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複数の事象を統合した認識論的類型論の構築 

Construction of the epistemological typology integrating different events 

 

研究代表者 守田 貴弘（経済学部国際経済学科） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①類型論  Typology 

            ②主体移動 Motion 

      ③使役移動 Caused motion 

        ④事象分割 Event segmentation 

      ⑤類像性  Iconicity 

平成 27 年度交付額／500,000 円 

 

研究発表／(1)学会発表 

・Morita, Takahiro. 2015. Event Segmentation in French Motion and Caused Motion 

Events，日本認知言語学会第 16 回全国大会，同志社大学，平成 27 年 9 月． 

(2)論文 

・Morita, Takahiro.Event Segmentation in French Motion and Caused Motion 

Events, Papers from the 16th National Conference of Japanese Cognitive Linguistics 

Association, 平成 28 年 6 月予定． 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

 国立国語研究所の共同研究プロジェクト（2010 年 10 月〜2014 年 3 月）で使用した実験ビ

デオを用い，26 人のフランス語母語話者に対して発話実験を行った．収集した発話データに基

づき，映像内容を説明するために使われた構文と映像内容の相関性を分析した． 

２．研究経過および成果の概要 

 本研究は Talmy（2000）による事象表現の類型論に基づくものであり，実験的手法を用い

て知覚と言語表現の関係を分析することを目的とするものである．類型論では S 言語

（Satellite-framed language）と V 言語（Verb-framed language）という言語類型が提案さ

れており，フランス語は V 言語に分類されている．移動を表すときには主動詞で経路を表し，

その他の情報は副詞等で表現されるタイプである．本研究では，(1)主体移動と客体移動の間で

表現パタンに一貫性があるかどうかを分析し，(2)一貫していないときにはその要因を検討した． 

 実験に使った映像内容は主体移動 27 種類（3 経路，3 方向，3 様態の組み合わせ）と客体移

動 18 種類（3 方向，4 つの使役移動手段，1 経路（1 つの手段のみ 3 経路））の 45 種類からな



115 

 

る．本研究開始以前に主体移動の分析はほぼ終わっていたため，客体移動の分析を進めるのが

実質的な作業である． 

 主な成果は 2 つある．まず，客体移動と主体移動の表現パタンは一貫しておらず，類型論の

予測にしたがうのは一部の主体移動だけであることが記述的に明らかになった．主体移動は予

測通り V 言語の表現パタンにしたがうことが多いが，経路に境界が含まれないとき，様態を主

動詞で表す S 言語型のパタンをとることも非常に多く，その規則性を考える必要がある．表現

位置と情報構造の関係について，Talmy 自身が Backgrounding according to constituent type, 

ready expression under backgrounding, Low cognitive cost of extra information under 

backgrounding といった原理を提唱しているのだが，上述の通り，フランス語において，いつ

も動詞が経路情報を担うわけではない．また，経路と様態だけではなく，ダイクシスも主動詞

とその他の位置という 2 つの位置で表現可能であるのに対し，実際には前景化位置の方で頻度

が高くなるという，原理に背く分布が見られた．この分布は Talmy の原理だけでは説明でき

ない．主動詞，つまり背景化位置をめぐって複数の意味が競合を起こすような言語では，この

原理が一律に適用されるわけではなく，視覚的際立ちというさらに考慮しなければならないと

考えられる（未出版原稿）． 

 もう 1 つの理論的成果は，事象の知覚構造がそのまま構文に反映されることである．類型論

の対象となるのは，移動に加えて様態や手段といったサブイベントが 1 つの節に統合された表

現であり，主体移動ではこれらの要素は統合された形式で表現されることが多い．これに対し，

客体移動では，開始時使役（onset causation，移動の開始時点のみに使役が作用する）では S

型言語の表現パタンとして統合的に表現されることが多い一方で，継続使役（extended 

causation，移動終了まで使役が作用する）や間接使役（indirect causation，直接的な力の行

使がない）などでは別々の節で表現されることが多い．逆に，put 型位置変化は 2 つの事象に

分割されることもなく，使役手段と移動の事実が統合された表現となることも非常に少ない． 

 これらは，知覚された事象間の時間関係または因果関係を直接，反映していると考えられる．

すなわち，移動と様態は分離して成立しないものであり，その言語表現も 1 つの節に統合され

た形となるのに対し，「椅子を持ち上げる→移動する」「人を呼ぶ→移動する」といった状況で

は，別々の事象として表現されるということである．知覚された事象をいかに統合・分割して

言語で表現するかという点で，類像性が見られるという結果である（日本認知言語学会での発

表および論文出版予定）． 

３．今後の研究における課題または問題点 

 今後の課題は大きく 3 点挙げられる．まず，「知覚」概念の心理学的洗練である．本研究の

結果は思考と言語の並行性を示していると推定することはできるが，アイ・トラッキングなど

の手法を用いることによって，注視点の数と言語表現の類像性といった形で，より心理学的妥

当性の高い形にする必要があると考えられる． 

 次に，言語学の分析手段として，本研究で用いた統合／非統合を決定する基準が類型論的に
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妥当かどうかという問題である．Role and Reference Grammar という理論の基準を採用した

のだが，特にタイ語のような動詞連鎖言語で同様に分析できるかどうかの検討が必要である． 

 最後に，理論言語学的には現状の類型論は抜本的に見直す必要がある．言語によって事象の

統合に対する向き／不向きがあることが明らかになったため，類型論の射程を明確に見極める

必要がある．この検討には言語学だけではなく，科学哲学的な視点も必要となることが考えら

れる． 

 

Summary 

This study aims to analyze the relation between perception and linguistic expressions 

through an experimental method, in which the participants are requested to describe what 

they watch on the computer screen. There are two main findings; one is the necessity of 

visual saliency according to which the mapping of meanings onto syntactic constituents 

seems to be determined. According to Talmy’s typology (Talmy 2000), French is categorized 

as a verb-framed language wherein path is expressed in the main verb and manner in 

adverbial constituents. The data showed that three components of the motion concept, 

path, manner, and deixis, compete for the only one main verb slot in French, and manner is 

also frequently described in the main verb when a path does not contain salient 

characteristics such as boundary or verticality, which leads to the construction type of 

satellite-framed languages. Thus, the visual saliency of path affects the construction choice 

in French.  

 The other finding is the iconicity between perceived events and linguistic expressions. 

Talmy’s typology deals with the macro events in which the main motion event and another 

co-event are integrated into one clause, and our result reveals that the motion events are 

frequently expressed as macro events, while caused motion events exhibit various 

expression patterns. Onset causation events, in which the causer applies his force only at 

the beginning of a motion, are frequently verbalized as macro events and the use of 

satellite-framed construction is frequent. On the contrary, other causation events such as 

extended causation (the causer applies his force until the motion competes) and indirect 

causation events (no direct application of force) are frequently verbalized in two separate 

clauses; one is for the causation event (i.e. taking an object, calling a person), and the other 

for the motion event (i.e. motion of the causer with the object, motion of the called person). 

In put-type displacement, only the motion of an object is described and the means of 

causation is frequently neglected. These variations directly reflect the temporal or causal 

relation in the perceived events. When an event can be perceived as a complex consisting of 

the main and a co-event that are related to each other in the same temporal sequence or in 
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appropriate causal relation, it can be expressed as a macro event. This temporal or causal 

relation is less cohesive in the indirect and extended causation, and this analytical view of 

an event is hardly applied to the put-type displacement event.  
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地域間の非対称的な産業構造と失業および補助政策 

A study of government budgets and endogenous population 

研究代表者 松﨑 大介（経済学部 総合政策学科） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①公共経済学 

②財政学 

③内生的人口 

平成 27 年度交付額／837,000 円 

 

書籍／ 

人口減少下における経済政策の影響について，松﨑大介 

『公民連携白書 2015-2016』第 2 章，東洋大学 PPP 研究センター編，時事通信社 2015 年 

 

研究経過および成果の概要   

 

１．研究方法 

 

 国内の各地域が直面している人口構成の変化は，自然増減としての少子高齢化だけではなく，地

方から都市への人口移動によってももたらされている。経済政策の結果として，内生的な人口変動

が生じる場合，この変動を通じた間接的な影響を考慮した上で，経済全体に与える影響を考察する

必要がある。本年度の分析では，これらの考察のために必要となる，経済状況の現状分析と既存文

献の調査，および，基本的な経済モデルの構築を通じた考察を行う。 

 

２．研究経過および成果の概要 

 

 本研究では，人口水準が内生的に決定される状況における，経済政策がもたらす影響について，

理論経済学を主体とした考察を行うことを目的とする。人口水準が内生的であるという状況は，家

計が自らの子供の数を内生的に決定する状況や，賃金水準などの影響により地域間の人口移動が生

じた結果，地域の人口水準が内生的に定まるという状況が考えられる。これらの状況下において，

経済政策のあり方が，人口水準の変化を通じてどのような形でどこへ帰着するのかをモデルの構築

を通じて分析する。本年度の分析では，研究年度の前半において，基礎的な既存研究の情報収集を

行い，現状の把握と理論モデルの構築との適合について吟味した。研究年度の後半において，基本

的な理論モデルの構築を試みた。その上で，理論モデルの構築に必要となる，現状の人口変動と日

本の直面する財政制約との関連に着目し分析を進めた。この考察の上で，定常均衡とそこへの移行
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過程において，硬直的な財政支出ルールにより生じる影響について分析を行った。 

３．今後の研究における課題または問題点 

 

 今後の研究課題として，以下の 2点を記述する。まず，地域間人口移動に関する文脈では，東京

を含む大都市への集中が，そもそもどのような観点から望ましくないのかを確認したい。都市への

内生的な人口移動そのものは，経済に何らかの歪みがない限り，一般的には制限がある場合よりは

より望ましい状況を導くことが予想される。現在，都市部への人口集中による歪みとして考え得る

状況の１つは，一部の地域で深刻な待機児童問題などである。これにより，厚生の観点から適切な

人口成長率が達成されない可能性が考えられるためである。都市部の育児状況の歪みにより，そも

そも効率的な状況が達成出来ない場合，その歪みを解消する方法の一つとして，地方への人口移動

を促す雇用政策などが，強く支持される可能性がある。この点について，今後の分析では考えてい

きたい。 

 一方，地域内人口成長における文脈では，1国内で家計が機会費用を含む育児費用によって子供

の数を決定するような状況を考え，育児費用の大きさと最適課税政策との関係についても考察した

い。閉鎖経済で内生的な人口成長モデルを考えた場合，均斉成長経路における一人あたりの経済成

長率は，人口成長率が高いほど低くなるある種の資産効果が存在する。課税政策の変更が家計の出

生数選択に影響をあたえる場合，単純な直接効果のみでなく，内生的な人口成長率の変化によるこ

の資産効果の増減を通じた間接的な影響があることが予想できる。今後の研究では，これら課税政

策の変更による間接効果の具体的な影響を分析していきたい。 

 

 

 

This study investigates the effect of government policies on the economic growth and welfare 

under endogenous population. In this model a representative household decide how many 

children to have in the face of a constraint on the total amount of time that can be devoted to 

caring a child and working in labor market. A decrease in the labor force participation rate in 

the transition process reduces the government tax revenue. This reduction leads to the 

government financial collapse unless the government lets the fixed rule of government 

expenditure to be the appropriate one. We find relations between a sluggish change in 

government budgets and a change in population growth. 
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介護保険における保険者・供給者・利用者行動の実証分析 

Empirics on the players’ act of Japanese long-term care insurance system 

 

研究代表者 中澤 克佳（経済学部総合政策学科） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①介護保険  Long-term care insurance 

      ②介護保険料 Premium 

      ③参入    Entry 

      ④相互参照  Strategic Interaction 

      ⑤福祉移住  Welfare Magnet 

平成 27 年度交付額／809、000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・A Transition Process of Strategic Interaction ：  Evidence from Long-term Care 

Insurance Premium Setting in Japan（共著）日本財政学会第 72 回大会、2015 年 10 月 

・Change in Strategic Interaction after Introducing Policy（共著）西南学院大学経済学部

ワークショップ、2016 年 3 月 

・介護保険料の収納率に関する実証分析（共著）第 24 回日本地方財政学会、2016 年 5 月（予

定） 

・Change in Strategic Interaction after Introducing Policy（共著）72nd Annual Congress 

of International Institute of Public Finance、2016 年 8 月（予定） 

 

(2)ワーキングペーパー 

・Change in Strategic Interaction after Introducing Policy（共著）東洋大学経済学部ワー

キングペーパー (20) 1-17 、2015 年 10 月 

・Differential market entry determinants for for-profit and non-profit at-home care 

providers in the case of Japanese big cities、MRPA working paper、2016 年 5 月（予

定）  

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

 本研究は、介護保険制度下における各主体（保険者・供給者・利用者）の行動を定量的に検証す

ることを目的としている。具体的には、(1)供給側に注目した、「営利事業者・社会福祉法人・NPO

など多様な供給者が混在する地域介護サービス市場における供給者行動の実証研究」、(2)利用側に
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注目した、「地域間の介護サービス格差と高齢者の介護移住の実証研究」、(3)「保険者の意思決定の

定量的考察」をおこなった。これら研究課題は、団塊の世代が後期高齢者を迎えていく日本におい

て、学術的にも政策的にも意義が大きい課題であると考える。 

 具体的な研究手法として、厚生労働省等によって公表されている介護保険関連の統計データベー

ス（介護保険事業状況報告、介護サービス施設・事業所調査等）を用いて、計量経済学的手法で上

記の研究課題に取り組んだ。 

 

２.研究経過および成果の概要 

 (1)供給側に注目した、「営利事業者・社会福祉法人・NPO など多様な供給者が混在する地域介護

サービス市場における供給者行動の実証研究」に関しては、大都市における訪問介護市場を対象に、

営利・非営利事業者の参入行動を実証的に検討した。分析の結果、営利事業者はより収益性の高い

地域に参入する一方で、非営利事業者は営利事業者ほど集積性には反応しないという、当初の想定

を支持する結果が得られた。本研究成果は英文で執筆し、 ” Differential market entry 

determinants for for-profit and non-profit at-home care providers in the case of Japanese big 

cities”というタイトルで英文のワーキングペーパーとして公表、英文査読誌に投稿する予定である。 

 (2)利用側に注目した、「地域間の介護サービス格差と高齢者の介護移住の実証研究」に関しては、

介護保険制度が導入された 2000 年から 2005 年までの高齢者の地域間移動を男女別に推計し、そ

の要因として介護福祉施設の充実度を検討している。結果として、後期高齢者の女性が介護変数に

強く反応して移動していることが明らかになった。これは、配偶者を失い、健康および介護状態に

不安を覚える女性が移動をすることを示唆している。本研究成果は英文で執筆し、 ” 

Welfare-Induced Migration of the Elderly in Japan - Gender differences in welfare migration 

patterns among the elderly”というタイトルで英文のワーキングペーパーとして公表、英文査読誌

に投稿する予定である。 

 (3)「保険者の意思決定の定量的考察」では、松岡俊和氏（東京大学大学院・現武蔵野大学）との

共同研究として、介護保険制度が施行されて以降の、保険者の保険料設定行動を定量的に検証して

いる。保険者は、将来の介護保険料設定の設定ミスを防ぐため、周辺保険者の設定行動を相互に参

照するのではないかという仮説を立て、さらにその参照行動は保険料設定作業に習熟するにつれて

弱化していくという想定の下、検証をおこなった。推定結果は我々の仮説を支持するものであった。

本研究成果は英文で執筆し、” A Transition Process of Strategic Interaction ： Evidence from 

Long-term Care Insurance Premium Setting in Japan”、”Change in Strategic Interaction after 

Introducing Policy”というタイトルでいくつかの国内学会、研究会で報告済みである。また、東洋

大学経済学部ワーキングペーパー(20)で公表済である。今後は、国際学会での発表および英文査読

誌への投稿を行う。現在のところ、2016 年 8 月にアメリカで開催される 72nd Annual Congress of 

International Institute of Public Finance（事前査読付きの国際学会）での報告が決定している。

本学会で報告後、同学会の査読誌 International Tax and Public Finance 誌に投稿する予定である。 
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３．今後の研究における課題または問題点 

 英文査読誌、特に評価の高い Science Citation Index に掲載される論文誌は、非常に長い査読期

間と高い棄却率を誇っている。そのため、研究期間修了ないし研究期間中に投稿しても、最終的に

採録となるまでには長い期間を要する。そのため、ディスカッションパーパーやワーキングペーパ

ーでの公表も含めて、研究成果の公表について、そのタイミングを十分に考慮する必要がある。 

 また、本助成研究での研究会大を発展させた課題が、平成 28 年度の科学研究府補助金において

採択されたので、今後も継続して研究課題の拡張・発展を行っていく。 

 

Summary 

 I empirically investigate the insurant, elderly, and provider’s act under the long-term care 

insurance system in Japan. First, I consider market entry determinants for both for-profit and 

non-profit at-home long-term care providers in Japan. Second, I focus gender differences in welfare 

migration patterns among the elderly. Third, we check the change of strength of strategic 

interaction about long-term care premium setting after introducing long-term care insurance 

system. 
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乳幼児の健康と予防接種政策に関する研究 

Studies on the Health and Vaccination Policy of Infants 

     

研究代表者 川瀬 晃弘（経済学部総合政策学科） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／ 

     ①子どものためのワクチン・プログラム Vaccines for Children Program 

     ②予防接種    Childhood immunization 

     ③医療保険    Health insurance 

     ④応用計量経済学 Applied econometrics 

平成 27 年度交付額／960,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・ " Does Free Vaccination Improve the Immunization Coverage of Uninsured 

Children: The Case of the Vaccines for Children Program" 東洋大学経済学部ワー

キングペーパーNo.19. 

・ 現在、国際学術誌に投稿中 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

 ワクチンは疾患を予防するために個人に投与されるが、感染症から集団全体を保護すること

においてさらに大きな役割を果たす（正の外部性）。また、乳幼児は自身ではワクチン接種に

関する意思決定ができない上に（温情主義）、市場に委ねるだけではワクチン接種は親の所得

や医療保険の状況に依存せざるをえない（所得再分配の必要性）。これらの観点から、予防接

種は政府介入が正当化される分野である。 

 日本では予防接種法に基づき、全額公費助成される「定期接種」と自己負担の「任意接種」

があるが、定期接種はジフテリア・百日咳・破傷風、BCG、ポリオ、麻疹・風疹、日本脳炎の

8 種類に限られている（国立感染症研究所, 2012）。これに対し、例えば米国では国が接種を推

奨するのは上記（日本脳炎は除く）に加えて B 型肝炎、おたふく風邪、水痘など 13 種類に及

ぶ（CDC, 2012）。予防接種の実施状況は国によって異なるが、一般に豊かさのレベルが同程

度の国々は同等のシステムを持っている。ただし、日本は例外であり、予防接種事業は多くの

先進国よりかなり遅れていると言わざるをえない。 

 一方、米国では日本のような定期接種・任意接種という枠組みではなく、基本的にワクチン

接種するか否かは個人の選択に委ねられている。ただし、ほとんどの予防接種は医療保険でカ
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バーされる場合が多いため、医療保険加入者は直接的な費用負担なしで予防接種を受けられる。

しかし、18%程度存在するとされている無保険者はその限りではなく、予防接種を受けるかど

うかは各家庭の意思決定に依存して決まる（Gruber, 2008）。こうした状況を回避するために、

無保険者らも直接的な費用負担なしに予防接種を受けられるよう 1994 年 10 月に「子どもの

ためのワクチン・プログラム（Vaccines for Children Program, VFC）」が創設された。 

 本研究では、主に米国 National Immunization Survey (NIS) のデータセットを使用した。

NIS は 1995 年より開始された統計であり、調査時に米国に居住している 19～35 ヶ月の乳幼

児を対象として、毎年約 3 万世帯を調査している繰り返しクロスセクション・データであり、

個人のワクチン接種に関する情報に加えて、人口学的・社会経済的属性などの情報が収録され

ている。 

 NIS より乳幼児における個人レベルでのデータが利用可能なことから、分析にはミクロ計量

経済学の手法を用いている。Santoli et al.(1999)も本研究と同様に NIS のデータセットを用い

ているが、1997 年のデータのみを用いた研究であり、単年度のクロスセクション・データで

は個別主体が特定の時間効果を受けているために推定にバイアスがかかる恐れがある。また、

ワクチン接種率についても所得階層間の比較のみに基づいており、VFC 創設の目的である無

保険者の接種率が向上したかどうかについては何も述べていない。これらの点を踏まえ、本研

究では、1995～97 年の NIS を用いることで特定時点の効果を緩和し、データセットから可能

な限り個人の属性をコントロールした上で個人の政策プログラムへの直面度合を variation と

して用いることで、無保険者層の乳幼児のワクチン接種率への影響をパラメトリックに推定す

ることを可能とした。 

２．研究経過および成果の概要 

 本研究の目的は、米国において、すべての乳幼児が無料で予防接種を受けられるよう 1994

年から導入された Vaccines for Children Program(VFC)が、無保険者層の乳幼児のワクチン接

種率を通じて彼らの健康指標に与えた影響をミクロ計量経済学の手法を用いて定量的に明ら

かにすることにある。 

 分析の結果、子どものためのワクチン・プログラムの導入によって、当時、接種が推奨され

ていたワクチンの接種率は 3.8％向上した。しかしながら、個別のワクチン接種の状況をみて

いくと、DTP やポリオなど多くのワクチンにおいてプログラムの導入によるワクチン接種率

の向上は観察されなかった。唯一の例外は B 型肝炎ワクチンであり、このワクチンだけはプロ

グラム導入後にワクチン接種率が飛躍的に向上している。しかし、B 型肝炎は 1994 年から接

種が推奨されたワクチンであり、このことは、プログラム導入の効果が過大に評価されている

可能性があることを示している。 

 本研究ではまず、National Immunization Survey のデータをクリーニングしデータセット

を構築した上で、(a)分析モデルの選択、(b)制度の調査研究を基礎として、(c)データ整理およ

び(d)計量分析を行い、論文としてまとめた上で、北九州市立大学都市政策研究所研究会におい
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て報告した。その後、(e)モデルのチェックと修正を経た上で、(f)論文執筆を行いワーキングペ

ーパーとしてまとめ、最終的な研究成果は、英文の査読付き学術雑誌に掲載されることを目指

している。 

３．今後の研究における課題または問題点 

 本研究において主として用いたNational Immunization Surveyには医療保険の加入状況に

関する情報が含まれていなかったため、他のデータセットと接合することによって保険加入状

況を推定せざるを得なかった。利用可能なデータはすべて用いて可能な限りの分析は試みたが、

95-97 年の NIS では限界がある。今後は、他の年次のデータを利用しながら、医療保険の加入

有無がワクチン接種を通じて健康改善にどのような影響を与えているのかを明らかにするこ

とが必要である。 

 

 

Summary 

 Since October 1994, the Vaccines for Children (VFC) Program enables all uninsured 

children to receive free vaccinations in the United States. Despite the importance of the free 

vaccination program, there has been little research focusing on its effectiveness. Using data 

from the National Immunization Survey (NIS), this study investigates how the introduction of 

this program affected the immunization rate for uninsured children. Accounting for the 

variation in a child's exposure to the free vaccination program, I find that providing free 

vaccination correlates with an increase in uptake of the entire spectrum of recommended 

vaccines, which included the hepatitis B vaccine that had been made recently available to the 

public at the time. 
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高齢化・人口減少時代の接近型小売経営の類型化と 

持続的小売経営モデルに関する研究 

Management of the Approach Type Retail Trade of the Aging Era 

     

菊池宏之（経営学部マーケティング学科） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

キーワード／①高齢化 Aging  

            ②買い物難民  Shopping refugees  

      ③移動販売車  Movement sale car  

        ④持続的経営 Sustained management  

  

平成 27 年度交付額／428,000 円 

 

研究発表／(1)学会誌・学部紀要および学会口頭発表 

・「小売経営における価値共創」『産業経済』日本産業経済学会 2016 年 3 月 

・「持続的食品供給システム構築と課題」『経営論集第 87 号』東洋大学経営学部 2016 年 3 月 

・日本フードシステム学会全国大会報告予定（2016 年 6 月予定） 

・日本流通学会全国大会報告予定（2016 年 9 月予定） 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

本研究の研究法は大別すると、次のものになる。 

第一に、マクロデータの収集分析、第二に、関連文献の検討、第三に、先行研究者との意見

交換、第四に、移動販売車事業推進組織の確認と継続性のあると思われる事業体への実態調査

（本社・本部推進責任者へのヒアリング調査と移動販売車への同乗・追尾及び利用者へのヒア

リング調査）、第五に、実態調査から一般化モデル化に有効な移動販売車事業を仮説的にモデル

化し、それらに関して推進事業者との意見交換により仮説に対する再検討を行った。第六に、

それら仮説を検証するために、移動販売車モデル推進の食品スーパーの推進責任者を主体にヒ

アリング調査による実態調査を行った。第七に、以上を踏まえて継続性のある移動販売車事業

モデルを、マーケティング戦略の価値共創フレームワークにより解釈した。 

 

２．研究経過および成果の概要 

研究経過及び成果の概要は、以下である。 
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本研究は、一昨年度からの継続であることもあり、先に昨年度のポイントを整理する。一昨

年が全体構造の把握であり、買い物難民の発生背景を、マクロ・ミクロの視点で確認し、流通視

点で小売店舗のスクラップ・アンド・ビルド戦略による効率性の追求であることが、買い物難民

発生であることを確認し、買い物難民に関る先行研究者と、ミクロ・マクロの視点から議論をし

た。その上で、移動販売車の必要性を理解した上で、全国の移動販売車事業展開小売業を把握し、

事業としての継続性の高い事業者への実態把握（本部責任者へのヒアリング調査と移動販売車の

同乗・追尾）を行い、継続性の困難度が高い実態を把握した。その中でも、「コープさっぽろ」

と「とくし丸」においては、継続性が高い事業モデルであることが確認出来たので、そのモデル

を仮説的に導出した。 

以上の研究実績を基に本年度は、上記の仮説的内容を検証するために、より一般化の可能性

が高い「とくし丸」に焦点を絞って、仮説を検証した。第一に、とくし丸の代表者にヒアリング

調査により、設定した移動販売車の継続性に関る仮説の妥当性に関して意見交換をした。その意

見交換を通じた仮説に対しての支持を得たものの、その内容を実証すべく「とくし丸」事業を展

開している、全国の食品スーパーに対して①推進の背景、②推進の実績、③推進のポイント、④

推進の成果と課題等に関して、推進責任者に対するヒアリング調査による実態調査を行った。 

まず、推進背景に関しては高齢化の進展、人口減少などにより店舗展開困難地区が増加して

いるが、既存顧客の店舗アクセスの困難度の高まりに対する要望や、競合他店舗との優位性確保

さらには、地域自治からの要請と言った理由であるが、それに関してはほぼ共通している。 

推進実績は、ほぼ好調な成果であり目標数値をクリアしているものの、東北地区の事例では

移動販売車のルート設定時における設定の甘さもあり、目標数値ギリギリの状況が確認できた。 

推進のポイントは、ここが最も重要であるが、移動販売車の推進において定期購買者の確定

を前提としたルート設定のための移動販売車の利用必要度の確認と、移動販売車の継続性の実現

化のための購買に当たっての経済的負担の了解が前提である。ここでは生協の様な会員制度も有

効であるが、固定性に関しての抵抗もあることを考えると、購買一品目当たりに対する一定額の

上乗せに対する了解などがポイントであることが確認できた。また、食品を主体とした最寄品な

どの消費期間もあり、週二回（三日に一回）の移動販売車の運行も重要な要件と理解出来る。 

これらを考慮すると、買い物困難な状況の中では、経済的負担に対しては受容性が高いこと

であり、利用者の事業推進に対する経済的協力を前提とした購買機会の創出と言う、事業推進者

の視点から利用者の協力の視点が必要であることが示唆された。それらは、マーケティグ戦略フ

レームでの「価値共創」的視点であることが実証できた。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

今後の研究課題としては、次の点が指摘できる。 

今回の移動販売車事業の継続性を考慮すると、顧客は会員制等に縛られることなく、購買の

選択権を有しながらの事業体に関しての有効性を、利用者の事業継続に対する協力を前提にして
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いる。しかしながら、それら顧客の経済面の協力が価値供創にとって不可欠であると理解できる

が、その協力を得るための方策が必ずしも明らかにできていない。 

さらに、購買者の理解を得て移動販売事業の価値供創化が可能であっても、前提としての事

業推進市場が高齢化・人口減少化等事業展開が困難な地域であることを考慮すると、事業者によ

る展開の限界がある。しかしながら、買物困難者が存続する限り、食品を主体とした供給体制の

継続化が必要であり、以下に対応するかが大きな課題として残されている。 

 

 

Summary 

  This study method is seven points. 

The first is collection of macrodata analysis. The second is study of previous research. The third 

is a discussion of the prior researchers. The fourth is fact-finding of the movement sale car 

business promotion organization. Specifically, it is the hearing survey by to the head office, 

headquarters promotion person in charge company. Furthermore, it is a ride, pursuit and the 

hearing investigation into to a user movement sale car. The fifth is effective modeling of the 

movement sale car business. Furthermore, I reexamined the hypothesis by exchange of 

opinions with a company person in charge. Sixth, with the aim of hypothesis testing was 

carried out interviews to the supermarket responsible person you are deploying a mobile 

catering business. The seventh modelled a movement sale car business model with the 

continuity by the value cowound framework that was a marketing strategy. 
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2 次元レヴィ過程におけるリアルオプション理論の研究 

A Study of Real Options Theory under 2-Dimensional Lévy Processes 

 

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 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／① リアルオプション  Real Options 

      ② 投資実行基準    Investment Criterion 

      ③ 不確実性      Uncertainty 

      ④ 確率過程      Stochastic Processes 

平成 27 年度交付額／600,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

       「跳躍拡散過程でのリアルオプション・モデルの特性」、日本リアルオプション学 

2015 年研究発表大会、2015 年 10 月 25 日、国際大学。 

          (2)予定論文 

      「2 次元跳躍過程でのリアルオプション・モデル」、（平成 28 年度予定） 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

これまでのリアルオプション理論では、不確実性を捉える確率過程として幾何ブラウン運動

(Geometric Brownian Motion)を使用する場合が多い。幾何ブラウン運動は連続時間での変動とその増

分が正規分布に従う性質を有するため、現実での経済状況などの激変によって引き起こされる状態変数

の大幅な変動に対応できない。従って、既存の理論モデルは実務での応用の際に限界がある。このよう

な突発的に大幅に変動する経済状況を扱うために、本研究では、ジャンプを含むレヴィ過程 (Lévy 

Processes)のもとでリアルオプション理論の構築を目指すものである。 

 確率過程を使用して突発的に大幅な変化をモデリング化するため、各種のジャンプ過程に関する多変

量確率分布の研究から始め、本研究で使用可能なものを検出する。各確率過程の候補に対して無限小生

成作用素を導出し、定義された評価関数に関連した偏微分方程式を求める。さらに、明示的な解を得ら

れるかを検討し、最終的に使用する確率過程を決定する。2 次元の偏微分方程式について変数変換を行

い、微分方程式から評価関数を求める。次に、導出された評価関数により最適な投資政策を導出し、理

論的分析を行う。 

理論研究が中心となるため、研究の方法としては、主に確率過程論、微分方程式の解法など、数理的

方法論を用いた。研究の初期段階から、理論モデルが如何に現実の状況を説明するのかを示すため、コ

ンピュータを用いた数値実験も行った。さらに、比較静学などの方法を用いて、理論モデルから不確実
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性がもたらす影響の解明を試みた。 

 

２．研究経過および成果の概要 

研究のはじめに、まずは幾何ブラウン運動に上下のジャンプが加わった跳躍拡散過程 (Jump 

Diffusion Process)のもとでリアルオプション・モデルを構築して、投資実行の最適閾値及び最適閾値へ

の初到達時間(First Passage Time)の平均値を導出した。これらの結果を用いてリアルオプションの特

性を分析し、以下の結果が明らかになった。リアルオプション理論では、投資実行の最適閾値が高くな

るのは確率変数の変動性（ボラティリティ）が高いことが理由であると一般的に認識されている。従っ

て、不確実性の高いプロジェクトへの投資実行はより良い状況になるまでに待つべきであると理解され

ている。ここでは、確率変数に跳躍拡散過程を適用して場合について、必ずしもそうではないことを示

した。参入モデルで、最適閾値が上昇するのは、確率変数の下方への変動によるもので、その変動性に

よるものではないことを発見した。（退出モデルで、最適閾値が下がるのは、確率変数の上方への変動

によるもので、その変動性によるものではない。）また、ボラティリティが大きければ、最適閾値が高

く（あるいは低く）、閾値への初到達時間が長くなるとは限らない。したがって、不確実性が高ければ、

投資実行を待つのが必ずしも最適ではないことを示した。これら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、議論を深めた。 

 上の研究結果は幾何ブラウン運動にジャンプが加わったことに大きく依存するもので、モデリングの

自由度が比較的高い跳躍過程(Jump Process)がリアルオプション理論の研究に有効であることが分か

った。次に、2 次元レヴィ過程の一種である 2 次元跳躍過程を選定し、研究を進めることにした。まず

は 2 次元跳躍過程の増分を計算し、それに関する無限小生成作用素を導出した。これにより 2 変数の積

分方程式を導出し、求める関数の同次性質を利用し、変数変換を行ったうえで、解の導出に成功した。

それから、投資実行の最適閾値及び最適閾値への初到達時間の平均値を求め、明示的な解を得ることが

できた。続いて、解析的および数値的手法で比較静学分析を行い、リアルオプションの特性を解明に進

んだ。結果の１つとしては、ジャンプ過程の下方ジャンプを零に近づかせるにつれ、投資実行水準は伝

統的投資理論でのそれに接近することが分かった。リアルオプション・モデルでの投資実行水準が高い

のは、これまでは状態変数のボラティリティが原因とされてきたが、ここでは、上方のジャンプが残る

ため、ボラティリティは依然として残る。このことから、リアルオプション・モデルでの投資実行水準

が高くなることは、ボラティリティのみが原因ではなく、状態変数の下方への変動の可能性が存在する

ことによるものであると結論づけられた。この点は本研究の学術貢献として、最も価値のあるものと考

えられる。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 

 今年度の研究では、投資実行水準と初到達時間の平均値に関する解が得られ、これらの結果を用いて、

2 次元跳躍過程でのリアルオプション・モデルの性質関する分析を行うことができた。この中で、初到

達時間についての分析は平均値に限られたことになっているため、確率的状態についての分析としては
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完結したとは言い切れない。さらに初到達時間の分散についても分析し、両方の結果を総合して結論を

まとめることが望ましい。しかし、2 次元跳躍過程の初到達時間の分散はかなり複雑で、今回の研究期

間では間に合わなかった。このことを今後研究課題の１つにしたい。 

 

 

Summary 

 In this study, we try to clarify the characteristics of real options model under a 2-dimensional 

jump process which is one kind of the 2-Dimensional Lévy Processes. We have successfully 

derived the closed form solutions for the optimal investment threshold and the expectation of 

the first passage times of reaching the threshold. We found that the optimal threshold towards 

the one in traditional investment theory when the downward jumps goes to zero. It is widely 

believed that, due to the volatility of the state variables, the investment threshold in the real 

options model is higher than the traditional one. In our cases, even the downward jumps goes 

to zero, because of existing of the upward jumps the volatility of the state variables is still 

above zero, but the level of the threshold reduce to the same level as it in a traditional model. 

We should argue that the optimal investment threshold becomes higher in the real options 

model does not caused by the volatility of state variable but the possibility of downward 

changes in the state variables. 
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ペイアウト政策と賃金・雇用の関係―株主と従業員の間での利益分配問題― 

Relation of payout policy and wage and number of employees 

- Profit-sharing problem between shareholders and employees - 

     

研究代表者 佐々木 寿記（経営学部経営学科） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①ペイアウト Payout 

            ②従業員  Employees 

      ③株主  Stockholder 

        ④賃金 Wage 

      ⑤雇用  Labor 

平成 27 年度交付額／700,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・ペイアウト政策と賃金･雇用の関係（共著）, 平成 28 年度予定 

・わが国における配当政策の情報効果（単著）, 平成 28 年度予定 

・企業の現金保有と銀行の健全性（共著）, 平成 28 年度予定 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

私は助成金で購入したデータベースを使用して、現在、3 本の論文を執筆中である。私の研

究方法は、数千社にも及ぶ日本の上場企業の財務データを用いた統計的解析が主である。しか

しながら、東洋大学には日本企業の財務データを大量に一括取得するデータベースが昨年度は

存在していなかったため、今回の助成金で購入したデータベースは非常に有益であった。 

私の研究手法はデータベースから入手した財務データを市販の統計解析用ソフトによる分

析にかけることで、企業活動におけるさまざまな要素の因果関係を統計的に明らかにすること

がメインであり、これまでも同様の方法でいくつかの論文を執筆してきている。 

 

２．研究経過および成果の概要 

 まず、「ペイアウト政策と賃金･雇用の関係」は、日本の全上場企業を対象に、企業は利益を

株主と従業員にどのように分配しているかを統計的に検証した論文である。株主への配当も従

業員の賃金･雇用も同じ「利益」を源泉としている以上、企業内の両者のパワーバランスによ

っては、利益の大部分を片一方が搾取したり、これまで一方に配分されていた利益までももう

一方が搾取するという可能性が考えられた。 
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しかし、検証の結果、そのような搾取しあうような敵対的関係は見られず、利益が増加した

ときは共にその利益を分かち合うという協調的行動が見られた。これまでのペイアウト政策に

関する研究は、投資機会や企業価値との関係や、株主と経営者の利害対立という観点からの研

究が主流であり、従業員との関係を扱った本研究の貢献は大きいと考える。 

27 年度は日本経営財務研究学会が発行している経営財務研究という査読付き雑誌に投稿し

たが、要再修正となったため、現在、修正作業中であり、今年度中の採択を目指す。 

次に「わが国における配当政策の情報効果」は、日本企業を対象に配当には将来利益に関す

る情報が含まれていると株主がみなしているのか否かについて、株価に含まれる将来利益の割

合(将来利益反応係数)に配当政策が与える効果を見ることで検証している。 

検証はまだ途中であるが、増配は将来利益反応係数を高める効果を持つことが判明したほか、

特に情報の非対称性の程度が大きい企業や株主が予想する将来利益変化が小さい企業におい

て、その効果が高いことが判明した。配当政策と株価、あるいは配当政策と将来利益といった

2者間の関係に注目した研究がほとんどであったが、この手法を用いることで配当政策と株価、

将来利益の 3 者間での関係を検証することが可能となったことが本研究の貢献である。 

27 年度はこの論文を執筆したが、研究報告にはまだ至っていない。できるだけ早いうちに

研究報告を行い、査読付き雑誌に投稿する予定である。 

3 本目の「企業の現金保有と銀行の健全性」は、日本企業の現金保有量とメインバンクとの

関係に注目した論文である。企業の現金保有の動機については多くの研究が存在しているが、

これまでの研究は企業そのものの財務特性や事業リスクなどに注目した研究がほとんどであ

る。この研究は、企業が借り入れを依存しているメインバンクの財務特性に注目した研究であ

るという点が貢献となっている。 

検証はまだ途中であるが、現在のところ、メインバンクの不良債権比率が高まるほど、そこ

から借り入れを行っている企業の現金保有比率が高まるということが判明している。この結果

は、銀行の健全性が悪化するのを見た借入先企業は、銀行からの追加の借り入れが難しくなっ

たことや貸しはがしにあう可能性が高まったために、資金不足を解消するために自ら現金を社

内に蓄えると解釈することができる。 

この論文も 27 年度中に執筆したが、研究報告には至っていない。ただし 7 月に学会報告す

ることが決まっている。学会報告後は速やかに査読付き雑誌に投稿するが、この論文は海外の

ジャーナルに投稿予定であるため、論文として採択されるのは来年度以降になることが予定さ

れる。 

   

３．今後の研究における課題または問題点 

今後の研究における課題として、本研究助成を受けて行った研究については 27 年度中に目

に見える成果を挙げられなかったことがまず挙げられる。特に「ペイアウト政策と賃金･雇用

の関係」については 27 年度中の掲載を目指していたが、再査読という結果になってしまった



134 

 

ことは痛恨の極みである。また、当該論文の後に執筆予定であった国際比較に関する論文もい

まだほとんど手付かずになっているため、できるだけ早く手をつけなければならない。 

ほか 2 本の論文については現在のところ順調に進行しており、1 本は学会発表も決まったた

め、最低限の成果を今年度中に上げることができるとは思うが、無論、更なる成果を挙げるた

めに今年度も研究活動を続けていく所存である。 

 

 

Summary 

I bought the database of many firm’s financial data with Inoue Enryo memorial research 

grant, and I wrote three papers using this database. In Toyo University, there was no 

database with which I can collect an enormous amount of financial data, so this database 

was very helpful for my research. 

First, I research a relation of payout policy and wage, number of employees in Japanese 

firms. In this paper, I find that stockholders and employees are not hostile but also 

cooperate with each other. They don’t exploit other’s profit. And when firm’s profit has 

increased, all of dividend and wage and number of employees have also increased. It is not 

reported in previous papers.  

I have posted this paper to journal, but this paper has not been published. So I have to 

modify this paper. 

Second paper is about information effect of dividends about firm’s future profit. In 

previous research, they tested this effect by focusing on dividend and stock price or 

dividend and future profit. But in this paper, I have focused on these three elements 

simultaneously, and find that dividends have information of firm’s future profit.  

Writing work of this paper has not been finished, so it has not been posted to any journals, 

and not been presented in any conferences. I have to finish this paper as soon as I can. 

Third paper tested the relation of firm’s cash holdings and soundness of main bank. There 

are many research of cash holdings, but many of them focus on firm’s financial 

characteristics or business risk. Contribution of this paper is to focus on main bank, from 

which firm is borrowing cash. If main bank’s financial soundness was damaged, they 

would decrease rending. So, in this situation firm will save cash and holding mush in 

inside. The results of this paper is consistent with this expectation.  

Writing work of this paper has not been finished too. But I have a plan to the presentation 

of this paper in July. So I have to finish this paper as soon as I can. 

In 2015, I was not able to produce sufficient results. To make sufficient results, I must 

work more. 
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計量書誌学的アプローチによる日米欧の組織研究についての文献調査とデー

タベース構築 

Literature Reviews and Construction of Database for Organization Studies of North America, 

Europe, and Japan by Bibliometric Approach 

 

研究代表者 幸田浩文 （経営学部経営学科） 

 

研究期間／ 平成 27 年 4 月１日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①計量書誌学       bibliometrics 

②計量書誌学的アプローチ  bibliometric approach 

③組織研究          organization study 

            ④文献調査          literature review 

⑤データベース構築        construction of database  

平成 27 年度助成交付額／４１２，０００円 

 

研究発表／学会および口頭発表（予定） 

(1) 論文－「計量書誌学的アプローチによる日米欧の人的資源管理ならびに戦略マネジメン

ト研究の特質と地域性」『経営論集』第 89 号、東洋大学経営学部、2017 年 3 月(予定)。 

(2) 研究報告－「計量書誌学的アプローチによる日米欧の人的資源管理ならびに戦略マネジ

メント研究の特質と地域性」、東洋大学経営力創成研究センターシンポジウム、東洋大学、

2017 年 1 月(予定)。 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

本研究で用いる計量書誌学的技法(bibliometric technique)は、１つの学問分野内の理論的基盤や現

在の研究活動に関する情報を入手しようとする技法で、これを用いて北米や欧州の研究雑誌に掲載の

論文を対象に、組織研究の内容、対象、強調点、方法論、価値観、方向性などを比較・分析する。具

体的には、書誌事項を統計分析し、引用された著者（被引用者）をその頻度順にランクづけたり、当

時の代表的文献の影響度を算出したりして、雑誌の特色や国あるいは地域の特徴や特異性について研

究するものである。調査対象の組織研究に関する専門雑誌には、北米を代表するものとして、Admini

strative Science Quarterly（A.S.Q.）、Academy of Management Journal（A.M.J.）、Academy 

of Management Review（A.M.R.）、またイギリスを含む欧州を代表するものとして、Organization

 Studies（O.S.）やJournal of Management Studies（J.M.S.）が取り上げられている。 

われわれの先行研究では、1970 年代から90 年代にかけて欧米の組織研究を対象に行われた計量書

誌学的アプローチの研究成果を参照にし、90 年代の日米欧の組織研究の内容、対象、強調点、方法論、
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価値観、方向性などの地域的特性を明らかにすることを目的とした。すなわち、日米欧（イギリスを

含む）の代表的な組織研究雑誌に掲載された論文ならびにそこに所収の引用文献から、国や地域の特

異性あるいは類似性を探ろうとするものであった。 

本研究では、先行研究の組織研究の中から下記の人的資源管理研究と戦略マネジメント研究に関す

る代表的な計量書誌学的研究成果をそれぞれ１つずつ取り上げ、先行研究との比較を目的として、同

様の視点で国や地域の特異性あるいは類似性について考察した。 

①Mariluz Fernandez-Alles, M., and Ramos-Rodríguez, A. (2009) “Intellectual Structure of Human 

Resources Management Research: A Bibliometric Analysis of the Journal Human Resource 

Management, 1985–2005,” Journal of the American Society for Information Science and Technology, 

Vol.60, Iss.1, pp.161–175. 

②Ramos-Rodriguez, AR., and Ruiz-Navarro, J. (2004) “Changes in the Intellectual Structure of 

Strategic Management Research - A Bibliometric Study of the Strategic Management Journal, 

1980-2000,” Strategic Management Journal, Vol.25, No.10, pp.981- 1004. 

 

２．研究経過および成果の概要 

 本研究の主たる目的は、人的資源管理ならびに戦略マネジメント研究で最も影響力をもった研究業績

(論文と著書)を明らかにし、当該分野の知的構造(intellectual structure)に生じた変化を分析することで

ある。 

  具体的には、第１の目的は、人的資源管理ならびに戦略マネジメント研究の重要なテーマを確認する

こと、つまり最も頻繁に引用された研究を明らかにすることである。第２の目的は、最も引用された研

究業績(論文と著書)の間の関係性ネットワークを描くことである。すなわち２つの研究分野で蓄積され

た知識ベースを図式化するために、共通のテーマの下に研究業績を集めることである。 

 したがって本研究では、計量書誌学的引用分析技法を用いることにした。計量書誌学（bibliometrics）

とは、ドキュメントの発表と使用に現れるパターンについて数学的かつ統計的に分析するということで

ある。一般的に、本研究で技法は、引用（citation）ならびに共引用分析(co-citation)として知られてい

る。引用分析は、自らの研究・調査で重要と思われるドキュメントを引用するということを前提にして

いる。したがって、頻繁に引用されたドキュメントは、あまり引用されていないドキュメントよりも、

当該分野において、相対的に影響力があると考えられる。 

 同様に、共引用分析とは、互いの研究業績の中で引用し合う特定の一組のドキュメントを引用した論

文数を記録することである。２つのドキュメントの内容の類似性を測定することができる。また、こう

したアプローチによって、著者・テーマ・研究方法を仕分け・グループ分けすることができる。 

 その結果、２つの研究からは次のような結論が導き出された。まず、1985 年から 2005 年にかけての

人的資源管理研究の中で相対的に影響力があるのは 74 の研究であり、学術雑誌(journal)に掲載された

論文よりも、書籍(book)で発表された研究業績の方が多かった。同様に戦略マネジメント研究でも、1985

年から 2000 年までの最も引用頻度が高い 20 の研究業績のうち、18 が書籍であり雑誌論文は 2 でしか
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なかった。しかし、最近ではこうした傾向には変化がみられるようになってきた。すなわち、雑誌論文

の頻度が増えつつある。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 日本の組織研究の代表的学術誌である、組織学会編『組織科学』（白桃書房）の2003 年（Vol.36-3）

以降の現在に至る同誌に掲載された全論文より、主題、著者名、所属機関、キーワード、参考文献な

らびに注といった書誌事項をもとに、日本の組織研究の特質と地域性を探ることを目的としていたが、

当初予定していた予算ならびに期間(科研費の計画)が不足していたため、今回は成果を出すことができ

なかった。今後の課題としたい。 

  また、最近(2016 年 1 月)になって、本研究で取り上げた HRM の論文とは別の著者たちによって、2000

年から 2012 年までの HRM 研究分野を対象とした下記の計量書誌学的分析結果が報告された。これに

ついては本研究期間内に取り組むことができなかった。今後の課題としたい。 

①García-Lillo, F., Úbeda-García, M., and Marco-Lajara, B. (2016) “The Intellectual Structure of 

Human Resource Management Research: A Bibliometric Study of the International Journal of 

Human Resource Management, 2000–2012,” The International Journal of Human Resource 

Management, (on line), pp.1-30. 

 

Summary 

  The aim of this paper is to identify the works that have had the greatest impacts on human 

resource management（HRM）research and strategic management（SM）research and to analyze 

the changes that have taken place in the intellectual structures of each discipline. 

  To put it in the concrete, the first is to identify the most frequently cited studies, with the purpose 

of identifying the key topics of research in the HRM and SM discipline. The second objective is to 

represent the networks of relationships between the most-cited studies, grouping them under 

common themes, with the object of providing a diagrammatic description of the knowledge base 

constituted by accumulated works of research in the HRM and SM field. 

  In this study, therefore, the methodology utilized is based on the bibliometric techniques of 

citation analysis. The term bibliometrics refers to the mathematical and statistical analysis of 

patterns that appear in the publication and use of documents. The techniques used in this paper 

are known as citation and co-citation analysis. Citation analysis is based on the premise that 

authors cite documents they consider to be important in the development of their research. 

Therefore, frequently cited documents are likely to have exerted a greater influence on the 

discipline than those less frequently cited. 

 Similarly, co-citation analysis of documents records the number of papers that have cited any 

particular pair of documents and it is interpreted as a measure for similarity of content of the two 
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documents. The approach is instrumental in identifying groupings of authors, topics, or methods. 

The findings presented and discussed in the two studies lead to the following conclusions. Of the 74 

most influential research studies, those presented in book form are more numerous than those in 

the form of journal articles. At the first, of the 74 most influential HRM research studies 

(1985-2005), those presented in book form are more numerous than those in the form of journal 

articles.  

 And the compilation of citations appearing in articles published in the SMJ from its first issue up 

to and including December 2000 reveals works written in book form as exerting the strongest 

influence: of the 20 most frequently cited works, 18 are books and two are articles published in 

journals. This is a tendency that appears to be changing, judging from the citation tables for more 

recent periods: these reveal a growing use of articles from journals. 
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消費者による悪質クレーム（苦情）の分析と対応に関する心理学的研究 

 

A study of Japanese consumer complaint behavior: 

 Examining the negative experiences of service employees  

     

研究代表者 桐生正幸（社会学部社会心理学科） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

キーワード／①消費者による苦情行動 consumer complaint behavior (CCB) 

            ②ネガティブな経験  negative experiences 

      ③従業員  service employees 

 

平成 27 年度交付額／453,000 円 

 

研究発表／(1)紀要論文 

・桐生正幸 (2015). 犯罪心理学による悪質クレーマーの探索的研究、東洋大学 21 世

紀ヒューマン・インタラクション・リサーチ・センター研究年報,13,45-50. 

 

(2)学会および口頭発表 

・桐生正幸 悪質クレーマーの検討(2)、日本犯罪心理学会第 53 回大会（東北大学） 

平成 27 年 9 月 26 日 

・Kiriu M. A study of Japanese consumer complaint behavior: Examining the 

negative experiences of service employees. 31st International Congress of 

Psychology, 24-29 July 2016, Yokohama, Japan. 平成 28 年度予定 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

インターネットによる調査である。質問は、先行研究などを参考とし作成したオリジナルの質問

内容である。調査対地域は日本全国、調査時期は 2015 年 8 月 28 日から同月 30 日である。調査対

象者は百貨店、スーパー、コンビニエンスストアなどの接客業である。有効回答者は 312 名（女性

179 名、男性 133 名；平均年齢 41.1 歳）である。 

２．研究経過および成果の概要 

 結果は次のとおりである。クレーマーの人数は「1 名」が 78.2%、性別は「男性」が(57.1%)であ

り、年齢（推定を含む）は、「50 歳代」(26.0%),「40 歳代」(18.6%),「60 歳代」(17.9%),「30 歳代」
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(17.9%)の順であった。クレームのきっかけとなった具合的な理由としては、「店側の対応ミス、悪

さ」（オーナーの態度が悪い、レジの打ち間違いなど）、「お客の勘違い」（千円札のみの両替機に誤

って１万円札を入れたことを店のせいにした、など）の順で多かった。クレーマーの要求としては、

「不手際などに対する謝罪の要求」が最も多かった。また、クレーマーの話し方や態度について、

複数回答を求めたところ、「威圧的な話し」、「威圧的な態度」、「一方的な話し」、「攻撃的な話し」、

「大声」、「身振り手振りの激しさ」などが多かった。 

３．今後の研究における課題または問題点 

 本調査においても、先行研究などで指摘されている悪質クレーマーの行動特徴が十分に示唆され

る結果となった．また研究を進める上で、「企業や店舗・商品のイメージや評価」、「対応する店員

の属性、態度」、「消費者の属性、ライフスタイル」、「苦情行動の要因、要求・目的」、「苦情の発動

要因」、「対応者や店員と消費者との関係性」といった変数が重要と考察された。 

現在、詳細な分析を実施しているが、例えばクレーマーの話し方に性差が認められる（男性：大

声、威圧的、女性：一方的）、年代によって様態が異なる（50 歳代：大声、攻撃的、0 歳代：上げ

足を取る、30 歳代：淡々と）などが明らかとなっている。今後、それら変数を用い多変量解析にて

タイプ分類を試み、悪質なクレーマーに対する対処方法を検討し、今年開催される「31st 

International Congress of Psychology」にて発表したい。 

 

Summary 

The psychological aspects of consumer complaint behavior (CCB) of Japanese consumers have 

not been examined in detail. This study aims to analyze Japanese CCB by investigating the 

negative experiences of service employees. 

We used an online questionnaire with 17 items. We received responses from 312 respondents 

(179 women, 133 men; average age: 41.1 years). The survey was carried out in August 2015 in 

departmental stores, convenience stores, restaurants that did not sell alcoholic beverages, and 

other stores across Japan. 

The results showed that there are significant differences(p<.05) in the manner of complaints 

(complaints by women were “one-sided,” , men were “shout” or “coercive”), and the purpose of 

complaints (people aged 60 years and above needed an apology from the highest post). These results 

were similar to the expectations of the owners of these businesses. As an extension of this study, in 

future, we plan on questioning consumers who complain. 
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開発途上国における地域防災（自助・共助）能力向上活動の 

体系化・定着化に関する研究 

 

Study on the Sustainability and Capacity Enhancement on Community-Based Disaster Risk 

Management Activities in Developing Countries 

 

研究代表者 松丸 亮（国際地域学部 国際地域学科） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①防災 Disaster Risk Management 

            ②開発途上国 Developing Country 

      ③コミュニティ Community 

        ④能力強化 Capacity Enhancement 

平成 27 年度交付額／1,274,000 円 

 

研究発表／ 

 フィリピン台風ヨランダ災害被災者に関する調査（成果の一部）を都市計画学会論文集に投稿済

みで査読中。査読結果により、発表方法は再検討する。コミュニティ防災に関する調査は、開発学

会（今年度の秋大会、あるいは、来年度の春大会）に公表予定。 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

 本研究は、途上国での地域防災、特に、コミュニティ防災活動を効率的かつ持続性を持つ形で

実施する手法・方法論の確立を目的としており、昨年実施したスリランカに関する研究の継続で

あり、研究対象をフィリピンとしたものである。 

 スリランカでは、災害に脆弱なコミュニティのみを対象としていたが、本研究では、2013 年

にフィリピンを襲った台風 30 号（フィリピン名：ヨランダ、国際名：ハイエン）により被災し、

移転・再定住を行ったコミュニティも対象とした。 

 コミュニティレベルでの具体的な活動内容を知るため、本研究では、2015 年 9 月（第 1 回）

と 2016 年 1 月（第 2 回）に現地調査を実施し、聞き取り、アンケート等を行った。 

 第 1 回調査では、災害脆弱性の高いコミュニティを選定するため、フィリピン中部セブ島の 2

か所のコミュニティを訪問し状況を確認した。また、災害条件が異なる地域に移転した場合のコ

ミュニティ防災の状況を確認するため、レイテ島タクロバン市周辺地域において、台風ヨランダ

の被災者が移転・再定住をした地域でのコミュニティ防災活動に関する調査を実施した。一方、

第 2 回調査では、第 1 回調査で選定した 2 か所のコミュニティ防災活動（ガダルペ地区およびタ
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リサイ地区）およびラプラプ地区の 3 か所において、コミュニティ防災活動の実施状況と住民の

防災意識・知識に関する調査を行った。 

２．研究経過および成果の概要 

2 回の現地調査を通じ以下のことが明らかになりつつあるが、分析はまだ途上であり、今後も分

析を進めていく必要がある。 

 台風ヨランダにより被災し、移転・再定住した地区 2 か所（GMA、GK） 

 ここでは、でコミュニティ防災活動の実態に係る聞き取りを行った。 

 この地域は、移転・再定住が始まったばかりで、調査時点ではコミュニティが形成途上で

あった。また、聞き取りによれば、地域での防災活動（教育・啓発や避難訓練など）は実施

されていないとのことである。 

 新しい地域では、従前居住していた地域とは異なった災害特性を持つことから、住民の安

全な生活を確保するためにも、新しいコミュニティにおいて、早期の地域防災活動の必要性

が認められた。1 つの移転地（GK）は、その設立に NGO が大きく関与していることから、

この NGO を中心に防災活動を実施していくことが考えられるが、費用と専門性を確保する

ことが課題と考えられた。 

 災害脆弱性の高い地域 

 第 1 回調査において、対象とする地域を選定し、第 2 回調査において、3 つのコミュニテ

ィ（ガダルペ、タリサイ、ラプラプ）の住民に対し、防災意識と防災知識に関する質問紙調

査を実施した。 

 質問紙調査については、現在詳細な分析を行っているところであるが、3 つのコミュニテ

ィは、災害の種類、防災教育のレベルなどが異なっており、防災教育や地域での活動の違い

が住民の知識レベルに影響を与えていることが明らかになってきており、教育のどの要因が

大きな影響を与えるのかについて分析を進めているところである。 

３．今後の研究における課題または問題点 

 本研究を実施したことで、スリランカとフィリピンにおけるコミュニティ防災活動に関する事

例が収集できた。一方、フィリピンではスリランカで得られた結果ほど明確な要因が見られなか

った。今回の研究結果をもとに、さらなる要因の分析が必要となろう。 

 そのような分析を通じ、地域によらず普遍化できる部分、地域に特徴的な部分などの整理を行

うとともに、同じく東南アジアにおける災害頻発国でありいくつかのコミュニティレベルの防災

活動の実施例が見受けられるインドネシアや他の国へも検討対象を広げ、普遍的なコミュニティ

防災活動の手法確立を目指したい。 
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Summary 

 Community level disaster risk management (CBDRM) activities are one of important 

activities to mitigate the damage of natural disasters in developing countries as those countries 

have budget constrains for investing large-scale disaster risk reduction facilities. The CBDRM 

activities were usually implemented by different aid organizations from outside the community 

and the many of the activities have not been continued after the organization left the 

community. This shows that it is required to have an effective method for sustainable CBDRM 

activities. Under this situation, the author is conducting a research aims to develop an effective 

method to promote the sustainable CBDRM activities as overall goal. To achieve this overall 

goal, last year, the author received the Inoue Enryo Research Fund and conducted a research to 

identify the good practice, issues and lessons learned at the communities in Sri Lanka. 

 This year, as the second step of the above mentioned research, the author conducted 

the similar research in Philippines to know the CBDRM situation in Philippines. 

 In September 2015 and January 2016, the author conducted field surveys in 

Philippines. During the first survey, author visited two vulnerable communities near Cebu City 

against natural disasters and collected basic information on the CBDRM activities.  Also, the 

author visited two relocation housing sites for the Yolanda victims in Leyte to understand the 

situation of CBDRM activities. As for the second field survey, a questionnaire survey was 

conducted in three vulnerable communities that have different natural and social background 

as well as different experience in CBDRM activities. 

 As a result of the preliminary analysis, the followings have been identified. 

 In the relocation sites for the Yolanda Victims, there were no CBDRM activities yet. As the 

situation against natural disasters of the residents living in the relocation sites is different 

from the previous situation, appropriate CBDRM activities should be conducted to give 

proper knowledge and to make them safe. 

 According to the preliminary analysis of questionnaire sheets, there are positive 

relationship between the experience of CBDRM activities and awareness and knowledge 

levels. However, respondents have different background in terms of natural conditions, 

social situations, etc. Therefore further analysis on the factor that affects the people’s 

awareness and knowledge will be required. 

 As a results of this particular research and the previous research in Sri Lanka, two 

different examples have been collected. Using these two different examples, a comparative 

study will be conducted to identify common and different practices and issues for sustainable 

CBDRM activities. Further, examples from other countries should be collected to support the 

research results. 
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死生観と自殺に関する死生学的研究 

－哲学的実践としてのデス・エデュケーション― 

A Thanatological study between Suicide and views of Life and Death 

－A Death Education as a philosophical practice－  

     

研究代表者 岩崎 大（「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①死生観 View of Life and Death 

            ②自殺  Suicide 

      ③死生学 Thanatology 

        ④実存  Existence 

      ⑤日常性 Ordinariness 

平成 27 年度交付額／400,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・「死生観形成における日常性の問題」東洋大学東洋学研究所研究発表例会、2015 年 10

月 31 日、東洋大学平成 27 年 12 月 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

研究の目標は、既に行ってきた死生学研究の成果を基礎としつつ、精神医学的、社会学的考

察を踏まえたかたちで、自殺に対する哲学的実践としてのデス・エデュケーションを提示する

ことにある。 

本研究の基礎となるのは、文献研究を中心とした、自殺に関する哲学的考察であり、「理性

的判断としての自殺がありえるのか」という問いが、現実の自殺といかに無縁であるかを示す

ことで、逆説的にこの問いのもつ可能性を明らかにする。 

自殺に関する哲学的研究を基礎にして、精神医学的研究と社会学的研究を、文献やデータ、学会・

研修会参加等を通して分析し、これを死生観形成という視点から考察する。自殺者の履歴や心理、

および自殺の原因は一様なものではなく、断定的判断は困難であるが、客観的状況や本人の言動か

ら、自殺における死の隠蔽を明らかにする。 

以上の考察によって、自殺予防に関わる死生観形成を促す哲学的態度の獲得という目的を明

らかにし、これを実全する実践についても提示していく。 

２．研究経過および成果の概要 

 6 月から 8 月にかけては、主に自殺に関する哲学的考察について、資料を精読し、その理解
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を深めていく作業を行った。とりわけカミュの自殺論において言及される、人間と世界の間に

ある必然的な不条理の関係がもたらす感情、気分の構造と、それに応ずる人間の態度としての、

無自覚、自殺、反抗という選択肢について、現代社会とのつながりに注意しつつ分析を行った。 

 9 月 11 日から 13 日にかけて日本自殺予防学会の第 39 回総会および学会認定研修会に参加

した。11 日の学会認定研修会では「自殺の危機介入の 10 エッセンシャルズ：複雑事例を通し

て学ぶ自殺予防の実践」と題し、参加者とファシリテーターのグループで事例を検討し、リス

ク因子の確認、自殺危険度の判断、必要な対応のそれぞれを学会が作成した 10 エッセンシャ

ルズという指針を基に分析していくトレーニングを行った。12 日、13 日の総会での主な論点

は、ゲートキーパーをいかに構築するか、精神医学的な、薬物投与に関する法整備も含めた臨

床の問題、そして自殺予防のための教育体制の構築の三点にあった。自殺予防の方法としては、

国民に対する教育や法整備といった全体的介入、自殺リスクの高い人間に対する対処として医

療や相談窓口などを設ける選択的介入、そして高リスク者を精神障害や自立支援を含めて長期

的にフォローする個別的介入というものがあり、研修会同様、医療従事者は選択的介入を重視

し、保健師は個別的介入に、教育者は全体的介入に注目する。自殺の哲学的介入は主に全体的

介入に寄与する意味合いが強いが、多様な個別性を持った自殺念慮者に対して、過度のマニュ

アル化に進みがちな医療、保険分野に対し、個別性のあるコミュニケーションを提案する必要

性が明らかになった。 

10 月には自殺の思想的遠因と考えられる「死生観の空洞化」が形成される社会構造につい

て、東洋大学東洋学研究所研究発表例会において「死生観形成における日常性の問題」と題し

発表を行った。発表を通して、現実の死が覆い隠される日常と、死の現実を前にあるべき態度

を見失う非日常の現場の対象性を、様々な現場の視点から得ることができた。 

3 月には『「エコ・フィロソフィ」研究 第 10 号』にて、「The Significance of Views on Nature 

in Forming Views on Life and Death」と題する英語論文を掲載した。死生観を育む環境とし

ての自然環境の意義を、死への意識の切迫性という視点で論じ、自殺予防の環境構築について

一案を提示した。 

３．今後の研究における課題または問題点 

 今後の研究では、まず文献研究において、エピクロス、ヒューム、フーコー、ショーペンハ

ウラーらの哲学的自殺論を分析するとともに、デュルケーム、エリアス、ウォルター、パーソ

ンズらの社会学的な死の考察、さらには現代の日常性に関する諸文献を精読し、現代社会にお

ける自殺の構造を精査する。 

その上で、具体的な実践としてのデス・エデュケーションを提示していく。自殺臨床におけ

るマニュアル化の意義は、個人の力量に依存しないこと、そしてアセスメントによる客観性を

確保することにあるが、これは個人の感情や意見を抑圧することを条件にするものではないは

ずであるが、この点、臨床家の意識や技量には改善の余地がある。その点の意識付けを哲学的

に説明していく作業が今後の課題になる。 
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Summary 

“A Thanatological study between Suicide and views of Life and Death” is a philosophical practice as 

a Death Education whose goal is suicide prevention. In the document research, I studied some 

philosophy of suicide, especially the concept “absurd” by Albert Camus would have a significance for 

views of life and death for people of today.  

In September, I took part in “The 39th convention, Japanese Association for Suicide Prevention”. 

And I had a training program about various psychiatric suicide prevention techniques. 

In October, I presented a research “The problem of Ordinariness in forming own view of life and 

death” in Institute of Oriental Studies. 

In March, I contributed a report “The Significance of Views on Nature in Forming Views on Life and 

Death” in Eco-philosophy No.10 which published by Transdisciplinary Initiative for Eco-Philosophy. 

In reality, the view of nature and the view on life and death are not independent perspectives but 

two aspects of a worldview. In modern times the view of nature, view on life and death, and the view 

of the world do not carry such importance as to serve as a guideline for our daily lives. They have 

become separate, independent concepts that have lost their meaning. However, it also can be said 

that environmental issues and end-of-life care have become important issues related to our own 

lives that force upon us an awareness of a view of nature and a view on life and death. Through 

work as a hospice volunteer, the author experienced how a terminal patient's awareness of life and 

death changes with the patient's increased recognition of nature. Recognizing the connection of 

view of nature = view of life and death = view of the world is an appropriate form of care for 

terminal patients and promotes an awareness of environmental issues among people.  

Beyond this, however, it has the philosophical meaning of providing a sense of well-being to the 

individual. And this would be a effective practice for suicide prevention. Then, the task of this study 

is to create some environments which make people forming own views of life and death, that 

prevent themselves from suicide. 
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複雑な束縛条件下での反応拡散過程による有殻原生生物の骨格構造形成シミ

ュレーション 

 

Numerical Simulations of Reaction-Diffusion Equations under Complex Constraint Conditions for 

Understanding Skeletal Structure Formations of Protistan Planktons 

 

研究代表者 吉野 隆（理工学部機械工学科） 

 

研究期間／平成 27 年度 4 月 1 日〜平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／ ①数理プランクトン学 

 ②数値シミュレーション 

 ③反応拡散過程 

 ④放散虫 

 ⑤チューリング・パターン 

平成 27 年度交付額／1,224,000 円 

 

研究発表／ (1)学会および口頭発表 

・第 28 回回路とシステムワークショップにおいて「多面体を用いた球面上の点配置の解

析とその応用」を招待講演（08/03） 

・新潟大学形の科学シンポジウムにて，「軸対称形状をもつ放散虫の流体力学」を講演

（09/02） 

・新潟大学コア・ステーション形の科学研究センターシンポジウムにて「捕食方法の違い

から放散虫の骨格構造の多様性を理解する試み」を講演（02/27） 

 (2)論文 

・論文「Turing-Richards Model（放散虫形態形成の数理モデル）の検証」が大阪微化石

研究会特集号にて受理（印刷中） 

 

研究結果および成果の概要 

１．研究方法 

 本研究課題は，単細胞生物の骨格構造進化において反応拡散方程式が重要な役割を果たしていること

の説明を目的としている．形態形成のための複雑な仕組みを持つことができない単細胞生物がどのよう

にして骨格構造の多様性を獲得したのかを数理科学の立場から解明することは，生物多様性の仕組みを

知る上でも重要なことである．次に述べるような計算手法の確立を試みた．骨格形成過程が生物の細胞

膜内での物理的な過程であることを踏まえ，敢えて「古典的な"反応拡散方程式の数値計算（Turing 

Pattern の計算）のみ」でその形成過程をシミュレートする．「複雑な束縛条件のもとで得られる反応
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拡散方程式の解が骨格構造のデザイン原理である」という仮説を立てて，この仮説を証明するために複

雑な束縛条件のもとでの計算手法を目指した．それは次のようにまとめられる．はじめに，複雑な束縛

条件における計算を行うために，任意のグリッドに対応するように計算アルゴリズムを一般化する作業

を行う．さらに，グリッド形状の時間変化にも対応できるような一般化を行う．これは，複雑なメッシ

ュにおける数値解法として確立された方法があるので容易である．このとき，束縛条件の時間変化はそ

の生物の成長に対応している．次に，有殻原生生物の実際の骨格構造データの入手とその解析を行う．

得られた骨格構造の解析は，STL データ（三角形面によって構成される三次元データ）からその構造を

抽出することによる．これまでに蓄積された多面体幾何学の知見を用いて，多数の三角形面で構成され

たデータから特徴を抽出することを試みる．球形や回転対称形構造をもつ骨格については，球面にマッ

プしやすいので特徴の抽出は容易であると予想される．最後に，計算結果と 3 次元データの比較方法を

確立する． 

 

２．研究経過および成果の概要 

 はじめに取り組んだのは，計算アルゴリズムを一般化する作業である．反応拡散系の場合，ラプラシ

アンの表現が最も困難になるが，形状が曲面の場合には Gauss-Green の定理を導入することによって

可能になることがわかった．これを用いて，球面上での任意グリッドでの反応拡散過程を計算すること

に成功した． 

 次に，有殻原生生物の実際の骨格構造データの入手とその解析を行った．佐渡および沖縄で行ったサ

ンプリングから放散虫の骨格サンプルを入手することができた．ここで得られた骨格構造の解析を行っ

て， STL データ（三角形面によって構成される三次元データ）から特徴を抽出することに成功した． 

 これまでに収集してきた 3D データから明らかになっていることの一つに，その構造の多様性がある．

その多様性を説明するために，ここまで開発してきたシミュレーション手法によって数値計算を行った．

計算の対象を球面上の反応拡散過程に限定し，パラメータの違いによって安定構造に生じる違いを確認

した．この違いは中生代の放散虫 Pantanellium の骨格データから抽出した特徴に見られる試料間の違

いを説明し得るものであった．この結果は論文にまとめつつある． 

 ここまでの研究に関係して，放散虫の形態を作ると予想された Turing-Richards モデルの妥当性に

ついて検討した．このモデルは Turing が修士課程の学生（Richards）に対して，Turing Pattern の

現実的な応用として研究したものである．当時の環境では３次元グラフィックスによる可視化が行われ

なかったために結果についての吟味が不十分であった．当時と同じ手法を用いて得られた結果を３次元

グラフィックスで表現した．はじめに，もとの論文をなぞって球面調和関数の重ね合わせで構成される

近似解を得た．次に，得られた解をコンピュータ・グラフィックスで表示した．グラフィックスは，得

られた解が実際の放散虫骨格の形状とは一致しないこと明らかにした．一方で，近似解を球面上の濃度

分布で表した画像は，球形放散虫の骨格構造と一致する要素があることもわかった．この数理モデルは，

放散虫の形状を定量的に説明するには不十分であるが，球形放散虫の骨格形成という視点からは意味が

あるものである．これらの成果は論文にまとめられ受理されている． 
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３．今後の研究における課題または問題点 

 本研究はまだ端緒についたに過ぎない．有殻原生生物の骨格は多種多様であり，まだその構造の多様

性を説明する理論や数理モデルはない．本研究のような数理科学的なアプローチは，分類と記載に重き

を置くこの研究分野では稀である．しかし，仮説をもとにその妥当性を議論するアプローチは今後この

分野で不可欠なものになっていくと考えている． 

 本研究で実際に計算できたのは球面上での反応拡散過程のみである．しかし，今回開発した数値計算

法は球面のみならず任意の表面形状に適用可能なものである．この手法を今回適用しなかった表面形状

に応用することで，有殻原生生物の多様性を説明する試みが可能であるのかを検証する必要がある． 

 

Summary（英語 400 words） 

   We investigated the formations of skeletal structures of protistan planktons using the numerical 

simulation of the reaction-diffusion equations under complex constraint conditions. The 

reaction-diffusion equations were a couple of equations which describes spatio-temporal changes of 

two chemical species called activator and inhibitor. The formation process of the skeletal structure 

is physical process so that the formation can be described by the equations of coupling of diffusion 

and chemical reactions of skeleton forming materials. This type of equations is called the Turing 

system and the patterns displaying obtained solutions are called the Turing patterns. In order to 

simulate the formation of skeletal structures, we introduce a new method for solving the Turing 

system on curved surface. Firstly, we developed the method for numerical simulations of given 

equations on curved surfaces using the Gauss-Green theorem. Secondary, we realized the method in 

a case of spherical surface. We obtained the numerical results of the Turing systems changing the 

initial conditions and the parameter corresponding the radius of the sphere. The results were 

agreed with the observed structures of the genus Pantanellium, a type of Mesozoic radiolarian.  

   We also examined a mathematical model for radiolarian morphogenesis: Turing-Richards model. 

By tracing the original articles, we obtained approximated steady solutions consisting of spherical 

harmonic functions. We visualized the results using computer graphics. The 3D images showed that 

the solutions of this model did not agree with the shapes of real radiolarian skeletons. Using the 

same solutions, we also represented the concentration distribution of activator on spherical surface. 

The resulting pattern seemed to have basic properties of skeletal structures of spherical 

radiolarians. We concluded that this model was insufficient for quantitative description of 

radiolarian morphogenesis, however, it was meaningful from the viewpoint of skeletal construction 

of spherical radiolarians.  

   This study reached the starting point of theoretical approach to analyzing the skeletal 

structures of protistan planktons. In order to to explain the divergence of the species of the 



152 

 

planktons, further progress is required.  
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磁気的に相互作用するラシュバ電子系におけるスピン・電流応答および光学

応答の理論 

Theory of spin, current and optical responses in the ferromagnetic Rashba electron-gas system 

 

研究代表者 柴田 絢也（理工学部電気電子情報工学科） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①ラシュバ型スピン起動相互作用 Rashba spin-orbit interaction Identity 

            ②スピンおよび電荷輸送 spin and charge transport 

       ③電気磁気光学効果  magneto-electro optical effect 

       ④空間および時間反転対称性の破れ Breaking space and time inversion symmetries 

       

平成 27 年度交付額／600,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・柴田絢也、竹内祥人、河野浩、多々良源、バルクラシュバ電子系における電気磁気光

学効果、日本物理学会 2015 年秋季大会、2015 年 9 月 17 日、関西大学、千里山キャン

パス 

(2)論文発表 

・Junya Shibata, Akihito Takeuchi, Hiroshi Kohno, and Gen Tatara（共著）Theory of 

Anomalous Optical Properties of Bulk Rashba Conductor J. Phys. Soc. Jpn. 85, 

033701 (2016)  

 

研究経過および成果の概要   

 

１．研究方法 

  近年、物性物理学では固体中の電子スピン自由度をデバイスへと応用しようとするスピント

ロニクス分野が国内外を問わず盛んに研究されている。その中で、電場によりスピンを制御す

ることができる Rashba 電子系は、そのデバイス応用への期待が高く, その物性(電気応答, 光

学応答)の研究に注目が集まっている。研究代表者は、これまでスピントロニクス分野で主に強

磁性金属を対象に、その電流及びスピン輸送に興味を持って研究を行ってきた。本研究は、こ

れまでの計算技術を汎用して、この Rashba 電子系の電気磁気光学効果を理論的に解析するた

めに、光学電気伝導率を線形応答理論により評価し、物質中の Maxwell 方程式から、Rashba

電子系における電磁波の伝搬解析を行った。 
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２．研究経過および成果の概要 

    考察対象系は空間反転対称性及び時間反転対称性が破れた系である。前者に伴って、Rashba  

    型スピン・軌道相互作用(ROSI)、後者に伴って、磁化との磁気的相互作用（交換相互作用エネ 

    ルギー）が系に現れる。これからミクロなハミルトニアンが与えられ、電子系のエネルギー分 

    散を求めることができる。この分散は, 二つのスピンバンドに分裂し、磁気的相互作用により、 

    波数空間に対して非対称な形となる。この非対称性から二つのスピンバンド間の電磁波吸収に、 

    電磁波の進行方向に対する依存性が現れると予想される。これは、近年盛んに研究されている 

    マルチフェロイック系物質と同等の性質を有するものである。これらの予想を理論的に確か 

    めるために、具体的には、光学的電気伝導率を与える電流及びスピン間に対する相関関数を 

    Green 関数法に基づき評価した。最初に、磁化のない状況に対して、相関関数を評価し、光学 

  的電気伝導率を評価した。先ず、通常の電気伝導度(Drude conductivity)が ROSI により, 異方 

  性を持つことが分かった。この結果から、系は二つの異なる値のプラズマ振動数を有すること 

  が導かれる。これにより、これらプラズマ振動数の間の領域において系は、向きに応じで金属 

  的誘電体的になる。この異方的な特徴は、近年盛んに研究されている双曲型メタマテリアル物 

  質と同等であり、したがって、Rashba 系は、負屈折減少など、双曲型メタマテリアルで現れ 

  る特異な光学現象が起こると期待される。次に、電子の波数の一次に比例する光学的電気伝導 

  度の項の光学的効果について考察した。この項は, 系の電流及びスピン応答に対する ROSI の 

  影響を表している。ROSI により, 系は電場によりスピン分極(Edelstein 効果), 磁場により電 

  流(逆 Edelstein 効果)がそれぞれ誘起される。このような効果は交差相関効果と呼ばれ、前述 

  のマルチフェロイック系で盛んに研究されている。この効果の光学応答は、光学活性及び複屈 

  折などが現れる。これらの現象はいずれも、電磁波の偏光の向きが回転するものであり、光ア 

  イソレーターなどの応用に期待が持たれる。 

   次に、系に磁化が存在する場合を考察した。最初に、磁化の向きと Rashba 場の向きが平行 

  な場合において、異常ホール効果を表す電気伝導度を導いた。これにより, 光学応答としては、 

  磁性物質で現れる Faraday 効果が、Rashba 系にも現れることが分かった。次に、磁化の向き 

  と Rashba 場の向きが垂直な場合を考察した。この時は、前述の電子のエネルギー分散の非対 

  称性により、方向２色性が現れると期待されるが、具体的な計算により明らかにこの効果が起 

  き得ることが示された。さらに、この吸収がある振動数(吸収端)で非常に大きくなるという重 

  要な結果が得られた。 

   以上、本研究の結果を概観した。現在までに、ここまでの成果の学会発表(1)がなされ、英語 

    論文(2)が出版されている。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

    これまでの研究においては、Rashba 電子系と磁気的相互作用する磁化の大きさは、ROSI 

  より十分小さいとして評価を行ってきた。これは、解析的な評価を行う為の近似であり、より 
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  詳細な解析をしていくためには、コンピュータを持ちいた相関関数の数値的評価が必要となっ 

  てくる。これにより、磁化のエネルギーと ROSI の強さが同等の場合についての評価を行うこ 

    とが可能となる。さらに、磁化が外部磁場によって歳差運動を行っている場合についても、そ 

    の理論構築及び解析を行っていきたい。 

 

 

 

Summary 

 We theoretically study spin and charge transport and optical magnetoelectric effects in a 

ferromagnetic bulk Rashba electron system, where spins of electron gas in the Rashba system is 

ferromagnetically coupled to local spins of the ferromagnet(magnetization). This system breaks 

both space inversion symmetry in the direction parallel to the Rashba field, which induces the spin 

orbit interaction(ROSI) and time inversion symmetry due to the magnetic coupling to the 

magnetization, which are expected to exhibit the novel optical magnetoelectrical phenomena, i.e., 

optical activity, linear birefringence, Faraday effect and non-directional dichroism.  To confirm 

these microscopically, we evaluate spin and current response induced by an external 

electromagnetic field based on the linear response theory.  

 First, in the absence of magnetization, we showed that the ROSI softens the plasma frequency in 

the plane perpendicular to the Rashba field. This result indicates   that there can exist two types 

of plasma frequency and the system exhibits an anomalous optical phenomenon known as “negative 

refraction’’ in these frequency regions. This phenomenon has been investigated in the hyperbolic 

metamaterials. Thus we concluded that the ROSI provides the system with such the anisotropic 

property and, as s result, the system with a large Rashba spin-split bands becomes a kind of 

hyperbolic material, where two elements of dielectric permittivity take mutually opposite signs and 

the equifrequency dispersion surface for electriomagnetive wave becomes hiperboloid. Concreately, 

we considered the electromagnetic wave propagation in the Rashba system by solving the Maxwell’s 

equation included in the microscopically calculated optical conductivity. We showed that unusual 

wave propagations known as negative refraction and backward wave.  

 Second, in the presence of magnetization, we evaluated the correlation functions and the optical 

conductivity up to the first order in the wave vector of the electron and the magnetization. The 

results showed that the optical conductivity is proportional to the vector product between the 

Rashba field and the magnetization.  Since the former breaks the space inversion symmetry and 

the latter breaks the time reversal symmetry, this vector product corresponds to the “toroidal 

moment” appearing in multiferroic materials. Thus this result indicates that the Rashba system 
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accompanied with the violation of time reversal symmetry can exhibit a nonreciprocal optical effect 

in the direction of propagating vector of light, termed nonreciprocal directional dichroism(NDD). 

We demonstrated this effect by solving the wave equation for electric field and evaluated the 

absorbtion cofficient of NDD. It is found that the absorption coefficient exhibits singularities at two 

finite frequencies, which correlates to van-Hove singularities of the joint density of state for 

interband transitions between spin-split bands.  
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多変数の作用素平均の不等式に関する研究 

Research on inequalities for operator means of several variables 

     

研究代表者 山崎 丈明（理工学部電気電子情報工学科） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①作用素 Operator 

            ②不等式  Inequality 

      ③幾何平均  Geometric mean 

        ④カーチャー平均 Karcher mean 

      ⑤正値作用素  Positive operator 

平成 27 年度交付額／472,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・宇田川陽一, 山崎丈明, 柳田昌宏, (共著)「Some properties of weighted operator 

 means due to Palfia and Petz」日本数学会秋季総合分科会、平成 27 年 9 月 15 日 

(2) 論文発表 

・R. Bhatia, Y. Lim, T. Yamazaki（共著）「Some norm inequalities for matrix means」  

Linear Algebra and Its Applications, Vol. 501 (2016 年 7 月) pp. 112-122. 

・S. Wada, T. Yamazaki (共著) 「Equivalence relations among some inequalities on 

operator means」Nihonkai Mathematical Journal, 掲載予定。 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

最初に、図書資料費で購入をした Springer 社等の電子書籍を用い、文献調査を行った。主に

調べた文献は作用素論、幾何学、複素関数論または代数学に関する文献であった。それを基に

新しい結果を導くべく研究を行った。研究は予想を立てることから始まる。先行研究の成果を

もとに、自然な予想を立てていく。その予想が正しいことが証明できれば新しい研究成果とな

るのだが、簡単には証明できない。そこで、コンピュータソフト Mathematica を使ってシミ

ュレーションを行った。予想が正しければ、コンピュータによるシミュレーションの結果も予

想通りになるが、そうでなければ芳しくない結果に終わる。これによって予想を立て直す必要

が生じることもある。この作業を経て、より確度の高い予想を作り上げていく。コンピュータ

ソフトによるシミュレーションをした後は、予想を証明すべく努力をしていく。この過程では、

問題点の本質を洗い出す作業を最初に行う。問題を単純化や抽象化することによって、問題の

本質が見えてくる。十分に問題を単純化または抽象化したと思われたら、過去の文献を再び調
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査する。この段階では、似たような事例や有用と思われる理論を探す。過去の文献は膨大な数

にのぼるので、一人ではすべての文献を調査することはできない。そこで、必要に応じて国内

外の研究者と連絡を取りながら研究を進めた。本研究では、インドの R. Bhatia 氏, 韓国の Y. 

Lim 氏、木更津高専の和田州平教授、東京理科大の柳田昌宏准教授と大学院生の宇田川陽一

氏と共同で研究を進めた。共同研究は主にメールを用いて新しく得た結果を報告しあうことが

主であるが、それだけでは不十分であった。したがって、研究集会に参加する際に細かい議論

をした。 

２．研究経過および成果の概要 

本研究では、上記に挙げたとおり 1 件の学会発表と 2 編の論文を発表した。以下、成果の概要

を述べる。 

(1) Palfia-Petz によって、任意の作用素平均から重みつきの作用素平均を作る方法が得られて

いる。Palfia-Petz の研究では、重みつき作用素平均の性質を深く掘り下げていなかったので、

本研究では重みつき作用素平均自身の性質を調べた。最初に、重みつき作用素平均の dual, 

orthogonal, adjoint を求めた。これらは重みつき算術平均や重みつき幾何平均など、具体的な

作用素平均ではすぐに計算をすることができるが、一般の場合は知られていなかった。研究の

結果、とても自然な結果が得られた。重みつきの平均では、interpolatinal という概念が非常

に重要である。 Hardy-Littlewood-Polya による文献「不等式」は世界的な名著であるが、そ

の文献で扱っている平均は interpolatinal という性質を備えているものに限られていた。本研

究では、作用素平均が inteoporatinal という性質を持つための必要十分条件を得た。これら

の結果を日本数学会秋季総合分科会で発表した。共同研究者は東京理科大学の柳田昌宏准教授

と大学院生の宇田川陽一氏であった。 

(2) 2 番目の研究は、Y. Lim 氏と研究代表者によって示された、Power mean における 

Ando-Hiai 不等式を、作用素ノルムへの不等式へ応用することを目的としている。Power 

mean は作用素の幾何平均であるKarcher mean を含む作用素平均である。Karcher mean に

おける Ando-Hiai 不等式は、研究代表者によって既に得られ、そのノルム不等式への応用が 

Hiai-Petz によってなされた。そこで、Karcher mean の拡張である power mean に対する 

Ando-Hiai 不等式を、ノルム不等式へ応用することは、自然な流れである。この研究では

Schatten p norm において P=1,2,∞の場合に、目的とする結果が得られたので、Linear 

Algebra and Its Applications に投稿し掲載された。共同研究者はインドの R. Bhatia 氏と韓

国の Y. Lim 氏であった。 

(3) 3 番目の研究は、Uchiyama と研究代表者 による、 2014 年に発表された論文を一般的に

拡張することが目的である。先行研究では Karcher mean による議論が主であったので、本

研究では Karcher mean にこだわらず一般的な作用素平均について同様の結果が成り立つこ

とを示した。さらに、対数平均のアイディアを利用して、より一般的な対数平均ライクな作用

素平均を定義した。この研究は Nihonkai Mathematical Journal に投稿し掲載が決定してい
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る。この研究は木更津高専の和田州平教授との共同研究である。 

３．今後の研究における課題または問題点 

上記 (1) の研究では、多くの課題が残されている。重要な問題としては、重みつき作用素平均

の重みに関する凸性と微分可能性である。どちらも自然な性質であるように思えるが証明され

ていない。特に平均の重みに関する微分可能性は、情報理論におけるエントロピーと密接な関

係があるため、特に重要な問題と考えている。(2) については、まだ研究目的を達成していな

い。そのため (2) については引き続き研究を続ける。具体的には、任意の  1<p に対する 

Schatten p norm に対して、目的とするノルム不等式を示したい。(3) については、当初の研

究目的は達成している。ところが、研究の途中で新しく対数平均ライクな作用素平均を定義し

た。この作用素平均に関する研究は、まだ手付かずであることから、今後の研究課題としたい。 

Summary 

In this research, we have obtained 2 papers and give a talk at a Conference. All papers have 

been reviewed before publication, and written in English. We shall introduce the summary of 

this research as follows: Our research is to develop the theory of bounded linear operators on 

a complex Hilbert space. 

(1) In the first research, we studied weighted operator means which has been obtained by the 

algorithm due to Palfia-Petz. For any operator mean, Palfia and Petz have obtained an 

algorithm making the weighted operator mean. But they have obtained only few properties of 

weighted operator means. So we gave other some properties of weighted operator means.  In 

fact, we give concrete formulae of dual, orthogonal and adjoint of weighted operator means, 

firstly. Next, we gave a characterization of interpolational means. Interpolatinal property is 

one of the most important properties of means. This research has been submitted to the 

Conference of Mathematical Society of Japan as a contributed talk with Prof. M. Yanagida 

and Dr. Y. Udagawa. 

(2) The second research is to apply the Ando-Hiai inequality for the power means into norm 

inequalities. In the previous research, we obtained a norm inequality for the Karcher mean 

which is a kind of geometric mean of several operators. Our main aim is to extend the 

previous research to the power mean. The power mean is an extension of the Karcher mean, 

and it interpolates the arithmetic and geometric means. We have obtained some norm 

inequalities which holds for Schatten p norms for p=1,2,∞. We submitted these results to 

Linear Algebra and Its Applications, and it was accepted for publication after the review. It is 

a joint work with Professors R. Bhatia and Y. Lim. 

(3) The last research is to extend the previous research by Prof. Uchiyama and myself. In the 

previous research, we obtained some equivalence relations among operator means. In that 

work, we discussed the Karcher mean, a kind of geometric mean, mainly. In this research, we 
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obtained more general results than the paper by Prof. Uchiyama and myself. In fact, we 

treated several operator means which are greater than the harmonic mean and less than the 

arithmetic mean, and obtained similar results to the previous research for these operator 

means. Moreover, we defined a new concept of operator means which are defined by 

integrating weighted operator means on their weight vectors like the logarithmic mean. It 

will be published in the Nihonkai Mathematical Journal. It is a joint work with Professor S. 

Wada. 

 

 

  



161 

 

 大規模災害時の迅速対応を可能とする風除染システム開発 

Development of wind decontamination system for the rescue operation in a large-scale accident  

     

研究代表者 イム ウンス（理工学部建築学科） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①風除染  Wind decontamination system 

            ②強制対流  Forced convective flow 

      ③液状汚染物質  Liquid-phase contaminant 

        ④粒子状汚染物質 Particulate-phase contaminant 

       

平成 27 年度交付額／1,600,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・ エアガンを用いた風除染システムの開発，日本建築学会論文集への投稿原稿執筆中， 

平成 28 年 7 月投稿予定 

・ エアガンを用いた可搬型風除染装置の性能評価に関する基礎実験， 

空気調和衛生工学会学術講演梗概集，平成 28 年 9 月，掲載予定 

 

研究経過および成果の概要   

1. 研究方法 

 現在，化学剤テロ等の現場から退出する際の除染方法として，湿式除染と乾式除染の２つを併用

している．湿式除染は濡れた着衣の着替えや除染で発生した汚染水の処理，乾式除染は脱衣場所の

確保や脱衣後の着衣の処理に課題を残している．さらに，除染作業による被害者への心理的圧迫，

大人数を除染するための時間の確保，緊急に除染する必要のない人への対処等従来の除染方法だけ

では適切な対応が困難である．そこで本研究では，小さくて持ち運びの簡単なエアガンに着目し，

それを用いた簡易型風除染装置の開発を目的とし，風除染装置の試作品を製作した上に，エアガン

からの吹出噴流性状の詳細計測(ノズルの吹出風速，噴流の各位置での風速分布を計測)，衣類に付

着した汚染物質の除去効率に関する基礎実験(液状汚染物質と炭疽菌などの粒子状汚染物質を想定

し，ノズルの吹出し口と除染対象との除染距離，除染時間，布の素材をパラメータと設定し，除染

効率を整理)を行うことで，風除染装置としての基礎データ蓄積を行った. 

 

2. 研究経過および成果の概要 

2.1 風除染システム 

 可搬型風除染装置を図 1 に示す．風除染装置は，ノズル(KINKI Seisakusho，BTN)を装着したエア
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ガン(KINKI Seisakusho，K-601)，ゴム製のエアーコンプレッサー用接続ホース，空気供給装置(圧縮

ボンベもしくはコンプレッサー)で構成される．除染作業は，圧縮ボンベもしくはコンプレッサーにより

圧縮空気を供給しノズルから空気を噴射して行う．今回用いたノズルは，広い範囲に空気が噴射できる

ように細長い形状をしており，幅 42 mm に口径 1 mm×16 個の噴射口を有する．ノズルの空気使用量(カ

タロ値)は供給圧力 0.4 MPa 時に 275[L/min]である． 

   

図 1 可搬型風除染装置 

 

2.2 噴流の基本特性把握実験 

 エアガンからの噴流の基本性状を把握することを目的とし，ノズルの吹き出し面の中央と同じ高さ

(FL+1.0 m)を中心線と称し，中心線上の各位置において噴流の中心風速，(1)中心風速測定点から水平

方向に噴流の水平風速 Umaxの分布，(2)中心風速測定点から鉛直方向に噴流の鉛直分布を測定した．実

験(1)と(2)の結果を図 2 及び図 3 に示す．  

 

 

     図 2 ノズルからの噴流の中心風速        図 3 ノズルからの噴流の水平風速分布 

 

 中心線上の各位置において噴流の中心風速測定では，ノズルの吹出し面中心（床上高さ 1.1m）から

の距離 0.1m, 0.2m, 2mまで 0.2m間隔で測定を行った．中心風速は 0.1m離れた位置では 24.1m/s，0.2m

位置では 17.1m/s だった．約 0.4m 離れると中心線上の最大風速は 9.8m/s と 10m/s 以下となり始め，

0.6m 位置においては 6.2m/s と風速が小さくなり，強風を利用する除染作業時の効率を考えると除染距

離として 0.5m 以下が望ましいと考えられる．中心風速測定点（実験①の測定位置）において噴流の水

平方向に垂直である水平方向に噴流の水平風速分布では，中心風速測定点から約 0.01m~0.02m 間隔で

風速を測定し噴流の半値幅（Umaxの位置から 0.5Umaxとなる位置までの距離）を把握した．ノズルから

高風速で噴射された噴流は周辺空気を吸引しながら風速は弱くなり水平方向に広がるが，ノズルから
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0.2m 位置では半値幅は 0.02m，0.4m 位置では 0.04m となった．各測定結果を図 2 と図 3 に示す． 
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2.3 除染性能実験 

2.3.1 実験概要 

 実験様子を図 4 に示す．液状と粒子状汚染物質を対象汚染物質とし，除染効率に影響し救助活動に参

考になると思われる除染時間と除染距離をパラメータとし5種類の布素材を対象として実験を実施した．

以下に実験パラメータまとめて示す．  

＊実験パラメータ 

・ 汚染物質：液状物質(純水)，粒子状物質(JIS 試験用粉体 7 種，11 種(関東ローム)) 

・ 除染時間：10s, 30s, 60s, 180s 

・ 除染距離：0.1m, 0.2m, 0.3m, 0.5m 

・ 布 素 材：ガーゼ(綿 100%)，ワイシャツ素材(綿 100%)，作業服素材(綿 100%)， 

  運動服素材(綿 100%)，ニット(アクリル 87%, ウール 8%,  ナイロン 5% ) 

  

 液状状汚染物質を対象とした実験では，全ての布素材，除染距離，除染時間に対して，検討を行った． 

粒子状汚染物質を対象とした実験では，防塵服，メガネ，防塵マスクなどを着用し，実験者の安全を確

保して実験を実施した．実験条件は，布の素材はガーゼを用いており，除染距離は 0.1m，0.5m の 2 条

件に対し，除染時間は 10s とした． 

 

 

図 4 除染性能実験様子（左：除染システム，右上：ノズル，右下：電子天秤） 

 

大空間(もしくは風を防げる屋外空間)にて，一定量の汚染物質を噴霧もしくはふりかけた後，エアガン

により一定距離離れた位置に一定除染時間による除染後の汚染物質除去効率を算出する．除染対象の布

は汚染物質を吸着しないよう表面を加工したスチレンボードに固定する．除染対象は人体の服部面を想
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定し 0.04 ㎡(＝0.2ｍ×0.2ｍ)とした．除染効率の算出，除染前後の重量を測定し，式(1)を用いて除染効

率(η) [%]を算出する. 

η [%] = (1 −
𝑊1−𝑊𝑐

𝑊0−𝑊𝑐
) × 100 （1） 

W0：除染前の重量(g) 

𝑊1：除染後の重量(g) 

𝑊𝑐：布の重量(g) 

 

2.3.2 実験結果 

(1) 液状汚染物質 

 液状汚染物質を対象とした全布素材条件における各除染距離に対する除染時間と除染効率の関係を

図 5 に示す． 

 

 

 

図 5 液状汚染物質の除染時間と除染効率の関係 
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  除染効率は布素材別にやや差異は見られるが，全体的に除染時間が大きくなるにつれ除染効率は上

昇した．全布条件において，除染効率は除染時間 10 秒条件で 10～30％，30 秒条件で 20～50％，60

秒条件で 40～60％，180 秒条件で 50～90％だった．各除染距離に対する除染効率では，目の粗い素材

は細かい素材に比べ，除染距離による効率のバラツキが相対的に大きかった． 

(2) 粒子状汚染物質 

 粒子状汚染物質を対象とした全布素材条件における各除染距離に対する除染時間と除染効率の関係

を図 6 に示す．除染効率は粒径，除染時間，除染距離に関わらず， 全条件において除染効率は 80%以

上だった． 

 これらの結果より，救助活動時には除染距離 0.5m，除染時間 10 秒でも約 80%以上の除染効率が期待

できると云える． 

  

図 6 粒子状汚染物質の除染時間と除染効率の関係 

  

３．今後の研究における課題または問題点 

 本研究課題では，エアガンを用いた可搬型風除染装置を試作し，基本性能検討実験と液状・粒子

状汚染物質に対する除染性能検討実験を行った．今後，様々な救助活動の現場で活用できるように，

ガス状汚染物質に対する除染性能を追加検討した上，救助活動時に使用可能なマニュアルの作成を

目指す．しかし，ガス状汚染物質を対象とした実験は，周辺空気の濃度条件により実験結果に誤差

が大きく生じるため，実験手法の確立が課題である． 

 

 

Summary 

In cases of terrorism acts performed using nuclear, biological, or chemical weapons, prompt 

decontamination and removal of contaminants from the human body becomes critically important 

during rescue. The overarching objective of this study was to develop a decontamination system 

based on forced convective flow from the human body surface by simple type wind decontamination 

system using air gun. This paper introduces a prototype model of a simple type wind 

decontamination system (WDCS) and reports the results of an experimental investigation into its 

efficiency in liquid- and particulate contaminant removal from the cloth as a part of human body. 
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We conducted two kinds of experiments; (1) the fundamental experiment that investigates the 

airflow characteristics of the nozzle of the air gun, (2) the decontamination performance experiment 

of the wind decontamination system with a air gun. Pure water and experimental particles were 

selected as the liquid-phase and particle contaminants, respectively. The decontamination 

efficiency was invested by using the weight of decontamination target (rectangular shape 

0.2m×0.2m). The decontamination efficiency was calculated by equation (1). 

 η [%] = (1 −
𝑊1−𝑊𝑐

𝑊0−𝑊𝑐
) × 100 （1） 

 Wc denotes the weight of a decontamination target that a cloth set on an experimental tray. W0 

denotes the weight of decontamination target including a contaminant, pure water or experimental 

particle, before decontamination operation. W1 denotes the weight of a decontamination target after 

decontamination operation.  

 As a result, the central velocities of the jet flow from the nozzle were over 30m/s in the inlet of the 

nozzle, approximately 24m/s at the 0.1 m away from the inlet and approximately 17m/s at the 0.2m 

away from the inlet. The cases of the decontamination performance experiment of the wind 

decontamination system were set up based on the decontamination performance experiment of the 

wind decontamination system. The decontamination efficiency in the case of liquid phase 

contaminant was approximately 10 ~ 30% in the contamination time 10 second, approximately 20 ~ 

50% in the contamination time 30 second, approximately 40 ~ 60% in the contamination time 60 

second and approximately 50 ~ 90% in the contamination time 180 second. The contamination 

efficiency of particle contaminant was confirmed to exceed approximately 80% within a 10 second 

decontamination time duration. We believe that the wind decontamination system will be helpful 

way for the rescue operation in a large-scale accident.   
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災害や運動施設などの誘導におけるカラーバリアフリー 

―東京五輪の安全・安心に向けて― 

Color barrier free for guiding in disaster situations or athletic facilities: Towards safety and relief in 

the Tokyo Olympic and Paralympics  

     

研究代表者 土田 賢省（総合情報学部総合情報学科） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①カラーバリアフリー  Color barrier free 

            ②デザイン  Design 

      ③表示  Display 

        ④災害 Disaster 

      ⑤評価  Evaluation 

平成 27 年度交付額／1,169,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・Kensei Tsuchida, Chieko Kato, Toshiaki Nagshima, Color Barrier Free Displays in Disaster 

Situations, Open Journal of Social Sciences, Vol.4 No.2, pp.25-29, Pub. Date: February 23, 2016 

 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

本研究では、緊急津波避難マップや運動施設の緊急退避経路案内などに対象を絞り、一般の色覚者と

色覚障害者がともに瞬時にかつ正確にメッセージ理解し、的確な行動が直ぐにとれる緊急時向けのカラ

ーバリアフリーの実現を目的とする。 

これまでのカラーバリアフリーの研究や応用事例は、色覚障害者と一般の色覚者の両者が識別でき

ることに主眼が置かれており、その手法は、対象者全体の最大公約数を求めるような手法でなされて

きた。その解は、中にはピッタリの人もいたが、色覚障害の種類、程度は千差万別であるので、全く

ピント外れになる人も少なからずいた。 

 そこで、本研究では、先ずカラーバリアフリーとして作られたものを各個人が実際に見た時に、ど

の程度、素早く、正しく、識別できるかを測定し、その測定結果を定量化する手法を確立することに

する。そして、この確立した手法を用いて、緊急時の避難経路マップ等に対象を絞り、様々なタイプ

の色覚障害者、一般の色覚者に評価して頂き、その中で、ほぼ全ての対象者で共通して評価の高いも

のを選定する方法を採用する。定量的評価手法の確立では、緊急時に避難マップ等に必要とされる次

の４つの要件である。 

１）避難マップがどこにあるかがすぐ目につくための注視性 

２）かかれた内容がすぐよみとれるための瞬時性 

３）誤解や曖昧性をあたえないための正確性 
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４）環境の光の変化などに対しても同程度の注視性・瞬時性・正確性を保つ安定性 

・注視性については、異なる二つの色のオブジェクトを一瞬だけ見せて、どちらの方に先に目が行っ

たかを聞き取る。このようなデータを一対比較として処理して定量化する。 

・瞬時性と正確性については、例えばＡからＢに至る経路が判ったらボタンをクリックしてもらい（ク

リックすると画面が消去される）、その時間を測定する。そして、確認のために経路を描いてもらい、

その適合率を正確性の指標にする。 

 これらの指標で評価するために、カラーバリアフリーの実験用プログラムを作成することにした。具

体的には、どのような色の組み合わせで情報を表現すれば、より早く、より正確に、色弱者を含めた多

くの人間が情報を認識できるかを調べるためのプログラムである。 

 

２．研究経過および成果の概要 

  

２．１ 開発環境 

 本研究では、HSP（Hot Soup Processor）を使用してプログラムの作成を行った。HSP は、Windows

上で動作するアプリケーションを開発するための言語システムである。 

 

２．２ 開発プログラム 

 本研究で作成した、カラーバリアフリーの実験用プログラムは以下の三つである。 

 ・瞬時性を調べるプログラム 

 ・正確性を調べるプログラム 

 ・瞬時性と正確性を調べるプログラム 

 

 本研究では、カラーバリアフリーの実験用プログラムを作成した。これは、どのような色の組み合わ

せで情報を表現すれば、より早く、より正確に、色弱者を含めた多くの人間が情報を認識できるかを調

べるためのプログラムである。 

 これら三つのプログラムの動作説明の前に、まず全てのプログラムで共通する動作を以下に示す。 

(1) プログラムを起動させると、ウィンドウが表示される。ウィンドウは、緑の部分と白の部分で構成

されている（図 1）。以下、緑の部分を「情報画面」、白の部分を「背景画面」と呼ぶ。 

(2) 情報画面には、スタートボタンとコンボボックスが表示されている。コンボボックスを操作するこ

とで、背景画面の内容が変化する。これにより、背景の変更ができる（図 2）。 

(3) スタートボタンをクリックすると、3 秒後、情報画面に絵が一つ表示され、その下に、「この絵と同

じ物をクリックしてください。」と表示される。同時に、背景画面に六つの絵が表示される（図 3、

図 4）。この六つの絵は、どれも情報画面に表示された絵とよく似た絵であるが、情報画面に表示さ

れたものと全く同じものは一つだけである。 

(4) ユーザは、背景画面に表示された六つの絵の中から、情報画面に表示された絵と同じものを一つ選
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んでクリックする。ユーザが同じ絵を選んだ場合は正解と判定され、違う絵を選んだ場合は不正解

と判定される。 

 以上が、三つのプログラムに共通する動作となる。情報画面に絵（情報）を表示し、ユーザは、背景

画面に表示された六つの絵（情報）の中から、情報画面に表示された絵（情報）と同じものを見つけて

クリックする、というのが基本的な流れとなる。つまり、ユーザは六つの情報の中から、正しい情報を

探し出すことになる。なお、背景や絵は画像ファイルを使用して表現する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               図 1 初期画面               図 2 初期画面・背景変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図 3 測定中（背景なし）            図 4 測定中（背景あり） 

 

 これらを基にして、瞬時性を調べるプログラム、正確性を調べるプログラム、瞬時性と正確性を調べ

るプログラムを作成した。 

 これらの評価用実験プログラムを用いて、評価実験を実施した。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 作成したプログラムを用いた評価実験は、被験者数が 6 名であり、十分な数ではない。今後は、

より多くの被験者で実験を重ねていく予定である。また、安定性については、作成した評価プログ
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ラムを用いて、光環境をコントロールした実験環境を用意して行うつもりである。 

 

 

Summary 

Concerning color barrier free, there have been many research studies and an increasing 

interest in it. For example, to expand activities for the promotion of colorblind-friendly 

designs not only among scientists but also among industrial products and public facilities, 

the non-profit organization CUDO (Color Universal Design Organization) was established in 

2004. However, there has been very little research of this type focusing on disaster situations. 

From their experiences volunteering in reconstruction support for victims of the 2011 

tsunami, the authors came to recognize the importance for both non-colorblind and 

colorblind people to notice and distinguish emergency escape notifications, cautions and 

passage maps quickly and accurately. Therefore this research is aimed at the realization of 

color barrier free displays in disaster situations. Initially, requirements for color barrier free 

displays in disaster situations were analyzed. Four desirable criteria were derived as a 

result: “eye-catching”, “instantly-readable”, “unmistakable” and “stable”.  

In order to evaluate given signs from the viewpoint of the above criteria, evaluation 

experiment systems for displays in disaster situations were developed. The development 

language was HSP (Hot Soup Processor programming language) and the development 

environment was Windows 8. 

   The evaluation experiment systems have the following features (1)-(4). 

(1) With the systems, examinees can take a color barrier free test like playing some kind of an 

easy game. 

(2) To take account of order effect, the systems give random problems to examinees. 

(3) The systems can measure response time of examinee’s answering and calculate the 

accuracy rate of it. 

(4) Experimenters can easily customize the systems. That is, it is easy to change backgrounds 

and display objects only by replacing relevant picture image files. 

   With the systems, it is possible to evaluate displays from the view point of eye-catching, 

instantly-readable, unmistakable and “stable” by the feature (3) and changing color lighting 

and brightness. 

The systems can measure response time of examinee’s answering and calculate the accuracy 

rate of it. This makes it possible to evaluate given signs from the view point of color barrier 

free objectively and quantitatively. 

   In future this study needs to make repeated experiments of evaluation of color barrier free 
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displays with developed systems. 
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フラーレンによる神経細胞の神経突起伸長促進メカニズムの解明 

Elucidation of promotion mechanisms on neurite outgrowth of neurons by carbon nanomaterials 

such as fullerene 

 

研究代表者 松本 光太郎（バイオ・ナノエレクトロニクス研究センター） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①フラーレン                   Fullerene (C60) 

            ②ラット副腎髄質由来褐色細胞腫 PC12h cells 

       ③ホスホリパーゼ C ガンマ 1     Phospholipase C gamma 1 (PLC-γ1) 

        ④炭素ナノ物質結合タンパク質   Carbon nanomaterial binding protein 

      ⑤ERK シグナル伝達経路          ERK signal transduction pathway 

平成 22 年度交付額／2,000,000 円 

 

研究発表／(1)学会発表 

・ Kotaro Matsumoto and Norio Shimizu: Carbon nanomaterial binding protein 

involved in neurite outgrowth of nerve growth factor-treated PC12h cells. The 6th 

EMBO meeting 2015, Birmigham, UK, September 5-8, (2015). 

      

 

研究経過および成果の概要   

1．研究方法 

1.1  C60が神経細胞内のシグナル伝達経路に及ぼす影響 

 C60 を NGF と共に神経細胞培養液に添加し、リン酸化 PLC-γ1、リン酸化 ERK またはリン酸 

化 Akt に特異的な抗体を用い、ウェスタンブロッティングや共焦点顕微鏡により PLC-γ1、ERK、Akt 

のリン酸化量を定量することで、C60 のシグナル伝達経路に及ぼす影響を検討した。 

さらに、MEK、ERK、PLC、IP3 レセプター、PKC、PI3K、Akt の阻害剤を用いて処理した神経

細胞の培養液に C60 を添加し、神経突起を伸長した神経細胞数の計数、ウェスタンブロッティングや共

焦点顕微鏡を用いて ERK、PLC または Akt シグナル伝達経路のいずれの伝達因子の活性化に関係し

ているかを検討した。 

 

1.2 炭素ナノ物質応答性レセプターの探索 

 C60 やカーボンナノチューブ(CNT)のような炭素ナノ物質に応答するタンパク質が存在するかどうか

をウェスタンブロッティング法を用いて検討した。培養した PC12h 細胞からタンパク質を抽出し、電

気泳動を行い、PVDF 膜状に分離したタンパク質を転写した。タンパク質を転写した PVDF 膜状に C60
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分散溶液を添加し、抗 C60抗体を用いて C60が特異的に結合するタンパク質が存在するかどうかを検討

した。 

さらに、カーボンナノチューブでも同様の応答が出るかどうかを確かめるため、NGF 結合 CNT を作成

し、C60を添加した場合と同様に、NGF 結合 CNT を添加し、抗 NGF 抗体を用いて同様に検討を行っ

た。 

 

2. 研究経過および成果の概要 

2.1  C60が神経細胞内のシグナル伝達経路に及ぼす影響 

 PC12h 細胞の分化に重要な働きをする ERK シグナル伝達経路の MEK を MEK 阻害剤で処理した

PC12h 細胞において、NGF とともに C60を添加した場合、ERK シグナル伝達経路にある ERK の活性

化が促進された。それに対し、もう一つの分化に重要な経路である PLC シグナル伝達経路の PLC-γ1

を阻害剤で処理した PC12h 細胞に C60を添加した場合、PLC-γ1 の活性化量が増加せず、神経突起の伸

長も促進されなかった。 

 また、PC12h 細胞培養液に NGF とともに C60、CNT、ポリスチレンビーズ、シリカビーズを添加し

て PC12h 細胞内の Ca2+レベルの上昇を観察した結果、C60または CNT を添加した場合に細胞内 Ca2+

レベルが NGF のみを添加した場合と比較して、上昇した。一方、ポリスチレンビーズまたはシリカビ

ーズを添加した場合において、Ca2+レベルの上昇は観察されなかった。 

このことから、C60 も CNT のような炭素ナノ物質が PLC シグナル伝達経路を活性化することで

PC12h 細胞の神経突起伸長を促進する効果があることを明らかにした。 

 

2.2 炭素ナノ物質結合タンパク質 

低濃度の C60や CNT が PLC シグナル伝達経路を活性化を介して、PC12h 細胞の分化に関わる ERK

のリン酸化を増加させることで、PC12h 細胞の神経突起伸長を促進する効果を見出した。したがって、

C60や CNT といった炭素ナノ物質が PLC シグナル伝達経路を活性化するためのレセプターのようなタ

ンパク質があるかどうとかを検討した。C60や CNT が PC12h 細胞から抽出したタンパク質の NGF の

レセプターである TrkA、PLC-γ1、あるいは他のタンパク質に結合するのかどうかをを抗 C60抗体を用

いて、ウェスタンブロッティング法により検討した。タンパク質を転写した PVDF 膜を C60で処理後、

抗C60抗体により標識されたC60バンドを検出した結果、分子量240kDaの位置にバンドが検出された。

PVDF 膜を PLC-γ1 または TrkA の抗体を用いて標識した場合、PLC-γ1 は 155kDa、TrkA は 140kDa

の位置にそれぞれのバンドが検出された。 

さらに炭素ナノ物質として C60と同様の神経突起伸長促進効果がある CNT も C60と同じ位置にバン

ドが検出されるかどうかを検討するために、PVDF 膜を NGF 結合 CNT を用いて処理した。PVDF 膜

を抗 NGF 抗体を用いて標識した場合、NGF 結合 CNT のバンドが 240kDa の位置に検出された。この

結果は、PC12h 細胞に炭素ナノ物質と結合するタンパク質が存在することを示している。これらのタン

パク質は炭素ナノ 
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物質が結合した場合、そのシグナルを PLC シグナル伝達経路へ伝達し、PLC シグナル伝達経路を

介して ERK シグナル伝達経路の活性化を促進し、神経突起伸長を促進していると考えられる。 

 

3．今後の研究における課題または問題点 

本研究では、炭素ナノ物質の C60が CNT と同様に PLC シグナル伝達経路を活性化させ、PC12h 細

胞の分化に重要な ERK シグナル伝達経路の ERK の活性化を増加させ、神経突起伸長を促進する効果

があることを見出した。また、炭素ナノ物質による PLC シグナル伝達経路の活性化は PC12h 細胞の炭

素ナノ物質に結合するタンパク質によりシグナルが伝えられている可能性を見出した。今後、炭素ナノ

物質により活性化されるこのタンパク質がレセプターであるのか、それ以外のタンパク質であるのかを

同定するため、エドマン分解法やプロテオーム解析などを用いて、アミノ酸配列決定などを考えている。 

炭素ナノ物質による細胞適合性などの報告がある一方で、細胞毒性なども示唆されている現在、炭素

ナノ物質の細胞に及ぼす影響のメカニズムを明らかに出来れば、炭素ナノ物質を損傷した神経細胞の修

復など医療分野に応用可能にする大きな期待が持てる。 

 

（2,320 文字） 

 

Summary 

Fullerenes (C60) have unique structural, electrical, and mechanical properties. There has been 

great interest in the biological applications of C60 at the molecular and cellular levels. We 

investigated whether C60 may stimulate the neurite outgrowth of NGF-treated PC12h cells by 

activating extracellular signal-regulated kinase (ERK) signal transduction pathway and 

phospholipase C (PLC) signaling pathway. C60 promoted the neurite outgrowth of NGF-treated 

PC12h cells by activating ERK signaling pathway independent of the phosphatidylinositol 3-kinase 

(PI3K)/Akt signaling pathway. When PC12h cells treated with MEK inhibitor, the phosphorylated 

ERK (p-ERK) was increased by addition of C60. On the other hand, when PC12h cells treated with 

PLC inhibitor, the phosphorylated PLC-γ1 wasn’t increased by addition of C60. Moreover, we 

investigated whether intracellular Ca++ levels increased when C60 or CNT were added to PC12h 

cells culture medium. When C60 or CNT were added to the PC12h cells culture medium, 

intracellular Ca++ levels increased to a greater than those in PC12h cells culture medium treated 

with NGF alone. However, when polystyrene beads (55 nm in diameter) or silica beads (50 nm in 

diameter) were added into culture medium, intracellular Ca++ levels weren’t increased. These 

results indicate that the neurite outgrowth of PC12h cells might be promoted by the activation of 

ERK independent of the Ras/Raf/MEK cascade through the PLC signaling pathway after addition of 

carbon nanomaterials. 

The low concentration of C60 and CNT promoted the neurite outgrowth of NGF-treated PC12h 
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cells by stimulating ERK through the activation of the PLC signaling pathway. Therefore, we 

investigated whether C60 and CNT may bind to the proteins of PC12h cells for activating the PLC 

signaling pathway. We investigated whether C60 and CNT may bind to TrkA protein, PLC-γ1 

protein or other proteins of PC12h cell extracts by using western blotting. After PVDF membrane 

was treated with C60, we treated it with C60 antibody. An immunoreactive band bound by C60 was 

detected at position corresponding to the molecular weights of 240 kDa. When PVDF membrane 

was treated with PLC-γ1 and TrkA antibodies, immunoreactive bands of PLC-γ1 and TrkA were 

detected at position corresponding to the molecular weights of 155 kDa and 140 kDa, respectively. 

Moreover, we prepared NGF-coated CNTs to investigate whether CNTs may bind to the same 

position of C60. When PVDF membrane was treated with NGF antibody, an immunoreactive band of 

NGF-coated CNTs was detected at position corresponding to the molecular weight of 240 kDa. 

These results indicate that PC12h cells may have the protein which bind to carbon nanomaterials 

such as C60 and CNT. The protein may transmit the binding of nanomaterials to the PLC signaling 

pathway. Further studies for identify of the protein involved in PLC activation by carbon 

nanomaterials are required.  

（454 word） 
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暑熱環境下における運動ストレスと 8-OHdG との関係 

Effects of exercise in hot environment on 8-OHdG  

     

研究代表者 高橋 珠実（食環境科学部食環境科学科） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①酸化ストレス Oxidative stress 

            ②尿中 8-OHdG Urinary 8-OHdG 

      ③暑熱環境  Hot environment 

        ④運動  Exercise 

      ⑤女子大学生アスリート  Female university student athletes 

平成 27 年度交付額／2,000,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・運動が尿中 8-OHdG 排泄量に与える影響  女子大学生アスリートの尿中 8-OHdG 排

泄量の変動について  日本体育学会第 66 回大会 平成 27 年 8 月 

 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

8-hydroxy-deoxyguanosine（8-OHdG）測定は活性酸素による健康影響評価を行うために広く用

いられている。今後ますます地球温暖化が進み、夏季などの暑熱環境下における運動が DNA の損

傷の度合いを高めることが予想される。暑熱環境下での運動が女子アスリートの DNA 損傷に与え

る影響を検討するため、本研究は DNA の酸化ストレスマーカーである尿中 8-OHdG 測定を用い、

暑熱環境下の運動負荷による DNA 損傷の程度を検討することを目的とした。暑熱環境における熱

ストレスの評価を行うために、WBGT（湿球乾球温度）の継続的な測定を行い、WBGT のデータ

と尿中 8-OHdG との関連も検討した。さらに生活習慣および心理状況と尿中 8-OHdG との関連も

検討した。 

被験者は、普段屋外で練習を行う女子サッカー部員 12 名を対象とした。さまざまな測定・調査

は、平成 27 年 5 月（第 1 回目）と平成 27 年 8 月（第 2 回目）に行った。測定・調査項目は、尿

中 8-OHdG 測定、形態測定（身長、体重、体脂肪率、BMI、筋肉率、基礎代謝量等）、血圧測定、

運動時心拍数の測定（心拍計：POLAR 社製）および活動量の測定（HJA-350IT Active style Pro：

オムロン社製）、生活習慣調査（独自に作成した調査用紙）、食事内容調査（1 ヶ月分の毎食の食事

写真撮影、および食習慣アセスメント：BDHQ）、体調調査、心理検査（POMS）を行った。尿中

8-OHdG 測定は、高速液体クロマトグラフィー（HPLC）測定を株式会社エスアールエルに外注し、
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結果の解析には尿中 8-OHdG 排泄量を用いた。食習慣アセスメント（BDHQ）の評価は、株式会

社 ジェンダーメディカルリサーチに外注した。実験期間中、WBGT（暑さ計）無線計測システム

を用いて、毎日の気温と WBGT 温度の計測を行った。 

はじめに、一過性の運動による影響を検討するため、休養日の次の日の朝、運動前、運動終了 30

分後、運動終了 60 分後、および運動した次の日の朝に尿採取を行い、尿中 8-OHdG 排泄量の比較

を行った。次に暑熱環境下の運動による影響を検討するため、猛暑日が続いた 8 月の運動が尿中

8-OHdG 排泄量に与える影響を検討した。第 1 回目の測定と同様、休養日の次の日の朝、運動前、

運動終了 30 分後、運動終了 60 分後、および運動した次の日の朝に尿採取を行い、尿中 8-OHdG

排泄量の比較を行った。 

２．研究経過および成果の概要 

 第 1 回目の調査・測定を 5 月、第 2 回目の調査・測定を 8 月に行い、実験終了後すぐにデータ入

力、そして第 1 回目および第 2 回目の運動が女子大学生アスリートの尿中 8-OHdG 排泄量に与え

る影響について解析を行った。現段階での研究成果の発表は、第 1 回目（5 月）のデータを用い、

一過性の運動が女子大学生アスリートの尿中 8-OHdG 排泄量に与える影響について、また女子大学

生アスリートの尿中 8-OHdG排泄量の個人差についての検討結果を、日本体育学会第 66回大会（平

成 27 年 8 月）にて発表している。その結果のまとめ・考察は、以下の通りである。 

１．一過性の運動が女子大学生アスリートの尿中 8-OHdG 排泄量に与える影響について検討したと

ころ、トレーニング運動後 60 分の尿中 8-OHdG 排泄量に有意な増加が認められ、DNA 損傷が確

認された。しかし次の日の尿中 8-OHdG 排泄量に蓄積は認められなかったことから、次の日には正

常化されていることが推察された。 

２．大学生女子アスリートの尿中 8-OHdG 排泄量に個人差がみられたことについて、検討を行った

ところ、POMS の尺度 F 疲労得点と尿中 8-OHdG 排泄量に相関関係が認められ、疲労感との関連

が示唆されるような結果が得られた。 

 今後は、第 2 回目（8 月）のデータを用いて、暑熱環境下の運動が女子大学生アスリートの尿中

8-OHdG に与えた影響について、学会発表および論文発表を行っていく予定である。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 大学生女子アスリートの尿中 8-OHdG 排泄量の個人差についての検討を行ったところ、POMS

の疲労（F）尺度との関連が示唆されるような結果が得られた。スポーツ選手の疲労感は運動能力

の低下につながり、プレー中の持久力がなくなったり、スポーツ障害の原因ともなりうる。選手の

パフォーマンスにも影響を与える可能性が考えられることから、今後は疲労感との関連をより具体

的に明らかにできるよう、発展的な研究を行っていく。また、個人差についての検討を行う上では、

個人の食事にも焦点をあて、検討していく予定である。さらに、暑熱環境下の運動が大学生女子ア

スリートに与える影響について明らかにし、暑熱環境下で続く練習や試合でも良いパフォーマンス

を維持できるよう、その具体策を検討していく。 
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Summary 

The urinary 8-hydroxy-deoxyguanosine (8-OHdG) is a non-invasive biomarker of oxidative 

DNA damage in human, and it has been known as one of markers for determining oxidative 

stress.  Because few investigations have been reported on acute effects of physical exercise in 

hot environment on urinary 8-OHdG, we analyzed the effects of physical exercise in hot 

environment by measuring urinary 8-OHdG excretion using the two-column-switching 

high-performance liquid chromatography (HPLC) method for female university athlete 

students.  It is suggested that physical exercise in hot environment could increase more 

oxidative DNA damage.  To determine the effects of physical exercise in hot environment on 

urinary 8-OHdG excretion among female athletes, a study was conducted among healthy 

university female students who play in a soccer club team.  The study was conducted with 12 

healthy athlete female subjects who volunteered to participate in the study.  Measurement 

and survey items were urine 8-OHdG excretion, psychological test with Profile of Mood States: 

POMS, diet survey with brief-type self-administered diet history questionnaire: BDHQ, heart 

rate during exercise, evaluating an activity level with an activity meter during exercise, 

physical condition survey, height, weight, BMI, body fat, basal metabolic rate, and blood 

pressure.  Wet bulb globe temperature (WBGT) was recorded every day during the experiment 

using a WBGT digital meter.  Physical exercises for the study were done in May with 

comfortable temperature and in August with hot temperature.  Urine was obtained in the 

morning of the next day of a rest day, before exercise, 30 minutes after exercise, 60 minutes 

after exercise, and in the morning of the next day of the experiment to examine urine 8-OHdG 

excretion.   

  Determining effects of acute physical exercise in May has been done, and the study was 

presented at the 66th Conference of the Japanese Society of Physical Education, Health and 

Sports Sciences.  The study was concluded that acute effects of physical exercise in May 

induced the transient increase of oxidative stress.  And, there were individual differences in 

urinary 8-OHdG excretion.  Because there was a positive correlation between fatigue score of 

POMS and urinary 8-OHdG excretion, it might be relationship between urinary 8-OHdG 

excretion and fatigue feeling.  Further studies are needed to determine individual differences 

of urinary 8-OHdG excretion and the relationship between urine 8-OHdG exertion and fatigue 

feeling.  For the next task, we are preparing to present the study at a conference about effects 

of physical exercise in hot environment on urinary 8-OHdG excretion.   
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外国産ミネラルウォーターの従属栄養細菌を主体とする 

細菌叢に関する食品衛生学的研究 

 

Studies on bacteriological quality including heterotrophic bacteria in natural mineral water 

products bottled in foreign countries 

 

研究代表者 佐藤 順（食環境科学部 食環境科学科） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①ナチュラルミネラルウォーター Natural mineral water 

②生菌数 Standard plate count 

③従属栄養細菌数 Heterotrophic plate count 

④R2A 寒天培地 R2A agar 

⑤遺伝子塩基配列 16S rDNA sequencing 

平成 27 年度交付額／1,544,000 円 

 

研究発表 

 平成 28 年度日本食品微生物学会（9 月）または日本食品衛生学会（10 月）でポスター発表を行う予

定である。 

 

研究経過および成果の概要 

 国内で製造されるナチュラルミネラルウォーター（以下、NMW と略）の大半は殺菌・除菌有が主流

である。一方、国内で購入可能な外国産 NMW は無殺菌・無除菌であり、従属栄養細菌を主体とする細

菌が相当数存在していると推測されるが、その実態については世界的にも報告例がほとんどない。食の

グローバル化に伴い、外国産 NMW の安全性確保は今後重要になると考えられることから、それらの細

菌学的品質の実態調査、従属栄養細菌の効率的な検査方法、分離菌株の同定試験および夏場の室温保管

を想定した保存試験などについて検討した。 

 

１．研究方法 

（１） 細菌検査 

 ｉ）供試試料 

国内の外国産 NMW 専門店で購入した製品（無発砲）3 銘柄を供試試料とした。 

（軟水 2 銘柄（試料 A、B）、中硬水 1 銘柄（試料 C）） 

ⅱ）供試培地および培養条件 

生菌数測定用として、標準寒天培地（日水製薬）および Compact Dry TC（日 
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水製薬：以下、CD-TC）を使用し、35℃、48 時間培養した。また、従属栄養細 

菌数測定用として、R2A 寒天培地（日水製薬）で 20℃、7 日間、Water Plate Count 

培地（Oxoid）で 22℃、72 時間および 35℃、48 時間、Compact Dry AQ（日水製 

薬：以下 CD-AQ、国内未発売）で 22℃、72 時間および 35℃、48 時間培養した。 

ⅲ）細菌検査方法 

供試試料 1mL（または 0.1mL）を各々の供試培地に接種し、（２）の条件で培 

養後、菌数測定を行った。標準寒天培地、R2A 寒天培地および Water Plate Count 

培地は、混釈法および塗抹法で実施した。 

 

（２）従属栄養細菌の 16S rDNA（16S rRNA 遺伝子）の塩基配列解析（約 500bp）による同定（業務

委託先：一般財団法人日本食品分析センター） 

ⅰ）供試菌株 

19 銘柄の外国産 NMW（欧州産等）から従属栄養細菌を分離し、再度、R2A 培地 

平板上に発育させたもの（合計 94 株）を委託分析用試料（供試菌株）とした。 

ⅱ）解析手法 

供試菌株のDNAを抽出し、PCR法により16S rRNA領域のDNAを増幅した。増幅した

DNAについてABI PRISM 310 Genetic Analyzer［Life Technologies Corporation］を用

いて塩基配列を解析した。さらに、得られた配列を国際塩基配列データベース

（DDBJ/EMBL/GenBank）に登録されている配列及びMicroSeq ID Analysis Software

［Life Technologies Corporation］のデータベースと相同性検索を行い、近縁種との系統

樹を近隣結合法（NJ法）により作成した（未掲載）。 

 

（３）外国産 NMW の保存試験 

  夏場の室温保管を想定した保存試験を実施した。 

ｉ）供試試料 

    同一ロット品のプラスチックボトル詰め（500mL）試料 D（フランス産、軟水） 

を供試試料とした。 

 ⅱ）保存条件 

   ・冷蔵保管（5℃）   :0、7、14、28 日 

    ・室温保管（25℃）  :0、3、7、14、21、28 日 

    ・夏場想定（30℃）  :0、3、7、14、21、28 日 

    ・  〃  （35℃）  :0、3、7、14、21、28 日 

 

 ⅲ）検査項目 

    R2A 培地を使用して従属栄養細菌数を測定した。 
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ⅳ）検査方法 

    各温度について同一検体（ボトル）を供試し、保存日数が経過する毎に NMW を 1mL 無菌的

にサンプリングした。R2A 寒天培地の平板 3 枚（混釈、塗抹）を使用し 20℃、7 日間培養後、

菌数を算出した。 

 

２．研究経過および成果の概要 

（１）外国産 NMW の細菌学的品質 

 外国産 NMW の細菌学的品質の実態調査と従属栄養細菌の効率的な検査方法の検討を行った。各銘柄

の菌数測定結果を表１に示した。 

 

表１．菌数測定結果 

 

 

 

 

※値（CFU/ｍL）：平均値±標準偏差 

 

表１より、外国産 NMW の生菌数と従属栄養細菌数は各銘柄によって異なった。また、生菌数と従属

栄養細菌数の菌数レベルは下記の通りであった。 

●生菌数（SMA・CD-TC） 

・試料 A…100～102CFU/m L 

・試料 B…  0～101CFU/mL 

・試料 C…100～103CFU/mL 

●従属栄養細菌数（R2A・WPC・CD-AQ） 

・試料 A…101～103CFU/mL 

・試料 B…100～103CFU/mL 

・試料 C…101～104CFU/mL  

 

CD-AQ や CD-TC などの簡易培地では従来の培地に比べて菌数が少ない傾向であったことから、簡易

培地の改良が必要であると考えられた。R2A 寒天培地平板から検出された菌株をグラム染色したところ、

グラム陰性桿菌が大半を占めた。硬度と生菌数および従属栄養細菌数との間には特に相関は認められな

かった。全般的な傾向として概ね、生菌数＜従属栄養細菌数、混釈菌数＜塗抹菌数（生菌数および従属

栄養細菌数）、35℃培養菌数＜22℃培養菌数＜20℃培養菌数となり、危険率 5%で各検査方法により得

られる菌数には有意差が認められた（表２～４）。 

 

CD-TC
混釈 塗抹 (35℃, 48h) 混釈 塗抹 混釈 塗抹 混釈 塗抹 22℃, 72h 35℃, 48h

A 2.37±0.98 2.42±1.03 0.71±0.92 3.46±0.32 3.51±0.30 2.28±0.93 2.42±0.75 2.11±0.97 2.02±0.91 1.87±0.85 2.01±0.89
B 1.47±1.12 1.84±1.14 0.00±0.00 3.84±0.43 3.96±0.36 2.47±0.95 2.50±0.98 0.86±0.77 1.40±0.78 0.36±0.64 0.16±0.55
C 2.97±0.61 3.05±0.70 0.13±0.33 4.14±0.37 4.10±0.30 2.29±0.80 2.66±0.51 1.74±0.69 2.13±0.54 2.38±0.24 2.39±0.35

試　料　名
生菌数（log N） 従属栄養細菌数（log N）

SMA(35℃, 48h) R2A(20℃,7d) WPC(22℃, 72h) WPC(35℃, 48h) CD-AQ
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表２．試料 A の一元配置分散分析結果 

 

 

 

 

表３．試料 B の一元配置分散分析結果 

 

 

 

 

表４．試料 C の一元配置分散分析結果 

 

 

 

 

以上の結果から、外国産 NMW 中の従属栄養細菌の検出には、最も多く従属栄養細菌が検出された

R2A 寒天培地を用いた検査が最も感度の高い方法であると考えられた。これは、当該検査方法が従属栄

養細菌の発育環境（貧栄養）に近く、また R2A 寒天培地中のピルビン酸ナトリウムが広範囲の損傷菌

を回復し、従属栄養細菌を幅広く検出していることも一因であると考えられた。 

 

（２）分離菌株の遺伝子塩基配列による同定 

試料から分離された代表的菌株 94 株の同定を行なった。すべての結果を記述することは 

困難であるため、一例として試料 A～C の結果を表５に示した。試料 A、B で 5 菌株、試料 C で 7 菌株

が分離された。供試試料は他に 16 種類を供試し、他 77 菌株（合計 94 株）の同定結果を得た。その結

果 、 Acidovorax facilis, Acidrovorax defluvii, Caulobacter henricii, Curvibacter fontanus, 

Methylibium petroleiphilum, Nevskia ramose, Polaromonas vacuolata, Pseudomonas 

extremaustralis, Sphingopyxis witflariensis などの菌種が銘柄や採水地の相違に関わらず複数の製品

から検出され、合計 32 属 50 菌種が同定された。文献調査の結果、これらは比較的最近発見され、菌株

登録されたものが多く、食品衛生学的に馴染みが薄かった。黄色ブドウ球菌やセレウス菌等の食中毒細

菌はまったく検出されなかったことから、外国産 NMW を喫飲することによる健康危害のリスクは少な

いと考えられた。 

 

表５．菌株同定結果（16S rDNA の塩基配列解析（約 500bp）） 

変動要因 偏差平方和 自由度 平均平方 Ｆ値 Ｐ値 Ｆ(0.95)
全変動 236.5742148 197
群間変動 103.043221 10 10.3043221 14.43041931 8.03657E-19 1.881619995

誤差変動 133.5309938 187 0.714069486

変動要因 偏差平方和 自由度 平均平方 Ｆ値 Ｐ値 Ｆ(0.95)

全変動 599.0348795 263

群間変動 443.3744583 10 44.33744583 72.06310836 3.21369E-68 1.868247083

誤差変動 155.6604211 253 0.615258582

変動要因 偏差平方和 自由度 平均平方 Ｆ値 Ｐ値 Ｆ(0.95)

全変動 365.5833924 263

群間変動 292.4837006 10 29.24837006 101.2293957 1.75989E-82 1.868247083

誤差変動 73.09969181 253 0.288931588



185 

 

 

 

（３）外国産 NMW の保存試験 

 ⅰ）従属栄養細菌数の消長（混釈法） 

混釈法で測定した従属栄養細菌数の推移を図１に示した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．従属栄養細菌数の推移（混釈法） 

 

    7、14、21、28 日保存で菌数の増加が若干認められたが、保存温度による差は認められなかっ

た。 

 

 

 

ⅱ）従属栄養細菌数の消長（塗抹法） 

試料名 % Match

99.79

99.78

95.8

95.87

95.89

99.09

98.69

99.54

100.0

99.78

100.0

100.0

95.2

95.23

98.83

96.71

99.71

A

B

C

Methylibium petroleiphilum

Patulibacter minatonensis

Acidrovorax defluvii

Polaromonas vacuolata

Polaromonas vacuolata

Sphingopyxis chilensis

Curvibacter fontanus

Acidovorax facilis

Pelomonas saccharophila

Caulobacter henricii

Sphingopyxis italica

Methylibium petroleiphilum

Library Entry Name

Cupriavidus basilensis 

Cupriavidus basilensis 

Undibacterium seohonense

Undibacterium seohonense

Undibacterium seohonense
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    塗抹法で測定した従属栄養細菌数の推移を図２に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．従属栄養細菌数（塗抹法） 

  

5℃、25℃、30℃の 14、21、28 日保存で菌数の増加が若干認められたが、混釈法 

と同様に保存温度による差はほとんど認められなかった。このことから、外国産 NMW は殺菌・

除菌していない「生もの」ではあるが、購入後は約 1 ヵ月の間であれば室温に放置しても食品衛

生学的には問題がないと考えられた。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 今回の研究で使用した外国産 NMW の銘柄は全体の一部である。これら以外の銘柄（炭酸含有 NMW

や国内産 NMW 含む）の品質状況等については今後の研究課題としたい。また、同一銘柄（同じ採水源）

の季節変動（採水時期の相違）については今回の実験には含まれず、これも今後の検討課題としたい。

また、今回の保存試験では最大 28 日間の保存に留まった。NMW 製品の賞味期限を考慮して、今後は

更に長期の保存試験を検討したい。 

 

Summary 

 

Bacteriological quality and test methods of natural mineral water (NMW) products bottled in 

foreign countries were studied.  Standard plate counts (SPC) and heterotrophic plate counts (HPC) 

were different among the products.  SPC were 0 - 103CFU≦/ml and HPC of those products were 

100 - 104CFU≦/ml, respectively.  There was no clear relationship between hardness and viable cell 

counts or HPC.  Generally, the following trends were observed; SPC<HPC, pouring method 

counts<spread method counts, 35℃ counts<22℃ counts<20℃ counts. Significant difference was 

observed in bacterial counts by each test method with 5% levels of significance.  From the results 
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above, for the detection of heterotrophic bacteria in natural mineral water products bottled in 

foreign countries, it was suggested that the spread method using R2A agar and incubation at the 

lower temperature (20℃) for longer days (7 days) were recommended. 

Identification by 16S rDNA sequencing was carried out for 94 isolates from R2A plates derived 

from 19 kinds of natural mineral water products.  The names and the number of isolated 

heterotrophic bacteria varied among the products.  As a result, Acidovorax facilis, Acidrovorax 

defluvii, Caulobacter henricii, Curvibacter fontanus, Methylibium petroleiphilum, Nevskia ramosa, 

Polaromonas vacuolata, Pseudomonas extremaustralis and Sphingopyxis witflariensis, etc., were 

isolated from plural NMW products which had been bottled in different site.  According to the 

literature research, most of these bacteria were discovered and registered as new species recently.  

These bacteria were not common in the field of hood hygiene and no pathogenic bacteria such as 

Staphylococcus aureus and Bacillus cereus were identified in NMW products which were used in 

this study.  The storage tests using the NMW products were carried out for 7, 14, 21 and 28 days at 

5, 25, 30 and 35℃ .  There was a slight increase of heterotrophic counts at each storage 

temperature, but no difference was observed among storage temperatures.  From the results above, 

the storage of these NMW products at room temperature for about 1 month could have no risk from 

food hygiene view point. 

Further work is needed to investigate the bacteriological quality of another NMW products 

including not only carbonated NMW products but also the domestic ones.  Additionally, the 

seasonal variation of the quality of the NMW products is expected to study.  The prolonged storage 

test more than one month is also expected. 
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 長期入院精神障害者の退院支援における精神保健福祉士の「かかわり」 

“Kakawari” of Psychiatric Social Workers 

 in the Discharge Supports for Long-stay Psychiatric Patients 

 

     

研究代表者 國重 智宏（ライフデザイン学部生活支援学科） 

 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①かかわり Kakawari 

            ②長期入院精神障害者の退院支援 

Discharge Supports for Long-stay Psychiatric Patients 

      ③精神保健福祉士 Psychiatric Social Workers 

              

平成 27 年度交付額／565,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・「精神科ソーシャルワーカーの『かかわり』における課題」日本精神障害者リハビリ

テーション学会第 23 回高知大会，平成 27 年 12 月 

・國重智宏・鬼塚香（2016）「精神科ソーシャルワーカーの 援助に対する自己批判」『ラ

イフデザイン学研究』（11），31-55． 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

長期入院精神障害者（以下、長期入院者）の退院支援の開始時点から地域での生活支援に至

るまでの間における精神保健福祉士（以下、PSW） がストレングス視点をもった「かかわり」

に至る変容のプロセスを、修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（以下、M-GTA）

を用いて明らかにする。インタビュー内容は、退院支援において PSW の視点の変容を促進さ

せた要因、ストレングス視点をもった「かかわり」が退院支援に与えた影響等である。インタ

ビュー対象者は、長期入院精神障害者の退院支援に携わったことがある帯広・十勝圏域の相談

支援事業所に勤務する 5 名の PSW である。相談支援事業所を調査対象とするのは、2012（平

成 24）年度より障害者自立支援法（現障害者総合支援法）において、退院支援が「地域移行支

援」として個別給付化され、相談支援事業所が担うとされているためである。本研究における

「長期入院者」とは、地域移行支援の対象（1 年以上）と規定した。 
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分析方法は、M-GTA を採用した。M-GTA は、研究対象がヒューマンサービス領域であり、

社会的相互作用を持ち、かつプロセス的性格を備えている事象の分析に適している（木下

2003:89-90）。本研究の研究対象である「かかわり」は、精神障害者と PSW が相手の視点を

通して自分の見方を見直していく（坪上 1988:194）という社会的相互作用かつプロセス的性

格も備えている。以上の理由から M-GTA が研究方法として適していると考えられたためであ

る。 

 

２．研究経過および成果の概要 

  まず先行研究のレビューを行い、その結果の一部を日本精神障害者リハビリテーション学会第

23 回高知大会で報告し、『ライフデザイン学研究』11 号に投稿した。 

現在、M-GTA を用いてインタビューデータの分析作業を進めている。インタビューデータの

中で、分析テーマに照らしてディテールが豊富で多様な具体例がありそうな１人分のデータから

分析を始めている。現在のところ、15 の概念を抽出している。分析の途中経過をストーリーラ

インで以下に示す。 

 

（ストーリーライン） 

PSW は、〔相手を知る〕ために、長期入院者に対して意図的に自らの〔素を見せる〕ようにす

る。PSW は〔素を見せる〕ことで、相手も素を見せるようになり、お互いのことを知るように

なる。また、PSW が〔素を見せる〕ことで、彼らが退院に向けた想いを語りやすくなる。PSW

は、こぼれ落ちる彼らの〔気持ちを受け止める〕。時に彼らから退院に消極的な言動が出てくる

こともあるが、PSW は〔あせらず〕に相手のペースを尊重して〔共に過ごす〕。〔共に過ごす〕

中で培った彼らに対する信頼に基づき、PSW は相手に対して自分の〔本音をぶつける〕。彼らか

らも本音が返ってきたら、その〔想いを受けとめ〕、彼らと共に目標に向かって〔協働する〕。課

題が大きく、すぐに対処できないこともあるが、決して〔諦めない〕で彼らと〔協働する〕こと

を続ける。そうして築かれた関係は、退院支援が終了し、援助契約が終結した後も継続し、お互

いに〔つながりを感じる〕ことができるようになる。 

＊〔●●〕は概念を示している。 

 

  帯広十勝圏域の PSW が行う退院支援では、支援の開始時に具体的な援助を行わないことが特

徴的であった。長期入院者は、長期にわたる入院の中で、そこでの生活に順応するために、自ら

の退院したい気持ちを抑圧し、生活してきた。今回の調査においても「これまで退院したいと言

っても退院させなかったくせに」という長期入院者の言葉が語られていた。このように長期入院

者は、自らの希望に対して十分に耳を傾けず、入院生活を強いてきた支援者たちに対して、「今

更退院と言われても」「いきなり退院と言われても」という想いを抱き、退院に向けて気持ちを

切り替えられない人も多い。帯広十勝圏域の PSW は、退院支援でかかわりながらも、あえて退
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院に向けた具体的な支援を行わず、ただ回転寿司やラーメンを食べに行くという一見「支援」に

見えない「支援」を行い、彼らと時を共に過ごしていた。そのようにして時を共有する中で、お

互いを知り、長期入院者の口から「退院したい」という希望が出てくるのを待つ。現時点では、

このような PSW の態度が長期入院者の退院支援に好影響を与えていることが推察されている。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

  インタビュー調査は、既に終了しており、今後は分析作業を継続していく。分析の精度を高め

るため、参加している M-GTA 研究会において発表・指導を受ける予定である。また、精神障害

者の退院支援に従事している PSW から助言を受け、分析内容が現状から乖離しないよう留意す

る。 

  本研究では、分析焦点者を「長期入院精神障害者の退院支援に携わったことがある PSW」と

し、PSW の視点からのクライエントとの「かかわり」形成のプロセスについて明らかにするこ

とを目的としている。しかし、「かかわり」は、PSW とクライエントとの相互主体的な関係の中

で形成されるため、長期入院者の視点からの「かかわり」と比較検討する必要がある。平成 28

～29 年度は、本研究の結果を踏まえ、長期入院から退院し、地域で生活をしている元長期入院者

（10 名程度）に対してインタビューを実施し、長期入院から退院に至るプロセスにおける、長

期入院者と PSW の「かかわり」が形成されていくどのような影響を与えているのか、長期入院

者の視点から明らかにする予定である。 

 

４．参考文献 

木下康仁（2003）『グランデット・セオリー・アプローチの実践』弘文堂． 

坪上宏（1998）『援助関係論を目指して 坪上宏の世界』やどかり出版． 

 

Summary 

The aim of this research has been to demonstrate the process for establishing “Kakawari” 

between psychiatric Social Workers and Long-stay Psychiatric Patients. Semi-structured 

interviews were carried out with five psychiatric social workers of the Social Support Center  

in Obihiro-Tokachi area in Hokkaido . Analysis was carried out by Modified Grounded Theory 

Approach (M-GTA). Results elucidated the process of “Kakawari” formed through fifteen 

concepts at present. And the analysis with M-GTA gives the following results that psychiatric 

social workers don’t support their clients, although they must fill the role of discharge supports. 

They only share the time with clients, for example, they have lunch with clients at sushi or 

ramen restaurant. And they share the feeling with clients each other. The 

relationship(“Kakawari”) between psychiatric social workers and clients change the feeling of 

clients, so that clients want to discharge from the psychiatric hospital.  
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発育期のメカニカルストレス増加に伴う骨形成応答解析を礎とした 

骨強度改善体系の構築 

Study on improvement of bone strength based on analyses of bone formation responses to  

increase in mechanical stress in growing period 

  

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 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①発育期 Growing period 

            ②ラット脛骨  Rats’ tibiae 

      ③加重  Mechanical stress 

        ④骨強度 Bone strength  

      ⑤骨形成  Bone formation 

平成 27 年度交付額／1,232,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・高橋将人、神尾強司、鈴木哲郎、大迫正文：異なる強度の加重がラット脛骨の骨形成過程

に及ぼす影響．第 90 回日本体力医学会（於・和歌山）において口頭発表． 

(2)論文 

・Takahashi,M., S.Nakai, M.Ohsako: Effects of various mechanical loading on 

osteogenetic processes of tibial cancellous bone in rats with growth. 東洋大学大

学院紀要 51:241-253.2016. 

・Takahashi,M.,S.Nakai, M.Ohsako : Effects of mechanical loading on structures of 

tibial growth plate and primary cancellous bone in rats. J.Phys.Fitness Sports 

Med.に投稿予定． 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

材料として 7 週齢のラットを用い、3 日間の予備飼育でラットをあらかじめ飼養環境、検者

ならびに実験群では跳躍運動に慣れさせた後、無作為に運動群(EX)と対照群(CO)に分けた。さ

らに、それらを実験期間（2、4、7 および 14 日）別に分類し、運動群は EX2、EX4，EX7 お

よび EX14 とし、対照群は CO2、CO4、CO7 および CO14 とした。EX にはそれぞれの実験

期間中、跳躍運動を課し、CO はケージ内にて正常飼育した。各実験期間終了後、ラットから

脛骨を摘出し、軟組織を極力除去した後、ハンドモーターにて矢状方向に割断した。その後、

速やかに固定液（Cacodylate buffer(pH7.4)で緩衝された Karnovsky 液または 4% 
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Paraformaldehyde 液）に浸漬した。その一部を用いて肉眼的に観察するとともに、同様な標

本に OSO4による後固定とそれに続く種々な処置を施して走査電子顕微鏡(SEM)により観察し

た。そのほか、脱灰パラフィン切片および非脱灰樹脂包埋研磨標本を作製し、一般物理染色や

免疫染色を施して、光学および蛍光顕微鏡にて観察した。さらに、他の標本を用いて透過電子

顕微鏡（TEM）観察用標本を作製し、それを TEM により観察した。非脱灰樹脂包埋研磨標本

からは骨形態計測の手法にしたがってさまざまなパラメータを求め、脱灰パラフィン切片や

SEM ならびに TEM 標本の観察により、各群の脛骨を組織学的および免疫組織学的に分析し

た。 

なお、実験群の跳躍運動では、実験期間中にはエンドポイントを設定し、摂餌・摂水困難、 

苦悶の症状、外見異常ならびに運動遂行が不可能となった場合にも運動負荷を中止し、実験動 

物を苦痛から解放する手段として炭酸ガス吸引による安楽死処置を行うことも予定した。しか 

し、今回の実験ではこのような状態は認められなかった。 

２．研究経過および成果の概要 

   脛骨近位骨端板は骨端と骨幹の間の骨幹端に位置し、脛骨の長軸にほぼ直交する方向に存在

した。骨端板全体の厚さは EX および CO のいずれも発育に伴って減少するが、それぞれの群

間に差は認められなかった。骨端板を前方、中央および後方部に分けて厚さを比較すると、い

ずれの群においても前方および後方部より中央部が厚く、これに関しても群間に差はなかった。

いずれの群の一次海綿骨においても、骨端板から骨幹側に伸びる石灰化軟骨梁を芯として、そ

の周囲に骨芽細胞が付着して骨が添加されていた。しかし、骨端板からその骨が形成され始め

る部位までの距離には群間で違いがみられ、CO では発育が進むにしたがって徐々に骨端板に

近づいた。同じ実験期間の EX と CO の間で比較すると、どの実験期間においても CO より

EX の方が骨端板に近い位置で骨形成が開始されており、特に EX14 でそのような状態が顕著

に見られた。CO の石灰化軟骨梁もまた週齢が進むにしたがって太さを増し、同じ実験期間の

EX と CO とを比較すると、EX の方が太かった。このような発育や加重増加に伴う石灰化軟骨

梁の太さの増加は骨端板の前方、中央および後方のいずれの部位でもみられるが、中央部と特

に後方部で顕著な変化が観察された。骨端板は近位側から休止層、増殖層、肥大細胞層、予備

石灰化帯に区分される。CO ではいずれの層の細胞も発育にともなって徐々に大きさが減少し、

EX でも同様な結果が認められた。また、同じ実験期間の CO と EX で比較すると、EX の方が

細胞の小型化が認められた。このように CO、EX のいずれにおいても発育にともなって骨端

板の軟骨細胞が小型化し、それにともなって細胞間基質の増加が認められた。 

   長骨骨幹の海綿骨は、隣接する骨や地面からもたらされる外力を骨の一点で受け止めず、骨

梁を介して周囲の骨に分散する働きを有する。太くて長い骨梁は二次海綿骨にみられるが、発

育期おいて加重は直接二次海綿骨に伝達されることはなく、骨端板直下に位置する一次海綿骨

を介して伝達される。この一次海綿骨の骨梁は発育にともなって太くなるが、加重増加によっ

てそれが加速されていた。この石灰化軟骨梁も発育にともなって太さを増し、これにも加重増
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加の影響が観察された。石灰化軟骨梁は骨端板の予備石灰化によって形成されるものであるこ

とから、骨端板に着目すると骨端板の軟骨細胞は発育にともなって小型化し、これも加重増加

によって加速される状態が認められた。骨端板は軟骨細胞が分裂、増殖することによって長骨

の長軸方向の成長をもたらすことは広く知られている。しかし、本研究の結果は加重増加によ

って生じる一次海綿骨の骨梁の太さ増加には、骨端板で形成される石灰化軟骨梁の太さ増大が

深く関わること、また、その石灰化軟骨梁の太さ増加には骨端板の軟骨細胞の小型化が深く関

わることが理解された。このように、骨端板は単に骨の成長にのみ関わるものではなく、加重

の影響を強く受けて軟骨細胞の大きさの変化をもたらし、一次海綿骨の太さ増大を図るための

石灰化軟骨梁の改造にまで関わることが理解された。 

３．今後の研究における課題または問題点 

   近年の児童、生徒では、体格の向上とは逆に骨折率が増加する傾向がみられ、そこには運動

不足が指摘され、これに関する研究も多くなされている。また、人や実験動物を用いた運動負

荷実験も多く行われ、骨量増加に運動が効果を発揮することが示されている。しかしながら、

その増加がどのような機序によって進められるかについては明らかにされておらず、本研究の

結果はそこに重要な示唆をもたらすものと思われる。また、本研究を進めていく中で、骨端板

にも加重増加の影響がみられることが明らかとなったが、このような報告は先行研究には全く

なく、新たな所見であった。そのため、本研究ではその影響に対して検討するには準備不足な

点もあり、今後はそのこともより詳細に検討できる実験計画を立案していきたいと考えている。 

   

Summary 

Purpose:  It is known that an increase in mechanical stress by an exercise causes bone 

volume. Bone trabecula formations are related not only to a bone addition and resorption at the 

surface of the bone trabeculae but also to structures of calcified cartilage trabeculae derived 

from growth plate. We had already recognized that an acute bone resorption caused in the 

early stage of the exercise period.  A purpose of this study was to investigate processes of 

structural changes of tibial primary cancellous bone and growth plate accompanied with a  

short-term exercise in growing rats. 

Materials and methods:  Young male rats (wistar strain, seven weeks old) were used as 

material, and they were divided into exercise group (EX) and control (CO), randomly. 

Furthermore, EX was divided into EX2, EX4, EX7 and EX14, according to difference of 

experimental periods, and CO was also divided into CO2, CO4, CO7 and CO14 similarly.  EX2, 

EX4, EX7 and EX14 performed jumping exercise (45cm height, 100 times per day, every day) 

for 2, 4, 7 or 14 days.  Tibiae were excised from rats after each experimental periods.  Bone 

structures were observed histologically and immunohisotologicaly, with light-and-fluorecent 

microscope and transmission-and-scaning electron microscope.    
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Results:  Thickness of growth plates decreased with growth, but no differences of them 

were recognized between EX and CO.   Growth plates of middle portion were thicker than 

those of anterior and posterior portion.  However, no differences between each groups were 

also found, when those thicknesses of each portions were measured separately.  The bone 

formation was started just under the growth plate in EX14, as compared to the other groups at 

the primary cancellous bone. It was found that thickness of calcified cartilage trabecula was 

related to cell size of hypertrophic layer of growth plate.  Size of hypertrophic chondrocytes 

decreased gradually in every portion, accompanied with growth. Those changes were going to 

observed clearly with the laps of time, at posterior and especially middle portions.   Tendency 

of increase was found in thickness of calcified cartilage trabeculae in every portions, and 

significant increase was recognized at the posterior portion in EX14.   

Conclusion:   It was understood that mechanical loading miniaturized hypertrophic cells 

and increased thickness of calcified cartilage trabeculae without changes in thickness of growth 

plate, and resulted in increase of bone volume.  
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授乳環境の建築計画指針策定に関する研究 

A study on setting the guidelines on architectural planning of feeding environments 

     

研究代表者 仲 綾子（ライフデザイン学部人間環境デザイン学科） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①授乳  Feeding 

            ②環境  Environment 

      ③計画指針  Guideline 

        ④こども  Children 

      ⑤公共施設 Public facilities 

平成 27 年度交付額／679,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

① 仲綾子、小林優里、松本麻里：科学館における仮設授乳室の利用実態－仮設授乳室

プロジェクトにもとづく考察  その 1、日本建築学会大会学術講演梗概集 （九州） 

2016.8【4/5 投稿済み、発表予定】 

② 小林優里、仲綾子、松本麻里科学館における乳幼児連れ利用者の行動特性－仮設授

乳室プロジェクトにもとづく考察  その 2、日本建築学会大会学術講演梗概集 （九

州） 2016.8【4/5 投稿済み、発表予定】 

③ 松本麻里、仲綾子、小林優里：（仮）科学館における仮設授乳室の構築とアテンダ

ントスタッフによる評価－仮設授乳室プロジェクトにもとづく考察 その 3、日本建

築学会大会学術講演梗概集 （九州）2016.8【4/5 投稿済み、発表予定】 

④ 仲綾子、小林優里、松本麻里：（仮）仮設授乳室プロジェクトにもとづく科学館に

おける授乳環境の構築と評価、日本建築学会技術報告集、2016.6【執筆中、投稿予

定】 

⑤ Ayako Naka, Yuri Kobayashi, Mari Matsumoto：(draft title) Users’ Evaluation of 

temporary feeding rooms in a science museum – based on group discussions,  

The Environmental Design Research Association (EDRA), 2017.5【分析中、投稿

予定】 

 

研究経過および成果の概要   

1. 研究の目的と方法 

近年、子育て世代の外出支援策のひとつとして商業施設や公共施設において授乳やおむつ替えが

できるスペースの整備が進められている。しかし、具体的な計画指針は明示されておらず、使いに
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くく居心地の悪い事例は少なくない。また、施設種別にみると、商業施設では子連れの集客を見込

んで積極的に充実したスペースを整備している事例が多いものの、公共施設ではいまだ設置されて

いない事例もみられる。 

そこで本研究は、授乳環境の建築計画指針策定に関する研究の一環として、以下の 2 つの視点か

ら調査・分析を行うものである。 

(1) 公共施設における授乳環境 

A 科学館を事例として 2016 年 8～9 月に仮設授乳室を 3 室設置し、その利用実態と利用者評価を

明らかにすることを目的とする。 

研究方法としては、仮設授乳室について、(S1)利用者へのアンケート調査、(S2)利用者の行動観

察調査、(S3)利用者へのグループ・インタビュー調査、(S4)アテンダントスタッフへのアンケート

調査、と 4 種類の調査を実施し、その利用実態と評価を複数の視点から総合的に捉える。 

 

(2) 商業施設における授乳環境 

首都圏の商業施設を対象として 2016 年 8～11 月に授乳室等を実測調査し、その整備状況を明ら

かにすることを目的とする。 

研究方法としては、日本百貨店協会に加盟する東京の施設のうち、調査協力を得られた 12 施設

について、開館時間前または閉館時刻後に施設内に立ち入らせていただき、実測調査を行い、平面

図を書き起こしたうえで、面積構成比等を検討する。 

 

2. 研究経過および成果の概要 

(1) 公共施設における授乳環境 

(S1)利用者へのアンケート調査にもとづく分析結果からは、回答者数は 131 人であり、利用率（回

答者数/入館者数×100）は概ね 0.2～0.7%の範囲に分布し、複合商業施設におけるベビー休憩室の

利用実態と同傾向であること等を明らかにした。また、利用時刻は 11 時頃と 14 時頃に 2 つのピー

クを示すこと、授乳時間は「5 分以上～10 分未満」が最も多く約 5 割、次いで「10 分以上～15 分

未満」が約 2 割を占めること等を把握した。仮設授乳室に対する評価としては、広さ、明るさ、音、

落ち着きの 4 項目について質問し、いずれも高い評価を得た。但し、仮設授乳室の各々の特徴を反

映し、1 階ソファ付近の授乳室では広さに対する評価が、3 階アクアシアター出口付近の仮設授乳

室では落ち着きに対する評価が、3 階通路窓際の仮設授乳室は明るさに対する評価が相対的に高い

という結果であった。また、授乳室を利用した理由は、すべての仮設授乳室において「近くにあっ

た」が最も多く、アクセスしやすさの重要性が示された。 

以上の結果を踏まえ、前述の研究発表④の論文を執筆中である。 

 

(S2) 利用者の行動観察調査にもとづく分析結果からは、調査を実施した平日 2 日間、休日 2 日間、

計 4 日間の仮設授乳室の利用者は 26 組であり、滞在時間は平均 9 分 17 秒であるが、ばらつきが大
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きく、標準偏差は 5 分 44 秒であることを示した。ばらつき大きい要因のひとつは、仮設授乳室内

で授乳以外の行為が行われているためであり、おむつ替え、着替え等に要する滞在時間は平均 2 分

45 秒とかなり短い。但し、授乳に限ってみても最短 3 分 21 秒から最長 22 分 00 秒と、幅広く分布

することが明らかとなった。利用者属性としては、①同伴者全員の属性、②赤ちゃんの移動手段、

③荷物の状況、④赤ちゃんの性別、⑤赤ちゃんの年齢の目安について集計した。このうち、建築計

画に大きく関わる①～③の結果の概要は以下の通りである。 

①同伴者全員の属性は、「ママのみ」が大半を占めるがそれ以外の利用もみられ、授乳室はママ

のみを対象とするのではなく、パパやきょうだいを視野に入れて計画することの重要性が示された。

②赤ちゃんの移動手段は、「抱っこひも」が最も多く、次いで「腕で抱っこ」、「ベビーカー」であ

る。これは複合商業施設のベビー休憩室における傾向とは異なり、本科学館における利用者の特徴

といえる可能性が示唆される。③荷物の状況は、総じて多く、荷物置き場等の検討が求められる。 

併せて、仮設授乳室だけでなく、それを取り巻く環境全体を視野に入れ、A 科学館における子連

れの利用者の行動を観察し、(A1)こどもの行動、(A2)親子の行動、(A3)建築との関わりに分けて捉

えた。(A1)こどもの行動としては、常設展示を体験する、館内を走りまわる、駄々をこねる、仮設

授乳室を覗き込む、(A2)親子の行動としては、写真を撮る、手をつなぐ、家族で協力する、順路通

りに移動する、(A3)建築との関わりとしては、椅子、手すり、壁・床、吹抜に着目して行動特性を

捉えた。 

以上の結果を踏まえ、前述の研究発表①、②の論文として投稿した。8 月に発表予定である。 

 

(S3) 利用者へのグループ・インタビュー調査にもとづくデータについては、現在、プロトコル分析

を実施中である。 

分析完了後、前述の研究発表④の論文を執筆し、投稿する予定である。 

 

(S4) アテンダントスタッフへのアンケート調査にもとづく分析結果からは、仮設授乳室を設置する

ことによって、授乳希望者への案内の負担の軽減、繁忙期に諸室利用者の待ち時間軽減等が示され、

来館者にとっても利便性が向上し、来館者数の増加が期待されることが指摘された。一方で、仮設

授乳室を休憩、おむつ替え等の本来の用途とは別の行為を行うことによる懸念等が指摘された。ま

た、プライバシーの重視等を求める意見もあり、今後の課題と位置づけられる。 

以上の結果を踏まえ、前述の研究発表③の論文として投稿した。8 月に発表予定である。 

 

(2) 商業施設における授乳環境 

実測調査を完了し、平面図を CAD にて書き起こしたうえで、ゾーン別面積を算出した。しかし、

調査協力を得られた施設数が 12 例と、信頼性の高い分析を行うには例数が多いとはいえないと判

断し、今後、次に述べるように追加調査を行う予定である。 
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3. 今後の研究における課題または問題点 

(1) 公共施設における授乳環境 

A 科学館の協力を得て、実際に仮設授乳室を 3 室構築するという社会実験を実施したうえで調

査・分析を行った点で意義があると考える。但し、これは事例研究のひとつであり、一般的に敷衍

できる点と本事例に特殊な点を精査する必要がある。したがって、今後の課題としては、事例数を

増やし複数の施設の状況を比較検討することが求められるといえる。 

 

(2) 商業施設における授乳環境 

先に述べたように事例数が 12 例と多くないため、国土交通省および一般社団法人日本ショッピ

ングセンター協会の協力を得て平成 28 年度に追加調査を行うよう協議中である。 

 

上記の(1)と(2)を総合し、公共施設と商業施設における授乳環境の共通点および相違点を把握し、

その他の施設を網羅したうえで、これらを総合して授乳環境に関する計画指針の策定を行うことが

今後の課題である。 

 

Summary 

 

A STUDY ON SETTING THE GUIDELINES ON ARCHITECTURAL PLANNING OF FEEDING 

ENVIRONMENTS 

 

Ayako NAKA 

 

1. Background and purpose 

Recently more nursing rooms where people can breastfeed or give formula to their infants, are 

provided in public and commercial facilities. The government and local organizations started to set 

the guidelines for planning and designing nursing rooms, but these didn’t show specific policies and 

have not been examined by research. Therefore, there are a number of non-user-friendly and 

uncomfortable nursing rooms especially in public facilities rather than commercial ones. 

The ultimate objective of these series of research is to formulate a set of clear guidelines on the 

planning and designing of nursing rooms. As a basic phase of them, this study is mainly focusing on 

the feeding rooms in public facilities. The purpose of this study is to clarify user behavior and 

evaluation of feeding rooms. 

 

2. Method 

Three temporary feeding rooms have been created from August 1 to September 30, 2015 in a 
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science museum as a case study of public facilities. Each room has been provided in various site 

with different size of the room. 

The following four surveys were conducted: Questionnaire survey for users, observation 

survey on users, interview investigation for users, and Questionnaire survey for attendant staffs. 

 

3. Result and Discussion 

The time of user’s arrival at / departure of the feeding room, the number of users, relationship 

of any companion to the infant, baby transport type, baggage size users bring into the feeding room 

and also the evaluation of the size, brightness, noise, and calmness of each feeding room are shown 

by the analyses mainly based on the data of 131 users in questionnaire survey and 26 families in 

observation survey. 

     Staying time in feeding rooms is around 10 minutes, but it varies largely from about three 

minutes to over 20 minutes. This numerical data is used to queue: calculating proper number of 

feeding rooms or chairs. 

    These feeding rooms are highly evaluated by users substantially. Therefore providing feeding 

rooms will contribute to increase of visitors with infant and young children. 

 

4. Conclusion and future issues 

The analysis based on the surveys in a museum as a case study of public facilities clarified the 

proportion of the number of uses to all visitors and user behaviors. It is necessary for planning and 

designing feeding rooms. 

A further study in commercial facilities should be investigated. Then it should be made 

comparison to the data of public facilities, and finally a set of guidelines on planning and designing 

of nursing rooms will be provided comprehensively. 
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障害のある児童の学びを基準とした普通小学校施設の計画設計手法に関する研究 

Facility Planning of Primary School Based on the Educational Environmentfor Children with 

Disabilities 

     

研究代表者 菅原 麻衣子（ライフデザイン学部・人間環境デザイン学科） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①小学校   Primary School 

            ②施設計画 Facility Planning 

      ③障害児  Children with Disabilities 

        ④学習環境 Educational Environment 

      ⑤施設改善 Facility Improvement 

平成 27 年度交付額／1,100,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・菅原麻衣子（単著）,普通小学校における障害のある児童の学びに応じた施設改善の

実態と課題, 日本建築学会, 平成 28 年度予定 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

本研究は障害のある児童（以下、障害児）とない児童が共に学ぶインクルーシブ教育の実現に向

けて、障害児の学びの場としてみた普通小学校の学校施設整備のあり方を追究するものである。障

害児の心身状況の個別性や多様性に対し、学校施設の各空間の配置、規模、設備、設え等が十分対

応しているか、評価・問題点、整備要望とその根拠を捉える。それらをもとに、多様な個々のニー

ズを一つの施設環境にいかに反映しうるか、その計画設計手法を明らかにすることを目的とする。 

 調査方法は、まず量的調査として全国的な動向を把握するため、各都道府県の公立小学校に対し

アンケート調査を実施した。配布数は 500 校、回収数は 92 校、有効数は 91 校であった。調査内

容は①施設環境面の評価または問題点、②改造・改修履歴や教員による環境整備の工夫、③評価ま

たは問題とする理由、および改造・改修のポイントの把握を行った。 

 質的調査としては、近年新築・改築された公立小学校、および特別支援教育に力を入れている学

校として、山鹿市立山鹿小学校、周南市立久米小学校、甲府市立池田小学校、および海外調査とし

てロンドン市内の Swiss Cottage School、The Michael Tippett School の現地ヒアリング・観察調

査を実施した。 

２．研究経過および成果の概要 

 アンケート調査対象校の校舎建設年は、91 校中 40 校が 1980 年以前という中で、建設当時から
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特別支援教育のニーズが大きく変わり、現況施設では対応できなくなってきていることが捉えられ

た。限りある施設環境の中で教職員が工夫して空間・設備を整えている状況が数多く回答に挙げら

れ、限られたスペース、選択の余地のない教室配置の中で、教職員が工夫せざるを得ない状況にあ

る。結果として、教室内はパーティションや収納棚は自作となり安価で手軽な段ボールが多用され、

回答の中にはそれらについて見た目の問題を指摘する意見もみられた。 

アンケートおよび現地ヒアリング調査結果から得られた共通課題としては、教室分割や教室配置

のあり方、また音環境、トイレ環境に関することである。これらは設計段階において、ある程度共

通解として対応できること、すべきことであると考える。各室の課題としては、まず児童の学習・

生活拠点となる教室について、求められているスペースや設備は、クラス全員での学習の場、グル

ープ学習の場、集団での作業スペース、個別学習スペース、リラックスやクールダウンの場、着替

えの場、収納、水道である。また近くにトイレがあることも利便性が上がる。これらの場・設備が

１教室にすべて問題なく納まっているような状況は稀であり、教室内になんとかそのような場を作

り出すか、空き教室がある場合はそれらとうまく連携を取るということがなされている。回答の中

には、特別教室の準備室や放送室など、通常教室より狭い部屋を当てがわれている例もみられたが、

通常学級より人数が少ないから狭い室でよいとは言えない。障害のある子の方がより環境（音、光、

風、匂い、室温、湿度、色等）に敏感な面もある。また教室だけでなく、特別教室や体育館、プー

ル、トイレ、そして給食や遊びの時間に対する環境面の配慮も重要である。 

校舎内の移動については、スロープや階段昇降機の設置、また新築・改築に伴う EV の設置とい

う回答がみられた一方、上下階の移動の際に車いす使用の児童を抱えて上り下りするという状況も

見受けられた。これは日々の交流学級や特別教室での学習に支障が生じ、児童にとっては移動の際、

常にだれかに頼らなくてはならない、助けを求めなければならないという状況に置かれている。そ

れは人格形成や権利保障の観点、また人権問題や差別解消に関する世界的な流れからも、「友達と

同じように自分で○○教室に行く」というごく普通の状況を整えることが急務と考える。しかしなが

ら、現実には EV 設置の予算がない、施設の構造から取り付けることが技術的に難しい、校舎の老

朽化が進み、建て替えと改修のタイミングが難しいという問題はよく言われていることである。実

際に、文部科学省では「合理的配慮」のうちの「基礎的環境整備」においてエレベーター設置を明

確には位置付けていない。しかし、本来的には児童の学習・生活に支障を与えず、かつ学校は地域

の場であり、多くは避難所でもあるという観点から、様々な人が上下階を移動しやすい環境づくり

が必須と考える。 

３．今後の研究における課題または問題点 

 インクルーシブ教育の観点から、特別支援学校と通常学校との関係について述べる。本研究と同

時並行で特別支援学校の研究にも取り組んでいるが、特別支援学校と通常学校（特別支援学級）の

環境は明らかに大きな差がある。インクルーシブ教育を進める上では児童の成長に応じてステップ

アップできる場づくりが求められるが、そこに大きな環境ギャップがある。これは日本のみならず

ロンドンの現地調査の中でも実例として、ある児童が特別支援学校から通常学校の支援学級に移っ
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たものの、支援学校に戻ってきたというケースを捉えた。それには様々な理由があるが、その中に

施設環境の不十分さも挙げられていた。この点については引き続き研究を進め、特別支援学校と通

常学校のソフト・ハード面での連携や連続性のあり方について、今年度科学研究費補助金に採択さ

れた研究テーマを基にさらに追究していく。（2,169 字） 

 

Summary 

Promoting the inclusive education, which children learn together whether they have 

disabilities or not, is one of the important subjects in education for all over the world. Based on 

this background, the objective of this study is to clear the issues of facility planning of primary 

schools as the educational environment for children with disabilities. To grasp the evaluation of 

the usability and refurbishment of present facilities, a questionnaire survey targeting 500 

primary schools nationwide was conducted in October 2015. 92 primary schools responded to 

the survey and valid response was 91 primary schools. In addition, hearing and observation 

surveys were also conducted at 3 primary schools in Japan and 2 schools in London from 

September 2015 to March 2016. All 5 schools are pioneer or highly-praised schools in terms of 

special education or school planning. 

 From the analysis of these surveys, it was showed that the common issues which lie in many 

schools were about classroom sectioned, classroom location, sound environment and restrooms.  

First, regarding classrooms where are the home base for children in school life, they were 

required various functions such as learning space for all classmates, group learning space, 

workspace, individual learning space, relax and cool-down space, changing space, enough storage 

and convenient waterworks. Classrooms located near the restroom also enhance much more 

convenience. Actually many schools had not enough space or equipment in classrooms, so that 

teachers themselves groped to manage the ideal educational environment or made good use of 

vacant rooms. 

  Second, the class room location and accessibility to each room were also important matters. Some 

schools had slopes, stair lifts or elevators. Another school hadn’t enough equipment to go up and 

down stairs or gaps, nevertheless students who use a wheelchair go to the schools. In case of that, 

students with wheelchair are force to ask someone to carry on back whenever he or she uses stairs 

to move rooms for next lessons or meetings. This situation should be improved immediately from 

the viewpoints of their character development, human rights and elimination of discrimination. 

Finally I note about the relation between mainstream primary schools and special schools. From 

the results of this research and my previous studies about special school planning, it is cleared that 

there is a major difference between the both educational environments. Most primary schools are 

lack of space and equipment for children with disabilities, compared with special schools. For 
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disabled Children who want to or can go to primary schools this gap might mean the exclusion or 

discrimination in education. I’ll focus on this issue and pursue to get the method of continuous 

educational environment planning based on the scientific research fund 2016-2018.   (443words) 


