減や安全対策の努力を求めていた。札幌市の課

題に対して、NSW 州のリスクアセスメントのようなプロセスによって、行政と利用者がリスクを

共有して対策を考えることができ、利用者のリスク管理を含めたセルフマネジメントの意識の涵養

を促すと思われる。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 日本はダイレクト・ペイメントの導入には非常に慎重であり、国内でダイレクト・ペイメントが

目指す当事者の選択や管理およびインクルージョンの促進の検討を行うことの難しさがある。海外

での取り組みがそのまま日本に当てはまらないことは承知しているが、パーソンセンタードアプロ

ーチやリスクアセスメントなどは日本の社会福祉の支援の質を高め、福祉サービスの利用者にとっ

ても役に立つと思われるので、継続して取り組みたい。 

 

Summary 

  Although Direct Payments are progressing in other countries have not made progress as a 

national system in Japan. Only Sapporo city which designated by ordinance, has started the 

direct payment in Japan.  

The aims of this paper are to explore why direct payment does not progress in Japan and what 

is suggestion to Japan. For that reason, we compare the background of the systems of NSW 

state and Sapporo city and their efforts. In this paper "Direct Payment" means that person 

using a welfare service receives the cost of welfare service to selects necessary service and 

contract by him/herself. 

In the background of introducing the direct payment system in Sapporo city, there was a 

serious needs for people with severe disability to secure the number of hours of assistance and 

cares. Founding period of the system, unauthorized use of the system was considered. The 

necessity of training at the entrance to nurture self-management awareness for people who will 

enter the system is being required. 

On the other hand, the background of direct payment in NSW State is the Convention on the 

Rights of People with Disabilities. A person centered approach is considered as a concept of 

welfare reform for people with disability. Someone who will enter into the direct payment must 

take the risk assessment to clarify the potential risk. NSW State government encourage people 
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who enter into direct payment to reduce risks and to develop their own safeguards.  

Risk assessment in NSW State seems to be effective to nurture self-management awareness for 

people using direct payment in Sapporo city. 
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日本企業の海外展開とクロスボーダーM&A に関する研究 

A Study on Overseas Business Activities and Cross-border M&A Transactions in Japanese 

Companies 

研究代表者 杉浦慶一（校友） 

 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

キーワード／ 

①クロスボーダーM&A（cross-border M&A） 

②海外戦略（global strategy） 

③M&A アドバイザリー（M&A advisory） 

④PMI（post-merger integration） 

⑤経営人材（management staff） 

 

平成 28 年度交付金額／469,000 円 

 

研究発表／ 

学会報告（口頭発表）（予定） 

2017 年 6 月 24 日（土） 

日本財務管理学会第 44 回全国春季大会 

於: 静岡産業大学 

テーマ: 日本企業における M&A の推進体制に関する一考察（仮） 

 

論文（予定） 

杉浦慶一（2018）「日本企業のクロスボーダーM&A の PMI に関する一考察（仮）」『東洋大学大学院紀

要』第 54 集, 東洋大学大学院, forthcoming. 

 

研究経過および成果の概要 

1.研究方法 

 本研究では、日本企業のクロスボーダーM&A の今後の課題や将来展望を明らかにすることを目的と

して、（1）文献調査および調査対象企業選定、（2）ヒアリング調査、（3）アンケート調査の三つの手法

を用いて実施した。研究経過については、次項で述べることとする。 
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2.研究経過および成果の概要 

（1）文献調査および対象企業の選定 

まず、文献調査を実施した。具体的には、国内におけるクロスボーダーM&A に関する論文やレポー

トを収集し、案件の傾向や重要な論点などの現状を把握することに努めた。また、日本企業でクロスボ

ーダーM&A を実施した経験のある企業を、各社 Web サイト上の資料（会社概要・沿革）やニュースリ

リースなどに基づき情報収集を行った。 

 

（2）ヒアリング調査 

 ヒアリング調査は、クロスボーダーM&A のサポート実績が豊富な M&A プロフェッショナルに対し

て実施した。M&A アドバイザリー・ファームのプロフェッショナルのほか、プライベート・エクイテ

ィ・ファームなどとも積極的な情報交換を行い、日本企業のクロスボーダーM&A の問題意識を知見と

して得た。 

 

（3）アンケート調査 

次に、本研究の目的を達成するために、「日本企業のクロスボーダーM&A に関するアンケート調査（企

業編）」および「日本企業のクロスボーダーM&A に関するアンケート調査（プロフェッショナル編）」

を実施した（表 1・表 2）。 
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表1 アンケート調査①の概要 

名称 日本企業のクロスボーダーM&Aに関するアンケート調査（企業編） 

調査目的 既存の各種のアンケート調査では明らかにされていない論点も含め、日本企業のクロス

ボーダーM&Aの今後の課題や将来展望を明らかにする。 

調査時期 2017年3月 

調査対象 2000年以降に買手としてクロスボーダーM&Aを実施した経験のある850社の日本企業 

調査項目 Ⅰ戦略とアプローチに関する質問 

ⅡM&Aアドバイザー（ファイナンシャル・アドバイザー）に関する質問 

ⅢPMI（post-merger integration）に関する質問 

Ⅳ課題と将来展望に関する質問 

 

表2 アンケート調査②の概要 

名称 日本企業のクロスボーダーM&Aに関するアンケート調査（プロフェッショナル編） 

調査目的 既存の各種のアンケート調査では明らかにされていない論点も含め、日本企業のクロス

ボーダーM&Aの今後の課題や将来展望を明らかにする。 

調査時期 2017年3月 

調査対象 M&Aアドバイザリー・ファーム、大手証券会社の投資銀行部門、大手銀行（M&Aアドバイ

ザリーおよびM&Aファイナンス・アレンジャー）、監査法人系FAS、弁護士事務所、戦略

系コンサルティング・ファーム、プライベート・エクイティ・ファームなどに所属する

M&Aプロフェッショナル100名 

調査項目 ⅠクロスボーダーM&Aの推進体制に関する質問 

ⅡPMI（post-merger integration）に関する質問 

Ⅲ将来展望と課題に関する質問 

 

（4）研究成果の概要 

 本研究の成果は、学会報告（口頭発表）および論文の発表により公表していく予定である。また、経

営・金融関連の専門誌などでも積極的に成果を公表していく予定である。 

 

 文献調査、ヒアリング調査、アンケート調査から得られた知見からは次のような点が指摘できる。 

① 日本企業がクロスボーダーM&A を実施する際には、M&A アドバイザー（ファイナンシャ

ル・アドバイザー）も重要な役割を果たしている。今後は、M&A アドバイザーには、クロ

スボーダーM&A 案件を遂行するエグゼキューション・スキルに加え、業界の知見（セクタ

ー・ナレッジ）も求められていくようになる。 

② 日本企業は海外の買収候補先の企業情報を主に自社の海外拠点や M&A ファーム・投資銀行

を通じて収集している。良質な案件に巡り合えるためには、能動的なアプローチも積極的に

行う必要がある。また、相対案件を重視していくことも重要なポイントである。 

③ クロスボーダーM&A の PMI においては、企業文化・企業風土、人事制度・報酬制度、意

思決定プロセスなどの相違が統合への大きな障壁となる。また、多くの日本企業は、PMI

に関与する経営人材が不足していると感じており、PMI 人材の充実が日本企業の今後の課

題となる。 
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3.今後の研究における課題または問題点 

今後は、より PMI に焦点を当てた調査・研究が必要になっていくと考えられる。具体的には、M&A

後に買収先企業に派遣する常駐経営人材に関する論点など PMI に関する諸問題について掘り下げてい

く必要がある。また、日本のプロフェッショナル経営者や PMI 人材を含むグローバル経営人材の育成

に関する論点も、今後の重要な研究課題となる。 

 

Summary 

 In recent years, the number of cross-border M&A transaction has increased rapidly in Japan.  

  The purpose of this study is to analyze the trend and stance about cross-border M&A transactions 

in Japanese companies. This study is organized as follows. The first stage surveys the trend and 

previous studies of global strategy and cross-border M&A in Japanese companies. The second stage 

sends questionnaire to Japanese companies having an experience of cross-border M&A transaction. 

The third stage sends questionnaire to M&A advisory firm, financial institution and private equity 

firm. The fourth stage analyzes the questionnaire results. 

  This study is brought as follows. 

 

(1) Financial advisors (e.g. M&A Advisory firms, investment banks) is play an important role in deal 

execution of cross-border M&A transactions. It is necessary for financial advisor to have not 

only the execution skill but also sector knowledge. 

(2) Many Japanese companies collect information about foreign companies from overseas group 

companies and outside experts（M&A advisory firms and investment banks）. 

(3) There are some barriers (e.g. corporate culture, human resource system, decision-making 

process) in the process of post M&A integration.  

 

The future research include issues related to human resource aspect of M&A transaction in 

Japan.  
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スモールビジネスの海外進出が国内での経営に与える影響 

Influences on management in a home country by overseas expansion of small businesses  

     

研究代表者 下境芳典（校友） 現代社会総合研究所 客員研究員 下境芳典 

 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

キーワード／①スモールビジネス Small businesses 

            ②中小企業  Small and medium-size enterprise 

      ③海外進出  Overseas expansion 

        ④グローバル化 Globalizati 

      ⑤環境ビジネス Environmental business 

平成 28 年度交付額／298,000 円 

  

研究発表／学会および口頭発表等 

・下境芳典「中小企業の国際化に関する研究動向調査」東洋大学現代社会総合研究所 

  ワーキングペーパー、No.1606 平成 29 年 2 月 

・下境芳典「対境理論を事例研究のフレームワーク化することの検証」日本マネジメン

ト学会第 75 回全国大会 自由論題報告 平成 29 年 6 月発表決定 

     ・下境芳典「タイトル未定」『公益事業研究』公益事業学会 平成 29 年投稿予定 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

当該分野における先行研究をサーベイし、従来唱えられていた理論を整理した。特に注目し

たのは中小企業白書や、中村久人のボーン・グローバル企業に関する研究である。加えて在地

方大学の紀要などから、地方中小企業を対象とした事例研究も収集した。 

独立行政法人国際協力以降（ＪＩＣＡ）が公開しているデータベースを利用して、公的支援

を得て海外進出を行った企業から本研究で事例研究の対象とする企業を選定し、インタビュー

調査を行った。まず日本国内の本社において、担当者から海外進出に至った経緯、現在の状況、

今後の展望等を聴取した。本論の主題である、海外進出が国内での経営にどのように影響を与

えたかについても聞き取りを行った。さらに、海外での活動状況を確認するため、現地へ赴き

調査を行った。現地では、現地支店のスタッフ及び、海外進出に関わった現地商工会議所の幹

部等にもインタビューを行った。現地サイトでは実際に設置されている機器を稼働させていた

だき、その様子を視察することができた。そのほか周辺環境等も調査した。 

 本社での聞き取り及び現地調査の結果を、フレームワークにあてはめて分析する。本研究で

は分析フレームとして山城章の「対境関係理論」を用いる。本理論は対境するステークホルダ

ーとの関係の強さが一様ではなく、その強さは時と場合によって変化し得ると考えれば、関係

性の変化を動態的に分析できると考え、公的支援により対境関係がどのように変化して海外進

出が可能となったのか、海外進出によって対境関係がどのように変化し、国内での経営に変化
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がもたらされたのかを、その時々で起こる対境関係の変化を模式図で表し、その形の変化を分

析する。 

２．研究経過および成果の概要 

研究計画の予定通り、当該分野における先行研究の調査は研究期間の初旬に行った。その結

果、当該研究分野の歴史的変遷や現在の課題などを明らかにすることができた。本成果は東洋

大学現代社会総合研究所のワーキングペーパーとして２月に発行することができた。 

研究計画段階では、ＪＩＣＡのデータベースを用いて、海外進出後に海外展開を拡大してい

る企業と、進出国１か国だけで事業を継続している企業、海外からは撤退してしまった企業に

分類し、それぞれの企業群で海外進出が国内事業に与えている影響を調査する予定であった。

しかし、ＪＩＣＡの支援制度が開始されてからまだ数年しか経過していないため、ほとんどの

企業が海外進出の途上にあり、分類が困難であったことと、研究費が要望の半額しか認められ

なかったため、現地調査できる企業数が限られてしまった。そこで企業の状態は分類せずに、

海外進出が国内事業に与えている影響を調査することにした。調査に関しては、対象企業及び

ＪＩＣＡの協力を得て、国内本社でのインタビューも海外の現地調査も順調に行うことができ

た。調査結果の分析については今後行うが、それぞれの企業の海外進出に至る経緯や今後の展

望など、個別の実態を把握することができた。 

 調査結果の分析については、分析フレームワークを構築し検証する予定であるが、フレーム

ワークが妥当であるかを検証する必要がある。そこで１月に日本マネジメント学会の春季全国

大会の自由論題発表に申込み、現在発表の承認が得られたところである。次年度６月の学会に

おいて参加者から意見を聴取でき、より強固なフレームワークの構築が期待できる。同時に大

会予稿集として研究成果が公開される。 

 フレームワークが構築された後、これを用いてインタビュー調査の結果を分析し、公益事業

学会において口頭発表か論文発表を次年度内に行う予定である。 

３．今後の研究における課題または問題点 

   インタビュー調査の開始が遅れたことにより、研究が研究計画通り進捗しなかったため、分

析は今後行い発表も行わなければならない。しかし、分析に必要な対象企業への国内でのイン

タビュー調査と海外現地調査はすでに完了している。フレームワークについても、妥当性を強

化するための学会発表は次年度の６月であるが、骨子はすでに完成しているため、学会での意

見を反映させたうえで直ちに分析を行い、最終的な成果である論文の執筆に着手できる予定で

ある。 

   本研究では、予算と時間的な制約から対象企業を絞らざるを得ず、結局進出国はアジア１か

国で２社の事例しか取り上げることができなかった。分析の結果どのような結論が出るにしろ、

スモールビジネスの国際進出が国内経営に与える影響の一般論を語るには、サンプルが少なす

ぎる。対象国をアジアの他の国、もしくは世界の他地域に拡大することは必須であろう。もち

ろん企業数を増やし、事例を積み上げる必要もある。また、本研究ではインタビューによって

得られた定性的な変化にフォーカスしたが、分析方法として計量的な変化も今後の研究では取

り入れていく必要があるだろう。 
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Summary 

This study aims to the investigate influences of internationalization of small and medium 

enterprises (SME). This research pays attention to influence to manage in an own country in 

particular.  

Mansei Recycle Systems and Amcon both located in Yokohama city were picked up as samples of a 

case study. Mansei Recycle Systems and Amcon has started an operation of a factory in Cebu city in 

Philippine. It was the first time to go abroad for Mansei Recycle Systems, on the other hand Amcon 

had a lot of oversees business experience. The two companies were supported to start their business 

in Cebu City by Japan International Cooperation Agency (JICA) and the city hall of Yokohama. 

At first in this study, I interviewed person responsible for the internationalization at their head 

office. They told about incitements to expand their business overseas and how to receive the support 

from JICA and Yokohama City. I asked how the overseas business are going and the future prospect 

of that. Both companies hoped to keep on the overseas business, and they had a strong will to 

expand their area of business. 

Next, I went to Cebu City and saw their factories. The operation of the facilities was demonstrated 

by the local staff. I also investigated the circumference environment of the factories. After the 

facility tour, I had an interview with an executive of the Cebu Chamber of Commerce for the talk 

about the business situation in that city. 

Now I am verifying the result of the field work in Cebu City. A research outcome will be published 

by the next summer. 

 


