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買物困難者対応としての価値共創型小売業システムに関する研究 

  Research on Value Co-creative Retailing System as Countermeasures Against 

Disadvantaged Shopper          

     

研究代表者 菊池宏之（経営学部マーケティング学科） 

 

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買物困難者 Disadvantaged Shopper  

            ②価値共創  Value Co-creative  

      ③事業継続性 Going Concern  

        ④共同売店 Shared Shop  

      ⑤地域商業 Area Commerce  

平成 28 年度交付額／458,000 円 

 

研究発表 

(1)学会および口頭発表 

①「地域商業の衰退と地域生活基盤の確保に向けた価値共創」日本産業経済学会第14回全国大会個別

報告（2017年5月21日 於：立教大学） 

②「（仮題）フードシステム構築における社会性と経済性」2017 年度日本フードシステム学会全国大

会報告（2017 年 6 月 11 日 於：中村学園大学） 

(２)論文発表 

①「買物難民対応策の課題」『経営論集』東洋大学経営学部 2017 年 3 月 

②「地域社会に求められる社会性と経済性」小川雅人編著『商店街機能とまちづくり』創成社 2017

年４月 15 日 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

本研究を、以下の方法にて推進した。 

第一に、買物困難者・弱者の発生背景やその実態並びに対応策に関しての先行研究や実態調査

結果に関して分析した。 

第二に、小売業と地域住民の連携化を推進する視点として、サービスドミナントロジックや価

値共創に関わる先行研究に関して分析した。 

第三に、それらに関わる先行研究を前提に、買物困難者対応の先行事例として、小売経営とし

ての困難度が高いにもかかわらず、持続的小売経営展開をしている「共同売店」に関して、実態

調査を行った。 

第四に、共同売店の実態調査等を継続している研究者との意見交換を行うことで、共同売店の

歴史と継続性を有する背景を多面的に検討することで結果、買い物困難者対応の地域住民との連

携化の視点を抽出した。 
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２．研究経過および成果の概要 

本研究の推進により、以下の点が明らかになった。 

第一に、買物困難者・弱者の発生背景やその実態並びに対応策に関して、先行研究や実態調査

結果などを分析することで、買物困難者の発生は一時的なものではなく、構造的問題に起因して

いることが明らかになった。 

わが国では需要者側として限定された移動手段しか有しない消費者（特に老齢者）が、増加傾

向にあることを各種データから整理・確認した。同時に、供給者側である小売業のチェーン展開

化による市場地位の向上が、小売業に一層の効率経営を志向させている結果として、店舗のスク

ラップ＆ビルドの展開が加速して推進されている。その結果、人口が減少し一定数の市場規模が

想定されない地域において店舗閉鎖を加速させる取組みにより、地域における食品小売業の店舗

密度が低下していることが明らかになった。なかでも、中山間地おいては、地域の生活基盤とし

て重要な役割を担っていた農業協同組合（JA）が、組織改革の推進に取組む過程において、都

道府県単位での JA 店舗の広域での統廃合化の進展により、物財購入拠点が消滅したことが買物

困難者の増大を加速させた実態も確認できた。それら消費者及び小売業の両面から、全国的に買

物困難者が出現し、急速に拡大化していることを考えると、需要側と供給側の両面に起因する結

果としての買物困難者の出現であり、通常の経済活動での対応には限界があることが示唆された。 

第二に、買物困難者の顕在化と急速な増大化は、需要側と供給側の構造的要因に起因している。

それを前提とすると、企業側の経営努力では限界があり、地域住民が地域の食供給のインフラを

下支えする取組みの必要性が高いことが、先行事例などから示唆された。 

小売業の効率的経営展開も、全国的に買い物困難者の出現化とその対応策には企業経営の取組

には限界がある中で、企業経営を支援する対策が必要不可欠であると言える。次に、買物困難者

地域において小売経営の継続性を担保する方策として、小売業と企業と地域住民の相互補完的な

取組をするうえで有効と考えられる、サービスドミナントロジックや価値共創に関わる先行研究

を分析した。そこから、地域住民に小売業が提供する価値を持続的に享受可能とするための方策

を検討する有用性を確認した。 

それらの先行研究を受けて、買物困難者地域で持続性を有した事業展開として、沖縄県（鹿児

島県、大分県や高知県の一部も含む）を主体に展開されている、いわゆる「共同売店」の実態を、

現地ヒアリング調査により、それらの経緯と取組及び地域住民の協力を得るにあたっての方策の

実態を把握分析した。 

第三に、地域住民の参画を得た食供給システム構築を図るには、次のステップが有効であることが

先行研究及び今回の実態調査分析より明らかになった。第一ステップは、地域住民の買物を支援する

ことを前提に、地域住民の直面する課題を検討することである。第二ステップは、買物支援を中心と

なり推進する組織を形成し、どのような取り組みを行うべきかの方向性を決め、地域住民と話し合い、

参加を促すことが必要になる。第三ステップとして、企業や行政をはじめとする他の団体との連携化

の模索が必要になる。第四ステップとして、第三ステップまででまとめた計画や全体像をもとに取り

組みを立ち上げて運営を開始することである。その上で、継続して運営できるように、常に取り組み

の状況を把握し、問題点があれば見なおしていくことが不可欠になる。 
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３．今後の研究における課題または問題点 

これまでの研究調査及び実態把握によって、明らかになった地域住民が下支えする食品の販売

拠点の維持発展の有効性は明らかになったものの、地域住民の意識と協力の確保の在り方が、一

般化出来る可能性に関しては今後の課題である。 

なお、皆さまのご支援のお陰もあり、本研究の課題を主体として内容で、科研費の採択を頂戴

したので、その点を明確化できることを目指して、今後も本研究を継続していきたい。 

 

Summary 

  There is a factor in both sides of a supplier and a demand side for an appearance of a 

disadvantaged shopper. There is a structural background. On the supply side, we are 

promoting revision and abolition of stores to improve management efficiency. On the demand 

side, it is an advance of aging and an increase in elderly people who do not have their own 

means of transport. As a result, it is difficult to continue retail management in areas with 

reduced population. In remote areas like Okinawa, local residents became investors 100 years 

ago and there is a "shared shop" that runs retail business.  

As a measure to continue the shopping place, a mechanism that local residents invest in the 

retail industry to support them is effective. First of all, it is to consider the challenges facing 

local residents. The second step is to determine the direction of shopping assistance and 

encourage the participation of local residents. The third step requires cooperation with other 

organizations. In the fourth step, we start managing the plan and overall picture until the third 

step and review the problem. 
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リアルオプション・モデルにおける投資実行のタイミングに関する研究 

A Study on the Timing of Investing in Real Options Model 

 

研究代表者 董 晶輝 （経営学部会計ファイナンス学科） 

 

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リアルオプション・モデル Real Options Model 

            ②幾何ブラウン運動 Geometric Brownian Motion 

            ③最適投資閾値 The Optimal Threshold of Investment 

            ④初到達時間 First Passage Times 

            ⑤比較静学分析 Comparative Statics Analysis 

平成 28 年度交付額／600,000 円 

 

研究発表／(1)口頭発表 

      ・「最適閾値への初到達時間の比較静学分析」、日本リアルオプション学会 2016 年研究発

表大会、2016 年 11 月 20 日、中央大学。 

     (2)論文掲載 

      ・最適閾値への初到達時間の比較静学分析」、『リアルオプション研究』第 9 巻。（平成 29

年度予定・査読付き） 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

 既存のリアルオプション理論の文献では投資実行の最適閾値を示すのが目的であった。しかし、不確

実な状態下では、最適閾値への到達時間は確率変数であり、さらに、最適閾値へ到達しないケースも存

在する。このような状況では、実際の投資意思決定を行うことが困難であり、これがリアルオプション

理論を実務へ応用する際の難しさの一因にもなっている。リアルオプション・モデルにおける不確実性

と投資実行の確率分布について、1 変数の幾何ブラウン運動モデルに対して、状態変数の変動性の上昇

が投資実行のタイミングを早めるケースが存在することを先行研究では数値的に示している。しかし、

そこで検討されている状況は投資実行の閾値への初到達時間の平均値が無限大となるケースであり、現

実にはこのような投資プロジェクトは検討の対象とならないので、実際的な意味はほとんどない。これ

に対して、研究代表者は、1 変数の幾何ブラウン運動モデルについて、投資実行の閾値への初到達時間

の平均値が有限である場合について検討し、最適閾値、初到達時間の平均値がもとにボラティリティの

増加関数となることを解析的に証明した。これらの結果を踏まえ、本研究では、幾何ブラウン運動を基

礎にした 1 変数モデルと 2 変数モデルについて、参入および退出の際の最適閾値への初到達時間への期

待値と分散について比較静学分析を行った。まずは詳細な解析的分析を行い、各パラメータの初到達時

間に対する影響を調べた。これらの分析は複雑な解析的証明が要するため、そのまま論文にまとめた場

合、読者の負担が大きい。そこで、初到達時間の期待値の計算式の分子と分母の増減を調べることを試

み、同様な結果を得られることに成功した。この手法が退出の際の初到達時間の分析にも適用ができ、
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さらに、やや複雑になるが、初到達時間の分散の比較静学分析にも適用できることを示した。 

理論研究が中心であったため、研究の方法としては、数理的解析法を用いた。解析的結果を検証する

ため、コンピュータを用いた数値実験も行った。 

 

２．研究経過および成果の概要 

 研究のはじめに、まず、確率過程の初到達時間の確率分布を求める必要があった。1 変数の幾何ブラ

ウン運動の初到達時間の積率母関数と平均値はこれまでの確率過程論の文献で示されているが、2 変数

の幾何ブラウン運動の初到達時間については空白であった。ファイナンス分野の論文として、確率過程

論のアプローチをできるだけ避けて、1 変数の幾何ブラウン運動の初到達時間の結果から自然に拡張す

る方法を探り、2 変数の幾何ブラウン運動の初到達時間の積率母関数、平均値および分散の計算式を導

出することに成功した。続いて、各パラメータについて、平均値および分散の比較静学分析を解析的に

行った。1 変数モデルでの結果は退出の場合のボラティリティを除いて、単調に変化することが分かっ

た。しかし、2 変数モデルになると、大多数のパラメータについての平均値および分散の変化は単調性

が失っていることが浮かび上がってきた。そこで、さらに、これらのパラメータに対して平均値および

分散の増減逆転の境界を調べることにし、解析的に境界を表す計算式の導出に成功した。そして、ここ

で得た結果を検証するとともに可視化のため、コンピュータを用いた数値実験を行った。以上の中間的

研究成果を取りまとめ、リアルオプション研究の専門学会で発表し、同分野の研究者と議論を行った。 

次に論文構成の段階に入るが、これまでの研究で行った解析的証明をまとめてみると、読者の負担が

大きくなることが分かった。論文の精密さを犠牲にしないで、より理解しやすい説明の方法はないか。

そこで、初到達時間の期待値の計算式の分子と分母の増減を調べることを試み、同様な結果を得られる

ことに成功した。この手法が退出の際の初到達時間の分析にも適用ができ、さらに、やや複雑になるが、

初到達時間の分散の比較静学分析にも適用できた。これらの研究成果をまとめた論文をリアルオプショ

ン研究の専門誌に投稿した。 

 これまでのリアルオプション理論では、投資実行を最適閾値に到達するまでに遅らせたほうが最適で

あることのみを強調してきた。実際には、最適閾値への到達時間がかなり長く、または永久に到達しな

いケースも存在する。本研究では最適閾値への初到達時間の平均値と分散を求める計算式を導出し、さ

らに、状況が変化したときに初到達時間の平均値と分散がどのように変わるのかを比較静学分析を通し

て明らかにした。これらの成果は、リアルオプション理論を実務に応用する際の問題点を解明すること

に寄与し、リアルオプション理論の精緻化並びに実用化への推進に貢献するものである。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 本研究は 1 変数と 2 変数の幾何ブラウン運動を基礎にして行ったものであり、より現実的に複雑な状

況を表す確率過程の下での分析を行う必要がある。ここでの成果を手がかりにして、ことが今後の研究

の方向として見えてきた。 
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Summary 

In this study, we derive the formulas for calculating the expectation and the variance of 

the first passage times to the optimal investment threshold in real options model under a 

two-dimensional geometric Brownian motion, and propose a simple method for performing a 

comparative statics analysis of the expectation of the first passage times to the optimal 

thresholds in the real options model. Also, we show that this method is suitable for a 

comparative statics analysis of the variance of the first passage times. The results of the 

comparative statics analysis can help us for understanding some issues when one adopts the 

optimal investment threshold to a real investment project. 
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物の製作請負における瑕疵担保責任の実態調査に基づく総合的研究 

Comprehensive research based on the actual condition survey  

of defect warranty in the production contract 

 

研究代表者 芦野 訓和（法学部法律学科） 

 

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請負契約   Contract 

      ②瑕疵担保責任 Defect Warranty 

      ③契約適合性  Contract Conformity 

 

平成 28年度交付額／1,100,000 円 

 

研究発表／(1)研究会発表 

     ・芦野訓和「大規模建築工事」椿民法研究塾 

平成 28 年 5 月 15 日（於：明治大学） 

     ・芦野訓和「ドイツ民法の改正」ドイツ民法研究会 

      平成 29 年 6 月報告予定 

     (2)研究論文 

     ・芦野訓和「大規模建築工事」椿寿夫編『三角・多角取引と民法法理の深化』 

別冊 NBL No.161（商事法務研究会、2016 年） 

     ・芦野訓和「請負契約における瑕疵担保責任と契約適合性（仮）」 

      平成 29 年度発表予定 

     ・芦野訓和「ドイツ請負契約法の改正（仮） 

平成 29 年度発表予定 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究目的および方法 

本研究は、多様な請負契約に関し、物の製作という側面に着目し、現代社会において代表的な請

負契約である「建築請負」と「知的創造物製作請負」に焦点を当て、文献調査にもとづき現状を分

析し、ヒアリングなどの実態調査を行い、さらには類似する法制度を有するドイツとの比較を行う

ことにより、問題点を抽出することを目的とした。 

   上記の目的を達成するために、日本およびドイツを中心としたヨーロッパの法制度、実態、法解

釈、法理論について、文献の調査、ならびにヒアリング調査を行うという方法をとった。文献につ

いては、データベースやインターネットなどで最新の状況を調べ、洋書店の協力も得ながら関連す

るものを収集し、分析を行った。また、実務に関する情報の収集にあたっては、実務向けの法律出

版物を刊行している株式会社商事法務にも一部協力を仰いだ。ヒアリングについては、わが国の実
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態把握、ドイツの実態把握、さらにはわが国およびドイツの研究者との意見交換に主眼を置いた。 

 

２．研究経過および成果の概要 

   年度前半はもっぱら資料の収集および分析につとめ、インタビューの際の質問事項の作製に力を

注いだ。 

この段階での成果の一部については、それまで続けてきた研究成果と関連させながら、論文とし

て発表した（原稿提出が研究執行開始以前であったため、本研究費にもとづく旨の表記は間に合わ

なかった）。その内容は、大規模建築工事においては、直接に工事を行う請負人だけでなく、様々

な関与者が登場することになるが、その法律関係についてはこれまで十分に研究が行われてこなか

ったことを明らかにした上で、その法的問題点を洗い出し検討するものである。本研究との関係で

は、建築目的物である建物等に瑕疵があった場合の法律問題について、本研究でのこの時点での研

究成果を踏まえて検討を行った。 

その後、これらの研究作製した質問項目をもとに、11 月初旬にドイツ・マールブルク大学に赴き、

ドイツでの建築契約研究の第一人者であるヴォルフガング・フォイト(Wolfgang Voit)教授にインタ

ビューを行い、また、日本の法制度および現状を説明した上で、ディスカッションを行った。これ

によりドイツの現状を把握すると共に、請負契約に関する規定を民法典に挿入するための検討がド

イツで行われていることを知った。フォイト教授とはその後もメールなどで意見の交換を行ってい

る。マールブルク大学の後に、ドイツ・バイロイト大学に移動し、知的創造物の瑕疵について、ド

イツ法および EU 法の造形に深いマーティン・シュミット＝ケッセル(Martin Schmidt-Kessel)教

授にインタビューを行った。建築請負での瑕疵の問題点と対比した問題点について意見交換をする

ことができた。 

次いで、1 月には日本法およびドイツ法について造詣の深い北海道大学藤原正則教授にインタビ

ューを行った。藤原教授に対しては、11 月のドイツでのヒアリングで得られたドイツの法状況につ

いての私見を提示し、それに対する藤原教授の見解を訪ねた。さらには、ドイツの現状を踏まえた

上での私見を提示した上で、藤原教授の見解を聞き、議論を重ねることにより、ドイツ法・日本法

の現状を前提とした研究上の問題点について意見交換を行った。 

  2 月には日本法はもちろんのこと EU 法およびイギリス法に造詣が深い桃山学院大学田中志津子

教授にインタビューを行った。EU 離脱決定前のイギリスにおいては、ドイツ法・フランス法のい

わゆる大陸法体系の国々とは異なった視点から、EU 法の検討が行われており、そこでは、知的創

造物の瑕疵についても議論が行われていた。田中教授はその問題に関するイギリス・ハル大学のク

リスチャン・トゥィッグ＝フレンスナー（Christian Twigg-Flesner）教授のもとで１年間の在外研

究を行っており、わが国の法制度を前提としたイギリス・EU 法の視点およびその問題点について

見解を伺い、議論することができた。 

さらに、年度前半での研究および 11月のドイツでのインタビューで新たに判明した問題につき、

2 月末から 3 月初旬にかけ、ドイツにおける多数当事者の関与する法律関係について新たな見解を

示しているミヒャエル・ツバンツガー(Michael Zwanzger)教授にインタビューを行った。多数当事

者が関与する法律関係において目的物に瑕疵があった場合の法的問題について、斬新な見解を伺う

ことができた。その後、ツバンツガー教授が博士号を取得したバイロイト大学に移動し、ツバンツ

ガー教授の見解に対するドイツでの評価についてマーティン・シュミット＝ケッセル教授に話を聞
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くことができた。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

今回の研究により、請負契約における瑕疵概念、とりわけ、本研究が問題とする建築請負および

知的創造物製作請負における瑕疵については、実務上の取り扱いも赤にする必要があることが改め

て浮き彫りになった。また、本研究期間終了にあわせるかのようにドイツ民法が改正され、建築請

負に関する新規定が 2018 年 1 月 1 日から施行されることになった。今後はさらなる研究が求めら

れることになる。 

今研究にもとづきヒアリングに赴いたマールブルク大学フォイト教授は、その後のやりとりの結

果、平成 29 年度の海外研究者招聘制度にもとづき本学で建築請負法に関する授業・講演を行って

いただけることになった。 

また、本研究をもとにした研究が文部科学省科学研究費を受託することができた。今後さらに発

展させる予定である。 

 

Summary 

I have been researching various contracting contracts focusing on aspects of manufacturing things, 

especially focusing on "building contractors" and "intellectual creation production contractors" that 

are typical in modern society. I analyzed the current situation based on the literature survey, 

conducted a survey such as hearings, and compared with Germany with a similar legal system. To 

achieve this purpose, I compared the legal systems of Japan and Germany by literature survey, and 

conducted a hearing survey. Regarding hearings, I focused on grasping the actual condition of our 

country, grasping the actual state of Germany, and also exchanging opinions with Japanese and 

German researchers. 

In the first half of the research institution, I tried to analyze the materials. After that, I created an 

interview question item. 

After that, based on the research results so far, I presented my thesis. 

That paper is a study on the legal problems of large scale construction work. 

Based on the research results at this point in this research, I examined the legal problems in the 

case where there are defects in buildings, etc. that are building objects. 

In early November, I went to Marburg University in Germany and interviewed Professor Wolfgang 

Voit, a leading expert in building contract research in Germany.  

At Bayreuth University in Germany I interviewed Professor Martin Schmidt-Kessel, a leading 

expert on intellectual creation research in Germany. 

In January, I interviewed Professor Masanori Fujiwara of Hokkaido University who has a deep 

knowledge of Japanese law and German law. For Professor Fujiwara, I presented my opinion on 

German legal situation obtained in a hearing in Germany in November and heard Fujiwara's view 

on that. Furthermore, after presenting my opinion based on the present situation in Germany, I 

heard the views of Professor Fujiwara and repeatedly, discussed the opinions on the research 

problems on the premise of the current situation of German law and Japanese law. 
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In February, I interviewed Professor Shizuko Tanaka at Momoyama Gakuin University who has a 

deep knowledge of EU and British law. From her, I could see the views on British and EU law 

viewpoint and its problems, and I was able to exchange opinions. 

Furthermore, from the end of February to the beginning of March, I interviewed Professor Michael 

Zwanzger who is a Professor of Leipzig University. I was able to inquire fresh opinions on the legal 

problems in the case where there was a defect in the object in the legal relationship involving many 

parties. 
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豊子愷による中国語訳『源氏物語』に関する研究 

Study on Chinese Translation of “The Tale of Genji” by Feng Zikai   

 

研究代表者 大野 公賀（法学部企業法学科） 

 

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豊子愷 Feng Zikai 

    ②『源氏物語』“The Tale of Genji” 

    ③中国語翻訳 Chinese translation 

平成 28年度交付額／966,000 円 

 

研究発表／（１）学会発表 

・ONO, Kimika, The Bewitched Doctor”, a Children’s Tale adapted from Japanese  

Rakugo by Feng Zikai, The 2nd East Asian Translation Studies Conference,  

Meiji University, July 10th, 2016.  

・大野公賀「論豊子愷的童話〈博士見鬼〉――—与日本古典落語《搗屋幸兵衛》及魯 

迅《祝福》的関係」、第 12届通俗文学与雅正文学「近現代文学与文化」国際学 

術研討会、国立中興大学、2017年 11 月 17・18日（招聘済み、参加予定）。 

   （２）論文 

・大野公賀「論豊子愷的童話《博士見鬼》」、『東洋法学』（東洋大学法学会）第 60 

巻第 3 号、2017 年 3月、41-58頁。 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

  本研究は、中華民国期を代表する芸術家の一人で、随筆や漫画で著名な豊子愷（1898-1975）     に

よる『源氏物語』の翻訳を対象としたものである。豊は戦後、世界の古典文学、名著を中国語に翻

訳するという一大プロジェクトの下、中国政府の依頼を受けて『源氏物語』を翻訳したが、実は日

本にはわずか 10 ヶ月程滞在したに過ぎず、その古典日本語の読解能力および日本の伝統文化や習

俗等への理解は、周作人ら知日派知識人や、台湾の林文月ら他の『源氏物語』翻訳者に比べて、か

なり劣っていたであろうことは否めない。事実、この中国政府による『源氏物語』の翻訳プロジェ

クトは当初、周作人の弟子で日本にも長く滞在し、日本通として知られていた銭稲孫が担当する事

になっていたが、銭稲孫があまりに遅筆であったため、代役として豊子愷に白羽の矢が立てられた

という経緯がある。また、この翻訳プロジェクトで対象とされた読者層は、『源氏物語』はおろか、

日本の伝統的な文化や制度、習慣などにほとんど知識のない一般的な中国人である。このような状

況において、豊子愷は原作に忠実に翻訳すべきか、あるいは中国人読者に理解しやすいように意訳

すべきか、選択を迫られたことであろう。このような視点から、本研究ではまず、古典日本語およ

び日本の伝統的な文化や風俗にそれほど習熟していた訳ではない豊子愷が、一般の中国人読者のた
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めに日本の古典文学を翻訳するにあたって施した様々な工夫に着目し、豊子愷の古典翻訳の特徴に

ついて明らかにした。その際に研究対象としたのが、豊子愷が『源氏物語』の翻訳に先んじて発表

した翻案小説「博士見鬼」である。これは、日本の古典落語「搗屋幸兵衛」を翻案して、戦後に発

表した児童小説である。「搗屋幸兵衛」には江戸時代の長屋や大家、また搗屋という日本独自の制

度や職業が頻出し、またそれらの関係が笑いの要点となっている。「搗屋幸兵衛」の面白さを戦後

の中国の子供にも理解できるようにするために、豊子愷は登場人物の職業や関係などを適宜変更し、

また原作にはない教訓を加えている。 

 

２．研究経過および成果の概要 

  上記のように、豊子愷は翻訳に際して原作に忠実である事よりも、日本の文化や風習に詳しくない

一般的な中国人読者が内容を理解し、翻訳を一つの作品として楽しめる事に重点を置いていたこと

が明らかになった。『源氏物語』の翻訳においても、豊子愷がこのような翻訳手法に基づいて、日

本独自の制度や風習についても適宜、変更や説明を加え、また場合によっては翻訳を省略している

事が明らかになった。豊子愷の古典翻訳における翻訳手法については、上述の「搗屋幸兵衛」とそ

の翻案小説「博士見鬼」との比較研究という形で、2016 年 7月に明治大学で開催された翻訳に関す

る国際学会（The 2nd East Asian Translation Studies Conference）において英語で発表した。そ

の際に、会場から受けた質疑やコメントを反映させた論文（中国語）を『東洋法学』（東洋大学法

学会、第 60 巻 第 3 号、2017 年 3 月）で発表した。尚、豊子愷は魯迅の短編小説を数篇、漫画化

しているが、この小説の漫画化も一種の翻訳であるとの考えから、本論文では豊子愷の「博士見鬼」

と魯迅の短編小説「祝福」との関係についても論じた。また、2017 年 11 月に台湾の国立中興大学

にて開催予定の国際学会（第 12 届通俗文学与雅正文学「近現代文学与文化」国際学術研討会）に

おいて翻訳研究の分野で招待されていることから、中国や台湾で人気の高い豊子愷について翻訳と

いう視点から中国語で報告する予定である。尚、本研究の主要テーマである豊子愷『源氏物語』の

翻訳については、さらに考察を深めた上で論文にまとめ、また国際学会等で報告する予定である。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

  本研究と同様なテーマで申請した科研費（2017 年度～2011 年度）が採用となったことから、今年

度からは長期的な計画に基づき、豊子愷による『源氏物語』の中国語訳について研究を続ける。上

述のように、2016年度はまず豊子愷の古典文学の翻訳の特徴に関する研究を行ったが、この成果を

踏まえて今年度からは『源氏物語』の翻訳自体の研究を進めていく。具体的には、豊子愷が『源氏

物語』の翻訳に際して利用した現代日本語訳（金子元臣『定本源氏物語新解』明治書院、1925-30；

谷崎潤一郎訳、中央公論社、1939-41；与謝野晶子訳、河出書房、1957-58；佐成謙太郎対訳本、

1951-53；玉上琢弥『源氏物語の引き歌：解釈と鑑賞』中央公論社、1955 等）と、豊子愷の訳文を

詳細に比較し、豊が『源氏物語』をどう改訳したか、そしてそれは如何なる要因によるのかを明ら

かにする。豊子愷訳『源氏物語』に関する先行研究では、豊訳の一部をとりあげ、原文との相違や

誤訳を豊の日本語読解力の不足とする指摘も見られた。本研究では全文を詳細に比較することで、

それが単なる誤訳なのか、あるいは意図的な改訳であるのかを考察し、意図的改訳の場合はそれが

如何なる要因によるのかを明らかにしたい。 
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Summary 

    The aim of this study is to analyze the Chinese translation of Murasaki Shikibu's "The Tale of 

Genji" by Feng Zikai, one of the famous artists in the Republican era.  This translation was 

done as a national project to translate more than 100 world masterpieces into Chinese.  When 

the Chinese government launched this project, it was not Feng Zikai but Qian Daosun, a 

renowned Chinese writer and interpreter, who was nominated as a translator of "The Tale of 

Genji" by the government.  However, Qian Daosun was too slow to finish the translation by the 

target time, so Feng was asked to complete this translation instead of Qian.  Comparing to 

Qian Daosun and Qian's teacher Zhou Zuoren, Feng's ability of understanding and translating 

classic Japanese and knowledge of Japanese traditional culture were considerably inferior.  In 

such a situation, what style was adopted by Feng?  To understand Feng's style of translating 

Japanese classic novel, a research on “The Bewitched Doctor”, a children’s tale adapted from 

Japanese Rakugo by Feng Zikai, was made as a first step of this study.  In order to adapt a 

funny story from Edo period Japan as a tale for postwar Chinese children, and to hide a moral 

in them, he spent a lot of effort on the setting, the personality and occupations of the characters, 

and the ending.   In “The Bewitched Doctor”, Feng writes of the dangers of a person, though 

an intellectual of the new age, abandoning the ability to think and becoming a victim. He  

advocates, especially to the children of the new age, the importance of thinking logically for 

themselves and not being swayed by accepted ideas and long-held beliefs.  As a result of this 

research, it was revealed that Feng preferred the style of translating freely, not literally, in 

order to make ordinary Chinese readers whose knowledge on Japanese traditional culture, 

manners and customs were not enough to understand and enjoy "The Tale of Genji" in Chinese.  

Based on this result, a comparison of Feng's Chinese translation with modern Japanese 

translations which Feng referred at the translation will be done from now on.  The 

grants-in-aid for scientific research (Kakenhi) will be provided for this study from 2017 to 2021.  

Through this 5 years comparative study, it is expected to analyze how and why Feng Zikai 

revised the story, and what kind of effect his retranslation had. 
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英文学における 10 代の妊娠：表象と連帯の（不）可能性 

Teenage Pregnancy in British Literature: (Im)Possibility of Representation and Sisterhood 

 

研究代表者 井上 美雪（社会学部社会学科） 

 

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／①10 代の妊娠  Teenage Pregnancy 

      ②10 代の親  Teenage Parent 

③シングルペアレント Single Parent 

        ④教育 Education 

平成 28 年度交付額／523,000 円 

 

研究発表／（1）論文発表 

      ・井上美雪「イギリスの小説における 10 代の妊娠：ライフ・スキルの欠如と回復」（仮題） 

東洋大学社会学部紀要第 55 巻 1 号への投稿予定（平成 29 年 10 月頃） 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

   研究方法として、10 代の妊娠に関するイギリス政府の報告書・研究書の分析を行うとともに、学

校教育における性教育について理解を深め、そこで得た知見を基に 10 代の妊娠を描いた小説の分

析を実施した。 

２．研究経過および成果の概要 

   本研究テーマである 10 代の妊娠は、新自由主義的な教育政策をとる 20 世紀終盤以降のイギリス

においては、性教育・人間関係・経済力にかかわる総合的なライフ・スキルの視点から研究される

べき問題となっている。イギリスでは、2000 年に Sex and Relationship Education が中学 1 年生

以降公立学校で教えられることが定められたが、2017 年 2 月末に私立を含む全学校で、健全な人

間関係を形成するためのスキルとして 2019 年より小学校 1 年生から教えられることが新たに決定

されたばかりである。また、性教育は、2010 年から必修化された Personal, Social, Health and 

Economic Education でも教えられてきた。そして、10代の妊娠率がこの３～４年で激減している。

以上のことから、10 代での妊娠は、教育により将来の生活設計の見通しを立て、円満な人間関係を

形成することで予防できるものと捉えることが出来るようになりつつあると言えよう。 

   1990 年代までの 10 代の妊娠を扱った小説では、妊娠により奪われた教育機会をいかに回復する

かに焦点が当てられていた。それゆえ、出産後に復学することが小説のゴールとして設定され、復

学あるいは大学進学を描いて小説が終わっていた。だが、2000 年代では、コミュニケーション能

力と経済力というライフ・スキルをいかに鍛えるかという問題に焦点があてられるようになってき

たうえ、10 代の妊娠が減少し始めているため、2000 年代以降の 10 代の妊娠は、単に 10 代固有の

問題というよりは、20 代以降の望まない妊娠との共通性を帯びるようになりつつある。言い換えれ

ば、10 代のうちに社会資本、コミュニケーション能力、経済力をつけるためのスキルを身に付けら
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れなかった女性たちは、10 代の母親たちと同じ問題を抱え続けることになっていると言えよう。こ

の点で、10 代の母親は、20 代以降の望まない妊娠をした母親たちとの連帯の可能性を持ち始める

わけだが、これはライフ・スキルの「欠如」による連帯であるため、成立しにくいことがわかる。 

   そこで、文学作品において、少なくとも 10 代の母親と 20 代以降の望まない妊娠をした母親たち

の間に感情による連帯の可能性を探り、そこを端緒として彼女たちがいかにシティズンとして自立

し始めるきっかけを見出すことで、身に着けるべきライフ・スキルの在り方を模索できよう。Jon 

McGregor の If Nobody Speaks of Remarkable Things（2002）における妊婦は、妊娠を誰にも語

ることが出来ず、他者からの働き掛けによる結びつきを通して自らをコミュニティの一員としてし

か認識することが出来ない。彼女を通して、10 代の妊娠の延長としての妊娠とシティズンとしての

在り方を重ね合わせて、問題解決の端緒とすることができよう。 

３．今後の研究における課題または問題点 

   ２で既述の通り、学校教育で性教育を推し進めた結果、10 代の妊娠はこの３～４年で激減してい

る。このことから予想されるのが、少数派となった 10 代で妊娠する親たちが、今後は教育を全う

しなかった者との烙印を押されることである。性教育が、個人的な関係、社会的な関係、経済力の

見通しといった今後の人生設計に必要な能力との関連で教えられているため、10 代で妊娠すること

は、これらを学び損い、今後も確かに生き抜く力を身に着けそこなったことと同義に捉えられる可

能性がある。今後の研究では、最新の 10 代の妊娠をめぐる状況を把握しながら、10 代の親たちが

いかにライフ・スキルを学びなおし、周囲から押されたスティグマから解放されていくべきかを考

えることが課題となってくる。 

 

Summary 

  Teenage pregnancy in Britain should be examined from the perspectives of life skills concerning 

sex education, communication skills and economic independence. In Britain, Sex and Relationship 

Education has been taught in council schools, and in February 2017 the government announced 

that 2019 onwards it should be taught from the Year 1. Sex education has also been partly taught in 

Personal, Social, Health and Economic Education. All of these attempts to promote sexual 

education contributed to reducing the pregnancy rates in teenagers drastically. Thus, teenage 

pregnancy is now something preventable through acquiring life skills. 

    Teenage pregnancy written in novels in 1990s focused on how to go back to school or to go on to 

university. But in 2000s, it seems that novels depicting teenage pregnancy focus on how heroines 

struggle to acquire communication and economic skills. Thus, teenage pregnant mothers have the 

same problems with mothers who are suffering unwanted pregnancy. In other words, women who 

do not have life skills have the same life problems with teenage mothers, and they have some 

sisterhood on this ground.  

    Studying teen pregnant heroines and heroines who are suffering from unwanted pregnancy 

would offer how they could have sisterhood among them and how they start to grow as a citizen. To 

be independent teenage mother and to grow as a citizen would be the same process in the 21st 

century Britain. 
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触法精神障害者を対象とした農村部における実践的 ACTプログラムの研究 

Study of the practical ACT program  

in the farm village part for mentally disordered offenders 

 

研究代表者  井沢 泰樹（社会学部 社会文化システム学科） 

 

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触法精神障害者 Mentally disordered offenders 

       ②ACTプログラム ACT program 

       ③農山村 Farming and mountain village 

       ④農福連携 Cooperation of agriculture and welfare 

       ⑤質的調査 Qualitative research 

平成 28年度交付金 / 674,000円 

 

研究発表 /  

① 平成29年度『人間科学総合研究所紀要』に発表予定 

② 平成29年度『社会学部紀要』に発表予定 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

本研究は、触法精神障害者をふくむ重度の精神障害者の社会生活を総合的に支援する NPO法人「どう

で」における質的調査により、精神障害者を支援するプログラムと限界集落化が進む農村部の活性化を

両立させる、日本の文化的特質を生かした ACTモデルを提起するものである。申請者（井沢）は平成 28

年は 6 月と 7月にそれぞれ「どうで」をたずね打ち合わせをおこない、8月から 9月にかけてと、12月

から 29 年 1 月初旬にかけて「どうで」に滞在して参与観察調査をおこなうと同時に職員・利用者から

インタビュー調査をおこなった。 

 

２．研究経過および成果の概要 

当初とは異なる想定外の出来事が「どうで」で発生した。平成 28 年 3 月に、利用者である精神障害

者の方と知的障害者の方が各１名、計２名が亡くなられるという痛ましい事故が起こってしまったので

ある。申請者は、28年度 6 月ごろその詳細を知ることとなった。そのため当初予定していた調査内容を

一部変更することを余儀なくされた。しかし、この事故とその後の「どうで」における取り組みは、通

常の業務がおこなわれているときでは知ることのできない、「どうで」の意義と課題を浮かび上がらせ

ることになった。以下、おこなった調査の結果、明らかになったことを述べる。 

 

（１）利用者への支援体制について 

①職員が肯定的に捉えている点 

 利用者を支援対象としてのみ扱うのではなく、「共に生きる存在」という意識が職員間で共有されて
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いることを、多くの職員が挙げており、どうでにおけるこの理念が職員間に浸透していることが伺われ

た。また、利用者の意思・個性を尊重して、柔軟な個別対応ができている点を挙げる意見も多くあった。 

 

②職員が「不十分」あるいは「危険」と感じている点 

 どの職員がどの利用者をケアするかなどの役割分担が明確になっていないことを指摘する意見が相

当数あった。その結果、各利用者の動静を見守る責任意識が薄れ、利用者の所在がわからなくなる事例

が少なからず発生していたとのことであった。 

 また、支援方法についてのマニュアルがないことのむずかしさを指摘する意見もあった。「マニュア

ル化」については、柔軟な個別対応という良さが損なわれるとの意見も一定数あったが、他方、少なく

とも危機管理についてのマニュアルは整備すべきではないかとの指摘もあった（例えば、利用者の所在

が何分間わからなかったら捜索体制を組むなど）。 

 さらに、どうでにおける支援の特性として、豊かな自然環境の中で、職員と利用者が共に作業にあた

ることが多くあるが、このことに伴う危険性について十分な対応策を用意しておくべきではないかとの

意見があった。具体的には、木を伐採する作業中に危険を感じた例などの指摘があった。 

 

（２）職員間の連携等について 

①管理職員による管理体制について 

 どうでにおいては、管理職員とその他の職員間での指揮系統が統一されていないことを指摘する意見

が多かった。管理職員が出す指示内容がまちまちで、誰の指示に従っていいかわからない、指導が感情

的・場当たり的になっていることがあるなどの指摘があった。また、現状では、管理職員も現場業務に

従事しているが、管理業務に徹する者をつくる必要があるとの意見も複数あった。  

 

②職員間の連携について 

 職員間で情報共有がなされていないことを指摘する意見が非常に多くあった。従来は、全体会議が週

１回程度開催されていたが、その参加者は一部の職員に限られていた。本件事故後は、月から金の昼の

時間にミーティングが開催されるようになり、従来よりは改善されたが、勤務上、ミーティングに参加

できない職員への情報伝達のフォローなどの課題もなお指摘されている。どうでグループ内の山添村本

部以外の事業所では、利用者への対応などで気づいた点がある都度、職員全員に一斉メールを送るとい

った方法を採っている事業所もあり、そういった方法を全体化し、山添村本部でも採ることも考えられ

るのではないかという指摘もあった。  

 その他、労働環境やそれが利用者のケアに与える影響なども指摘されていたが、ここでは字数の関係

から割愛させていただく。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

平成 28 年度の調査では上記のような理由により、当初予定していた調査内容からの若干の変更を余

儀なくされた。しかし、その出来事がなければ見えてこなかった実像というものも明らかとなった。そ

うした意味では 28 年度の調査はたいへん意義の大きなものであったと考える。今後の課題として残る

のは、利用者である触法精神障害者の方々のライフヒストリー調査である。これはその当事者からお話

をうかがうということはかなり困難であろうと考える。そのため、職員やあるいは親族の方々からの聞
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き取り調査をおこなう必要がある。また、可能な範囲（倫理的に問題のない範囲）で、利用者の方に関

する資料等の閲覧を依頼してみる必要もあろうかと考えている。そうした調査を経て、「触法精神障害

者」という、障害者福祉の世界でも疎外されがちな人々を積極的にうけいれる「どうで」の全体像と、

日本の地域社会、とくに山間部・農村部における ACTプログラムの可能性を探究していきたいと考える

ものである。 

 

Summary 

This study employs a theoretical model of the ACT (Assertive Community Treatment Program), 

which is recognized worldwide as a necessary condition for deinstitutionalization into social life of 

people with mental handicaps, and uses a qualitative survey of an NPO that comprehensively 

supports the social life of people with severe mental handicaps, including those that have deemed 

not criminally responsible due to such handicaps.  It clarifies how users (people with mental 

handicaps) overcome and transform their difficulties through interactions between users and staff / 

local residents, as well those processes.  The NPO operates by “trying to change the entire region 

while living together with the community.”  The processes with which the NPO is accepted by the 

community and becomes an integral part of it through conflict and dialog with local residents are 

also clarified.  Through these empirical studies, we propose a model of ACT that takes advantage 

of the cultural characteristics of Japan. 

For that purpose, the applicant (Izawa) had meetings with NPO DOUDE in June and July of 

2016.  Then between August and September, then December through early January 2017, the 

applicant conducted a participant observation investigation, while at the same time conducted an 

interview survey of employees and users.  However, an incident that was different from any 

imagined from the beginning occurred at DOUDE.  In March 2016 two users, one with a mental 

handicap and one with intellectual disabilities, died, resulting in tragic troubles.  The applicant 

came to learn the details around June of 2016.  Therefore, the applicant was forced to change some 

of the contents of the initially planned investigation.  However, this incident and the subsequent 

efforts at DOUDE have raised the significance and challenges of DOUDE which could have not 

been made known under normal operations being performed. 

A future topic will be investigating life histories of users that have been deemed not criminally 

responsible for their crimes due to mental handicaps.  This will be very difficult.  Therefore, it will 

be necessary to conduct interview surveys with employees and relatives.  In addition, it is believed 

that it will be necessary to request to examine data related to users within the realms of possibility 

(a range that poses no ethical problems).  It is hoped that through these investigations, a complete 

picture of DOUDE that actively takes on people who are prone to be alienated from even within the 

world of welfare for the disabled, that is, those that have been deemed not criminally responsible for 

their crimes due to mental handicaps, as well as the potentials of the ACT program within Japanese 

communities, especially in mountainous and rural areas, can be examined. 
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増加する働く女性のワークストレスと対処資源としてのメンタリング 

Increasing work stress of working women and the effect of mentoring as coping resources 

 

研究代表者 榊原 圭子（社会学部社会福祉学科） 

 

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

キーワード/   ①働く女性 

   ②ワークストレス 

   ③メンタリング 

   ④対処資源 

   ⑤女性活躍推進 

 

平成 28 年度交付額/  774,000 円 

 

研究発表/  

 産業・組織心理学会（2018 年 9 月 3 日・4 日）にて発表（口演）した「女性管理職のキャ

リア満足感はメンター有無によって変わるのか」において、本研究で実施したインタビュ

ーの一部を発表。 

 産業・組織心理学会(2019 年 9 月 2 日・3 日)にて、「働く女性のワークストレスと対処資

源」を発表予定（口演）。 

 「働く女性のワークストレスと対処資源」 

 

研究経過および成果の概要 

 

１．研究方法  

 本研究の目的は、女性活躍が推し進められる中で、働く女性たちがどのような困難（ワークストレス）

に直面し、それにどのように対処しているのかを探索することである。研究方法には 1 対 1 の半構造化

インタビューを用い、30-50 代の企業および官公庁にフルタイムで勤務する女性を対象とした。その理

由は、この年代は、育児、介護、自分の健康状態の変化など、ライフイベントが多く生ずる時期であり、

働き方といかに折り合いをつけていくかという課題も多いと考えられるためである。調査協力者の募集

は研究者の機縁で行い、企業および官公庁に勤務する女性管理職および総合職合計 14 名からの協力を

得た。主な質問項目は、①現在の仕事内容、ポジション、部下の有無、②これまでのキャリアヒストリ

ー、③仕事上の、また、仕事と仕事以外の間で経験するワークストレス、④ワークストレスをどのよう

に対処しているのか、⑤メンターの有無、有る場合には誰か、どんな支援を受けているのか、などであ

る。 
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２．研究経過および成果の概要  

  

 研究開始当初は 10 名程度の対象者を予定していたが、結果として 14 名と予定数を上回る数のインタ

ビューを実施できた。インタビューの分析は現在進行中であるが、先行研究で指摘されている「仕事と

仕事以外の生活の両立葛藤」と「女性差別的な職場風土」という、女性に顕著なワークストレスの他、

どのようなワークストレスがあるのかを探索する。とりわけ、働く女性に対する活躍が期待されるが故

のワークストレスがあるのか、それはどのようなストレスなのかを明らかにすべく分析を行っている。

以下に、これまでに明らかになった結果の概要を示す。 

 

結果の概要 

【対象者の属性】 

①職位：管理職 7 名、総合職 7 名、②企業規模：大企業 11 名、中小企業 3 名、③婚姻状況：既婚 12

名、未婚 2 名、④子供の有無：子供あり 8 名（うち 18 歳未満の同居の子ありは 6 名）、子供なし 5 名 

⑤業種：金融 3 名、IT4 名、製造 2 名、サービス 2 名、出版、教育、官公庁 各 1 名。 

 

【対象者の直面するワークストレス】 

これまでの分析では、子育てに伴う両立葛藤と、管理職であることによる業務量の多さ、業務時間の長

さ、個人生活への仕事の圧迫が明らかになった。子育てに伴う両立葛藤については、対処資源のありよ

うで、ストレスの感じ方が大きく異なっていた。 

 

①子育てに伴う両立葛藤 

 子供を持つ対象者のうち、18 歳未満（高校生以下）の同居の子を持つ人は、何らかの仕事と家庭の両

立葛藤があることが語られた。未就学時を持つ人では、保育園の迎え時間に合わせて仕事を切り上げな

いといけない、残業や出張がしにくい、小学校以上の子供を持つ人でも、食事の支度が間に合わない、、

子供が一人で食事をする、など子供を持つ労働者に共通のワークストレスが挙げられた。しかし同様の

ストレスがあっても、上司の理解や職場風土によって、その影響は異なっていた。 

 仕事と家庭の両立に長年取り組んできた企業（IT 企業）に勤務する女性は、職場に労働時間が長いこ

とが評価されるという文化がないこと、また自宅でも仕事が出来るように在宅勤務制度や IT ネットワ

ークなどが整っており、早く帰宅でき、自宅で業務をこなすことが出来ることが語られた。そのため、

子育てに伴う両立葛藤はかなり低いことが示された。一方、両立の取り組みが浅い企業では、上司や職

場にその意識が根付いておらず、当該企業に勤務する女性は、早く帰りにくい雰囲気や上司の無理解な

どのためにストレスを深めていた。この女性の勤務先は金融機関であり、リスク管理の観点から自宅に

資料を持ち帰って仕事をすることが認められていないため、前述の企業のように柔軟な働き方が出来に

くいという制約があった。 

 

②管理職であることによるワークストレス 

 対象者のうち管理職は 7 名であったが、いずれも業務量の多さと勤務時間の長さがストレスであると

回答していた。金融機関に勤務する管理職女性は、業務終了後の家族との個人的な時間を楽しめないと

いう。一方、少ない女性管理職として、成果を挙げなければならないというプレッシャーがあり、業務
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時間は長くなってしまうというジレンマを抱えていた。 

 前述の IT 企業に勤務する管理職は、両立しやすい職場風土やしくみはあるものの、グローバル企業

であるために、海外の事務所との会議を夜中にせざると得ないという理由で、個人の時間に仕事が食い

こんできてしまう、という葛藤が語られた。出版業に従事する女性管理職は、業種柄、仕事を持ち帰る

ことが当たり前なため、帰宅後に自宅で仕事をしがちであり、やはり個人の生活に仕事が入り込んでく

ることを語っていた。 

 今回のインタビュー対象者の企業は、いずれも女性の活躍推進に熱心に取り組んでおり、女性差別的

な風土に関する発言は見られなかった。メンタリングについては、既婚者は夫が、未婚者は友人がメン

ターであることが多かった。しかし、メンタリングの重要性についての意識は薄く、欧米と異なり、メ

ンタリングという概念が浸透していないことが伺えた。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 また、今回のインタビュー対象者は、女性の活躍推進に熱心な企業に勤務する人がほとんどであり、

女性差別的な風土に関する発言は見られなかった。しかし、組織の規模や業種によって状況は異なると

考えられるため、今後、これらを鑑みて対象者を募り、幅広く女性のワークストレスを捉えることが必

要である。 

 

Summary of this study 

The purpose of this study is to investigate the work stressors women face and how they cope with 

them. I conducted one-on-one semi-structured interviews with women who work full-time in 

company or government offices. Interviewees ranged in age between 30 and 50s; women in this age 

bracket are prone to experiencing stressors such as childcare, elderly care, and personal sickness. 

Using the snowball sampling method, I conducted interviews with 14 women working as managers 

or professionals. I asked them questions regarding the following: 1) their current job, position, and 

if they have any subordinates; 2) their career history; 3) any work stress; 4) coping strategies for 

stress at work; and 5) if having a mentor provided support for any work-related stress.  

 Prior studies suggest that working women suffering from the distinctive stressors of 

work-family conflict and workplace discrimination. The point of this study is to grasp any 

additional stresses facing working women. In my analysis, I found two additional sources of stress 

for these women: work-family conflict, even when many companies are today promoting work-life 

balance, and a pressure to succeed as a female manager.    

 Work-family conflict was observed among interviewees with children under 18 years old. 

However, the impacts of this conflict varied depending on the workplace. Reducing this conflict and 

obtaining better work-life balance depended on several intangible elements, including supervisors’ 

understanding and workplace climate. A more tangible element—flexible work 

arrangements—helped as well. If the company had solid IT system allowing women to work at 

home, working mothers can have more flexible schedules and finish their work even if they need to 

leave their workplace earlier. The results show that while work-family conflicts still exist for 

working mothers, there are several specific measures that can reduce such tensions.  
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 In addition, women managers often mentioned that they face pressure to be successful. In 

most cases, managers’ work volume is heavier than that of non-managers. In addition, female 

managers need to perform high-quality work in order to get good evaluations and succeed. There is 

pressure for female managers to live up to these high standards, since if they are not successful, 

companies may hesitate to promote more women. 

 In this study, no interviewees mentioned a discriminative work climate, a result that 

departed from previous research. This may be because women’s situations are different in large 

companies from in small to mid-size companies. Since most interviewees of this study worked for 

large companies, it is necessary to conduct interviews with working women in small to mid-size 

companies to further explore this study’s results.  
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内部温度計測機能を有する、自動至適制御型 

超音波リハビリテーションシステムの開発 

Development of auto-adjustable ultrasound rehabilitation system 

with non-invasive temperature distribution measurement function  

     

研究代表者 新藤 康弘（理工学部機械工学科） 

 

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超音波 Ultrasound 

            ②リハビリテーションシステム  Rehabilitation System 

      ③変形関節症  Osteoarthritis 

        ④温度計測 Temperature Measurement 

      ⑤有限要素法解析 Finite Element Method 

平成 28 年度交付額／795,000 円 

  

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・新藤康弘「変形性膝関節症の深部温熱リハビリテーションを目的とした小型空胴共振

器加温システムの開発」日本ハイパーサーミア学会第３３回大会、平成 28 年 9 月 

・新藤康弘、市島泰人、藤岡照高（共著）「大腿脛骨角が関節内応力に及ぼす影響につ

いての数値的検討」, 日本設計工学会平成 28 年度 秋季研究発表講演会, 平成 28 年

10 月 

・ 新藤康弘「温熱リハビリテーション用極超短波治療装置における膝関節内エネルギ

ー分布推定」，第 21 回関東・全身ハイパーサーミア研究会合同学術研究会，平成 29

年 3 月 

・現在、日本ハイパーサーミア学会誌 Thermal Medicine への論文投稿を予定 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

 近年、国内外の医療機関において、骨折の早期回復や変形性関節症などの痛みの緩和、腱・

靭帯の損傷修復を目的として、超音波を用いた物理療法である「超音波療法」が広く用いられ

ている。超音波療法は、低出力の超音波パルス（low intensity pulsed ultrasound: LIPUS）

を患部に照射し、断続的な物理刺激を破損組織に与えることで、破損組織の再生・修復促進を

図るリハビリテーション手法の一つである。 

 しかし、治療の最大効果が得られる至適条件（主に出力、周波数、パルス長等）は、症状や

部位によって異なるため、臨床では、それぞれの部位や症状に合わせた条件設定が必要であり、

それらの決定には温度計測機能が不可欠である。そこで、本研究テーマでは、超音波エコー画

像からの内部温度分布計測機能を有する自動至適制御型の超音波リハビリテーションシステ

ムの開発を最終目標としている。 
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 本研究では、予算を考慮し、上記研究課題の基礎検討部分についての研究を進めた。具体的

には、先行研究で開発した変形性膝関節症の温熱リハビリテーションシステムを用いた加温実

験を実施し、その温度分布について超音波画像診断装置のエコー画像から内部温度分布推定を

行った。また、現有の超音波リハビリテーションシステムのプローブ先端形状を変化させるこ

とによる加温領域制御の可能性について、実験的に確認した。 

  

２．研究経過および成果の概要 

 本研究で提案する温度計測機能は、加温前後の超音波画像を比較画像処理することで、温度

変化による微小な超音波画像の変化を数値的に解析し、その変位量を基に内部温度計測を可能

としている。これまでに、深部のみを局所的に加温可能な空胴共振器型リハビリテーションシ

ステムを用いた加温実験において、本研究で提案する超音波温度計測システムを実施し、サー

モカメラによる温度計測結果およびシミュレーション結果と比較することで、本温度計測シス

テムの有用性を示した。本研究成果は日本ハイパーサーミア学会において 2 件の発表を行って

いる。さらに現在、本研究成果について日本ハイパーサーミア学会誌への論文投稿を予定して

いる。 

 また本研究を進める中で、発展研究として靭帯の超音波治療を行う際に照射領域となる関節

軟骨周辺の応力分布解析を実施し、その解析結果について日本設計工学会において学会発表を

行った。 

  

３．今後の研究における課題または問題点 

 本年度は研究課題の基礎検討として、非接触状態での超音波温度計測機能について実験的に

有用性を確認した。今後、超音波リハビリテーション装置を用いた加温実験を実施し、本温度

計測機能と合わせたシステムの構築を実施予定である。また、本温度計測機能は汎用性が高く、

リハビリテーション分にゃのみならず様々な分野において求められていることから関連分野

への研究発展も望めると考えている。 

 

Summary 

  Ultrasound rehabilitation system is used to inhibit the progress of osteoarthritis (OA) and 

to ease pain and stiffness. Effective thermotherapy occurs when heat can deeply penetrate the 

joint tissue, such as the cartilage and the joint cavity.  

In this study, we developed a method using ultrasound (US) imaging techniques to 

calculate temperature increase distributions inside the human body. With this method, we 

evaluated the heating performance of resonant cavity applicator which was developed in our 

previous works. We compared our experimental data with computer-simulated temperature 

increase distributions using the finite element method (FEM).  

It is known that acoustic velocity depends on the temperature of the medium. US imaging 

devices reconstruct images using a specific velocity, so US images taken before thermotherapy 

will differ from US images taken after treatment because of temperature changes.  

In this study, we accounted for the US images' movement as we conducted microwave 
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diathermy on a live human subject's knee. We were able to estimate the heat penetration depth. 

Finally, for our FEM simulation, we used an anatomical knee model reconstructed from MRI. 

From our simulation results, it was found that most of the electromagnetic heating energy 

penetrate deep into the bone cartilage or the joint cavity with our cavity applicator. With phantom 

experiment results showed that the inside of knee joint part of agar phantom was deeply heated. A 

comparison between normalized temperature increase profiles inside the knee was carried out. Our 

simulation results and our experimental results showed the same trend, and both results show high 

temperature increase in the deepest cartilage of the knee regions.  

We confirmed that the our rehabilitation systems could effectively heat the deep tissue in the 

knee. Furthermore, we found that by using US imaging techniques, we were able to calculate the 

temperature increase distributions inside the human body.  

In future works, we have some plans to develop a new ultrasound rehabilitation system with this 

non-invasive temperature measurement system. Furthermore, now we proposed more convenience 

focus position control method which independent of the shape of the transducer array or irradiation 

frequency for development of new ultrasound rehabilitation systems. In our method, the focal depth and 

the volume of ultrasound fields can be controlled by changing the angle of the probe tip. We are 

investigating control of heating region and focal depth now.  
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研究発表／(1)学会および口頭発表 

・M.Okayasu and K. Sakai, “Novel Integrated Motor Design that Supports Phase and 

Pole Changes using Multiphase or Single Phase Inverters”, in Proc. 18th 

European Conference on Power Electronics and Applications EPE2016-ECCE 

Europe, paper 135, 2016 年 9 月 

・M.Okayasu and K. Sakai, “Reduction of Torque Ripple by an Integrated Induction 
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・岡安正憲，堺和人：「マルチインバータ方式エレクトロニクスモータの極数変換の検

討」平成 28 年電気学会産業応用部門大会 3-10，2016 年 8 月 

・岡安正憲，堺和人：「マルチインバータ方式エレクトロニクスモータの極数変換の検

討」平成 29 年電気学会全国大会 3-10，2017 年 3 月 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

モータは日本及び世界の全電力の半分を消費しており、モータの効率を向上すると世界の省エネ

ルギーに大きく貢献できる。特に電気自動車、鉄道、産業装置の駆動モータシステムの省エネルギ

ーを目指す。本研究の目的は、省エネのため広範囲の可変速度で駆動でき、さらに広範囲で高効率

の駆動を実現できるモータシステムを得ることである。 

(1) 本提案モータ駆動システム 

考案した本モータシステムは図 1に示す様に複数グループに分けたコイルを内部に持つモータと、

複数のインバータ（電力を変換・制御する電源回路）から構成される。この構成によってモータの
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各３相コイルグループの電流を直接に制御できる。したがって、各コイルグループにおいて３相の

U、V、W 相電流の組み合わせを変更すると、モータの極数を変換できる。さらには、３の倍数の

相数において変換できる。本研究では、図 2 に示す様にモータシステムは２グループの３相コイル

と２個の３相インバータから構成するモデルとする。モータは誘導機タイプで８極と４極で極数変

換を行うものとする。8 極と 4 極に変換する場合において 2 個のインバータ出力電流の相の組合せ

を表 1 に示す。これらの相はインバータ出力端に接続されたモータコイルに流れる電流の位相にな

る。すなわち、２つのインバータの各出力電流の位相の組み合わせを変更すればモータコイルに流

れる電流の位相が入れ替わり、モータ電流位相を制御できる。実験に用いるモータモデルは汎用の

埋め込み磁石モータの 12 スロットの固定子を改造して２グループの集中巻コイル構成とした固定
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子と汎用誘導機の回転子で試作した。 

(2) 解析・シミュレーションと実験 

本モータの物理的挙動を把握し、過渡的な特性を得るために汎用電磁界解析ソフト JAMG を用

いて有限要素法電磁界解析を行う。また、本モータシステムの電気回路上の電気特性と制御特性を

得るために汎用パワーエレクトロニクス回路・制御シミュレーションソフト PSIM を用いて検討を

行う。実験は前記の改造汎用モータ、３相インバータ、インバータ制御のコントローラを用いて、

電圧／電流（V/F）一定制御でモータを駆動して行った。 

Fig. 2. IMCC with two three-phase inverter 
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three-phase inverters 

Three-phase inverter 1 

Three-phase inverter 2 

Three-phase inverter N 

Eight-

pole

Four-

pole

Inverter 1

a1 U U

b1 V W

c1 W V

Inverter 2

a2 U X

b2 V Z

c2 W Y

Before After

Primary winding resistance (Ω) 0.862 0.862

Primary leakage inductance (mH) 3.67 2.74

Secondary winding resistance (Ω) 0.824 0.501

Secondary leakage inductance (mH) 3.67 2.74

Magnetizing inductance (mH) 15.3 14.6

Number of poles 8 4
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TABLE 1. Current phase of inverters for pole 
change 

TABLE 2. Motor constants of IMCCC 

Fig. 3. Simulation diagram of power circuit and control of IMCC 
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２．研究経過および成果の概要 

  回路シミュレーションのため作成した本モータシステムの回路モデルを図 3 に示す。２つの３

相インバータ回路と接続した２個のモータで構成され、２個のモータは２グループの３相コイルを

模擬した等価なモータモデルである。さらにモータには負荷が結合されている。モータの各電気定

数は特性実験を行い、実験データから電気定数を算出した。表 2 にモータ定数を示す。これらの定

数を前記の等価モータモデルに設定し、モータを駆動するシミュレーションを行った。モータ駆動

時に極数を変換したモータのシミュレーション結果を図 4、5、6 に示す。３相８極から６相４極に

変換したときのモータ電流の変化を示している。極数変換した瞬間にはモータ電流は大きく変動す

るが、約 0.03 秒変換後にはモータ電流は収束して安定に駆動できていることがわかる。回転速度

も極数変換した瞬間に変動するが、約 0.2 秒後にほぼ変換前の速度に回復している。電磁界解析結

果では 8 極と 4 極間で極数変換を行ったときに磁界が変化する挙動を確認するとともに、8 極回転

磁界と 4 極回転磁界が形成されて回転子が回転することを確認した。また、極数変換前後のトルク

特性や鉄損を算出した。 

つぎに実験について述べる。Myway 社製 PE-Expert のコントローラで２個のインバータを制御

してモータを駆動し、無負荷状態で回転中のモータの極数変換を行った。図 7、8、9 に３相８極か

Six-phase/four-pole Three-phase/eight-pole 

Motor constant  Before ⇒ After 

Frequency 100Hz   ⇒ 50Hz 

Gain  0.566   ⇒ 0.283 

Three-phase/eight-pole Six-phase/four-pole 

Three-phase/eight-pole Six-phase/four-pole 

Three-phase/eight-pole Six-phase/four-pole 

Fig. 4. Simulated inverter output current and voltage 

during a phase/pole change 

Fig. 5. Simulated rotational speeds during a 
phase/pole change 

Fig. 6. Simulated torque during a phase/pole 
change 

(a) Inverter output current 

(b) Inverter output line voltage 
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ら６相４極に変換した時のモータ電流、電圧、速度特性を示す。モータ電流と回転速度は変換の瞬

間は大きく変動するが、電流では約 0.03 秒後、回転速度では約 0.2 秒後に変動が収束して定常状態

で駆動できることがわかる。このように実験においても無負荷で駆動中に３相８極から６相４極に

変換できることが実証された。 

３．今後の研究における課題または問題点 

  複数のインバータと複数グループのモータ構成で駆動できることが確認された。今後の研究と

しては以下を課題として行う予定である。負荷時における極数変換、高効率・高出力である永久磁

石モータへのマルチインバータ方式の適用の検討と、適用するための電気的構成の考案、さらに極

数変換の特性検討を行う。さらには、電流を一定に制御したトルク制御、極数変換時の電流変動の

抑制、本方式で可能になる各コイル電流制御によるトルク脈動の能動的抑制の技術への展開が考え

られる。 

 

 

Summary 

  Energy consumption is a matter of great concern, and energy-saving systems are 

increasingly becoming a necessity. Half of the electric power generated in Japan is 

consumed by motors; thus, the use of highly efficient motors could significantly contribute 

to overall national energy savings. Variable-speed drive motors and electric drive systems 

3phase-8pole 6phase-4pole 

3phase-8pole 6phase-4pole 

3phase-8pole 6phase-4pole 

3phase-8pole 6phase-4pole 

Fig. 9. Measured torque during a phase/pole 
change 

Fig. 8. Measured rotational speeds during a 
phase/pole change 

Fig. 7. Measured inverter output current and voltage 
during a phase/pole change 

(a) Inverter output current 

(b) Inverter output line voltage 
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have been developed in order to reduce energy consumption. However, the performance of 

electric vehicles and railway variable-speed motor can decrease because of impedance 

factors and frequency characteristics, which can ultimately affect voltage source upper 

limits for variable-speed drive systems. A consistently high efficiency may be achieved by 

varying the number of poles depending on the driving conditions. In this study, a novel 

motor system that can vary its electrical system constants to increase efficiency over an 

extensive speed range was proposed. Novel motor technologies capable of changing poles 

and phases in variable-speed drives were proposed in this study using two individual 

current control technologies involving a multiphase inverter. The multiphase inverter 

technology comprised two sets of three-phase windings connecting two three-phase 

inverters. Each set of coils connecting the three-phase inverters formed a rotating field. 

The two windings allowed the resultant field to generate a rotating field of eight or four 

poles. Motor systems capable of changing their pole and phase operate at higher 

efficiencies over a wide range of speeds. The multi-inverters technology additionally 

reduced torque ripple and vibration by controlling the current of each coil independently. 

The operating principles and characteristics of each were comprehensively assessed during 

the pole-changing process. For the multiphase inverter with two three-phase inverters, 

both simulated and measured experimental results confirmed that the proposed motor 

effectively supports changing from a three-phase/eight-pole state to a six-phase/four-pole 

state under no-load condition. For future work, we plan to simulate and analyze 

performance under load in variable speed drives to comprehensively prove its advantages. 

Furthermore, it is necessary to experimentally verify the performance suggested by the 

present study. 
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  ・Yui Nakano, Atsuhiro Tsutiya, Masugi Nishihara, Yoshio Goshima, Ritsuko  
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sexual different disorders in CRMP4-KO mice. The 22nd International Congress of Zoology, 
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 ・Yui Nakano, Atsuhiro Tsutiya, Emily Hansen-kiss, Benjamin Kelly, Masugi Nishihara, 

Yoshio Goshima, Peter White, Gail E. Herman, Ritsuko Ohtani-Kaneko. Whole exome 

sequencing of a patient with ASD and phenotyping of CRMP4-KO mice revealed the 
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・吉津 葵, 土屋 貴大, 大谷-金子 律子 Collapsin Response Mediator Protein 4 (CRMP4) 
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は PC12 細胞の生存率に影響を及ぼす. 第 8 回 東洋大学 板倉・朝霞・川越キャンパス 研

究交流会 2016 年 7 月 30 日（東洋大学板倉キャンパス） 

・Yui Nakano, Atsuhiro Tsutiya, Emily Hansen-kiss, Benjamin Kelly, Masugi Nishihara, 

Yoshio Goshima, Peter White, Gail E. Herman, Ritsuko Ohtani-Kaneko. 自閉症患者の

Whole exome sequencing と CRMP4 ノックアウトマウスの表現型解析から、CRMP4 欠損と

ASD との関連が示された. 第 8 回川越・朝霞・板倉キャンパス研究交流会（2016 年 7 月 30

日 (東洋大学板倉キャンパス） 

  

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

①個体レベルの実験 

雌雄の Crmp4 遺伝子欠損マウスと野生型マウスを用い、自閉症様行動解析テストを含む様々な

行動実験や感覚テストを実施した。たとえば行動実験としては、social interaction test や three 

chamber test, および tube test などを自閉症様行動解析テストとして行った。その他、open field 

test などの一般的な行動解析を行った。また自閉症患者では感覚異常が起こることが多く報告され

ており、自閉症の鑑別基準に感覚異常が加えられている。そこで本研究でも、感覚テストを行った。

感覚テストとしては嗅覚識別試験を中心に行ったが、他に温度感覚、痛み感覚などについても調べ

た。 

②遺伝子解析 

 野生型と Crmp4 遺伝子欠損マウスの脳内での遺伝子発現解析は、リアルタイム PCR 法および

DNA マイクロアレイ法を用いて行った。方法の概要は、以下の通りである。生後 0 日、7 日、8 週、

11 週の野生型および Crmp4 遺伝子欠損マウスの海馬、嗅球、皮質を麻酔下で取り出し、それぞれ

の脳片から mRNA を抽出した。逆転写を行い、cDNA を作製後、神経伝達物質受容体あるいは神

経伝達物質合成酵素の遺伝子発現をリアルタイム PCR 法により調べた。次に、野生型マウス脳で

のこれらの遺伝子発現と Crmp4 欠損マウスでのそれとを比較することにより、Crmp4 遺伝子欠損

がこれらの遺伝子発現に及ぼす影響を調べた。また、海馬については、野生型マウスと Crmp4 遺

伝子欠損マウス間での遺伝子発現の違いについて、DNA マイクロアレイ解析（受託）によっても

調べた。 

③培養実験 

 細胞レベルの実験として、初代培養細胞や PC12 細胞を用いて、CRMP4 の欠損や自閉症患者に

発見された Crmp4 遺伝子の点変異が及ぼす形態変化や生存率変化を解析した。方法の概略は以下

の通りである。生後 0 日に、野生型マウスおよび Crmp4 遺伝子欠損マウスから海馬を摘出した。

海馬の細胞を酵素処理等して乖離させた後、二酸化炭素 5%、37℃に設定したインキュベーター内

で 24時間培養した。その後、細胞を幾つかの群に分け、GFPベクターの導入, 点変異を持つ Crmp4

＋GFP ベクターの導入、正常な Crmp4＋GFP ベクターの導入等を行った。一定期間培養後、細胞

を固定（4%パラホルムアルデヒド固定）し、神経細胞に特異的なタンパク質（MAP2）に対する免

疫染色を施した。共焦点レーザー顕微鏡を用いて、ベクターが導入された神経細胞（緑に光ってい

る細胞で、かつ MAP2 陽性細胞）の観察と撮影を行った。そして、ベクターが導入された神経細胞

の突起長や突起数などを計測した。  
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２．研究経過および成果の概要 

 自閉症は男児の方が女児より約 4 倍発症率が高いとされる性差のある精神発達疾患である。私た

ちと Gail 教授らとの共同研究により、自閉症患者で Crmp4 遺伝子の点変異が見つかった（他の遺

伝子には異常がなかった）ことから、自閉症の原因遺伝子の１つとして Crmp4 遺伝子が考えられ

ている。しかし、Crmp4 遺伝子の変異が、なぜ自閉症を引き起こしたか、そのメカニズムは全く

分かっていない。 

 そこで本研究では、Crmp4 遺伝子変異が CRMP4 の機能欠損を引き起こしたと仮定し、CRMP4

の欠損が自閉症様行動を引き起こすかについて、マウスを用いて実験を行った。さらに、自閉症様

行動を生むメカニズムを解明するために、マウスの細胞を用いて、Crmp4 の欠損や点変異が及ぼ

す影響を、神経細胞の形態や遺伝子発現について調べた。 

 

 行動実験により、Crmp4 欠損マウスでは「社会性行動の低下」が認められた。具体的には、3 チ

ャンバーテストや social interaction テストにより、Crmp4 欠損マウスが野生型マウスより、他の

マウスに興味を示したり他のマウスに働きかけを行う時間が少ないことが明らかになった。また

Crmp4 欠損マウスで見られた社会性行動の低下は、オスの方がメスより顕著であることがわかっ

た。また社会性の低下と共に自閉症患者に多くみられる「感覚の異常」についても、Crmp4 欠損

マウスと野生型マウスとで比較検討した。その結果、匂い変化の識別低下および温度変化に対する

反応が Crmp4 欠損マウスでは低下していることが分かった。さらに今回調べた感覚の異常は、

Crmp4 欠損マウスのオスの方がメスより顕著であった。これらの結果から、Crmp4 遺伝子欠損に

より、ヒトの自閉症患者で見られるのと類似の行動（社会性の低下）および感覚の変化がマウスに

も生じることが初めて示された。しかも、Crmp4 欠損による影響は、オスの方がメスより顕著で

あったことから、マウスにおいてもヒトの自閉症患者と同様に「性差」が見られることも初めて明

らかになった。 

 また PC12 細胞や初代培養細胞を使用した実験から、Crmp4 の欠損が神経細胞の樹状突起の形

成異常を導くことが示された。さらに、ヒト自閉症患者で見つかった Crmp4 遺伝子の点変異と同

様の部位を点変異させたベクターをマウス海馬の培養細胞に導入したところ、樹状突起の形成異常

が認められた。これらのことから、Crmp4 遺伝子の欠損や点変異は、樹状突起の形成に影響する

と考えられた。Crmp4 欠損による遺伝子発現変化は、現在解析を進めているところであるが、グ

ルタミン酸受容体やドーパミン受容体の遺伝子発現に、Crmp4 欠損マウスと野生型マウス間では、

有意な違いがあることが分かってきた。さらに、Crmp4 遺伝子の欠損によって生じた遺伝子発現

変化の幾つかには、性差が認められた。 

これらのことから、Crmp4 が樹状突起の形成や神経伝達物質の受容体の形成に関わっているこ

と、そのため Crmp4 遺伝子の欠損や変異はこれらの異常をもたらし、それによって行動や感覚異

常が引き起こされる、という一連の流れが推測された。また、遺伝子発現から行動までの一連の流

れに対して、Crmp4 遺伝子の欠損は雌雄で異なる影響を及ぼす可能性が強く示唆された。 
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３．今後の研究における課題または問題点 

 上記に書いたような CRMP4 の欠損あるいは変異（機能的欠損）によって行動異常が起こるとい

う仕組みが提起されたが、なぜニューロンの形態が変わるのか、どのようなメカニズムでニューロ

ンの形態異常が行動や感覚異常を導くのか、なぜ性差が存在するのか等、まったく不明である。今

後は CRMP4 の欠損や変異により生じる遺伝子発現の変化を元に、これらの分子メカニズムをさら

に明らかにしていくことが課題である。 

Summary 

 

 Since Leo Kanner first reported ‘autistic disturbances of affective contact’ in eight males 

and three females with symptoms of what would later be called autism, it has been well established 

that a consistent feature of autism spectrum disorder (ASD) in humans is male predominance. The 

ratio of males to females with ASD is generally around 4:1. The mechanisms responsible for the 

symptoms of ASD and its sex differences remain unclear. We previously identified collapsin 

response mediator protein 4 (CRMP4) as a protein exhibiting sex-different expression during sexual 

differentiation of the sexually dimorphic nucleus of the hypothalamus (Iwakura et al., 2013). In 

addition, we showed many roles of CRMP4 in the morophological and physiological neuronal 

functions (Tsutiya et al., 2012, 2015). We recently found a de novo variant (S541Y) of CRMP4 in a 

male ASD patient (under submission). Although such variants in CRMP4 are likely to be rare, they 

may provide pathways and mechanisms responsible for the male-dominance of ASD. In addition, 

through assessment of behaviour as well as gene expression in Crmp4-knockout (KO) mice of both 

sexes, we are studying the role of CRMP4 related to ASD and sexual difference. Cultured 

hippocampal neurons derived from Crmp4-KO mice had more dendritic branches than those from 

wild-type mice. Crmp4-KO mice showed decreased social interaction and several impairments of 

sensory responses. These changes were more severe in male Crmp4-KO mice than in females. The 

mRNA expression levels of AMPA receptors (GluR1 and GluR2) and a dopamine receptor (D1R) 

were altered, mostly in a gender-dependent manner, in the brain of Crmp4-KO mice. These results 

indicate a functional link between a case-specific, rare variant of one molecule, Crmp4, and several 

characteristics of ASD including sexual differences. 
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仕事と介護を両立する家族の介護離職防止に関する研究 

A Study on Family's Long-Term Career Separation Prevention for Work and Nursing Care     

研究代表者 廣瀬圭子（ライフデザイン学部） 

 

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家族介護者 Family caregivers 

             ②介護離職  Retire for nursing care 

       

平成 28 年度交付額 ／ 283,000 円 

 

研究発表 ／ 論文投稿：『（仮）介護離職リスク者への介護情報の入手状況と課題』学会誌「福祉のまち

づくり研究」（日本福祉のまちづくり学会） 

          学会および口頭発表：「（仮）介護離職防止のために必要な緊急時介護関連情報」 

日本社会福祉学会 第 65 回（2017 年度）秋季大会 

平成 29 年 10 月 21 日～22 日（首都大学東京 南大沢キャンパス）発表予定 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

本研究の最終目標は、仕事と介護を両立する家族の介護技術獲得を支援することによって、

早期に介護負担を軽減し、介護離職の防止法を提案することである。本研究は、2 つの研究に

よって構成される。【研究①：基礎調査】介護離職に関わる専門職種に関する研究、【研究②：

本調査】緊急介護が必要な状況になった場合の必要な介護関連情報に関する研究である。 

以下、研究課題ごとに報告する。 

 

【研究①】介護離職に関わる専門知識に関する研究 

（１）調査対象者と方法： 

家族介護者に日常的に関わる保健医療分野の専門家（理学療法士・介護福祉士）にインタビュ

ー調査を行った。質問の内容は、①介護離職リスク者の家族との接点はどのような時か、②介護

離職リスク者の介護実態、③介護離職リスク者が関わる機関とした。対象者には、質問に関して

自由に発言してもらった。倫理的配慮としては、インタビュー調査開始前に、調査の趣旨、調査

への参加等は自由意志に基づき任意であること、結果は、個人が特定できない形でデータ化し、

研究目的以外には利用しないことを書面を用い説明し、同意を得た上で実施した。 

（２）インタビュー結果： 

インタビューは、平成 28 年 9 月に実施した。対象者は 2 名であった。職種は、理学療法士 1

名、介護福祉士 1 名であった。インタビュー調査は 2 日に分けて実施し、1 日のインタビュー時

間は、2 時間を限度とした。 

 

【研究②】緊急介護が必要な状況になった場合に必要な介護関連情報に関する研究 
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（１）調査対象者と方法： 

仕事と介護を両立する家族の介護離職防止に必要な情報を収集し、その結果をまとめるにあた

り、これまで介護経験のなかった在宅の家族介護者と関わりのあるケアマネージャー等 8名を対

象に、半構造化面接法による聞き取り調査を実施した。質問内容は、①慣れない介護を行う家族

は、どのような介護時に負担を感じているのか、②慣れない介護を行う家族が自宅介護を負担な

く行うために、必要もしくは学びたいといわれる介護技術内容は何か、③実際の現場でご家族に

対して、介護技術講習などは行われているか、の３項目とした。倫理的配慮としては、インタビ

ュー調査開始前に、調査の趣旨を書面にて説明し、本調査での発言の内容を分析するために、IC

レコーダーにて録音することの許可を得た。また、調査への参加等は自由意志に基づき任意であ

ること、結果は、個人が特定できない形でデータ化し、研究目的以外には、利用しないことを書

面を用い説明の上で実施し、同意を得た。 

集められた録音データより、逐語録を作成し、質問項目ごとに整理した。その後、それぞれの

質問項目について、医療・介護の専門知識を有する専門家とともに、調査対象者 8名のインタビ

ュー結果から、情報をカテゴリーに分類し、それらカテゴリーにおける介護離職につながる介護

負担を未然に防ぐ、介護技術支援策を抽出した。 

（２）インタビュー結果： 

調査期間は、平成 28年 12 月～平成 29年 2月とした。インタビュー調査は、１人 1 時間～2時

間で実施された。内容分析の結果、家族介護者が必要と思われる介護離職防止に関する必要な情

報としては、以下の 9つのサブカテゴリーが抽出された。 

①介護サービスなど制度の情報、②専門員・SWなどの相談先情報、③地域資源ネットワークの

構築の仕方、④介護技術（特にトランファーの方法、オシメ交換、車いす操作）、⑤④に対応す

る「腰痛予防の方法」、⑥地域（自治会など）とのかかわり方、⑦「介護を抱え込まない」人や

資源を使うという介護者自身の意識改革、⑧「メンタルヘルス教育」うつの予防、自殺予防、事

故予防、⑨外出の機会の促進やその支援方法、であった。 

 

２．研究経過および成果の概要 

 本研究の最終目的である介護離職の防止に資する『介護離職予防のための介護マニュアル作成』

を目指し、本助成金を活用させていただいた。その結果、適切な調査対象者を選定し、インタビュ

ー調査を実施することができた。成果としては、現在までのところ「9 個の重要なサブカテゴリー

の項目」を抽出することができた。これは、以前まで常識として考えられていた、介護の困難さや、

仕事との両立といった物理的背景だけが介護離職への因子ではなく、制度やサービスの情報量の乏

しさから、受けるべき支援を受けられず介護離職に追い込んでいる可能性を示唆するものであった。   

これら成果は、介護離職を防止する重要な因子となる可能性が高く、実学的にも学術的にも社会

的な貢献度が高いと考える。今後、これら成果を発表し、社会に還元すべく、第一次サブカテゴリ

ーを精査し、具体的な内容を明らかにしていきたい。 
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３．今後の研究における課題または問題点 

 今回の研究成果では、重要項目の抽出にとどまっている。そのため、研究の真の目的である介護

離職を防止し、効果的に『介護離職防止への取り組み』が行える体制を支援するためには、その内

容を具体化させる必要がある。また、その効果についても検討する必要がある。そのため実証研究

のための調査対象者の募集等が課題として考えられるが、本研究成果により、介護技術支援を含む

研修プログラムを構築し、介護者が働きながら介護を続け、また高齢者も住み慣れた我が家で生活

できる方法を現場の意見を取り入れながら実効性のあるものを提案できると確信している。これま

での研究体制の中から得た協力者と連携を取りながら、課題や問題点を解決していきたいと考える。 

 

Summary 

１．Research Method 

The purpose of this research is to prevent workers from leaving by nursing care．This study 

has two investigations. The first one is a research for research preparation. The other is 

investigation of the current state of nursing care. 

 

Survey 1：Study on Expertise Related to Career Separation 

The subjects of the survey are people who support people care for their families. That 

person is an expert in the health care field. I interviewed the target person. 

The contents of the question are as follows. 

Q１．Have you ever been involved with a person who quits his job because of nursing care? 

Q２．What kind of care does my family have? 

Q３．What is the facility that will help your family? 

 

Survey 2：Study on Necessary Information on Nursing Care When Suddenly Taking Care 

The survey target is 8 people who are taking care of their family at home. The occupation 

was a care manager etc. I interviewed people concerned. 

The contents of the question are as follows. 

Q１．What kind of care does you think is difficult? 

Q２．What is a caregiving skill that a beginner should learn? 

Q３．Does your company have workshops on nursing care for the family? 

 

２．Result 

The survey was conducted from December 2016 to February 2017.The interview survey was 

within 2 hours per person.As a result of the content analysis, the following 9 items required 

necessary information on prevention of nursing care leave which the family caregiver seems 

necessary． 

① Information on institution such as nursing care service 

② Information on experts and consultants such as SW 

③ Regional help 
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④ Technology concerning care 

⑤ Prevention of back pain 

⑥ How to relate to the area 

⑦ Caregiver's own awareness reform 

⑧ Mental health education 

⑨ Increase opportunities for family members to go out 
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子ども虐待対応における専門職間連携内の共通認識形成に関する研究 

The study of common view constructed by the system of inter-profession work in child protection. 

              研究代表者 實方由佳(ライフデザイン学部生活支援学科)   

  

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

Ⅲ キーワード ① 専門職間連携   Inter-profession work 

② 子ども虐待対応  Child protection 

③ 共通認識        Common perception 

④ 多様性          Diversity 

⑤ 寛容            Toleration 

Ⅳ 平成 28年度交付額    1,383,000 円 

Ⅴ 研究発表 實方由佳（2017）「これからの専門職間連携研究の展望に関する研究」『コミュニティ福

祉学研究科紀要』，15，3-12 

その他、日本ソーシャルワーク学会への投稿を予定。 

 

Ⅵ 研究経過および成果の概要 

1．研究方法 

本研究では、子ども虐待対応（Child protection）において専門職が行う連携を取り上げた。連携は、

専門職の抑圧性を打開する有用な一つの方法と考えられるが、山中（2003）は、連携内の相互作用が同

調圧力という影響力を持つと、クライエントのために行う問題解決の回避や抑制が起こり得ると指摘す

る。とくに「連携」という意味を獲得する上で、差異は「一つのまとまり」になることを阻害する要因

と認識されやすい。これまで、組織、財政基盤、サービス体系、専門性・専門職性、リスク認識、その

他参加メンバーの個別の事情、等の違いが連携内で顕在化するといわれ、連携の阻害要因と指摘されて

きた（Bamford1990；堀木1997；等）。ただし、こうした差異は、様々な要因が複雑に絡み合って生じ

る子ども虐待という現象に巻き込まれたクライエント（援助対象）に、多様な選択肢を担保する上で欠

かせない。ただし、皆がばらばらに援助を展開すればよいわけでもない。多様な選択肢を確保しながら、

連携する専門職は共通認識をもちながらクライエントにかかわる必要がある。多様性とは「普遍」と「個

別」のバランスが取れた状態をいう（森住ら2009）。一方、ケースワークの母Richmond（＝2007）は、

多様性を「われわれの常識と対立し、よりいっそうケースワークへの敬意を集め、多くの詳細にわたる

計画における統一要素であり、習得のために少なからぬ能力を要求する」と形容した。この表現からは

多様性尊重が簡単に実現できるわけではないと読み取ることができる。この「普遍」と「個別」のバラ

ンスが取り方はソーシャルワーク研究の一つの命題であり、そこで下記の研究方法を用いた。 

 

（1）専門職間連携に関する理論上の整理および研究動向に関する研究 

 専門職間連携の研究動向を確認した。検証にあたり、科学研究費補助金事業の採択課題を参照し、

専門職間連携を主題として扱う研究の採択件数の推移や課題名のテキスト分析を通じて検証した。 

（2）概念装置として採用する「寛容」に関する文献研究 

「寛容（tolerance/toleration）」は、道徳的価値というより多文化社会における差異の共生を可能に

するための方法論であり、実践とみなされてきた（向山 2013）。UNESCO（1995）の『寛容の行動原
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則（Declaration of Principles on Tolerance）』では、「寛容とは、私たちの世界の文化、表現の型、人

間の生き方の豊かな多様性に感謝し、受け容れ、尊ぶこと（Tolerance is respect, acceptance and appreciation of the 

rich diversity of our world's cultures, our forms of expression and ways of being human）」と定義された。この概念装置を

用いることで、多様性尊重の実践過程において生じ得る課題の理論的背景を整理した。 

（3）子ども虐待対応における調整担当者を対象としたインタビュー調査研究 

子ども虐待対応のための専門職間連携において、調整担当者が共通認識形成のためにどのように情報

処理を行っているのかを明らかにするためのインタビュー調査を行った。 

 

2．研究経過および成果の概要 

 研究経過および成果の概要は以下の通りである。 

（1）専門職間連携研究の動向に関する研究 

 専門職間連携は、1980 年代以降、社会保障・社会福祉の制度再編の流れの中で様々な対人援助領域

において強調されてきた。この流れは、高齢者医療費抑制に代表されるように、財政システムの見直し

とも連動し、サービスの効率化・合理化を図る中で強調されてきた専門職間連携には、クライエントの

利益に還元できるよう実践から再構築する必要がある。 

 

Figure 1 採択件数年次推移（分野別） 

   

 

 

Table 1 形態素分析による頻出コンセプト（上位 10 位） 

順位 抽出されたコンセプト 件数 出現率（％） 

1 連携 386 60.6 

2 構築・開発 339 53.2 

3 システム・体制 171 26.8 

4 その他医療関連 162 25.4 

5 志向・目的 139 21.8 

6 教育 131 20.6 

7 ケア 98 15.4 

8 カリキュラム・プログラム 92 14.4 

9 組織（施設・機関） 89 14.0 

10 教科・教育課程・授業 78 12.2 
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Figure 2 【社会福祉分野】共起ネットワーク 

 

（2）概念装置として採用する「寛容」に関する文献研究 

15～16 世紀に西欧文化圏において宗教的対立の中で多様な宗教の共存について検討する際に用いら

れた「寛容」は、現代思想においては他者性・差異との向き合い方に関わる問題群である。「私が私で

あること」を強調する思想は、最終的には他者への抑圧に帰結する（小阪 2004）。それが恐怖政治によ

る支配であり、権力者の一意による意思決定であり、アウシュビッツの惨劇であった。ただし、「寛容」

は当為概念ではない。Marcuse（＝1968）は、抽象的で無差別な「寛容」が既存の支配体制の強化につ

ながるとし、寛容言説の支配的側面を「抑圧的寛容（repressive tolerance）」と既に糾弾していた。た

とえば、労働者階級が階級的抑圧自体の廃棄を要求してブルジョアジーと闘う中では、「寛容」の主張

はしばしば階級協調を説く反動的イデオロギーのスローガンに利用された（森 1995）。また、「寛容」

はしばしば「無関心」とも結びつく（大西 2009）。大西（2009）は、「寛容」が「他者のふるまいを

我慢すること」であると教えられれば、我慢できない事態になれば廃棄されても構わないという理屈が

成立すると述べた。ただし、Brown（＝2010）は、「寛容」が権力とは無縁であるという世迷ごとから

目覚めることは、「寛容」を無用もしくは有害なものとして退けるものではなく、「寛容」の地位を超越

的な美徳から、歴史的に変化するリベラルな統治の要素に変えることであると述べた。この「寛容」で

問題になるのは思想や信条の中身ではなく、議論をするときの形式である （寄川 2009）。こうした論

点を踏まえ、多様性を損なわずに対話を調整する上での課題を論証した。 

（3）子ども虐待対応における調整担当者を対象としたインタビュー調査研究 

インタビュー調査の概要は Table2 の通りである。佐藤（2008）が提唱する事例‐コード・マトリッ

クス法を用いて分析した。なお、定性的コーディングを行うにあたり、QDA ソフト（Nvivo11 Pro for 

Windows）を採用した。 
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Table 2 インタビュー調査の概要 

No. 回答者の資格 登場した機関・職種 子どもやその家族の状況 

p-001 社会福祉士 
児童相談所・保健師・ 

保育園・学童保育 

両親、子どもの 3 人家族。父親は糖尿病、母親は精神疾患があ

り、家族単独での養育が難しかったため、乳児院や保育園など

を利用しつつ、子育てを行っていた。 

p-002 社会福祉主事 
児童相談所・保健師・医療

機関・電話相談員 

両親、子どもの 3 人家族。母親が保健師や電話相談で、「子ども

を噛んだような気がする」、「自分のことも噛んだ」、「虐待して

しまうんじゃないか」と話していた。 

p-003 保育士 幼稚園・保育園・医療機関 
両親、子どもの 3 人家族。父親は抑うつ傾向、母親はアルコー

ル依存症疑い。幼稚園の行事催行の協力や人間関係に疲れてし

まい、保育園に転園した。 

p-004 社会福祉士 

児童相談所・福祉事務所ケ

ースワーカー・保育園・養

育支援ヘルパー 

母親と子ども 2 人の 3 人家族。母親は外国籍で、精神疾患を発

症。母親の措置入院時に子ども達を保護。家庭復帰後もライフ

ラインが止められる、食事の準備ができない、などがあった。 

p-005 

社会福祉士、保育

士、幼稚園教諭、

認定心理士 

児童相談所・学校・学童保

育・医療機関・療育機関・

養育支援ヘルパー 

父方祖母、父親、子ども 2 人の 4 人家族。母親は失踪（祖母の

話ではネグレクト状態だった）。祖母のきょうだい間の差別（第

一子の優遇）、第二子の解離症状などがみられた。 

p-006 保育士 

児童相談所・学校・福祉事

務所ケースワーカー・保健

師・医療機関 

母親と子どもの 2 人家族。母親は精神疾患がある。子どもは不

登校状態。連日、母子の家庭内での衝突が続き、食事の支度も

ままならない、衣服が不潔、などがあった。 

p-007 保育士 学校・弁護士 

両親と子ども 2 人の 4 人家族。母親が子ども達に対して手をあ

げる。お腹がすいて冷蔵庫のものを親に言わずに食べたり、筆

箱の中身がきれいに整えられていないと暴力を振るわれてい

た。 

p-008 保育士 

児童相談所・学校・教育委

員会相談員・警察・保健師・

医療機関 

両親と子ども 2 人の 4 人家族。母親は抑うつ傾向、アルコール

依存傾向があり。母親は飲酒すると暴れてしまい、警察を呼ん

だりしていた。子どもは学校で落ち着きが無く、教員が手を焼

いていた。 

p-009 社会福祉士 
児童相談所・保健師・医療

機関・保育園・療育機関 

母親と子ども 3 人の 4 人家族。子どもの内一人が、発育・発達

不良があり、周囲からの指摘を恐れて母親が家庭外に連れ出さ

ずにいた。健診未受診。 

p-010 社会福祉士 
学校・福祉事務所ケースワ

ーカー・保健師 

両親と子ども 2 人の 4 人家族。両親共に外国籍で、精神疾患の

既往有り。子どもが自閉症で、学校の備品などをとってしまう

などの行動に対して親が対応できない。父親の女性問題などか

ら母親が精神的に不安定になる。生活リズムの崩れや食事準備

が難しい面があった。 

p-011 保育士 
児童相談所・学校・警察・

保健師 

両親と子ども 4 人の 6 人家族。第 3 子の家庭内暴力が顕著（第

1 子・2 子にも欠いていない暴力の既往有）。母親は相談機関シ

ョッピングを繰り返していた。両親は包丁を持ち出すようなけ

んかをし、子どもにも包丁を向けることもあった。 

p-012 社会福祉士 

福祉事務所ケースワーカ

ー・学校・高齢者サービス

関係者（ケアマネ・ヘルパ

ー・地域包括支援センター

職員） 

曾祖母と子どもの 2 人家族。母親とは死別、父親は行方不明。

曾祖母は要介護度 2、軽度の認知症が疑われ、金銭管理などに

不安があった。子どもは自分からの意思を発露することが少な

い。曾祖母との関係は良好だが、在宅生活の限界が懸念されて

いた。 

p-013 社会福祉主事 
児童相談所・学校・ 

養育支援ヘルパー 

母親と子どもの 2 人家族。経済的には問題ないが、清潔保持が

できない、教育上必要な物品を準備できない、夜間子ども一人

で留守番をする、ライフラインが止まる、などの状態があった。 

 

3．今後の研究における課題 

 定性的データを用いた研究であるため、現時点において本研究結果がどの程度一般的に実践されてい

るかは未知数である。今後の課題は、「寛容」の標準化に向けた教育に関する議論や他領域への応用可

能性の検討が挙げられる。 
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Summary 

This research focused on inter-profession work (IPW) in child protection. IPW is considered a 

useful way to overcome repressive trends of professionals. However  Yamanaka (2003) indicated 

IPW has the possibility of groupthink, which the difference tends to exclude easily in groups.  It 

was pointed out that the difference made it difficult to systematize IPW. However, these differences 

are indispensable for securing various options for clients. Thus it was one of the most important 

tasks to toreat the diversity which includs the commonality and the difference. Meanwhile, 

Richmond (= 2007) who was called the mother of casework said that diversity needs the special  

ability of treating it. This expression can be read that the respect of diversity can not be easily 

realized. Based on this problem consciousness, this study attempted to verify that the way of 

establishing the common view with treating various differences in IPW.  

Here are the research outline. 

 (1) Review of the earlier study and verification of the research trend of IPW with text mining. 

The earlier studies were reviewed. Additionaly, the research trend of IPW were verified with text 

mining of the title of the research project in Grants-in-Aid for Scientific research date base.  

(2) Review of the theory about "tolerance / toleration" 

"Tolerance / Toleration" is a methodology and a practice to have respect for the diversity in 

multicultural society (Mukoyama 2013). According to UNESCO (1995) "Declaration of Principles on 

Tolerance", "Tolerance is respect, acceptance and appreciation of the rich diversity of our world's 

cultures, our forms of expression and ways of being human". However "tolerance / toleration" This 

review cleared the difficulty of “respect of diversity”, and the task for professionals in IPW.  

(3) Interview survey for coordinators in child protection. 

 In this study, coordinators in child protection were interviewed for clearing the process of 

establishing the common view. The processes of their congnitions includes ambiguity and 

changeability in giving meaning or not, as like back and forth. "Tolerance / Toleration" of 

cordinators showed the practice of respect for otherness. 
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低周波治療器を用いた骨の健康維持法の開発に関する研究  

Effects of electrical acupuncture stimulations on bone volume of  

rats' femur under different unloading conditions. 

     

研究代表者 大迫正文（ライフデザイン学部健康スポーツ学科） 

 

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鍼通電刺激 Electrical acupuncture stimulation 

            ②不動処置  Immobilization 

      ③後肢懸垂  Hind-limb suspension 

        ④組織構造  Histological structure      

      ⑤骨量    Bone volume 

平成 28 年度交付額／1,673,000 円 

 

研究発表／(1) 学会 

・中井真悟、宇南山 伸、大迫正文：ラット尾部懸垂への介入時期による鍼通電刺激の 

影響．全日本鍼灸学会 （札幌、口頭発表）2016年 6月. 

・Nakai,S.,Kusaka,S.,Kira,Y.,Unayma,S.,Ohsako,M. : Effects of hindlimb suspension  

and electrical acupuncture stimulations on femoral bone structures at different 

intervening periods in rats. World Federation of Acupancture-Moxibustion 

Science (Tsukuba、Poster presentation) 2016年 11 月, Best student poster  

award を受賞． 

 (2) 論文 

・Nakai,S.,Kira,Y.,Ohsako,M.: Effects of electrical acupuncture stimulations on bone  

volume of rats' femur under different unloading conditions. Bulletin of Graduate  

School of TOYO univ. 53:213-230,2017. 

 

研究経過および成果の概要   

1．目的 

通電刺激により骨形成が促進し骨量が維持されることが報告されている。ベッドレストを想定し

た非加重条件下において、自動運動できる状態と完全な不動状態とでは、下肢骨への加重条件が異

なることが考えられる。しかし、それらに対して鍼通電刺激による骨量維持の程度を組織学的に比

較、検討した報告はない。本研究は、ラット大腿骨を用いて尾部懸垂中に後肢不動化または加重低

減中に大腿部への低周波治療器を用いた鍼通電刺激を施し、それらの骨構造の変化を観察すること

を目的とした。 

2．研究方法 

７週齢のウィスター系雄性ラットを 8 匹ずつ以下に述べる５群に分け２週間実験を行った。尾部

懸垂-不動群(Ts-Im)、鍼通電刺激群(TI-EA)、尾部懸垂-可動群(Ts-Mo)、鍼通電刺激群(TM-EA)、そ
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れらに対する対照群(CO)とした。実験終了後、速やかに大腿骨を摘出し、骨幹中央部の強度試験と

組織観察用標本を作製・観察した。 

3．結果および考察 

大腿骨横断面の前後および内外径を各郡間で比較すると、CO の前後径は中央および遠位部とも

に鍼通電刺激を施した TMEA，TIEA と同程度あった。一方、鍼通電刺激をしていない Ts-Im、Ts-Mo

は他の群よりも有意に低い値を示した。皮質骨断面積は鍼通電を施していない Ts-Im、Ts-Mo が

CO よりも有意に減少したが、鍼通電刺激を行った TMEA，TIEA では、その値は維持されていた。

このことは、加重低減、不動化によって破骨細胞の吸収能亢進や骨芽細胞の骨形成能の低下によっ

て、高回転に骨量低下が起こったと考えられる。 

大腿前面の骨小腔の大きさについて群間で比較すると、通電刺激を施していない Ts-Mo および

Ts-Im は CO より有意に大きな値を示し、 TIEA は CO と同程度であった。このように、非加重条

件による骨小腔や骨細管の開大がみられ、PTH 投与時と類似性を示した。骨細管の太さに関して

も同様な傾向が認められた。このことから異なる非加重条件によって骨溶解が進められるが、鍼通

電刺激を施した群では、それが抑制されたと推測される。 

実験群の皮質骨は菲薄化し、特に骨幹中央部の外面に認められ、その中でも Ts-Mo および Ts-Im

（鍼通電を施していない群）で顕著であった。CO は、その部位の皮質骨断面では骨内膜面側に小

さな血管腔がいくつかみられ、全体的に緻密な状態にあった。それに対し、Ts-Mo および Ts-Im で

は骨内膜面側に大きな骨髄腔が形成されたが、鍼通電刺激によって外面が維持されていた。不動の

みを行った群には骨内膜面側に大きな骨髄腔が存在しており、他の群に比べて皮質骨が薄かった。

この群では骨膜面側での骨形成が抑制されると同時に骨内膜面側での吸収が著しく促進されたと

思われる。鍼通電刺激された群は組織学的に骨内膜面の骨吸収が抑制されることが理解された。こ

のことは鍼通電刺激により通常と類似している。CO、TMEA および TIEA の皮質骨後面は厚く、

一方、CO、Ts-Mo および TMEA は腱付着部が発達していた。このことは両者とも加重低減されて

いるが関節運動の有無が異なる。すなわち筋の張力の有無が関わることが示唆された。 

大腿骨中央および遠位部ともに前面に TRAP 染色の陽性反応部位が存在し、さらに骨の表面には

大小の吸収窩や破骨細胞が認められた。この状態はいずれの群も中央部より遠位部で多く観察され、

TRAP 陽性細胞の染色性が高かった。群間で比較すると、Ts-Mo および Ts-Im では CO に比べ、

TRAP 陽性反応を示す細胞や骨基質が多く見られた。一方、その反応は鍼通電刺激を施した TMEA

と特に TIEA では TRAP 陽性細胞が抑制されていた。このことは鍼通電刺激によって破骨細胞の活

性を抑制したことを示していると考えられる。 

骨破断試験による Stiffness に関して、実験群は対象群と比較すると低値を示したが、

Deformation において鍼通電刺激を行った群と対象群は、ほぼ同値であった。強度を示す Strength

において実験群は対象群より有意な低値を示したものの、いずれの群も鍼通電刺激を施すと対象群

ほどではないが強度が維持されていた。本実験では各群間の Strength および Deformation の相対

値は骨量および骨基質などの構造の違いによって差がみられた。 

以上のように、Ts-Im・Ts-Mo では、皮質骨の骨膜側の吸収像が多く認められ、骨内膜側の血管

腔や皮質骨内の骨小腔の増大化がみられた。TI-EA、TM-EA ではそのような骨構造の変化が抑制

され、強度の維持に影響を及ぼしていることが示唆された。 

4．結論 
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不動化と同時に尾部懸垂を行った群では、後肢不動化のみの群より皮質骨は顕著に減少したが、

鍼通電刺激を施すことで骨量維持され、それは組織学的に骨内膜面の骨吸収が抑制されることによ

ることが理解された。 

 

5．今後の研究における課題または問題点 

本研究においては、不動化や尾部懸垂に伴う加重低減によって生じた骨量減少が、鍼通電刺激に

よって抑制されることが認められたが、同様の所見はこれまで繰り返し行った実験によっても得ら

れており、このデータの信頼性は高いと思われる。今後は、臨床応用を目指して、通電刺激の介入

頻度や至適周波数について検討を進める。また、一般化することも視野に入れ、鍼を使わずパッド

による経費的な刺激の効果についても検討していくことがこの後の課題である。 

 

Summary 

It has been reported that a bone formation is activated and a bone volume is increased by an 

electrical acupuncture stimulation after a tail- suspension.  On the other hand, we recognized 

that a bone resorption was inhibited by the same stimulation during a 

hind-limb-immobilization.  It could be assumed that conditions of mechanical load to 

hind-limb was different between the immobilization and the tail-suspension that cloud move 

hind-limb, and difference in the effect of the electrical acupuncture stimulation under those 

conditions haven’t also been studied yet.  Then, in this study, effects of the electrical 

acupuncture stimulation on bone structural changes caused by the tail-suspension and the 

hindlimb-immobilization were investigated.  

Seven-week-old rats were used as materials.  They were divided into five groups, that is, 

tail-suspended and immobilized group (Ts-Im),  tail-suspended, immobilized and treated by an 

electrical acupuncture stimulated group(TI-EA),  only tail-suspended group (Ts-Mo),  

tail-suspended and electrical acupuncture stimulated group (TM-EA) and control(CO).  

Femurs were excised from each group after 2-week-experiment, various specimen were 

analyzed morphologically. 

As for anterior-posterior and medial-lateral diameter at middle and distal portions of femur, 

CO was at the same level as TMEA and TIEA.  On the other hand, Ts-Im, Ts-Mo which wasn’t 

treated by the acupuncture electricity stimulation showed the significant low values, compared 

to the other group. (Table 1.)  A cross-sectional area also decreased significantly by the 

non-weighting compared to CO but TMEA and TIEA that were treated by the acupuncture 

stimulation maintained this parameter.  Sizes of osteocytic lacunas were larger at the distal 

portion than at middle portion in every groups.  Ts-Mo and Ts-Im showed the significant 

higher values than CO and TIEA was as the same CO.  Osteolasts and large and small 

Howship’s groove existed at the anterior face of femur when observing sections stained by 

TRAP staining method.  Many TRAP- positive-cells were recognized clearly at the distal 

portion, compared to at the middle portion.  Furthermore, when comparing between 

inter-groups, TRAP- positive-cells were many in Ts-Mo and Ts-Im but were little in TMEA and 
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TIEA especially that were treated by the electrical acupuncture stimulation.  Every group 

showed lower values of Stiffness than CO.  On the other hand, groups that were treated by the 

electrical acupuncture stimulation indicated same level of Deformation as CO.  Values of 

Strength in Ex were lower than CO. 

It was understood that the immobilization decreased obviously the bone volume, compared 

to the tail-suspension, and the electrical acupuncture stimulation contributed to maintain the 

bone volume.  
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研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

急速な高齢化に伴い超高齢社会に到達した我が国において、要介護者や終末期を迎えた人々

が地域や在宅で安心して生活し続けられる環境整備は遅れており、地域包括ケアシステムの構

築が急がれている。加えて、既存と新規開発住宅地の間で年代ごとの居住の偏在といった現象

も生じている。本研究は、そのような背景を踏まえ、超高齢社会に対応すると同時に、コミュ

ニティとしての持続可能性を確保するための必要条件の抽出を目的とするものである。研究方

法は以下の 3 点によって構成される。 

① 地域包括ケアや持続可能なコミュニティ形成の先進事例の収集・分析調査 

② 新座団地をフィールドとした住民のコミュニティの形成意向に関するアンケート調査 

③ スウェーデンのシニア型コレクティヴハウスにおけるコミュニティ形成状況に関するヒ

アリング調査 

 

２．研究経過および成果の概要 

 ２－１．研究計画時からの変更点 

   本研究の計画時点において、福岡県大牟田市での調査を予定していたが、その状況は先進事

例の収集・分析調査に含めて実施した。また、スウェーデンでは、集合住宅団地全体では移民

増加など我が国とは異なる課題が出現していることから、公的賃貸住宅において、特に高齢期

の集合住宅コミュニティ形成を重視して供給されているシニア型コレクティヴハウスを対象

とした調査を実施した。本報告においては上記方法②と③の調査成果を報じる。 



193 

 

 

 ２－２．新座団地における住民のコミュニティ形成意向に関するアンケート調査 

   アンケート調査は、2016 年 10 月下旬から 11 月上旬にかかえて団地自治会の協力を通じて

配布および回収を行った。有効回答数 318 票（有効回答率 25.5%、配布数 1247）であった。

回答者は 70 歳代が最も多く、60 歳以上は全体の 81.4%を占めた。居住継続意向に関しては、

「引越しの予定はなく、住み続けたい」が 59.7%、「引っ越すかもしれないが、住み続けたい」

が 24.5%を占めており、84.2％が住み続けることを望んでいる状況が明らかになった。しかし

ながら、自治会、老人クラブ、子ども会、祭りの運営、サークル活動など団地内でのコミュニ

ティ活動については、いずれの活動についても「関心が無い」が 4 割前後を占める結果となっ

た。関心を持てない理由としては、「仕事が忙しい」と「きっかけがない」をあげた者が多い

状況であった。こうしたコミュニティ活動・住民活動の課題としてあげられた理由は、最多よ

り「集会や作業で負担になるイメージが強い」（20.1%）、「自治会の運営に若年層が集まらない」

（19.5%）、「自治会の運営や協力者の減少」（19.2％）、などの意見が上げられた。一方、今後

の団地に必要なコミュニティ活動としては、「高齢者や障害者の支援活動」（51.9%）、「まちづ

くりなどの地域活性化」（28.6%）、「交通安全・防犯・防火」（25.8％）などが考えられている。

こうした活動展開のための場所として「高齢者が気軽に立ち寄れる場所」（54.1％）、「地域住

民が気軽に集まれる場所」（37.4%）などが必要とされている。 

   今回のアンケート調査結果より、住民の高齢化に伴いコミュニティ活動を牽引する住民の高

齢化が避けられない一方、若い世代の参加といった世代循環が機能していない状況が明らかに

なった。併せて、住民の活動展開のための拠点の不足も課題であることが明らかになった。 

 

 ２－３．スウェーデン・ストックホルムにおけるシニア型コレクティヴハウスにおける 

支えあいの実態などに関するヒアリング調査 

ヒアリング調査に関しては、2016 年 9 月と 11 月に、ストックホルム市住宅供給管理会社で

あるファミーリィェ・ボスターデル社が公的賃貸住宅として供給している、シニア型コレクテ

ィヴハウスを対象として、共用空間・併設施設の整備状況、住民同士のコミュニティの状況、

共用空間の利用実態、居住の継続性に関するヒアリングおよび住宅の視察調査を実施した。シ

ニア型コレクティヴハウスとは「人生の後半生のための住まい」と称され、40 歳以上の単身お

よび夫婦世帯が子供を伴わず入居できる公的賃貸住宅である。共用の厨房、食堂、居間、趣味

のための活動スペースを有し、住民組織により維持管理活動を行う。また、平日の夕食は住民

持ち回りで調理し共用の食堂で供するコモンミール活動を実施する居住形態である。 

ストックホルム市内の 4 住宅、Sockenstugan、 Färdknäppen、Sjöfarten、Dunderbacken 

においてヒアリング調査を実施した結果、いずれの住宅においても、食事の準備や住宅の維持

管理活動を通じてコミュニティの創出が確認された。また、最も新しく設置された

Dunderbacken を除いた３住宅では、看取りや認知症高齢者の住民同士での支援実績が存在し

ていた。身体の障害・内臓疾患への対応は可能であるが、認知症への対応は課題が多く存在す

る状況が確認された。 
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３．今後の研究における課題または問題点 

   今回の研究では日本とスウェーデンにおいて、異なるフィールド・調査手法ではあるが、共

通した知見として「コミュニティ形成のための共用空間の重要性」が導かれた。今後は、様々

な事例・調査フィールドでの研究活動を通じて、その立証に努めていきたい。 

 

Summary 

  The purpose of this study is to make clear the essential qualification of sustainability of welfare 

community in the multiple housing area. The research methods are composed of those 3 ways. 

First is case study to collect the information of advanced attempts for sustainable community, 

second is questionnaire survey in the multiple housing area in Japan and third is interview 

survey in senior-collective house in Sweden.  

From the results of questionnaire survey in Japan, following points become clear. As all 

habitants have started aging, the people who have promoted community activities reach an 

advanced age, but younger generation doesn’t participate in those activities. In this multiple 

housing area, they could not keep the hub to promote community activities.  

From the results of interview survey in Sweden, it become clear that habitants in senior 

collective house in Stockholm, Sweden could share their obligation to maintain their apartment 

and administrate common meal, using common spaces. And there are examples that they took 

care of neighbors who had dementia or faced to terminal stage in 3 houses.  

The importance of common spaces to promote community formation is extracted from the 

results of those 2 studies. 

  


