カザフスタンとの交流と観光
八戸工業大学

長谷川明

1. はじめに
みなさんはカザフスタンと聞いて、どこにあるかわかりますか？私は最初
にこの国と出会ったとき、はっきりした場所はわかりませんでした。カザフ
スタンの人に失礼な話です。でも、うちの研究室の学生に聞いても、
「良くわ
からない」が大方の答えです。
地図を見てください。中央アジアの国ですが、アジアとヨーロッパの間に
あるといってもいい位置です。西にカスピ海、東は中国、南は天山山脈、北
はロシアです。
カザフスタン共和国（以下、カザフスタン）は、1991 年のソ連崩壊ととも
に独立した国ですが、現ロシアとも友好的な国で、特にロシアの宇宙基地と

写真-1 著者

思われているバイコヌール宇宙基地はカザフスタンにあり、そこをロシアが

2003 アルマティで

借りて使っています。国土面積が広く世界第 9 位で、ア
ジアでは中国、インドについで第 3 位です。国土の大部
分が、砂漠や乾燥したステップです。草原の大国です。
みなさんも、草原を駆ける馬に乗っているカザフ人や、
移動式住居のユルタを想像されるのではないでしょう
か。
人口は約 1700 万人で、人口密度は約 6.3 人/km2。日
本の人口密度 337 人/km2 とは、約 1/53 です(2013)。人
口の約 63%がカザフ人、宗教ではイスラム教が約 70%

図-1 カザフスタン共和国 google から

となっています（wikipedia）
。ですから、市内には大き
なモスクを見ることができます。もちろんロシア正教の
教会もありますが。首都は中央部のアスタナ（図中の丸
印 Astana）
。旧首都（1997 年まで首都）は南部の丘陵
地にあるアルマティ（図中の□Almaty：アルマトイと
も）
。写真番号の 4 桁数字は撮影年です。

2. カザフスタンとの出会い
カザフスタンとの出会いは、1991 年（平成 3 年）に
カザフスタンから若い研究者を八戸工業大学の諸戸靖

写真-2

史先生（故人）が呼び、私に八戸駅に迎えに行くように

2000 アルマティ。国際会議でアスカルと

言われたのが最初です。理由は、私が車の運転ができた
からだと思います。その人が、アスカル、正しくは、アスカル・ジュスベコプ（Askar Zhussupbekov：
以下アスカルと呼ばせていただきます）です。諸戸教授のもとで地盤工学を数ヶ月間研究して帰国しま
した。日本に来るときはソビエト連邦だったのが、帰国の時には独立してカザフスタンとなっていたと
いう歴史の動いていた時期でした。最近のアスカルは、カザフスタンの首都アスタナ市にある国立ユー
1

シリーズ

世界の都市（9）

ラシア大学（写真-3）Eurasian National University の地盤工
学科学科長や国際地盤工学会副会長を歴任し、偉大な地盤工学
者となって世界で活躍中です。2015 年 1 月にはインドのチェ
ンナイで開催された国際会議で、出席者から還暦祝いの祝福を
受けていました。私は、諸戸教授の後任のようにして交流させ
ていただき、講演活動や国際会議で交流しています。

3. カザフスタンとの交流
友人アスカルは、国際的に著名な地盤工学者ですから、数多
くの日本訪問をしてくれています。八戸工業大学にも数回、訪

写真-3
2009 国立ユーラシア大学

問し、カザフスタンの地盤工学的課題やチェルノブイリ発電所
のその後の状況などを講演してくれました。最近では、2014 年
11 月に本学で開催された国際防災フォーラムに来られ、カザフ
スタンの自然災害と人間が創り出した災害について講演され
ました。一方、著者も、これまで国際会議や講演あるいは授業
のため、数回のカザフスタン訪問をさせていただいています。
写真-4,5 は、2003 年にアスカルが所属するアスタナ市（現首
2003 大学講堂で講演。熱

都）にある国立ユーラシア大学での講演の時の写真です。講演

写真-4

の内容は日本の橋梁技術に関することで、八戸工業大学の研究

心に聞いてくれた。

室で行っていた超長大橋や複合構造（鋼材とコンクリートの長
所を融合させた構造）に関する研究成果も含めてお話しさせて
いただきました。講演前後の交流も含め、本当に楽しく忘れら
れない時間です。
現在は、国立ユーラシア大学の客員教授として、大学院博士
課程の授業や研究指導に参画させていただいており、最近では
2012 年、2014 年に訪問し、2 週間の授業と研究指導を行って
きました（写真-6,7）
。この交流から八戸工業大学で研究を行い
たいという学生の希望があり、2009 年そして 2014 年に、それ
ぞれ 1 名の客員研究員を受け入れました。最初の客員研究員デ

写真-5

2003 国立ユーラシア大学

にて講演後、学生たちと

ィナさんは、すでに
PhD（学術博士）を取
得しアスタナ市内の
大規模建設プロジェ
クトで活躍中です。
2014 年に来られたバ
ルジャンさんは、帰国
し研究員兼博士の学
生に戻っています。八

2014 大学院生への授業

戸工業大学とカザフ

写真-6

スタンとの交流が続

（研究室で）

写真-7 2014 大学院生への授業（実
験室で）
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いてくれることを願っています。
授業を受けている学生たちは、優秀な成果を上げているた
め、国から学費、生活費の支援を受けています。もちろん日
本の院生に用意されている TA（ティーチングアシスタント）
や、学部の演習を担当して経済的支援を受けている場合もあ
ります。また、修士課程、博士課程で行われている海外研修
（修士は短期、博士は 3 ヶ月が基本）も全て大学がサポート

写真-8

しています。受講者には、大学教員や主婦の方が混じってい

ら、アスカル、蒲原大使、著者。背面

ることもありました。そのため、育児で欠席ということも。

に日本国旗（隠れている）

2014 日本大使館にて。左か

みんな、熱心に聞いてくれました。語学についていうと、普
段はカザフ語、授業や仕事でロシア語、そして英語（中には
ドイツ語）を学習しています。英語が得意の学生も苦手な学
生もいます。それでも、みんな熱心でした。ネットを使うと、
Google 翻訳などで日本語の論文も紹介できるようになって
便利になってきています。でも、伝える方も教わる方も語学
は重要であることを感じています。2014 年の訪問時には、ア
スタナにある日本大使館を訪ね蒲原大使とカザフスタンと日
本の文化交流について意見交換する機会がありました(写真8)。地方都市の大学が続けてきた交流を紹介してきました。

写真-9 2014 アスタナ、バイテレッ
ク 105m

4. アスタナ

アスタナは、1998 年からカザフスタン共和国の首都となっています。南部に位置する 1997 年までの
アルマティからの遷都で、国全体の中心に近い、災害が少ないなどが理由のようです。国際コンペで優
勝した黒川紀章のマスタープランで整備されている都市で、いまも都市の整備が続いており、訪問のた
びに都市の姿が変わっているように感じます（写真-9～12）
。人口は 84 万人（日本大使館 HP）
。
市内中心部にアスタナのシンボル、バイテレックがあります。105m の高さで、エレベータで上がる
と市街地と周辺を 360 度見渡せます。あまり高くない塔であるにもかかわらず、壮大な景色を堪能でき、
広い平地に都市ができていることがわかります。中心街には、ビジネス街、公園、ショッピングセンタ
ー等が整備され、その周辺に中層のアパートがあります。ほとんどの市民は、この中層や最近では高層
のアパートに住んでおり、一戸建ち住宅は限られた人たちの住宅となっています。広い車道と広い歩道

写真-10 2014 アスタナ、ビジネ

写真-11 2014 アスタナ、イシム

ス街

川、周辺に散策路
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写真-12 2014 アスタナ、ショッ
ピングモール

が整備されていますが、朝夕には車の渋滞が見られます。大都
市には欠かせない河川公園が市内中心部を流れるイシム川周
辺に広がり、遊歩道が整備されています。川にはボートもみる
ことができ、遊歩道では散策する人がいます。
郊外にでると、きれいな森や湖をみることができます（写真
-13）
。2003 年、アスカルの車で連れて行ってもらい、湖畔のホ
テルに泊まって、周辺の山に登ったりして楽しませてもらいま
した。アスタナから少し離れていることから、ポピュラーな場
所ではないかもしれませんが、将来は観光名所になるように感

写真-13

2003 アスタナ郊外

示され、びっくりしたことを覚えています。冬にでかける時は

写真-14

2009 年 12 月下旬アスタ

それなりの服装を用意していく必要があります。

ナ、雪は少ないが気温は-20～-30 度

じました。
アスタナでは、2017 年 6 月から「Energy of the Future」を
テーマに環境を中心とした世界博覧会が開催されます。中央ア
ジアでは初めての世界博覧会で、いま、ホテルの建設や鉄道整
備など、その準備に忙しいようです。
大陸の中央にあるためか、アスタナの最高、最低気温は 41.6
度、-51.6 度とネットに書かれています。2009 年 12 月下旬に
訪問したときには、テレビの天気予報に最低気温が-22 度と表

多くの市民がイスラム教であることから、市内には大きなモ
スクがあり、中は荘厳な空間となっています。もちろんロシア
正教の協会もあります。
2014 年に、アスタナで 2 週間授業をしたときの日曜日、学
生が連れて行ってくれた場所は、市内から車で 1 時間程度の
ALZHIR（アルジール）と呼ばれる強制収容所跡地にある博物
館でした。女子の収容所だったところで、日本人も含まれてい
たとの説明を聞きました。新しい都市を建設しながらも、悲し
い歴史を忘れない努力を感じました。

写真-15

2014 アスタナ、イスラム

モスク

5. アルマティ
カザフスタンで最も大きな都市（人口 147 万人）で、1991
年のカザフスタンの独立から 1997 年まで首都だった風光明媚
な都市。平地に広がるアスタナと異なって、天山山脈の麓に位
置し、傾斜地の土地に市街地ができています。別名「リンゴの
都市」ともいわれます。気温はアスタナよりは少し暖かい感じ。
緑が多いことが特徴と言えます。
市街地は高層ビルと広い道路で整備されています。中心部
は、大きな道路が碁盤の目のように縦横に通っていて、その中
心部に公園が整備されています。公園には、第 2 次世界大戦の
激戦地で貢献した 28 人の戦士の大きなモニュメント（写真4

写真-16

2004 アルマティ市内

17）が置かれており、その手前に火がたかれています。結
婚するカップルがこの前で記念写真を撮る姿を見たことが
あります。日本とは異なる文化のように感じながら、大切
なことをしているように感じました。
市内の展望台「コクトベ」
（写真-20）に登ると、市街地
を見下ろすことができます。写真-20 は 2000 年の時です。
背後にケーブルカーが見えます。車でもあがれます。周辺
にリンゴの木をみることができますが、こちらのリンゴは
青森のリンゴとは形も味もずいぶん違います。申し訳ない
けれど、あおもりのリンゴがどちらも勝っています。山頂
の木の枝に結んであるものを見つけました。聞くとおみく
じを木に巻き付けて願い事をする日本の神社で行われてい

写真-17

2004 アルマティ

パンフィロフ将軍率いる 28 戦士記念碑
第 2 次世界大戦時、ソ連防衛で活躍
新婚夫婦が記念写真を撮る時も

ることとよく似ていました。
郊外に行くと風光明媚な景色をみることができます。特に、山頂に雪を抱いた景観はすばらしいもの
があります。その途中に、2011 年アジア冬季競技大会の会場となったスキー場（写真-21）とスケート
場（写真-22）があります。アスタナとともに会場となり、日本選手も活躍しました。現在、2022 年冬
季オリンピック開催都市に立候補中で、北京と争っています。この原稿が印刷されているときには決定
しているかもしれません。
このメデウのスケート場の上にあるアースダム（写真-23）は、アルマティの泥流災害防止のために建
設されたものです。ここアルマティは、地震と泥流の災害でたびたび被災しています。災害の多いこと

写真-18

2004 アルマティ郊

外。雪に覆われた美しい景観

写真-21

2000 アルマティ、チ

写真-19

2000 アルマテ

ィ、ロシア正教教会

写真-22

写真-20

2000 アルマティ、
コクトベ

標高約 1000m。市内を一望できる。

2000 アルマティ、

写真-23

2000

泥流防止のア

ェンブラック スキー場、2011

世界で最も高いメデウスケ

ースダム。ダム天端高は海抜

年アジア冬季競技大会会場

ート場、海抜 1700m

1900m
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が、アルマティからアスタナに首都を移動する要因の一つとなっています。観光から考えると、災害が
多いアルマティの方が景観の優れた山や湖をみることができます。自然災害とは、そういう恵みを与え
てくれるのかもしれません。また、旧首都であるだけに、歴史的な建造物にも出会えることが多く感じ
られます。

6. 食事や生活
珍しい飲み物に、らくだや馬のミルクがあります。らくだのミルクは少し酸っぱい感じがしますが、
強いウォッカの前にはいいらしいとのことです。別にお酒を
飲む人が飲む飲み物ではなく、普通にスーパーで売っていま
す。馬肉のソーセージは、なかなかおいしかったです。スー
パーでは、キャビアも売っていますが、こちらは生産地と言
っても高いです。カスピ海があるのでキャビアも主要な輸出
品となっています。お土産にキャビアを買ったときには、輸
出に関する書類を書いた記憶があります。ちなみに、カスピ
海はカザフスタンだけではなく、ロシアやトルクメニスタン
などの領土でもあるため、どこの国のキャビアがおいしいか

写真-24

競争のようです。

理、
「ベシュバルマク」肉とすいとん生

2000 年に訪問したときには、カザフスタン産のコニャッ
クやウォッカを飲む機会が多かったのですが、最近はビール

2003、アスタナで、伝統料

地の料理
主賓から食べる

やワインが多いようです。ワインでは、特に近隣国のジョー
ジア産の赤ワインがまろやかな味とコクがあっておいしい
と飲ませてもらいました。イスラムではお酒を飲まないとこ
ろもあるようですが、ここカザフスタンでは日本と同じよう
で、お酒を飲まない夕食会はなかったように思います。ただ、
豚肉はイスラムの人は大概食べません。アルマティの市場で
は、豚肉は奥の見えないところで売られていました。市内に
はイスラムの大きなモスクがあり、多くの市民がイスラムで

写真-25

あっても、服装は私たちと同じだし、特に祈りを捧げるシー

楽器博物館。世界の弦楽器の展示が興

ンは見たことがありませんでした。

味深い。演奏してくれた博物館職員と

2004 アルマティ、国立民族

アルマティに行ったとき、数学の先生の自宅に伺ったこと
があります。二階建ての一戸建て住宅でした。日本のような
はっきりした玄関はないのですが、入り口でスリッパに履き
替えて居間に通されました。部屋の隅に布団が置かれていた
ので、眠るときはどうするのかと聞くと、布団を敷くと言っ
ていました。その後、床にあぐらをかいて座る、目上の人の
前では膝を折るなど、話をしている中で日本の生活と共通し
ていることを感じました。床は畳ではなくマットですが。で
も、アスタナの学生たちや泊まったホテルはみなベッドにな
っていますし、我が家を見ても、
「畳に布団」の生活は限定的
で、このような伝統的文化は次々と変わっていくことを感じ
6

写真-26

2014 カザフスタンの民族

楽器ドンブラ。愛好会の学生たち

ます。
アルマティ市内の中心部に国立民族楽器博物館があります。欧米のギターやバイオリンと、中国や日
本の胡弓、琴あるいは三味線のような世界の弦楽器を展示し、その文化の交流を教えてくれます（写真
-25）
。異なるものと共通なものを展示しながら世界の文化の交流の歴史を知ることができます。ドンブ
ラは、カザフスタンの弦楽器です。アスタナの大学構内で学生たちが歌う、草原ののどかな生活や、人
を想う歌を聞きました。
（写真-26）

7. おわりに
これまでのカザフスタンとの交流と、訪問した主な都市周
辺の観光に関わるお話を書かせていただきました。カザフス
タンは石油やウランなどの鉱物資源に恵まれている豊かな
国です。場所は中央アジアと良く紹介されますが、実際には
日本から見ると欧州に近い位置にあります。この位置です
と、欧州やアジア諸国への訪問にも便利な場所といえます
し、古くから欧州とアジアの交流が盛んに行われていたので
はないかと想像できます。
カザフスタンでは親日感を感じることが多くありました。
カザフスタンに収容された第 2 次世界大戦後の日本人抑留者
が作った劇場や水道施設（写真-27）を使っていました（2004

写真-27

2004 アルマティ郊外、導水

管は日本人捕虜が工事、現在も使用中
（現地ガイドの説明）

年当時）。そして、その技術の高さと耐久性に評価する声を聞
くことがありました。アスタナの都市計画が、黒川紀章のマスタープランで整備が進められていること、
アスタナ空港をはじめ多くのインフラが日本の JICA によって支援を受けていたことも親日感情に影響
していると思います。
カザフスタンに行くには、いまのところビザが必要です。ただし、2000 年頃は 5000 円位費用がかか
っていましたが、いまは無料（旅行会社を通すと手数料がとられる。）になっています。飛行機は、あい
にく日本からは直行便がありません。ソウル（仁川）を経由してアルマティに入る方法、アブダビィを
経由してアスタナに入る方法、北京を経由する方法などがあります。この原稿が出版されているときに
は、もしかしたら日本から直行便が動いているかもしれませんが。
言い忘れましたが、カザフスタンにはカスピ海はあるものの、本当の意味での「海」はありません。
私のところで研究活動を行ったバルジャンが、最も記憶に残った場所は「美しい種差海岸」と帰国時に
話してくれました。海はありませんが、私に多くの楽しく有意義な時間を与えてくれた国です。異なる
自然や文化が魅力的になっています。この原稿が、カザフスタンに関心を持っていただき、おでかけに
なるきっかけになっていただければ幸いです。
最後に、カザフスタンとの交流でお世話になったカザフスタンそして日本のみなさんに感謝を申し上
げます。
参考資料
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ㆇⴕߢࠆ㧚ߘߩߚ㧘ㅳ㑆ᄤ᳇੍ႎߦᵈᗧࠍߪࠄ
ߥ߇ࠄ㧘ㆇⴕᒰᣣߩ⋓ጟർᎹߩᄤߩ੍᷹ߣᴡᎹ
ᵹ㊂ߩ੍᷹߇ᔅⷐߢࠆ㧚એߩὐࠍᔨ㗡ߦ⟎߈ߥ߇
ࠄ㧘ⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣߩෳട߇ᦨ߽ᦼᓙߐࠇࠆᐔᚑ㧞
㧞ᐕ㧥㧢ᣣ㧔㧕
㧔᥍ࠇ㧕
㧘ᐔᚑ㧞㧟ᐕ㧤㧟ᣣ㧔᳓㧕

5

䋨ᦅࠅ䋩߮ᐔᚑ㧞㧢ᐕ㧣㧡ᣣ㧔㧕䋨ᦅࠅ䋩ߩ㧘ඦ೨
ߣඦᓟߩ㧞࿁㧘ว⸘㧢࿁ߩࡕ࠾࠲ߦࠃࠆࡈ࠹ࠖࡦ
ࠣ⹜㛎ㆇⴕࠍታᣉߒߚ㧚ᔟ᥍ߢࠇ߫㧘㓐ᚲߢጤᚻጊ
ࠍ⌑ᦸߢ߈㧘ᴡᎹ㘑᥊ࠍᭉߒߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧚৻ᣇ㧘
ᦅᄤߢࠇ߫㧘ߎߩࠃ߁ߥ㛎ߪ᧪ߥߩߢ㧘ർᶏ
ࡅࡈዥᎹⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣߩࠃ߁ߦ㘧߮ㄟߺ╬
ߩ᳓ㆆ߮ࠍขࠅࠇࠆᎿᄦ߇ᔅⷐߦߥࠆ 㧕ߢࠈ߁㧚
ߥ߅㧘ᐔᚑ㧞㧢ᐕᐲߩ⹜㛎ㆇⴕߪ㧘ࡕ࠾࠲⹜㛎ㆇⴕ
ߩᦨ⚳࿁ߣ߁⟎ߠߌߢታᣉߒߚ߽ߩߢࠅ㧘࠙ࠛ
࠶࠻ࠬ࠷㧘ࡉ࠷㧘ࠗࡈࡧࠚࠬ࠻ߘߒߡࡋ࡞
ࡔ࠶࠻⌕↪ߣ߁ోኻ╷ࠍ⻠ߓߡታᣉߒߡࠆ㧚
 ߎߎߢߪ㧢࿁ߩ⹜㛎ㆇⴕߩోኈࠍ⹏ଔߔࠆߎߣߦࠃ
ߞߡ㧘⋓ጟർᎹⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣߩ㗴ὐࠍᛠី
ߔࠆߣߣ߽ߦ㧘⋓ጟർᎹߩၞࡉࡦ࠼ൻߩ⺖㗴
ࠍᬌ⸛ߔࠆ㧚ታᣉߒߚ㧢࿁ߩ⹜㛎ㆇⴕߩ⸘↹╷ቯߩ
ౝኈࠍ␜ߖ߫㧙㧝ߩࠃ߁ߦ␜ߐࠇࠆ㧚

㧙㧝 ⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣߩ⸘↹╷ቯ


ඦ೨ߩㇱ㧔㧟࿁㧕

ඦᓟߩㇱ㧔㧟࿁㧕

ࠦࠬ
⸳ቯ
ᚲⷐᤨ㑆
㓸ᢔ႐ᚲ
ਸ਼⦁⠪ᢙ

྾ච྾↰࠳ࡓࠍὐߣߒ⋓ጟᏒධᄢᯅࠍ⚳ὐ
ߣߔࠆࠦࠬ㧘⚂ . জ
㨪
㨪
⋓ጟ㚞೨ᐢ႐
⋓ጟ㚞೨ᐢ႐
 ฬ㧔 ↵㧘 ᅚ㧕  ฬ㧔↵ 㧘ᅚ 㧕







㧙㧝ߦ␜ߐࠇࠆߣ߅ࠅ㧘ࡈ࠹ࠖࡦࠣߦⷐߔࠆᤨ
㑆ߪඦ೨ߩㇱߣඦᓟߩㇱߕࠇ߽⚂㧟ᤨ㑆ߢࠆ߇㧘
ታ㓙ߩਸ਼⦁ᤨ㑆ߪ⚂㧝ᤨ㑆㧟㧜ಽߢࠅ㧘ᱷࠅߩᤨ㑆
ߪࠗ࠻ࡃࡦߩㅍㄫߦⷐߔࠆᤨ㑆ߣోߦਸ਼⦁ߔࠆߚ
ߩࡈ࠹ࠖࡦࠣቇ⠌ߦⷐߔࠆᤨ㑆㧘ߘߒߡࡈ࠹ࠖ
ࡦࠣᓟߩ㘩ߦⷐߔࠆᤨ㑆╬ߢࠆ㧚
㧔ߥ߅㧘ᐔᚑ㧞㧢
ᐕ㧣㧡ᣣ㧔㧕ߦታᣉߒߚࡈ࠹ࠖࡦࠣ⹜㛎ㆇⴕࠍ
ㅢߒߡ㧘ᴡᎹᵹ㊂߇ዋߥ႐วߦߪ㧘Ꮉߩᵹㅦ߇ㆃߊ
ߥߞߡ㧘⚂㧞ᤨ㑆ߩਸ਼⦁ᤨ㑆ࠍⷐߔࠆߎߣ߇⏕ߐࠇ
ߡࠆ㧕
㧚
 㓸ᢔ႐ᚲߪ࠷ࠕቴߩㅢߣਸ਼ࠅ⛮߉ߩଢᕈࠍ⠨
ᘦߒߡ㧘⋓ጟ㚞೨ᐢ႐ࠞࠬࠤ࠼೨ߣߒߚ㧚ࡕ࠾࠲
ߩㆬቯߦᒰߚߞߡߪ̌ࠎߢࠃߊ㧘⸰ࠇߡࠃ̍߹ߜ
ߠߊࠅߩⷰὐ߆ࠄ㧘ቯ⠪᧪⸰⠪ォ⠪㧘ߦࠃࠆ
ᄙ᭽ߥ᭴ᚑߣߥࠆࠃ߁㈩ᘦߒߡࠆ 㧕㧕㧚ࡕ࠾࠲ߪߔ
ߴߡೋᔃ⠪ߢ㧘⇐ቇ↢㧢ฬ㧘ᣏⴕቴ㧡ฬ㧘⋓ጟᏒ᳃㧠
㧜ฬ㧘⋓ጟᏒᎿⷰశㇱࡉࡦ࠼ផㅴ⺖㧝ฬ㧘ࠗࡂ
࠻ࡧർᎹ⥄ὼቇᩞ㧞ฬ߮⎇ⓥ⠪㧝ฬߩว⸘㧡㧡
ฬߢࠆ㧚
 ࡕ࠾࠲ߪඦ೨㧥㧦㧜㧜ߦ⋓ጟ㚞ᐢ႐ࠞࠬࠤ࠼೨
ߦ㓸วߒ㧘ෳട⠪ᢙࠍ⏕ᓟ㧘ࠗ࠻ࡃࡦߢࡈ࠹ࠖ
ࡦࠣߩὐߢࠆ྾ච྾↰࠳ࡓോᚲ߹ߢ⒖േߒߚ㧚
࠻ࠗ࠲ࠗࡓࠍขߞߚᓟߦ㧘࠙ࠛ࠶࠻ࠬ࠷㧘ࡉ
࠷㧘ࠗࡈࡧࠚࠬ࠻㧘ࡋ࡞ࡔ࠶࠻ࠍ྾ච྾↰࠳ࡓ

㧠㧚ࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏߩ⚿ᨐ߮⠨ኤ

ോᚲߩ㚢ゞ႐ߦḰᷣߺߩ࠹ࡦ࠻ࠍ↪ߒߥ߇ࠄ⌕↪
ߒߚ㧚ᰴߢ㧘྾ච྾↰࠳ࡓਅᵹߩࡈ࠹ࠖࡦࠣߩ
ὐߢࠆᴡᎹᢝߦ߅ߡࡈ࠹ࠖࡦࠣߩᔃ᭴߃߮࠹
ࠢ࠾࠶ࠢ╬ߦߟߡ৻ㅢࠅቇ⠌ߒߡ߆ࠄ㧤ੱਸ਼ࠅߩࠧ
ࡓࡏ࠻ߦਸ਼⦁ߒߚ߽ߩߢࠆ㧚
㧔౮⌀㧙㧞ߪࠬ࠲࠻
ὐߢࠆ྾ච྾↰࠳ࡓ߮࠳ࡓਅᵹߩᴡᎹᢝߦ߅ߌ
ࠆࡈ࠹ࠖࡦࠣߩቇ⠌㘑᥊ࠍ␜ߔ㧕
㧚


 ⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣߦࠃࠆ⋓ጟർᎹߩၞࡉࡦ
࠼ൻߦ㑐ߔࠆࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏߩᣇᴺߪ㧘╙㧝࿁⋡ߣ╙
㧞࿁⋡ߪࡈ࠹ࠖࡦࠣߩ⚳ὐߢࠆ⋓ጟධᄢᯅߩᯅߩ
ⴺߩᴡᎹᢝߦ߅ߡ㧘╙㧟࿁⋡ߪ⋓ጟ㚞೨ᐢ႐㧔ࠞࠬ
ࠤ࠼೨㧕ߦ߅ߡ㧘ࡕ࠾࠲࠷ࠕ⠪⥄り߇⋥ធ⸥
ㅀߔࠆߣ߁ᣇᴺߢⴕߞߚ߽ߩߢࠆ㧚
㧔㧝㧕ⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣߩ⸘↹╷ቯߦኻߔࠆ⹏ଔ
 ᧄ⹜㛎ㆇⴕߦ߅ߡ⸳ቯߐࠇߚⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣࠦ
ࠬߪ㧘྾ච྾↰࠳ࡓࠍὐߣߒ⋓ጟᏒධᄢᯅࠍ⚳ὐ
ߣߔࠆ⚂ .㧝㧜㧚㧡MO ߩࠦࠬߢࠆ ⹏ଔゲ㧧ㆡಾ
̆ਇㆡಾ 㧚—㧞ߦ␜ߐࠇࠆࠃ߁ߦ㧘ࠦࠬ⸳ቯߦ㑐
ߔࠆ⹏ଔߦ߅ߡߪ㧡Ბ㓏⹏ଔߢ Mean㧔ᐔဋ୯㧕㧩㧠㧚
㧢㧣ߣ㜞୯ࠍ␜ߒ㧘ᚲⷐᤨ㑆ߦ㑐ߔࠆ⹏ଔߦ߅ߡ
߽ Mean㧔ᐔဋ୯㧕㧩㧠㧚㧡㧝ߣ㜞୯ࠍ␜ߒߡࠆ㧚
ᓥߞߡ㧘ⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣࠦࠬߩ㐳ߐ .㧝㧜㧚㧡MO
ߦߟߡߪ㜞⹏ଔ߇ᓧࠄࠇߚߎߣ߇⸃ࠆ㧚ᚲⷐᤨ㑆
㧔㧝ᤨ㑆㧟㧜ಽ㧕ߦߟߡ߽㜞⹏ଔࠍᓧߚ߇㧘ᴡᎹ
ᵹ㊂߇ዋߥߊᤨ㑆ࠍⷐߔࠆ႐วߩࡈ࠹ࠖࡦࠣㆇⴕᤨ
㑆㧔⚂㧟㧜ಽߩࠝࡃ㧕ߦߪᄙዋ㗴߇ࠆߎߣ߇
⠨߃ࠄࠇࠆᵈ㧠㧕㧚
 ⷰశቴߩ᱑ㅍㄫߩ႐ᚲߣߥࠆ⋓ጟ㚞೨ᐢ႐ߩ㓸ว႐
ᚲߣ⸃ᢔ႐ᚲߩ⹏ଔߦ߅ߡߪ㧘㧡Ბ㓏⹏ଔߢ㧘M㧩
㧠㧚㧞㧞ߣᲧセ⊛㜞୯ࠍ␜ߒߡࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘⹏ଔ
ߐࠇߚߣߪ⸒߃ࠆ߽ߩߩ㧘ߤߜࠄߣ߽߃ߥ߇ 㧞
㧜㧑 㧘߿߿ਇㆡಾ߇㧔㧡㧚㧡㧑㧕ሽߒߡࠆߎߣ߆
ࠄ㓸ว႐ᚲߣ⸃ᢔ႐ᚲߦߟߡߪᄙዋᬌ⸛ߔߴ߈⺖㗴
߇ሽߔࠆ߽ߩߣផኤߐࠇࠆ㧚ߎߩὐߦ㑐ࠊࠆࡕ࠾࠲
ߩࡈгࠕࡦࠨߢߪ㧘㚞೨ߩਸ਼㒠ߩ㚢ゞ႐ࠍⷰశ
ࡈ࠹ࠖࡦࠣ᱑ㅍㄫߩ႐ᚲߣߒߡ↪ࠆߎߣߩㆡᕈߐ
㧔ᮡ␜߇ή㧘ᷙ㔀ߒߡࠆ╬㧕ߦߟߡߩᜰ៰߇
ߞߚ㧚ߥ߅㧘ࠦࠬ⸳ቯ㧘ᚲⷐᤨ㑆ߩ⹏ଔߩᮡḰᏅ
ߩ୯ߦᲧߴߡ㓸ว႐ᚲ㧘⸃ᢔ႐ᚲߩ⹏ଔߩᮡḰᏅߩ
୯߇ᄢ߈ะߦࠆߎߣ߇␜ߐࠇߚ㧚



㧙㧞ⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣߩ⸘↹㨯╷ቯߦኻߔࠆ⹏ଔ

౮⌀㧙㧞 ࡈ࠹ࠖࡦࠣߩቇ⠌㘑᥊㧔ᓇ㧧╩⠪㧕

5

4

3

2

1 Total

ࠦࠬ⸳ቯ

41

10

14

0

0

55

ᚲⷐᤨ㑆

34

17

12

2

0

55

㓸ว႐ᚲ

29

12

11

3

0

⸃ᢔ႐ᚲ

29

12

11

3

0



ߥ߅㧘ᣢㅀߩࠃ߁ߦ㧘ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧥㧢ᣣ⹜㛎ㆇⴕ
ᤨߩᄤߪ᥍ࠇߢ㧘ᐔᚑ㧞㧟ᐕ㧤㧟ᣣߩ⹜㛎ㆇⴕᤨ
ߩᄤߪᦅࠅߢ㧘ᐔᚑ㧞㧢ᐕ㧣㧡ᣣߩ⹜㛎ㆇⴕᤨߩ
ᄤߪᦅࠅߢߞߚ߇㧘ࠕࡦࠤ࠻ߩ⚿ᨐߦ㘃ૃᕈ߇
ુࠊࠇߚߩߢ㧟࿁ߩታ㛎⚿ᨐࠍ߹ߣߡ⸃ᨆߔࠆ߽ߩ
ߣߒ㧘ᄤ߿࠳ࡓߩ᳓╬ߦࠃࠆ᥊ⷰ⹏ଔߩᄌേߪ
〯ᩏߣ S.D.㧔ᮡḰᏅ㧕ߩ୯ߦࠃߞߡ⠨ኤߒߡࠆ㧚

Mean

S.D.

Rank

4.67

0.610

1

4.51

0.742

2

55

4.22

0.956

3

55

4.22

0.956

3

㧔⹏ଔゲ㧦ㆡಾ̆ਇㆡಾ㧕

㧔㧞㧕ⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣᵴേߦኻߔࠆ⹏ଔ
 㧙㧟ߦ㧘ⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣࠍ㛎ߒߡߩ≹ߒᗵ㧘
Όᔟᗵ㧘౨㒾ᔃߦߟߡߩ⹏ଔ୯ࠍ␜ߔ㧚

6

㧙㧟 ⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣࠦࠬోߩ⹏ଔ
5
1㧚⋓ጟർᎹⷰశࡈ
࠹ࠖࡦࠣࠍ㛎ߒߡߩ
≹ߒᗵޔΌᔟᗵޔ౨㒾 45
ᔃ
    㧔ࠆή㧕
2㧚⋓ጟർᎹⷰశࡈ
࠹ࠖࡦࠣࠦࠬోߩ
40
㘑᥊⹏ଔ
㧔ᅢ߈ህ㧕
3㧚⋓ጟർᎹߩ㘑᥊
ߪ⋓ޔጟߩᴡᎹ㘑᥊
ߩਛߢ৻⇟ᅢ߆ࠇߡ
12
ࠆ㘑᥊ߢࠆߎߣ
ࠍ⍮ߞߡ߹ߒߚ߆
㧔⍮ߞߡߚ⍮ࠄߥ߆ߞߚ㧕

4

3

2

1

Total Mean

S.D.

10

0

0

0

55

4.82

0.389

1

15

0

0

0

55

4.73

0.449

2

17

2

3

21

55

2.29

1.676

3

⌑ᦸ᥊ⷰ㧔㧕
㧘ԙᷓᷗᐝ₵ߥ⥄ὼᴡᎹ࠱ࡦ㧔ᛚ㧕
㧘
Ԛࡆ࡞࠺ࠖࡦࠣ⟲㧔ੱᎿ‛㧕ߣർᎹ߮⢛᥊ߩጤᚻ
ጊ㧔⥄ὼ‛㧕ߩ⌑ᦸ߇⒟ࠃ⺞ኻᲧᗵࠍ↢ߺߒߡ
ࠆㇺᏒᴡᎹ࠱ࡦ㧔ォ㧕
㧘ԛᷡᵹૐਐ ᐢຬߢ✭߿
߆ߦᵹࠇࠆർᎹ 㧘ߘߒߡᄢ᥊ዷᦸߩ㧔ጤᚻጊߣᆢ
ጊ㧕ߦᛴ߆ࠇߚਛᔃᏒⴝ߇⌑ᦸߢ߈ࠆ ㇺᏒㄭ㇠ᴡᎹ
࠱ࡦ㧔⚿㧕ߩ㧠ߟߦ㘃ဳൻߢ߈ࠆ㧚ߟ߹ࠅ㧘⋓ጟ
ർᎹⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣࠦࠬߪᵹ߆ࠄਅᵹߦะ߆
ߞߡ㧘⸒⺆ߦ߃ߡ⸒߃߫ṽߩฏߩ㈩ߩࠃ߁ߦ㧘
ᛚォ⚿ߩ㈩ߦߥߞߡࠆߣ⸒߃ࠃ߁㧚
ߎߎߢߪ㧘ߎࠇࠄ㧠ߟߦ㘃ဳൻߐࠇߚ⋓ጟർᎹ
ⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣࠦࠬߦߟߡ㧘࿑㧙㧞߮㧙㧠
ߦ␜ߐࠇߚ㧝㧞ὐߩⷐᚲߩ᥊ⷰߩⷞὐ߆ࠄ⹏ଔߒ
ߡߺࠃ߁㧔⹏ଔゲ㧦ᅢ߈ህ㧕
㧚
㧙㧠ߦ␜ߐࠇࠆࠃ߁ߦ㧘Ԙ⥄ὼ⊛⌑ᦸ᥊ⷰߩ⹏ଔ
ߦߟߡߪߎࠇࠍ྾ච྾↰࠳ࡓᵹᏀጯߩ྾ච྾↰࠳
ࡓ߆ࠄߩጤᚻጊߣධㇱ ን჻ḓߢઍߐߖࠇ߫㧘
㧡Ბ㓏⹏ଔߢ Mean㧔ᐔဋ୯㧕㧩㧠㧚㧞㧞㧔╙㧣㧕ߩ
୯ࠍ␜ߒߡࠆߎߣ߇⸃ࠆ㧚ԙ⥄ὼᴡᎹ࠱ࡦߩ⹏ଔ
ߦߟߡߪ㧘ߎࠇࠍਃ㚍ᯅㄝߩ᳓ㄝߩ㘑᥊ߢઍߐ
ߖࠇ߫ Mean㧔ᐔဋ୯㧕㧩㧠㧚㧠㧡㧔╙㧠㧕ߩ㜞୯
ࠍ␜ߒߡࠆ㧚ԚㇺᏒᴡᎹ࠱ࡦߩ⹏ଔߦߟߡߪ㧘
ߎࠇࠍᄕ㗻ἑᯅ߆ࠄ⢛᥊ߦጤᚻጊࠍ⌑ᦸߔࠆർᎹߩ
ᵹゲ᥊ Mean㧔ᐔဋ୯㧕㧩㧠㧚㧢㧡㧔╙㧝㧕
㧘ർᎹ
᧚ᧁ↸⼔ጯㄝߩㇺᏒᴡᎹ᥊ⷰ Mean㧔ᐔဋ୯㧕㧩㧠㧚
㧡㧟㧔╙㧟㧕
㧘㐿ㆇᯅ߆ࠄ⢛᥊ߦጤᚻጊࠍ⌑ᦸߔࠆർ
Ꮉߩᵹゲ᥊ Mean㧔ᐔဋ୯㧕㧩㧠㧚㧢㧜㧔╙㧞㧕ߢ
ઍߐߖࠇ߫㧘Mean㧩㧠㧚㧡㧥ߩ୯ࠍ␜ߔ㧚ߘߒߡ㧘
ԛㇺᏒㄭ㇠ᴡᎹ࠱ࡦߩ⹏ଔߦߟߡߪ㧘ߎࠇࠍධᄢ
ᯅ߆ࠄ⢛᥊ߦጤᚻጊࠍ⌑ᦸߔࠆർᎹߩᵹゲ Mean㧔ᐔ
ဋ୯㧕㧩㧠㧚㧟㧢㧔╙㧡㧕ߣධᄢᯅㄝߩ᳓ㄝߩ㘑
᥊ Mean㧔ᐔဋ୯㧕㧩㧠㧚㧞㧣㧔╙㧢㧕ߢઍߐߖࠇ
߫㧘Mean㧩㧠㧚㧟㧞ߩ୯ࠍ␜ߔ㧚
ߎߎߢ㧘྾ච྾↰࠳ࡓ㧔╙㧝㧝㧕
㧘ߩ⌑ᦸ㧘ർᄢᯅ
㧔╙㧥㧕㨪㙚ဈᯅ㧔╙㧝㧜㧕ߩ㑆㧘ߘߒߡਇ᧪ᣇ
ᯅ㧔ߎߕ߆ߚ߫ߒ㧧╙㧝㧞㧕㨪ᴦᯅ㧔╙㧤㧕㑆
ࠍ⋓ጟർᎹⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣࠦࠬߩ᥊ⷰ⊛⚿▵
ὐ㧔Node㧕ߢࠆߣ⠨߃ࠆߣ㧘⋓ጟർᎹⷰశࡈ
࠹ࠖࡦࠣࠦࠬోߩ᥊ⷰߪԘ⥄ὼ⊛⌑ᦸ᥊ⷰ Mean
㧔ᐔဋ୯㧕㧩㧠㧚㧞㧞㧘ԙ⥄ὼᴡᎹ࠱ࡦ Mean㧔ᐔဋ
୯㧕㧩㧠㧚㧠㧡㧘ԚㇺᏒᴡᎹ࠱ࡦ Mean㧔ᐔဋ୯㧕㧩
㧠㧚㧡㧥㧘ԛㇺᏒㄭ㇠ᴡᎹ࠱ࡦ Mean㧔ᐔဋ୯㧕㧩㧠㧚
㧟㧞ߣ߁㜞㘑᥊⹏ଔࠍߒ㧘ᵹ߆ࠄਅᵹߦะ߆
ߞߡᛚォ⚿ߩ㈩ࠍߥߔఝࠇߚ᥊ⷰ᭴ᚑߦߥ
ߞߡࠆߣ⸒߃ࠆ㧚

Rank

㧔ㆡಾ̆ਇㆡಾ㧦⹏ଔゲ㧕


㧙㧟ߦ␜ߐࠇࠆࠃ߁ߦ㧘⋓ጟർᎹⷰశࡈ࠹
ࠖࡦࠣࠍ㛎ߒߡߩ≹ߒᗵ㧘Όᔟᗵ㧘౨㒾ᔃ㧔⹏ଔゲ㧦
ࠆήߦ㑐ߔࠆ⹏ଔߦ߅ߡߪ㧡Ბ㓏⹏ଔߢ㧘
Mean㧔ᐔဋ୯㧕㧩㧠㧚㧤㧞ߣᭂߡ㜞୯ࠍ␜ߒ㧘㕖
Ᏹߦ㜞ߊ⹏ଔߐࠇߚߎߣ߇⸃ࠆ㧚ߎߩ⚿ᨐߪ㧘࿁ߩ
ో⺞ᩏ㗄⋡ߩਛߢᦨ߽㜞୯ߢߞߚ㧚ⷰశࡈ࠹ࠖ
ࡦࠣᵴേߦ㑐ࠊࠆߎࠇࠄߩ㗄⋡߇ో⺞ᩏ㗄⋡ߩਛߢᦨ
ᄢߩ⹏ଔࠍᓧߚߣ߁⎇ⓥᚑᨐߪ㧘ᧄᬺߩᬺൻߦ
ะߌߡߩᄢ߈ߥᒢߺ㧔ẜജߣ㚟േജ㧕ߦߥࠆߣ⸒߃
ࠆ㧚
߹ߚ㧘ᐔᚑ㧞㧢ᐕᐲߩ╙㧟࿁⋡ߩⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣ
⹜㛎ㆇⴕߩ㓙ߦ㧘ਅᵹၞߩᵹࠇ߇✭ᘟߢ㧘߶ߣࠎߤ㕒
᳓㕙ߩ႐ᚲߢ࠙ࠛ࠶࠻ࠬ࠷㧘ࡉ࠷㧘ࡋ࡞ࡔ࠶࠻
ࠍ⌕↪ߒߡ㧘ᆎߡⴕߞߚޟ᳓ㆆ߮ޟ߿ޠᢇഥ⸠✵ޠ
╬ߩṶߪⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣᵴേߩ㓙ߩޟోᕈࠍޠ
㜞ࠆ߫߆ࠅߢߥߊ㧘⋓ጟർᎹⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣ
ᵴേࠍߞߘ߁⼾߆ߦߔࠆߣߣ߽ߦⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣ
ᵴേߩㅢᐕൻߩน⢻ᕈࠍ㜞ࠆὐߦ߅ߡᄢ߈ߊᦼᓙ
ߐࠇࠆ㧚

㧔㧟㧕ⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣࠦࠬߩ᥊ⷰ᭴ᚑ
⋓ጟർᎹⷰశࡈ࠹ࠖࠣࠦࠬ㧔ࠪࠢࠛࡦࠬ
᥊ⷰ㧕ࠍᄢߔࠇ߫㧘࿑㧙㧝ߦ␜ߐࠇࠆࠃ߁ߦ㧘ᵹ
ㇱߩᴡ⇎ᨋ߆ࠄߥࠆᷓᷗᐝ₵ߥ⥄ὼᴡᎹ࠱ࡦߣਅ
ᵹㇱߩᴪᎹࡆ࡞࠺ࠖࡦࠣ⟲ ੱᎿ‛ ߣർᎹ߮⢛᥊
ߩጤᚻጊ㧔⥄ὼ‛㧕ߩ⌑ᦸ߇⒟ࠃ⺞ኻᲧᗵࠍ↢ߺ
ߒߡࠆ   ㇺᏒᴡᎹ࠱ࡦߩ㧞ߟߦಽ㘃ߐࠇࠆ㧚ߘ
ߒߡ㧘㧙㧟ߦ␜ߐࠇࠆࠃ߁ߦ㧘ߎߩ⋓ጟർᎹⷰ
శࡈ࠹ࠖࡦࠣࠦࠬోߩ⹏ଔߦ߅ߡߪ㧡Ბ㓏⹏
ଔߢ Mean㧔ᐔဋ୯㧕㧩㧠㧚㧣㧟ߣታߦ㜞୯ࠍ␜ߒߡ
ࠆ㧚
ߐߡ㧘ߎߩ⋓ጟർᎹⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣࠦࠬࠍߐ
ࠄߦ㘃ဳൻߔࠇ߫㧘Ԙ྾ච྾↰࠳ࡓᏀጯᵹߩ྾ච྾
↰࠳ࡓ߆ࠄߩ⨿㊀㓶ᄢߥጤᚻጊߣධㇱ ን჻ḓߩ
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࿑㧙㧞 ࡈ࠹ࠖࡦࠣࠦࠬߩⷐᚲߩ㘑᥊ߩ⟎㧔ὐ⇟ภߪ̆㧠ࠍෳᾖ㧕


ߣ㜞୯ࠍ␜ߒߚߩߪ㧘
㧙㧠 ࡈ࠹ࠖࡦࠣࠦࠬߩⷐᚲߩ㘑᥊ߩ⹏ଔ
ࡈ࠹ࠖࡦࠣㆇⴕߦ߅ߡ㧘

ᄕ㗻ᯅᵹ߆ࠄർᎹߩຬ߇ᕆߦᄢߒߡጤᚻጊߩ
㧔⹏ଔゲ㧦ᅢ߈ህ㧕
⹏ଔ

⌑ᦸ߇⦟ߊߥߞߚߚߢࠆߣᕁࠊࠇࠆ㧚
5
4
3
2
1 Total
Mean
S.D. Rank
ὐ


ԘᏀጯ߆ࠄߩධㇱ ን჻ḓߣጤᚻጊߩ⌑ᦸ
22
24
8
1
0
55
4.22
0.762
7


ԙࠬ࠲࠻ὐ߆ࠄߩ྾ච྾↰࠳ࡓߩ⌑ᦸ
20
22
10
2
1
55
4.05
0.931
11


Ԛਃ㚍ᯅㄝߩ᳓ㄝߩ㘑᥊
30
21
3
1
0
55
4.45
0.689
4


ԛർᄢᯅㄝߩ᳓ㄝߩ㘑᥊
19
27
8
1
0
55
4.16
0.739
9


Ԝ㙚ဈᯅㄝߩ᳓ㄝߩ㘑᥊
19
25
11
0
0
55
4.15
0.731
10


ԝᄕ㗻ἑᯅ߆ࠄ⢛᥊ߦጤᚻጊࠍ⌑ᦸߔࠆർᎹߩᵹゲ᥊
40
11
4
0
0
55
4.65
0.615
1


ԞർᎹ᧚ᧁ↸⼔ጯㄝߩㇺᏒᴡᎹ᥊ⷰ
36
13
5
1
0
55
4.53
0.742
3


ԟ㐿ㆇᯅ߆ࠄ⢛᥊ߦጤᚻጊࠍ⌑ᦸߔࠆർᎹߩᵹゲ᥊
38
13
3
1
0
55
4.60
0.683
2


Ԡਇ᧪ᣇ ߎߕ߆ߚ ᯅㄝߩㇺᏒᴡᎹ᥊ⷰ
15
28
11
1
0
55
4.04
0.744
12


ԡᴦᯅㄝߩ᳓ㄝߩ㘑᥊
24
19
11
1
0
55
4.20
0.826
8


Ԣධᄢᯅ߆ࠄ⢛᥊ߦጤᚻጊࠍ⌑ᦸߔࠆർᎹߩᵹゲ᥊
27
21
7
0
0
55
4.36
0.704
5


ԣධᄢᯅㄝߩ᳓ㄝߩ㘑᥊
24
23
7
1
0
55
4.27
0.757
6




ߣ㜞୯ࠍ␜ߒߚߩߪࡈ࠹ࠖࡦࠣㆇⴕߦ߅ߡᄕ
ߥ߅㧘྾ච྾↰࠳ࡓᵹᏀጯߩ྾ච྾↰࠳ࡓ߆
㗻ἑᯅᵹ߆ࠄർᎹߩຬ߇ᕆߦᄢߒߡጤᚻጊߩ
ࠄߩጤᚻጊߣධㇱ ን჻ḓߦኻߔࠆ⹏ଔ߇ Mean㧔ᐔဋ
⌑ᦸ߇⦟ߊߥߞߚߚߢࠆߣᕁࠊࠇࠆ
୯㧕㧩㧠㧚㧞㧞㧔╙㧣㧕ߣᲧセ⊛ૐߩߪ㧘ࡈ࠹
߹ߚ㧘⋓ጟർᎹߦ᨞ߌࠄࠇߚㄭᐕߩᣂߒᯅ ᣩ
ࠖࡦࠣ⹜㛎ㆇⴕᒰᤨߪ࠳ࡓ⾂᳓㊂߇ዋߥᤨᦼߢߘߩ
ᣣᯅ㧘ᄕ㗻ἑᯅ㧘ਇ᧪ᣇᯅ ߪ✚ߡᩴᯅߢࠆ㧚ᩴᯅߪ
ߚ࠳ࡓߩᴺ㕙߇߈ߒߦߥߞߡߚߚߢࠆߣ
⥄Ꮖਥᒛߖߕ㧘㐿ㆇᯅ߆ࠄߩർᎹߣጤᚻጊߩ⌑ᦸࠍ
ᕁࠊࠇࠆ㧚৻ᣇ㧘ᄕ㗻ἑᯅ߆ࠄ⢛᥊ߦጤᚻጊࠍ⌑ᦸߔ
㒖ኂߒߥߣ⸒߁ߩ߇߭ߣߟߩℂ↱ߦߥߞߡࠆ߇㧘
ࠆർᎹߩᵹゲ᥊ Mean㧔ᐔဋ୯㧕㧩㧠㧚㧢㧡㧔╙㧝㧕
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䈞䈎䉌䈭䈦䈩䈇䉎䈖䈫 7)8)䋮䈚䈎䉅䋬䈖䈱⋓ጟ䈱㛽ᩰ䈫䉅䈇䈉
䈼䈐䋳䈧䈱䉺䉟䊒䈱⥄ὼ⊛ᱧผ⊛᥊ⷰ䈲䋬䈠䉏䈡䉏䈏⋧
ᗐ㑐ଥ䉕䉅䈦䈩ሽ䈜䉎䈫䈇䈉䈜䈓䉏䈩․ᱶ䈭᭴ㅧ䉕
䉅䈦䈩䈇䉎䈖䈫 7)8)䋮䈠䈚䈩䋬⋓ጟർᎹߪߎߩ⋓ጟᏒߩ
ਛᔃᏒⴝࠍർ߆ࠄධ߳⽾ᵹߔࠆㇺᏒᴡᎹߢࠆߎߣ
ࠍ䈅䉌䈢䉄䈩⼂䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䋮
䈫䈖䉐䈪䋬⋓ጟ䊶ർᎹᏒⴝㇱ䈱ᴡᎹᡷୃ㧔䉲䊢䊷䊃
䉦䉾䊃Ꮏᴺ䋻ⰬⴕᴡᎹ䈱⋥✢ൻ䈮䉋䉎ᴡ䈱ᢛᎿᴺ䋺
1673 ᐕ㧕એᓟ䈲䋬⋓ጟ䊶ർᎹ䈎䉌⋓ጟၔ〔䉕⌑ᦸ䈜䉎
䈱䈲ਇචಽ䈮䈭䈦䈢䈫䈲⸒䈋䋬䈪䉅ᴦᯅฝጯㄝ
䈎䉌ㄭ᥊㗔ၞ䈮䈍䈇䈩⋓ጟၔၔ〔䉕⌑ᦸ䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐
䉎䋮䈠䈚䈩䋬⋓ጟ䊶ർᎹⷰశ䊤䊐䊁䉞䊮䉫䉮䊷䉴䈱ⷐᚲ䈮
䈍䈇䈩䈲䇸᧚ᧁ↸⼔ጯ䇹䈮ઍ䈘䉏䉎ၔਅ↸Ḯ䈱ㇺᏒ
⋓ጟ䉌䈚䈇ᱧผ⊛᥊ⷰ䈏䊝䉱䉟䉪⊛䈮ಽᏓ䈚䈩䈇䉎䋮䈠䈱
⚿ᨐ䋬䈮䈍䈇䈩䉅⋓ጟ䊶ർᎹⷰశ䊤䊐䊁䉞䊮䉫䉮䊷
䉴䈮䈍䈇䈩䋬䈖䉏䉌䈱ᄢጊ㜞ਐ䋬ၔဇઔᦸ䋬ᷡᵹૐਐ䈱
᥊ⷰ䉕⛮⊛䈮⌑䉄䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䋮
એᬌ⸛䈱⚿ᨐ䋬ⷰశ䊤䊐䊁䉞䊮䉫䈮䉋䉎⋓ጟ䊶ർᎹ
䈱ၞ䊑䊤䊮䊄ൻ䈻ะ䈔䈩䈱╙䋱䈱ⷐ⺧䈲䋬ㅀ䈱⋓ጟ䊶
ർᎹ䈱 ⓨ㑆᭴ㅧ㧔ⓨ㑆⊛᭴ᚑ㧕䈱 䉒 䈎 䉍 䉇 䈜 䈘
㧔Legibility㧕䉕䈇䈦䈠䈉㜞䉄䉎䈖䈫䈪䈅䉎䈫⸒䈋䉋䈉䋮
K䋮Lync䌨9)䈲䋬ㇺᏒ䈱䉟䊜䊷䉳䉕ቯ䈜䉎䉣䊧䊜䊮䊃䈫䈚
䈩 edge㧔✼㧕䋬path㧔ㅢ〝㧕䋬district㧔ၞ㧕䋬node㧔⚿
▵ὐ䋬㓸ਛὐ㧕䋬landmark㧔⋡ᮡ㧕䈱䋵䈧䈱䉣䊧䊜䊮䊃䈏䈅
䉎䈖䈫䉕⊒䈚䋬䈖䈱䋵䈧䈱䉣䊧䊜䊮䊃䋬䈧䉁䉍࿐䈱ጊਗ䉂䋬
Ꮉ╭䋬╭䋬ᯅ䋬䊤䊮䊄䊙䊷䉪╬䈮䉋䈦䈩ㇺᏒ䈱䉒䈎䉍
䉇䈜䈘䉕㜞䉄䉎ᔅⷐᕈ䉕ਥᒛ䈚䈩䈇䉎䈏䋬䈖䈖䈪䈱䉒䈎䉍
䉇䈜䈘䈱ᔨ䈲ᄢ⇛ K.Lynch 䈱ᔨ䈫ห䈛䉅䈱䈪䈅䉎䈱
䈪䋬䈖䈖䈪䈱⺖㗴䈲䋬⋓ጟ䊶ർᎹⷰశ䊤䊐䊁䉞䊮䉫䉮䊷䉴
ో䈮䈧䈇䈩䈱⸥ᙘ⚛᧚䈱ណข䈮䈾䈎䈭䉌䈭䈇䋮䈠䈚䈩䋬
䉟䊜䊷䉳䈚䉇䈜䈇䉮䊮䊁䉪䉴䊃㧔Context䋺⣂⛊㧕䈱✬㓸䋬䈖
䉏䈏ⷰశ䊤䊐䊁䉞䊮䉫䈮䉋䉎⋓ጟ䊶ർᎹ䈱ၞ䊑䊤䊮䊄
ൻ䈻䈱╙䋲䈱ⷐ⺧䈪䈅䉎䋮䈧䉁䉍䋬ห⒳䈱⸥ᙘ⚛᧚䈱㓸ว䋬
⇣䈭䉎⒳㘃䈱⸥ᙘ⚛᧚㑆䈱⋧㑐ଥ䋬ฦ⒳䈱⸥ᙘ⚛᧚
䈱ⶄว䈫䈚䈩䈱႐ᚲ䋬ㇱಽ䈏⣂⛊䉕䈭䈜䉋䈉䈭ో⊛䈭
႐ᚲ䈫䈚䈩䈱൮⊛䈭⋓ጟ䊶ർᎹⷰశ䊤䊐䊁䉞䊮䉫䉮䊷
䉴䈮䈧䈇䈩䈱䉟䊜䊷䉳䈱ℂᗐ䈏䈧䈒䉌䉏䈩䈍䉍䋬ቢో䈮⋡
䈮䈋䉎ᒻᘒ䈫䈚䈩䈱⋓ጟ䊶ർᎹⷰశ䊤䊐䊁䉞䊮䉫䉮䊷
䉴䈱ᔨ㧔䊂䉱䉟䊮䊶䊁䊷䊙㧕䈏䈧䈒䉍䈅䈕䉌䉏䉎䈖䈫䈻䈱
ⷐ⺧䈪䈅䉎.䈚䈢䈏䈦䈩䋬䈖䈖䈪䈲䈘䉏䈢䋵䈧䈱⸥ᙘ⚛
᧚䉕⸃㉼䈚䋬䉁䈢䈲ᗧ䈨䈔䉕䈚䋬⚛᧚䉕ㆡᒰ䈮ขᝥㆬ
ᛯ䈚䋬䈘䉌䈮ᒝ䈚䈢䉍䋬䈧䈒䉍䈚䈢䉍䈜䉎䈖䈫䈮䉋䈦䈩䉟䊜
䊷䉳䈚䉇䈜䈇䉮䊮䊁䉪䉴䊃䋬ᗧ䈱䈅䉎䉮䊮䊁䉪䉴䊃䉕✬㓸
䈜䉎䋮䈖䈉䈚䈩䋬⋓ጟ䊶ർᎹ䊤䊐䊁䉞䊮䉫䉮䊷䉴ో䈱⺞
䈱䈫䉏䈢⇛↹⊛ᴡᎹ䉕ឬ䈐䋬䈠䉏䈮⸒⪲䉕ਈ䈋䉎䈫䈇
䈉ഃㅧ⊛ⴕὑ䈏ⴕ䉒䉏䉎䋮ᣢㅀ䈱䊶ᛚ䊶ォ䊶⚿䈏䈠䉏䈪
䈅䉎䋮᥊ⷰ⽎䈱䊋䊷䊋䊥䉷䊷䉲䊢䊮㧔Verbalization㧕䈲ᕁ
⠨䉇䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮䈱ౕ䈫䈚䈩䈱ᓎഀ䉕䉅䈧ὐ䈮䈍

ⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣㆇⴕࠨࠗ࠼߆ࠄߪᩴᯅ߫߆ࠅߩᴡᎹ
᥊ⷰߪන⺞ߦᗵߓࠄࠇ႐ᚲᕈ߇Ꮧ⭯ߦߥࠆߣ߁ᰳ㒱
߇ࠆ㧚᧪ࠆ㧘㐿ㆇᯅߩ᨞ߌᦧ߃ߦ㓙ߒߡߪߎߩὐߦ
ߟߡ⇐ᗧߔߴ߈ߢࠆ㧚߹ߚ㧘ㇺᏒᴡᎹ࠱ࡦߦ߅
ߡߪ㧘⢛᥊ߦ⑲ፄጤᚻጊࠍ⌑ᦸߔࠆർᎹߩᵹゲ᥊
ߣ߁ో࿖⊛ߦ߽⒘ߥ᥊ⷰࠍోߔࠆߚ㧘ᣧᕆߦ
ᴪᎹࡆ࡞࠺ࠖࡦࠣ⟲ߩ㜞ߐⷙ߇ᔅⷐߢࠆߎߣࠍᜰ
៰ߒߡ߅߈ߚ 㧕㧚
 ὐߩⷐᚲߩ㘑᥊ߦᲧߴߡⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣࠦ
ࠬోߩ⹏ଔ߇㜞ะߦࠆߩߪ㧘ർࡈࠜ࡞೨
ᓟߩᷧᵹ㧘ᄕ㗻ἑᯅᵹߩᷧᵹ㧘ਇ᧪ᣇᯅਅᵹߩᷧᵹ㧘
ߘߒߡධࡈࠜ࡞╬ߩࡈ࠹ࠖࡦࠣࠍ㛎ߒߡߩ≹ߒ
ᗵ㧘Όᔟᗵ㧘౨㒾ᔃߦࠃࠆᔃℂ⊛ലᨐ߇ᄢ߈߆ߞߚߚ
ߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧚

㧔㧠㧕ⷰశᖱႎ⊒ାߩࠅᣇ
⋓ጟർᎹߩ㘑᥊ߪ㧘⋓ጟߩᴡᎹ㘑᥊ߩਛߢ৻⇟
ᅢ߆ࠇߡࠆ㘑᥊ߢࠆߎߣࠍ⍮ߞߡ߹ߒߚ߆ߣߩ
㧔⹏ଔၮḰ㧦⍮ߞߡߚ㧙⍮ࠄߥ߆ߞߚ㧕ߦߟߡ
ߪ㧘㧡㧡ฬߩਛߢ㧝㧞ฬ㧔㧞㧞㧑㧕߇⍮ߞߡߚ㧘㧝
㧣ฬ㧔㧟㧝㧑㧕߇߿߿⍮ߞߡߚ㧘㧞ฬ㧔㧠㧑㧕߇ߤ
ߜࠄߣ߽⸒߃ߥߣ╵߃㧘㧟ฬ㧔㧡㧑㧕߇߿߿⍮ࠄߥ
߆ߞߚ㧘㧞㧝ฬ㧔㧟㧤㧑㧕߇⍮ࠄߥ߆ߞߚߣ߁⚿ᨐ
ࠍᓧߡ㧘⺞ᩏ⚿ᨐ߇ᄢ߈ߊಽ߆ࠇߚ㧔㧙㧟ෳᾖ㧕
㧚ߎ
ߩߎߣ߆ࠄ㧘⋓ጟർᎹⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣߩᖱႎ⊒
ାߦߟߡ⺖㗴ࠍߔࠆ߫߆ࠅߢߥߊ㧘⋓ጟർᎹ
ߩࡉࡦ࠼ࠗࡔࠫഃߩߚߩᖱႎ⊒ାߩࠅᣇߦ
ߟߡ߽ᄙߊߩ㗴߇ᱷߐࠇߡࠆߎߣ߇⍮ࠄࠇࠆߩ
ߢࠆ㧚߹ߚ㧘࠲ࠥ࠶࠻ߣߒߡߪ㧘ࠡࡀࠬߦ⊓㍳ߒ
ࠃ߁ߣ⸒ࠊࠇࠆ߶ߤᐕޘჇടߒߡࠆ⋓ޟጟർᎹ
Ꮉਅࠅࡏ࠻ᄢળޠෳടࡔࡦࡃ߿᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴᓟᕆ
ᷫߒߚߣ⸒ࠊࠇߡࠆർᶏᣇ߆ࠄߩୃቇᣏⴕ↢ߦ
ኻߒᖱႎ⊒ାߔࠆᔅⷐ߇ࠆ㧚ട߃ߡ㧘ㄭᐕߦ߅ߡ
ߪ㧘࿖ౝⷰశᣏⴕቴᢙ߇㗡ᛂߜߢࠆ߇㧘ᄖ࿖ੱⷰశ
ቴ㧔․ߦ᧲ධࠕࠫࠕ߿บḧ߆ࠄߩⷰశቴ㧕߇ᕆჇߒߡ
ࠆߎߣ߆ࠄ㧘ᄖ࿖ੱⷰశቴߦ࠲ࠥ࠶࠻ࠍ⛉ߞߡᖱ
ႎ⊒ାߔࠆߎߣ߽ᔅⷐߢࠆߣᕁࠊࠇࠆ㧚


㧡 ⋓ጟർᎹߩၞࡉࡦ࠼ൻߩᣇᴺ

એ䈱⋓ጟ䊶ർᎹ䈱ⷰశ䊤䊐䊁䉞䊮䉫⹜㛎ㆇⴕ䈮㑐
䈜䉎䊝䊆䉺䊷䈱䉝䊮䉬䊷䊃⺞ᩏ⚿ᨐ䉕〯䉁䈋䈩䋬⋓ጟ䊶ർ
Ꮉ䈱ၞ䊑䊤䊮䊄ൻ䈱ᣇᴺ䈮䈧䈇䈩⠨ኤ䈜䉎䋮
䉁䈝䋬╙䋲┨䈪ㅀ䈼䈢䉋䈉䈮䋬ጤᚻ⋵䈱⋵ㇺ⋓ጟ䈱ㇺᏒ
᥊ⷰ䈲㣮ఽፉဳ䈱ᄢጊ㜞ਐ䈱᥊ⷰ䉕ዷᦸ䈜䉎᧲ㇱਐ㒺
Ꮺ䋨⥄ὼ㘑᥊䋩䋬ᒾᩮဳ䈱ၔဇઔᦸ䈱⋓ጟၔ〔䋬੩
ㇺဳ䈱ᷡᵹૐਐ䈱ർᎹ䋬ਛᵤᎹ䋬㔑⍹Ꮉ䈱⚵䉂ว䉒
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䈇䈩㊀ⷐ䈪䈅䉎䋮
ⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣߦࠃࠆ⋓ጟർᎹߩၞߩࡉ
ࡦ࠼ൻߩߚߩ╙㧟ߩⷐ⺧ߪ㧘႐ᚲߩᕈߢࠆ㧚
ߟ߹ࠅ㧘ၞߩࡉࡦ࠼ൻߦߪߘߎߩ႐ᚲ㧔⋓ጟർ
Ꮉⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣࠦࠬߩዪᚲ᥊ⷰ㧕ࠄߒߐࠍ
ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ㧚
႐ᚲߩᕈߪ㧘ᴡᎹߩ⸥ᙘ⚛᧚ߩ✬㓸ࠍㅢߒߡ
ᓧࠄࠇߚ᥊ⷰߩ࠹ࡑߣ႐ᚲߩ࠺ࠩࠗࡦၮ⺞ߩ⸃㉼ࠍ
ㅢߒߡ㧘႐ᚲߩ⿰߈ࠍ↢߆ߒߚ߇ߥߐࠇࠆߎߣ߇
ᔅⷐߢࠆ㧚႐ᚲߩᕈߩᚻᴺߦߪᰴߩࠃ߁ߥ߽
ߩ߇ࠆ 10㧕㧚
㨍㧕ઍ⊛᥊ⷰߦᵈ⋡ߔࠆᣇᴺ
⋓ጟർᎹߩ߽ߞߡࠆ᥊ⷰ⊛․ᓽࠍಝ❗ߒߡ㧘
⽎ᓽ⊛ߦߔࠆ႐ᚲࠍតߒߒ↢߆ߔᣇᴺߢࠆ㧚
⋓ጟർᎹࠍ⽎ᓽ⊛ߦߒߡࠆ႐ᚲߣ߃߫㧘
⋓ጟ㚞೨ߩ㐿ㆇᯅ߆ࠄߩ⢛᥊ߦጤᚻጊࠍߔࠆർᎹ
ߩᵹゲ᥊ߢࠆ㧔㐿ㆇᯅ߆ࠄߩർᎹߩ⌑ᦸߪ⋓ጟో
ߩࠗࡔࠫ⺞ᩏߢࠗࡔࠫౣ↢㊂╙㧞 11㧕ߩߢ㧘
㐿ㆇᯅ߆ࠄߩ⌑ᦸࠍᵈ⋡ߔࠆߎߣߦߥࠆ㧚ߥ߅㧘࿁
ߩὐߩ᥊ⷰ⹏ଔߢߪᄕ㗻ἑᯅ߆ࠄߩ⢛᥊ߦጤᚻጊ
ࠍߔࠆർᎹߩᵹゲ᥊߇╙㧝ߣߥߞߡࠆߩߦኻ
ߒߡ㧘㐿ㆇᯅ߆ࠄߩ⢛᥊ߦጤᚻጊࠍߔࠆർᎹߩᵹ
ゲ᥊ࠍ⋓ጟߩઍ⊛᥊ⷰߣߒߡᵈ⋡ߒߚߩߪ㧘ᄕ㗻ἑ
ᯅ߆ࠄߩ⌑ᦸߪ㐿ㆇᯅߦᲧߴߡⷞὐᒝᐲ߇ᭂߡዊߐ
ߎߣߦࠃࠆ㧚
㨎㧕⌑ᦸࠍ↢߆ߔᣇᴺ
ᴡᎹోߩ᭴ㅧ߇৻ᦸߩ߽ߣߦ⺒ߺขࠇࠆ⌑ߪ㧘
⇼ߥߊߘߩᴡᎹߥࠄߢߪߩᕈࠍ┵⊛ߦߒߡ
ࠆ㧚ఝࠇߚ⌑ᦸὐࠍតߒߒ㧘ዷᦸⷞὐ႐ࠍ↪ᗧߔࠆ
ߎߣ㧚ߚߣ߃߫㧘⢛᥊ߦጤᚻጊࠍߔࠆධㇱ ን჻ḓ
྾ච྾↰࠳ࡓḓ ߣ྾ච྾↰࠳ࡓߣർᎹߩో߇⌑
ᦸߢ߈ࠆߩޟ྾ච྾↰࠳ࡓߩޠ⟎߇ⷞὐ႐
ߣߒߡᵈ⋡ߐࠇࠆߎߣߦߥࠆ㧚
㨏㧕ᱧผ⊛ᕈࠍ↢߆ߔᣇᴺ
ᱧผߪߘࠇߙࠇᕈ⊛ߢࠆ㧚ߘߩߚ㧘ᱧผ⊛᥊
ⷰࠍ↢߆ߒߚᴡᎹߪߘࠇߛߌߢᕈ⊛ߢࠆ㧚ᳯᚭᤨ
ઍߩ⦁⌕߈႐ߩࠗࡔࠫ߇⦡ỚߊᱷߞߡࠆർᎹ᧚
ᧁ↸⍹Ⓧ⼔ጯߩ᥊ⷰࠍ↢߆ߔ㧘ᴦᯅฝጯ߆ࠄߩ⋓ጟ
ၔဇߩ⌑ᦸࠍోߔࠆ╬ߪߎߩߣߥࠆߣ⸒߃ࠆ㧚
㨐㧕ߟߠࠅࠊߖࠆᣇᴺ
႐ᚲߩᕈߩߚߩ⚛᧚㧘߃߫ޟၔਅ↸ߩㆮ
᭴߇ޠᲧセ⊛ᄙߊ㓸Ⓧߒ㧘ߒ߆߽ᢔߒߡࠆ㧚ߎߩ
ࠃ߁ߥ႐วߦߪ㧘
ޟၔਅ↸ߩㆮ᭴ࠍޠർᎹ㧔ࡄࠬ㧦Ꮉ
╭㧕ߢߟߥߢ߈㧔ߟߠࠅࠊߖ㧕
㧘ၔਅ↸ࠍၮ⺞ߦ
᥊ⷰࠍᢛ߃ߡߊߎߣ߇⠨߃ࠄࠇࠆ㧚ߚߣ߃߫㧘⋓ጟ
ർᎹߩਛߢᦨ߽ฎᯅߢࠆᄕ㗻ἑᯅ㧔ᱧੑᐕ㧦
1656 ᐕ᨞ᯅ㧘ᐔᚑ㧠ᐕᣂᯅ᨞ᯅ㧕
㧘᧚ᧁ↸⍹Ⓧߺ⼔ጯ㧘
ਇ᧪ᣇᯅ㧔ၔਅ↸ߩࠗࡔࠫࠍ↢߆ߒߡ࠺ࠩࠗࡦߒ᨞

ᯅߒߚ⋓ጟർᎹߩਛߢ৻⇟ᣂߒᯅ㧕
㧘ᴦᯅㄝ
ߩୖᐶ⟲߮ᴦᯅㄝ߆ࠄߩ⋓ጟၔဇߩ⌑ᦸ╬ࠍർ
Ꮉߢߟߥߢߊߎߣ߇⠨߃ࠄࠇࠆ㧚
㨑  ోࠍᏅ⇣ൻߔࠆᣇᴺ
႐ᚲߩᕈࠍߔࠆ⚛᧚ࠍഃㅧ⊛ߦᏅ⇣ൻߔࠆߎ
ߣ㧘ߟ߹ࠅ㧘Ꮕ⇣ൻߔࠆ࠺ࠩࠗࡦࡐࠪߦࠃߞߡ႐
ᚲߩᕈࠍߔߎߣߢࠆ㧚⨿㊀㓶ᄢߥጤᚻጊߣධ
ㇱ ን჻ḓߩ⥄ὼ⊛⌑ᦸ㧘ᷓᷗᐝ₵ߥ⥄ὼᴡᎹ࠱
ࡦ㧘⥄ὼߣੱᎿ㧔ࡆ࡞⟲㧕ߩ⺞ኻᲧᗵߩࠆㇺᏒᴡ
Ꮉ࠱ࡦ㧘ᷡᵹૐਐߩㇺᏒㄭ㇠ᴡᎹ࠱ࡦߩ㧠ߟߩ
࠱ࡦ㧔㘃ဳ㧕ߦᔕߓߚᕈߩߪߎߩߣߥࠆߣ
⸒߃ࠆ  㧚
 ⷰశࡈ࠹ࠖࡦࠣߦࠃࠆ⋓ጟർᎹߩၞࡉࡦ
࠼ൻߩߚߩ╙㧠ߩⷐ⺧ߪⷐᚲߩ᥊ⷰ߇↢߈↢߈
ߣ⺑ᓧജߩࠆߎߣ㧘ߟ߹ࠅⷞⷡ⊛ᒻᘒߩ⟤ߒߐ߳ߩ
ⷐ⺧ߢࠅ㧘⺞ߩߣࠇߚୃޟ᥊ࠆߢ⺧ⷐߩ߳ޠ㧚
⸒⺆ߦ߃ߡ߃߫ୃޟㄉࠆߢ⺧ⷐߩ߳ޠ㧚ⷐᚲߩ
ୃ᥊ᚻᴺߪᰴߩࠃ߁ߦ㧟ಽ㘃ߒߡ␜ߐࠇࠆ㧚
㨍㧕⺞᭴ᚑ⺰
‛ߣ‛ߩ⺞ߩߚߩᛛᴺߢࠆ㧚᭴࿑ߩᛛᴺߣߒ
ߡߪ Vista㧔ㅢߒ᥊㧕ߣ Panorama㧔ዷᦸ㧕߇ࠅ㧘ⓨ㑆
ߩ᭴ᚑᛛᴺߣߒߡߪᱡߺ㧔ࠁ߇ߺ㧕
㧘㓈ដߌ㧘↢ߌߤࠅ㧘
߹ࠅ㧘⟎วࠊߖߥߤᢙᄙߊߩᛛᴺ߇ࠆ㧚⿒⼱
⮮╬ߩޟർᎹ㐿ㆇᯅ߆ࠄߩᴪᎹࡆ࡞࠺ࠖࡦࠣߩ⸵ኈ
㜞ߐ⸳ቯߩߚߩᴡᎹ᥊ⷰߩ⺞ኻᲧᗵߣ⟤ߒߐߦߟ
ߡጤᚻጊࠍขࠅㄟࠎߛᵹゲ᥊ࠍኻ⽎ߣߒߡߪ ޠ
Vista ߣ↢ߤࠅߦ㑐ߔࠆ⺞᭴ᚑ⺰ߩ⎇ⓥߢࠆ㧚
㨎㧕り⊛⺞⺰
ੱߣ‛ߩ⺞ߩߚߩᛛᴺߢࠆ㧚ㇺᏒⓨ㑆ߩਛߢ
ߩੱ㑆ߩዬᔃߩ⦟ߐ߿ᯏ⢻ࠍ↢ߺߔߚߩᛛᴺߢ㧘
CamilloSitte ߩ⪺⊛ⴚ⧓ޟේℂߦၮߠߚㇺᏒ⸘↹ޠ
એ᧪ᄙߊߩឭ᩺߇ࠆ㧚ⓨ㑆ߩኸᴺ㧘ൎᚻ㧘ࡅࡘ
ࡑࡦࠬࠤ࡞ߩ㗴㧘᥊ⷰ࠺ࠖࡊࠗ⺰ߥߤߪߎߩ
ߢࠆ㧚⿒⼱⮮╬ߩ⸃࡞࠲ࠢࡈޟᨆߦࠃࠆㇺᏒ
ᴡᎹ㜞᳓ᢝߩ㘑᥊ߩ߿ࠊࠄ߆ߐߩṶߦߟߡ㧙⋓ጟ
Ꮢᣩᯅᵹㇱ㜞᳓ᢝࠍኻ⽎ߣߒߡ㧙㧕ߪり⊛⺞⺰
ߩ⎇ⓥߢࠆ㧚
㨏 ↢ᵴᗵߩṶ
ฦ⒳ߩㇺᏒᵴേ߿Ꮢ᳃↢ᵴߩ↢߈↢߈ߣߒߚᗵߓߪ㧘
⋓ጟർᎹࡉࡦ࠼ൻߩ㊀ⷐߥ⚛᧚ߢࠆ㧚ߎߩ࠺
ࠖࠬࡊࠗߩṶߪੱߣੱߩ⺞ߩߚߩᛛᴺߢࠆ
ߣ⸒߃ࠃ߁㧚ᴡጯ߿ᯅߩ߆ࠄ᳓ㄝߩ⾟ࠊࠍߖࠆ
࠴ࡖࠣ࠴ࡖࠣ㚍ߞߎᵞ⿷ߩ⋓ጟਛᵤᎹ  㧘⦁ߞߎ
ᵹߒߩ⾟ࠊ⋓ጟർᎹ 㧕㧚ࠞࡈࠚ࠹ࠬ߆ࠄਛᵤ
Ꮉᴪߩᱠߩⴕߊੱࠍߖࠆ㧚᧚ᧁ↸ᄛᏒߩ⾟ࠊ
ࠍᛮ߈ߒߡߖࠆ╬ߩṶ⊛ᣇᴺߣߒߡ C 〯ߺㄟ
ߥߢ㓒ߡࠆ㧚㨎㧕ࡌ࡞Ꮕࠍߟߌࠆ㧚E 㗵✼ߢ✼ข
ࠆ㧚㨐㧕ᾖߢᶋ߈߇ࠄߖࠆᛛᴺ߇ࠆ㧚
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એߦ␜ߒߚ㧠ߟߩᲑ㓏ߩಽᨆࠍㅢߒߡน⢻ߥ㒢ࠅ
ߩ㗼⪺ߥ⋧㆑߇ࠇࠆ㧟᩺⒟ᐲߩ⸘↹ઍᦧ᩺ࠍᚑߔ
ࠆ㧚ߘߒߡ㧘⋓ጟർᎹᴡᎹᢛ⸘↹㧔ᴦ᳓⸘↹㧘
᳓⸘↹㧘ⅣႺ⸘↹㧕߿ᴪᎹߩᕈ⼾߆ߥၞ␠ળߩ
ᒻᚑ╬ઁߩ⹏ଔⷐ࿃ߣߩ㑐ଥߩ⺞ᢛ㧘⸘↹ઍᦧ᩺ߩ੍
᷹㧔ᡷᄌߩቢᚑ੍ᗐ㧕
㧘ઍᦧ᩺ߩ⹏ଔࠍⴕߞߡ㧘⋓ጟ
ർᎹߩၞࡉࡦ࠼ൻߩ⸘↹㧔᩺㧕ߪᚑߐࠇࠆ㧚

㧡㧚⚿⺰

ᧄ⺞ᩏ⎇ⓥߪࡕ࠾࠲ߦࠃࠆ⋓ጟർᎹߩⷰశ
ࡈ࠹ࠖࡦࠣߩ⹜㛎ㆇⴕࠍ〯߹߃㧘⋓ጟർᎹߩၞ
ࡉࡦ࠼ൻߩᣇᴺࠍࠄ߆ߦߒࠃ߁ߣߒߚ߽ߩߢࠆ㧚
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RESEARCH ON THE REGIONAL BRAND OF THE㩷 RIVER LANDSCAPE OF THE KITAKAMI
RIVER㩷 AT MORIOKA CITY OF IWATE PREFECTURE THROUGH THE TOURIST RAFTING
(THE SECOND REPORT)
Akira ANDO and Fusanobu HARADA
In this paper we deal with the regional brand of the river landscape of the Kitakami 䌒iver at Morioka 䌃ity of
Iwate 䌐refecture through the tourist rafting in relation to the course establishment and the course evaluation of
tourist rafting of the Kitakami 䌒iver and to the landscape structure of the Kitakami 䌒iver䋬 and to satisfaction
our appetite and to refreshment and to an adventurous spirit䋬 and to the hot springs near by䋮 In the result䋬 an
useful information for the regional brand of the river landscape of the Kitakami River is being offered䋮
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レンタル観光自転車の上信電鉄への導入と体験型
地域学修授業の試行
竹上 健1・入江 由香子2
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近年，自転車を活用した体験型観光が注目されている．筆者らは，文部科学省の平成 25 年度「地（知）の拠点整備
事業 1)」の一環として，群馬県のローカル鉄道「上信電鉄」にレンタル観光自転車の導入 2)を行った．上信電鉄はその
沿線に世界遺産に認定された富岡製糸場をはじめとする観光スポットを持っていることから，上信電鉄を利用する観
光客に駅から目的地までの移動の足を提供することで，同電鉄のイメージアップや観光まちづくり支援および地域の
コミュニケーション向上につなげようとするものである．レンタル観光自転車の導入により，大学の地域貢献の事例
を増やすことができただけでなく，在学生の地域学修・体験型教育にも活用し，地域理解を深めることにも一定の成
果を挙げることができた．本稿では，上信電鉄レンタル観光自転車の導入についての概要とその利用状況を述べると
ともに，この自転車を活用した地域学修・体験型教育への試行とその成果について論じる．

Key Words : 地（知）の拠点整備事業,上信電鉄,レンタル観光自転車, 地域学修, 体験型教育

１．はじめに
自転車は，免許が不要で初期導入・維持管理の費
用も比較的安価であって，地球環境に親和した交通
手段である．しかも健康の維持増進のための運動と
しても役立つ．さらに自転車で巡る観光は，自動車
の移動速度では見過ごしてしまう地域の史跡や情緒
ある風景などを再発見することができ，地域の理解
を深める体験型観光の手段として適している．
図-1に上信電鉄沿線図を示す．高崎商科大学（以
下TUC）は，高崎から富岡を経由して下仁田に至る
ローカル鉄道「上信電鉄」の沿線にある山名・根小
屋地区に立地している．上信電鉄は，明治30(1897)
年に運行が開始された歴史ある鉄道であり，地域住
民の通勤通学，買い物の足として，長らく利用され
ているが，昭和50年の647.5万人/年をピークとして
利用者数は減少の一途にある．平成22年の利用実績
は，220.6万人/年であり，ピーク時の約1/3にまで落
ち込んでいる 3)．一方，上信電鉄の沿線には，わが
国の近代工業の先駆けとして明治5(1872)年に設立創
業された「富岡製糸場」があり，平成26(2014)年6月
には世界遺産に認定された．これを契機にして国民
の関心も高まり，多くの観光客が訪れるようになっ
てきた．しかしながら，これらの観光客は観光バス
や自家用車での訪問が大多数を占め，上信電鉄の利
用客が大幅に増加するには至っていない．
このような経緯をふまえ，筆者らは，上信電鉄沿
線に点在する富岡製糸場をはじめとした観光スポッ

図-1 上信電鉄沿線図

トを自転車で巡る体験型の旅を観光客に提供するた
め，上信電鉄の「サイクルトレイン」の制度を活用
し，「レンタル観光自転車」の導入を提案した．こ
の上信電鉄レンタル観光自転車は，TUCが文部科学
省の「地（知）の拠点整備事業」に採択されたこと
を受け，その事業の一環として平成26年4月から導
入したものである．
レンタル観光自転車の利用は，高崎・富岡地区を
訪問する観光客を主要な対象としているが，本研究
では，TUCの在学生に向けての授業の一環として，
このレンタル観光自転車を体験型地域学修の中に組
込む試行教育を行った．これは，意外にも大学周辺
の地域を知らない学生たちに，文化・歴史を再発見
させる契機を与えることにもつながった．このよう
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な，ローカル鉄道とレンタル観光自転車を組み合わ
せて沿線観光に活用する企画は，従来の「点」とし
ての観光を「線」や「面」としての観光に変化させ
られる可能性があり，これまで観光スポットにすら
なりえなかった地域を活性化したり，観光のみなら
ず教育や健康づくりにも活動が拡大していく可能性
を含んでいる．
本研究では，上信電鉄レンタル観光自転車の導入
や利用状況を分析するとともに，それを活用した地
域学修・体験型教育への取組みを試行することで，
ローカル鉄道とレンタル観光自転車を通した観光ま
ちづくりの一つの方法として提言することを目的と
している．

1

2

3
4

5

２．「地（知）の拠点整備事業」とは
(1) 事業の目的
「地（知）の拠点整備事業」とは，平成25年度か
ら文部科学省が実施した支援事業で，自治体と連携
して全学的に地域を志向した教育・研究・地域貢献
を進める大学等を支援し，地域コミュニティの中核
的存在としての大学の機能強化を図ることを目的と
したものである1)．
この事業では，学内組織が連携し「地域のための
大学」として全学的に地域再生・活性化に取り組み，
教育カリキュラム・教育組織の改革につなげていく
ことが要求される．また，取り組みには，地域の課
題（ニーズ）と大学の資源（シーズ）の効果的なマ
ッチングによる地域の課題解決，更に，自治体と大
学が早い段階から協働して課題を共有し，それを踏
まえた地域振興策の立案・実施までを視野に入れて
進めることも求められる．
これらの改革により，学生が大学での学びを通し
て地域の課題等の認識を深め，解決に向けて主体的
に行動できる学生を育成するとともに，大学のガバ
ナンス改革や各大学の強みを活かした大学の機能別
分化を推進し，地域再生・活性化の拠点となる大学
を形成していくというものである．
(2) TUCのこれまでの主な地学連携活動
表-1にこれまでの主な地学連携活動を示す．これ
らはTUCがこれまでに行ってきた地学連携活動の中
から代表的な9つの事例を示したものである．長年
に渡るこれらの実績に基づいて「地（知）の拠点整
備事業」に採択されたものと考えており，今後も引
き続いて地域との連携活動を実践していく方針が出
されている．
(3) TUCの地域志向
TUCは群馬県高崎市に位置した1学部1学科（商学
部商学科）で構成される収容定員800名の小規模校
であり，地元群馬県からの入学生が70%を超える地
域に根ざした大学である．開学以来，地域の住民や
市民のよい暮らしづくり・まちづくりの一環として
大学づくりに取り組み，同時に，地域からも支援・
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表-1 これまでの主な地学連携活動
事例
連携した自治体・団体等
「“走る”地域再生シンポ 上信電鉄(株)・上信電鉄沿線
ジウム―上信電鉄沿線 市町村連絡協議会・上信電鉄
の未来を考える―」
(株)労組・地域団体等
「世界遺産学習―富岡
製糸場の世界遺産登録 富岡市
運動を推進する―」
「下仁田 地域 の魅 力を
探る―歴史・文化・名品 下仁田町
の旅―」
「デキで行く！！新・富 富岡市のまちづくり団体「げん
岡市と富岡製糸場」
き塾」
上信電鉄(株)・上信電鉄沿線
市町村連絡協議会・(社)高崎
「ラッピング電車“銀河鉄
青年会議所・(社)富岡青年会
道９９９号”の運行協力」
議所・零時社・デキを愛する
会・(社)日本民営鉄道協会
「石碑の路（いしぶみの 高崎市観光課・同市教育委員
みち）再生プロジェクト」 会文化財保護課・信澤工業株
「中山道七宿めぐり」
式会社・高崎里山の会
「富岡まちなか手づくり
市」「まちなか案内人育
富岡市まちづくり課
成講座」「観光客対象ア
ンケート調査」
「小・中学校への学習・
高崎市立城山小学校・高崎市
部活動・文化祭支援」
立南八幡小学校・高崎市立南
「南八幡ふるさと検定」
八幡中学校
「上野三碑紙芝居」
「連続講座“富岡学”開 富 岡 製 糸 場 総 合 研 究 セ ン タ
講 」 「 富 岡 製 糸 場 検 定 ー，富岡商工会議所，富岡製
(仮)“初級”実施協議」
糸場を愛する会

協力を受けてきている．高崎商科大学「国際・地域
交流センター」を中心に，社会人を対象とした公開
講座の実施や教養関係等の公開講座の他，上信電
鉄・地域団体・高崎市・富岡市・地元企業・市民団
体・近隣小中学校等とこれまで様々な地域志向の活
動を実施してきている．TUCは，小規模校の強みを
活かし，学習支援から学生生活・就職支援まで，学
生一人ひとりに対しきめ細かく対応することにより
「面倒見の良い，学生主役の大学」として，地元で
信頼される「地域密着型の大学」を目指している．
TUCの教育理念には，理論と実践を教育や研究に
融合させることが含まれており，学生や教員の学
習・研究と自治体の課題をつなぎ，解決に結び付け
る仕組みづくりを目指している．そして，大学の教
育と研究という基本的使命と一貫性を保ちつつ，経
済的開発を促進し，上信電鉄，高崎市，富岡市を核
とする上信電鉄沿線市町村の活性化に取り組んで行
く．また，同時に地域の課題に取り組む問題解決型
の学習方法を推進する．さらに教育プログラムと教
員・学生・職員等が行う地域貢献活動との関連を明
確にし，強固にすることを目指す．
TUCが目指している「地域志向」の具体的項目は，
①大学の知を地域へ提供，②地域の知を大学で活用，
③地域の知を大学経由で地域に還元・活用，④地域
課題を解決できる中核的人材の育成・輩出，⑤地域
と協働した教育・研究の推進，である．大学の改革
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を積極的に推進するために，行政や地域とのパート
ナーシップ関係を一層強化することが重要だと考え
られる．なお，これらの項目の実現を目指して，平
成26年度より「国際・地域交流センター」と「ネッ
トビジネス研究所」を合併させて，新たに「コミュ
ニティ・パートナーシップ・センター（CPC）」を
設立している．
(4) 地域志向教育研究費
「地（知）の拠点整備事業」に採択されたことか
ら，新たに「地域志向研究費制度」が設けられた．
表-2に地域志向教育研究費の概要を示している．地
域志向教育研究費は，TUCが地域を志向する大学と
して，取組みを推進するための教育・研究等に必要
な経費として，各教員の地域志向を踏まえた教育・
研究及び社会貢献活動を改善，進展させ，地域再
生・活性化の拠点となる大学の形成に資することを
目的としている．

３．自転車による観光まちづくり支援
(1) 車と比較した自転車のメリット
車と比較した場合の自転車のメリットは，なんと
言っても費用の安さである．燃料費等を必要とせず
税金もかからない．2年ごとの車検費用も要求され
ず，車庫証明等のような留め置くための費用もかか
らない．費用の点だけなく，ある程度までなら荷物
の運搬も可能であり，さらに健康増進にも役立ち，
排ガスを出さないため空気を汚すこともない．
自転車の活用が想定されるケースとしては，①通
勤②通学③買物④健康管理・健康増進⑤交通費の節
約⑥余暇での活用⑦運搬⑧都市の環境保全⑨移動手
段⑩子育て支援，等が考えられる．観光の支援は⑨
の移動手段としての活用となる．自転車は公共交通
の本数が少なかったりあるいは存在しない地域や一
定範囲の連続の移動にも向いている．走行空間や駐
輪スペースは最小限で済むので，特段の自転車道が
整備されていなくても，その安全性や快適性が保持
されるように配慮しながら活用することで，時間を
気にせず自由に機動的に移動できるというメリット
を有している．
まちづくり・地域活性化の手段として，具体的に
観光支援として自転車を活用しようとした場合には
それなりの条件整備，環境整備が必要となる．例え
ばレンタサイクルが用意されていても，手軽に利用
できる状況でなければ，人々は利用を躊躇する．具
体的には，利用する場合にはあらかじめ身分証明書
のコピーを提出して予約をしていなければならない
等，手続きが極めて煩雑であったり，高額な利用料
を要求されたり，あるいは一度の利用時間が極めて
短かったりする場合等である．また，観光目的の利
用者は地域外の人である可能性が高く，わかりやす
い観光ルートの地図を用意すべきであり，自転車と
いうハードの提供だけでなく，有効利用のための情
報というソフトの提供も必要となる．

表-2 地域志向教育研究費の概要
対象者
高崎商科大学専任教員
交付限度額
１００万円
当該年度１年間
研究期間
（継続研究は２年を限度）
対象となる研究
(1) 地域を志向した教育への改善が期待できるもの
(2) 地域の観光まちづくりに関するもの
(3) 地域の課題に関するもの
(4) 社会貢献活動に関するもの
(5) その他，地域志向への進展が期待できる教育・研究等

(2) レンタル自転車システムの先行事例
「レンタル自転車システム」を導入しての地域活
性化の動きは日本のいたるところで行われている．
東京都江東区は平成24年11月21日から，NTTドコ
モと共同で自転車の共同利用サービス「コミュニテ
ィサイクルサービス」の実証試験を開始している 4)．
コミュニティサイクルは自転車を使いたい時に借り
て返却できるサービスで，豊洲，東雲，有明，台場
等臨海部での実証実験である．利用には，まず携帯
電話やスマートフォン（高機能携帯電話，以下スマ
ホ）等から会員登録し，おサイフケータイ機能が付
いた携帯電話やスマホ等を使い，貸出し返却する仕
組みとなっている．当初150台，11カ所の施設でス
タートし，早期に300台，20カ所に拡充する計画と
のことである．借りた駐輪施設とは異なる施設で返
却できる．利用に際しては1時間100円からの料金を
支払わなくてはならない．
茨城県つくば市は，平成25年2月1日から自転車を
共同利用するサイクルシェアリングの実証実験を行
っている 5)．市民の健康増進や低炭素社会への貢献
を目指しての「自転車のまちづくり」を進めている
もので，実験では，30台の自転車を用意し，つくば
エクスプレス研究学園駅，市役所，イーアスつくば，
研究学園C街区，西部工業団地の5カ所にサイクルポ
ート（駐輪場）を設置し，ポート間で自転車の貸出
し・返却ができる．システムには，携帯電話等の端
末を利用した無人管理システムを導入しているとの
ことであるが，利用には，専用ウェブサイトから名
前やメールアドレス等の登録が必要となる．自転車
を借りる際には，自転車後部の2次元バーコード
（QRコード）を読み込んでメールを送信し，表示
された番号で自転車のカギを開けて利用する．返却
の際には同様に携帯端末からの送信で手続きする必
要がある．
以上の二例では，システムの利用には携帯電話や
スマホが必須となり，手間と携帯電話等の操作に関
する知識と技術が要求される．このことから，サイ
クル利用は日ごろから携帯電話によるおサイフケー
タイ機能を活用したり，メールの送受信に慣れてい
る人に限定される懸念がある．また，利用料を要求
されれば「気軽に利用」とはいかなくなる可能性が
高い．つくば市の場合は利用は無料であるが，1回
の貸出しにつき利用時間は2時間ということから観
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光やレクレーションへの活用は難しい．
これに対し，高崎市の中心商店街を訪れた人に無
料で自転車を貸出し，買い物の足として利用しても
らう「高崎まちなかコミュニティサイクル（通称：
高チャリ）」事業が平成25年4月27日にスタートし
ている 6)．高チャリは，JR高崎駅西口から市役所，
中央図書館を結ぶ「シンフォニーロード」や，高崎
タカシマヤからスズラン高崎店を結ぶ「慈光・大手
前通り」等12カ所のポイントにサイクルポートを整
備して，計100台（平成26年度に50台が追加されて
いる）の自転車を5～15台ずつ振り分けて配置され
ている．図-2に「通称：高チャリ」の自転車を示し
ている．自転車は身長140センチ以上あれば乗れる
一般的な26インチ型シティサイクルで，車体には高
チャリ自転車の特徴である赤い水玉模様のシールが
貼り付けられている．図-3に高チャリの100円デポ
ジット器具を示している．ハンドル部分に自転車ラ
ックとつなぐ専用のワイヤ鍵が取り付けられており，
100円硬貨を挿入すると連結部がはずれ，自転車を
ポートに返却してラックにつなぐと100円が戻るデ
ポジット方式が採用されている．高チャリは個人情
報の事前登録や身分証明書を提示する必要がなく，
午前9時から午後10時までの間なら，誰でも自由に
利用できる．借り出したポートとは別のポートに返
却することも可能で，1回あたりの利用時間の制限
も設けていない．

図-2

「通称：高チャリ」

図-3

100 円デポジット器具

できる．列車はワンマンで運行されている関係で，
利用できる駅は駅員のいる「上信高崎」「吉井」
「上州福島」「上州富岡」「下仁田」の5駅に限定
されており，利用に際しては，前もって上信電鉄の
問い合わせ先まで連絡が必要となっている．なお，
上信高崎駅では改札とは違う場所から入ることにな
るので，駅員にホームまで案内してもらう必要があ
る．また，自転車は2両ある車両の後ろ側の車両に
乗せることになっているが，自転車を固定する専用
の場所や金具等は設けられていないので，自転車が
倒れないように利用者がしっかりと手で支える必要
がある．サイクルトレインのサービス以外に，「吉
井」「上州福島」「東富岡」「上州富岡」「上州一
ノ宮」「下仁田」の6駅には，無料の貸自転車も用
意されている．駅員不在日及び不在時間帯があるた
め，一部の駅では利用できない場合があるので利用
を考える場合には駅員のいる曜日時間帯を確認して
おく必要がある．

４．導入した上信電鉄レンタル観光自転車
(2) レンタル観光自転車の提案
筆者らは，前述した高崎市中心部で運用されてい
(1) 上信電鉄のサイクルトレイン制度
「サイクルトレイン」とは自転車を鉄道車両内に， る「高チャリ」が地域の活性化に一定の成果を挙げ
ていることと，すでにサイクルトレイン制度がある
解体せずに持ち込むことができるサービス，あるい
7)
ことに着目して，上信電鉄にレンタル観光自転車の
はその車両をいう ．解体して専用の袋に詰めて持
導入を提案した．高チャリの利用は高崎市中心部に
ち込む場合は「輪行」と呼ばれるが，自転車を解体
限定されており，サイクルトレインと組合わせるこ
することなく列車内に持ち込むことができるため，
とはできない．観光客への便宜を図るために，始発
解体が不可能なシティサイクル等でも持ち込むこと
駅の高崎駅に無料のレンタル観光自転車を配備して
が可能である．出発地から最寄りの駅まで自転車で
希望する利用客に貸し出し，サイクルトレインを活
移動し，その自転車を持ち込んで列車に乗車し，目
用して目的の駅まで運んで利用してもらうものであ
的地の近くの駅で下車してすぐに自転車で移動する
る．導入に伴う費用は，TUCの「地域志向教育研究
ことができる．電車で出かけた先で手軽に「足」と
費」を活用することとし，電鉄からの持ち出しは最
して活用できるため，広範囲を効率的に行動するこ
小限度とした．もともとあった制度の活用であり，
とが可能となる．サイクルトレインは，実施日・実
乗客へのサービス向上へつながる企画であるため，
施時間が土日祝日等の利用客の少ない日や平日の昼
提案は快く受け入れられた．
間の時間帯に限定されている場合が多い．また実施
サイクルトレインの制度を活用する場合，利用者
している路線であっても，列車運行の条件等により
は上信電鉄にあらかじめ連絡しておき，当日は駅員
一部の駅では利用できない場合もある．運賃とは別
の案内に従って改札とは別のルートで自転車を搬入
に持ち込み料を収受する事業者と，持ち込み料を収
しなければならないことから，駅員には過負担とな
受しない事業者とがある．また，事前申し込みが必
り，利用客には不便が生じる．レンタル観光自転車
要な場合もあるため，事前に確認が必要である．
は改札のすぐ横に配備されており，利用手続き後は
上信電鉄にも土・休日に加え平日もご利用できる
そのまま自転車を押して改札を通ることができるた
サイクルトレインが運行されている 8)．土日・休日
め，駅員の誘導や利用者の事前の申込みは不要とな
の場合は午前4列車，午後1列車の計5列車が対象と
り，双方にメリットがある提案となった．
なっているが，平日の場合は9時台から14時台にか
けての9列車が対象となっている．持ち込み料金は
(3) 上信電鉄レンタル観光自転車の概要
無料で，一人に付き1台の自転車を持ち込むことが
－4－

(a) 26 インチシティサイクル型(12 台)

(b) 20 インチサスペンション付(10 台)
図-4 導入したレンタル観光自転車

上信電鉄高崎駅構内に3種類27台の自転車を配備
し，上信高崎駅で貸し出しと返却を行うシステムを
導入した．図-4に導入したレンタル観光自転車を示
す．図-4(a)は26インチシティサイクル型，図-4(b)
は20インチサスペンション付，図-4(c)は26インチサ
スペンション付自転車を示している．電車内に持ち
込む際のことを考えると20インチサイズのものが扱
いやすいのではないかと考えられるが，少し長めの
距離の走行を考えた場合には26インチサイズのもの
が向いているように思われる．また，図-4(c)の自転
車の台数が少ないのはこの機種が生産中止となった
ため5台しか手に入らなかったためで，その分，図4(a)の機種の台数が増えている．
観光自転車としてより多くの人に利用してもらえ
るように自転車の車種を選定する必要があることか
ら．以下の条件に基づいて貸し出す観光自転車を選
定した．
①扱いやすく乗りやすい形状のもので，観光利用の
雰囲気があり，「6段程度の変速機」「前かご」
「泥よけ」「ライト」「鍵」がついている自転車
を選定する．
②自転車に取付ける表示プレートは大げさにならな
いものにする．
③幅広く貸し出し対応できるように，自転車は3車
種程度を準備する．
④購入費を抑えるために，購入はインターネットの
活用を前提とする．
⑤安全面への配慮として，インターネットでの購入
時の整備や定期点検等を自転車組合高崎支部の方
に依頼するとともに，TS保険9)に加入する．
ここで，TS保険とは自転車安全整備士による点検，
整備を受けた安全な普通自転車であることを示すTS
マークに付帯した保険のことであり，自転車に搭乗
している人自身の事故傷害補償と，自転車搭乗者が
第三者に障害等を負わせた際の賠償責任補償に対応
した保険である．貸し出しを行う上で不可欠の保険
と判断している．
図-5に上信電鉄レンタル観光自転車の新聞報道を
示す．貸出しは平成26年4月29日から開始した．上
信電鉄との準備の都合もあったが，富岡製糸場の世
界遺産認定が期待されている時期であり，5月のゴ
ールデンウィークを意識したものである．レンタル
観光自転車は上信電鉄のサイクルトレイン制度を利
用したものであるが，自転車が改札横に配置されて
いる関係で，事前の連絡は不要であり，改札を通っ

(c) 26 インチサスペンション付(5 台)

２０１４年（平成２６年）５月３日（土）
上毛新聞朝刊２２面
図-5 上信電鉄レンタル観光自転車の新聞報道

て列車へ持ち込むことが可能となっている．利用は
常に駅員のいる「上信高崎」「吉井」「上州福島」
「上州富岡」「下仁田」の5駅に限定されているが，
乗降はこれらの駅を任意に組合せることができる．
上信電鉄レンタル観光自転車の貸出し概要は以下の
とおりである．
①利用は無料．貸出しと返却は上信高崎駅のみ．
②利用者自身が貸出簿に氏名・電話番号等を記入．
③利用者は，自転車を上信電鉄サイクルトレインで
乗降可能な駅まで運んで周辺を自由に観光する．
④利用はサイクルトレイン運行時間帯となり，当日
返却を基本とする．
筆者らが導入したレンタル観光自転車は，様々な
地域で展開されている無料のレンタル自転車とは違
い，電車路線とセットになったものである．このた
め，自転車のみの行動範囲と比べ，より広範囲を対
象に行動することが可能であり，行きと帰りで違っ
た駅が利用できることから，沿線の目的地を効率的
に観光できるという特長を有している．さらに，利
用が上信電鉄の乗客に限定されていることから，近
隣の無料レンタル自転車との競合も回避している．

－5－

自転車
番号
女
男
計
自転車
種別計

レンタル観光自転車の利用状況（約 4 カ月間）
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(4) 上信電鉄レンタル観光自転車の利用状況
図-6にレンタル観光自転車の利用状況を示す．こ
れは導入後約5カ月間の利用状況を示したもので，1
カ月あたり約20台の利用があった．また，5月17日
に1日では最大の12台の利用があったが，これはゼ
ミ学生を連れて地域学修に出かけたためであり，新
聞報道直後の5月5日の9台が1日当たりの最大貸出し
数であった．また，5月～7月の3カ月間は順調に利
用があったが，8月では2日間での3台だけであった．
その理由としては，暑さの影響であろうと推定して
いる．図-7に自転車種による利用状況を示す．これ
は9月初旬までの約4カ月間の利用記録から利用車種
が特定できたデータに基づいて，自転車種による利
用状況をまとめたものである．一般的なシティサイ
クル型（利用8台）よりサスペンション付きタイプ
（20インチ利用35台,26インチ利用33台）が約4倍以
上利用されていることが確認できた．また，降りた
駅はほとんどが上州富岡駅であったことから，10月
より上信高崎駅への配備は図-4(b)(c)の15台に変更
し，図-4(a)の26インチシティサイクル型12台は上州
富岡駅に配備して，より効果的に貸し出すこととし
た．図-8に上州富岡駅に配備した自転車の利用状況
(10月)を示している．21日間の利用で延べ126台と上
信高崎駅より貸出し効率が向上した．これは自転車
を駅前駐輪場に配置し，上信電鉄乗車の有無にかか
わらず利用できるようにしたことから，車での観光
客や地元住民の利用が含まれたためと判断される．

35

16

10月11日(土)

利用時には駅改札係員と鍵の受け渡しをすることか
ら，事前連絡や特別な器具なども必要とせず，借用
時に氏名・連絡先を記入するだけの簡素化された貸
出し管理となっている．

10月10日(金)

図-6

記入
総計
なし
1 4 1 5 3 3
3 1 3 1 1 3
1
1 31
1 1
2 3 5 1 4
2 5 6 6 4 6
5 51
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図-8 上州富岡駅配備自転車の利用状況（10 月）

図-9

観光自転車による地域学修を実践したコース

５．地域学修・体験型教育への活用
(a) 移動中の電車内

(1) 富岡製糸場近隣地域学修
a) 自転車による富岡製糸場近隣地域めぐり
学生に地域について学修させるには，フィールド
ワークとして実際に地域に出向かせることが一番の
方法と考えられる．今回導入したレンタル観光自転
車を利用して，商学部2年次の必修科目である教養
演習Ⅱ（教養ゼミ，履修生10名）の授業を土曜日に
振り替え，世界遺産登録目前の富岡製糸場をメイン
－6－

(b) 裏側の富岡製糸場

(c) 正門内側に駐輪場
(d) 城下町小幡の楽山園
図-10 観光自転車による地域学修状況

(a) 用紙両面に作成したもの（表面）

(b) 用紙両面に作成したもの（裏面）
図-11 学生が作成した観光マップの一例

とした地域めぐりに出かけた．図-9に観光自転車に
よる地域学修を実践したコースを示している．コー
スとしては，上信高崎駅⇒上州富岡駅→龍光寺（工
女の墓）→富岡製糸場→小幡（城下町，楽山園）→
こんにゃくパーク→笹森稲荷（古墳）→上州福島駅
⇒上信高崎駅で，走行距離は約10kmであった．午
前9時に集合し午後2時半に解散，大学の授業3コマ
分の活動に相当する．
図-10に観光自転車による地域学修状況を示して
いる．図-10(a)はサイクルトレインで移動中の電車
内の状況，図-10(b)は富岡製糸場を裏側から見学し
た様子，図-10(c)は富岡製糸場の正門内側に駐輪し
た様子，図-10(d)は城下町小幡の楽山園の門の前で
の様子の写真を示している．製糸場にはすでに出か
けたことのある学生もいたが，今回が初めてという
学生も多く，みんな興味を持って見学していたが，
城下町小幡ではまったく興味がない様子であった．
b) 観光マップ作成等の課題作成
教養演習Ⅱの履修学生は情報系のコースに所属し
ており，PCの基本操作は理解していることから，今
回自転車で周った地域について，写真や略図を織り
込んだ「観光マップ」を作成する課題を出した．マ
ップはレンタル観光自転車に配備するものとし，は
じめて上信電鉄沿線を訪れた観光客がこの自転車を
利用した際に，わかりやすく活用しやすく配慮して
作成するものとした．課題を作成する際の条件とし
ては，①2人1組でのペアワーク，②講義時間以外で
の作成，③用いるソフトウェアは自由，④観光マッ
プの作成対象範囲は自由，⑤用紙のサイズ・印刷方
向は自由，⑥片面・両面印刷は自由，⑦作成期間は
約1ヶ月，とし，授業では作成できたものを確認す
るだけとした．図-11に学生が作成した自転車によ
る富岡地区近隣の観光マップの一例を示している．
また，図-12には，この観光マップを自転車に取り
付けた際の新聞報道の記事を示している．自分たち
が地域に向けて活動したことが新聞報道となって地
域に発信されることは，学生にとって極めて有意義
な地域体験学修であったと考えている．
他に，レンタル観光自転車を利用した方々に対し
てのアンケートの作成を指示した．アンケートはA4
版1枚で作成するものとし，質問項目は学生が相談
しながら考えることとした．改善項目の把握に活用
できればと考えている．また，自転車には速度等が

(c) 用紙片面に作成したもの

(2014年（平成26年）10月1日朝日新聞群馬版)
図-12 観光マップ配備の新聞報道

測れる器具を追加で取り付けているが，今後，この
器具の「取扱説明書」の作成も課題とする予定であ
る．
(2) フィットネスエクササイズ（体育実技）での取組み
a) フィットネスエクササイズに観光自転車を導入
した理由
高崎商科大学短期大学部のフィットネスエクササ

－7－

イズの授業において，観光自転車を活用した授業を
表-3 運転免許保有者数ランキング
運転免許保有者数
実践した．表-3に運転免許保有者数ランキングを示
順
都道府県
20歳以上人口
す．これは20歳以上を対象とした値で，直ちに短期
位
総 数
100人あたり
大学部の学生に当てはまるものではないが，100人
1
群馬県
1,402,524人
85.83人
あたりの運転免許保有率は群馬県が全国1位となっ
人
山梨県
2
594,606
84.70人
ている．本授業の履修学生は女子13名で，そのうち
人
長野県
3
1,482,942
84.40人
11名が運転免許を所持しており，割合は表と一致す
人
栃木県
4
1,387,357
84.34人
る85％となっている．図-13に履修女子学生13名の
茨城県
5
2,036,373人
83.94人
通学や自転車乗車についての状況を示している．
岐阜県
6
1,413,209人
83.72人
77％（10名）が自動車で通学しているといった状況
宮崎県
7
767,193人
83.48人
で，過去1年間に自転車に乗っていない者が約7割
8 和歌山県
687,908人
83.18人
（9名）であり，週に数回乗るのは3割（4名）に過
三重県
9
1,257,187人
83.15人
ぎなかった．このように，車社会と言われる群馬県
人
滋賀県
10
934,586
83.07人
で生活する女子学生に，大学周辺地域を自転車で走
行しながら適度な運動を実行しつつ，地域の良さを
再発見してもらう地域理解の体験学修に意義をおき，
自転車
15%
授業内でサイクリングを実践した．
この１年
b) サイクリング実践
電車8%
乗っていない
31%
週に数回
表-4にサイクリング実践スケジュールを示してい
乗る
自動車
る．表で示すように，午前9時過ぎに活動を開始し，
77%
69%
12時過ぎには終了となるようにスケジュール設定す
ることで，他の授業に影響を与えず2コマ連続の授
業時間内で終了できるように配慮した．サイクリン
徒歩のみでの通学 0%
毎日乗る 0%
(a)
通学手段
(b)
過去1年の自転車乗車
グコース設定上のポイントとして，大学に一番近い
自転車乗降可能な吉井駅を基準に行動することを条
図-13 履修女子学生 13 名の状況
件とした．全日程は約3時間の活動となり，そのう
表-4 サイクリング実践スケジュール
ち約2時間サイクリング活動を行い，走行距離も約
時刻
スケジュール
10㎞に設定したことで，スケジュールに無理がなく
①高崎駅出発（観光自転車借用）
9:18
活動量も十分に確保できるプログラムとなっている．
②高崎商科大学前駅着，学生乗車
9:29
図-14に今回実施したサイクリングの実践コース
9:41
③吉井駅着
の概略を示している．また図-15に今回訪れた吉井
吉井町 サイクリング（約2時間）
駅周辺施設の写真を示している．行きは，吉井駅か
④吉井町発
11:52
ら高崎市にある特別史跡の図-15(a)「多胡碑」を見
⑤高崎商科大学前駅着，学生下車
12:03
学し，図-15(b)吉井運動公園運動場と図-15(c)(d)同
⑥高崎駅着（観光自転車返却）
12:14
公園内のプールとバーベキュー施設を経て，上り坂
をこぎのぼって吉井物産センターまで走行した．帰
吉井物産センター
今回のコース
りは下り道で距離も短くなることから運動量として
心拍測定
距離 約10㎞
ポイント③
は減ることになるが，行きとは別コースとなる吉井
所要時間 約120分
（自転車走行・施設見学・買い
支所を経由して吉井駅に戻っている．
物などを含む）
サイクリングをより安全で効果的なエクササイズ
心拍測定
戻りルート
にするため，運動中の心拍数に基づいて運動強度を
ポイント②
調整をした．この心拍数に基づく運動強度について
多胡碑
吉井運動公園運動場
は，サイクリング前及びスポーツプログラミング論
心拍測定
ポイント①
（講義科目）にて説明を行い，学生に十分に理解さ
行きルート
せたうえでサイクリングを行っている．「最高心拍
数＝220－年齢」より目標心拍数を導き，健康づく
吉井駅
りのための運動強度として最高心拍数の60％程度と
した．履修者は18歳～20歳であったため，年齢を20
吉井支所
Goo地図 http://map.goo.ne.jp/
歳として計算し120拍前後の心拍数で継続運動を促
図-14 サイクリング実践コースの概略
した．本サイクリングの実践時期が7月末であった
ことから，熱中症等の体調不良の早期発見にも脈拍
数の変化が重要になる．①吉井駅，②吉井運動公園， c) 吉井町周遊と地元の方とのふれあい
③吉井物産センター，の3ヶ所で心拍数を測定し，
図-16に吉井駅前での地元の方とのふれあいの写
その結果に基づいて教員が運動強度（サイクリング
真を示す．当初学生たちは，同じ仕様の自転車で行
走行ペース）のアドバイスを行った．
動していることで周囲から注目されたことに戸惑い
－8－

を感じたが，吉井駅前で地元の方々とコミュニケー
ションが取れてからは，自ら挨拶を行い，地域の
方々からのお声かけに快く返事ができるように成長
した姿がみられた．
d) 参加した学生の感想
吉井町周辺をサイクリングでめぐったことに関す
る学生の感想としては以下の通りである．
・気持ちよく運動ができ，たまには自転車もよいと
思った．
・大学の近くに，充実した運動施設があることを知
ったので，機会を作ってみんなで使いたい．バー
ベキューをしに来たい．
・きれいな自然，素敵なお店が近くにあるのに知ら
なかった．野鳥に出会って驚いた．
・吉井町が観光で栄えるとは思えないが，物産セン
ターや運動施設の存在をもっと高崎市民が知って，
イベントを開催して地元の人々や観光客を呼べた
らよいと思う．
(3) 実施後のアンケート結果
a) 観光自転車，サイクルトレインについて
図-17に吉井町をサイクリングでめぐった学生へ
ののアンケート結果を示している．図-17(a)は観光
自転車の再度の利用について質問したもので，「ど
ちらかと言えば利用したくない」「2度と利用した
くない」と答えた学生は皆無であり，62％の学生は
「また利用したい」と答えている．図-17(b)はサイ
クルトレインの制度について質問したものであり，
「非常に素晴らしい」「非常に迷惑でやめてほし
い」との回答は無く，「どちらかと言えば素晴らし
い」が69％に至っている．以上により，サイクルト
レインを利用した観光自転車を授業に活用すること
は学生に抵抗なく受け入れられ
たと判断される．
b) サイクルトレインに関する改善提案
自転車を留め置く器具等が備えられていない車両
に，他の乗客と一緒に自転車をそのまま持ち込むサ
イクルトレインに関して，以下のような改善提案が
得られた．改善が難しいものもあるが，上信電鉄に
改善を期待するものである．
①自転車の乗車可能な車両を掲示してほしい．
②電車内で自転車を留める装置の設置や他の客に迷
惑にならないようにする工夫をしてほしい．
③自転車はエコだが，乗車代が他の鉄道に比べると
高いため他人に勧めにくい．
④サイクルトレインの利用時間と乗降できる有人駅
の数が少ない．
⑤サイクルトレインの宣伝ができていないのではな
いか．もっと広報すべきである．

６．まとめと今後
本稿では，上信電鉄沿線の観光まちづくりと上信
電鉄の顧客サービス向上などを念頭に，上信電鉄の
サイクルトレインと観光自転車を組合せたレンタル

(a) 多胡碑

(b) 吉井運動公園

(c) 公園内のプール

(d) バーベキュー施設

図-15 吉井駅周辺施設

図-16 吉井駅前での地元の方とのふれあい

ぜひとも
利用したい
23%

どちらとも
思わない

38%

どちらかとい
えば利用したい

39%
どちらかと 言えば
利用したく ない
0%

２度と利用
したくない
0%

(a) 観光自転車の利用
図-17

どちらかといえば
他の客に迷惑だ
8%
どちらとも
思わない
23%
どちらかといえば
素晴らしい
69%

非常に素晴らしい
0%

非常に迷惑 で
やめてほしい
0%

(b) サイクルトレインの印象

吉井町サイクリング後のアンケート結果

観光自転車の導入とその経緯について説明した．ま
た，在学生の地域学修・体験型教育への観光自転車
の活用について実践例を報告した．
自転車は導入の初期費用は比較的安価であるが，
レンタルシステムとしての活用を考えた場合，不特
定多数の人々が利用することから，自転車の保守点
検と自転車搭乗者の事故傷害補償，および第三者に
障害等を負わせた際の賠償責任補償に対応した保険
への配慮が不可欠であり，システム維持費用への配
慮は十分に行う必要がある．また，今回3種類の自
転車27台を上信高崎駅に配備したが，約4カ月間の
利用状況を調査した結果，機種による利用頻度に明
確な差があり，また降車のほとんどが上州富岡駅で
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あったことから，利用効率を高めるため，不人気機
種12台を上州富岡駅に配備しなおした．
今回導入したシステムは上信電鉄のサイクルトレ
インのサービスを活用したものであるが，「上信高
崎」駅で乗車した場合，「吉井」「上州福島」「上
州富岡」「下仁田」の4つの駅しか利用できないと
いう重大な問題を抱えている．今後，この利用可能
駅の増大を検討していく必要があるが，解決には無
人駅や駅員が不在となる曜日や時間帯における係員
の配備の問題をクリアする必要があり，今後の上信
電鉄の対応が期待される．
今回，このレンタル観光自転車を使って，情報処
理を担当する教員が教養演習Ⅱで受け持つ学生とと
もに富岡地区の地域学修に出かけ，体育担当の教員
が女子学生の運動量確保と地域学修を目的に，吉井
地区に出かけて実践活用した．大学の近隣にある地
域や地域の良さは足を運んで体感しないと分からな
い．学生からは何度も「こんなところがあるんだ」
「知らなかった」との発言が出た．今回の体験を通
して，地域の良さを再認識したり，地域の特徴を少
し理解した様子が見られた．地域を知り，誇りを持
てなければ観光客を招き入れる気持ちにはなれない．
地域住民が地域の観光資源を知ることで，地域を誇
りに思うことができるようになり，そのような思い
が地域に芽生えて観光まちづくりが進展していくと
考えられる．今後，他の講義を担当する教員にも利
用を働きかけていく予定である．
平成26年6月に富岡製糸場が世界遺産に登録され
たことにより，上信電鉄は地域の人々のみならず国
内外からの観光客の足として利用されることになっ
た．高崎から上州富岡まで36分間をただ電車で移動
するのではなく，自然が豊かで歴史や文化をはぐく
んできた地域をより深く理解してもらうことも大切
である．そのため，気になった場所を自転車で移動
しながら観光スポットを巡るという体験を伴った観
光を提案することは有意義なものであると考えられ

る．大半の学生からの観光自転車に対する肯定的な
意見が得られたが，その方法や内容にまだまだ改良
の余地があり，若い世代の感覚も取り入れてさらに
改善を重ねていきたい．
謝辞：上信電鉄観光自転車は，文部科学省「地
（知）の拠点整備事業」における平成25年度地域志
向教育研究費により導入したものである．本研究を
遂行するにあたり，多大なご支援とアドバイスをい
ただいた高崎市・富岡市の両自治体，ならびにサイ
クルトレインとの連携システム構築にご尽力いただ
いた上信電鉄株式会社に感謝申し上げます．
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INTRODUCTION OF RENTAL SIGHTSEEING BICYCLE SYSTEM TO JOSHIN
DENTETSU AND TRIAL OF AN EXPERIENCE-BASED REGIONAL
COMPREHENSION PROGRAM BY THE SYSTEM
Takeshi Takegami and Yukako Irie
Takasaki University of Commerce was adopted by the project of "Center Of Community (COC)" of the
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology in the 2013 academic year. As one of the
project of COC, we made a partnership with Joshin Dentetsu Co., Ltd. in Takasaki, Gunma Prefecture.
And, we have started an innovated “ Rental Sightseeing Bicycle System (RSBS)” combined with "Joshin
Dentetsu Cycle Train" in April 2014. RSBS was a new sightseeing project that helps to improve
passenger service and corporate image in a local railway and offers a useful and efficient transportation
for tourists visiting to Tomioka Silk Mill of a world heritage, and its surrounding area. We applied RSBS
on undergraduate students as an experience-based program for the increase of a regional comprehension.
In this paper, we explain the outline and actual usage conditions of RSBS, and discuss the application and
impact of an experience-based program for which RSBS was utilized.
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ࡁࡓẸἲࡀᢤᮏⓗᨵṇࡉࢀࡿぢ㎸ࡳࡀᴟࡵ࡚⃰ཌ
ࠕᶆ‽᪑⾜ᴗ⣙Ḱࠖࡣ᪑⾜ᴗ⪅ᾘ㈝⪅࡛࠶ࡿ᪑
࡛࠶ࡿࠋ
⾜⪅ࡢ㛫ࡢᶆ‽ⓗዎ⣙ෆᐜࢆᐃࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᨵṇࡣ࢝ᡤࢆ㉸࠼ࡑࡢᙳ㡪ࡣᴟࡵ࡚ᗈ⠊ᅖ
᪑⾜ᴗ⪅ࡣ㔞ዎ⣙ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡑࡢ㒔ᗘዎ⣙᭩
ࢃࡓࡿࠋࡋࡋࠊ᪑⾜ዎ⣙ࡢࡳㄽⅬࢆ㝈ᐃࡋࡓሙ
㢮ࢆసࡿࡇࡣྜ⌮ⓗ࡛࡞࠸ࠋࡑࡢⅭᶆ‽ⓗ࡞ዎ⣙
ྜࠊ⤖ㄽࡋ࡚ࡣࠊᮏᨵṇࡼࡿᙳ㡪ࡣⅬࢆ㝖࠸
ෆᐜࢆ⣙Ḱࡋ࡚ࠊ࠶ࡽࡌࡵ⏝ពࡋ࡚࠾ࡁ㔞ዎ
࡚㍍ᚤ࡛࠶ࡿࠋ
⣙ࢆࢫ࣒࣮ࢬ⾜࠼ࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᶆ‽᪑
୍᪉ࠊ⪃ᐹ࠶ࡓࡗ࡚᭱⤊ࡢࡳ࡞ࡽࡎ୰㛫ヨࠊ ⾜ᴗ⣙Ḱࡘ࠸࡚ࡣᅜࡀㄆྍࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋᑦࠊ୍⯡
Ẹἲᨵṇ᳨ウဨࡼࡾබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᳨ウ⤒㐣㈨ᩱ
ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᶆ‽᪑⾜ᴗ⣙Ḱࢆ⏝࠸࡞࠸ዎ⣙ࡶྍ
ࡶཧ⪃ࡋࡓࡇࢁࠊᚋࠊᅇᗫ࡞ࡗࡓ᮲㡯
⬟࡛࠶ࡿࠋ
ࢆᇶ᪑⾜ዎ⣙㛵ࡋ࡚᪂ࡋ࠸≉ูἲไᐃࡢྍ⬟ᛶ
⣙Ḱࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪑⾜ᴗ⪅ᾘ㈝⪅࡛࠶ࡿ᪑⾜⪅
ࡀ࠶ࡿࡀุ᫂ࡋࡓࠋ
㛫┤᥋㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵᮏ✏࡛ࡣࠊ㏵୰⤒㐣㈨ᩱࡶཧ⪃ࡋࠊ≉
Ẹἲࡣ⚾ே㛫ࡢἲᚊ୍⯡㐺⏝ࡉࢀࡿἲᚊ࡛࠶ࡿࠋ
ูἲ㆟ㄽࡢᇶ♏࡞ࡾ࠺ࡿᗫෆᐜࡢ᳨ウࡶ⾜࠸ࠊ
ࡑࡢⅭࠊᶆ‽᪑⾜ᴗ⣙Ḱࡢ㛵ಀ࠾࠸࡚ࡣࠊᶆ‽
ᅇࡢᨵṇࡼࡿᙳ㡪ᚋࠕ᪑⾜ዎ⣙ࠖࡀࡢࡼ
᪑⾜ᴗ⣙Ḱグ㍕ࡀ࡞࠸Ⅼࡸゎ㔘ࡢᇶᮏ᪉㔪㛵ࡋ
࠺࡞᪉ྥྥ࠺ࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࡇࡍࡿࠋ
࡚㐺⏝࡞ࡿࠋ
⪃ᐹࡢ๓᪑⾜㛵㐃࡛Ⓩሙࡍࡿࠕ᪑⾜ᴗἲࠖࠊ
୕ࡘࡢ㛵ಀࢆᅗ࡛㛵ಀᛶࢆ⾲ࡍ௨ୗ࡞ࡿࠋ
㸯㸬ࡣࡌࡵ

㸯



          㛫᥋ⓗಖㆤ
  ᅜ
᪑⾜⪅
      
ᶆ‽᪑⾜ᴗ⣙Ḱ
Ẹἲ㸦⣙Ḱእ㸧
          ᪑⾜ᴗἲࡼࡿⓏ㘓࣭┘╩
    ᪑⾜ᴗ⪅
       㸦᪑⾜ᴗἲ㸧
          
   ฟᡤ㸸➹⪅సᡂ
ᅗ1㸸᪑⾜㛵ࡍࡿἲᚊࡢᴫᛕᅗ

㸱㸬 ᗫ࡞ࡗࡓᙺົᥦ౪ዎ⣙ࡣ

㸦㸧ᙺົᥦ౪ዎ⣙ࡢෆᐜ
ぢ㏦ࡽࢀࡓࡣ࠸࠼ࠊ᪑⾜ዎ⣙ࡶ௦⾲᱁ࡋ࡚࠶
ࡀࡗ࡚࠸ࡓࠕᙺົᥦ౪ࠖዎ⣙ࡣ࠸ࡀ࡞ࡶࡢࡔࡗ
ࡓࡢ࡛࠶ࡿ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ⣛వ᭤ᢡࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢ
᥎ ࡉࢀࡿࡀࠊ➹⪅ࡢඖࡼࡿᗫ࡞ࡿ๓ࡢ
ጼࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ Ͻࠋᑦࠊᨵࡵ࡚᭱⤊
❶࡚ゝཬࡍࡿࡀࠊ᪑⾜ዎ⣙ࡘ࠸࡚ᚋࡶ᭦࡞ࡿ
㆟ㄽࡀồࡵࡽࢀࠊࡇࡢᗫᙺົᥦ౪ዎ⣙ࡣࡑࡢ㆟ㄽ
ࡢᇶ♏࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ෆᐜࡢ☜ㄆ⪃ᐹ
㸰㸬ᨻ⟇❧⪅ഃࡢ᪑⾜ዎ⣙ࡢ⪃࠼
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ձㄳ㈇࣭ጤク࣭ᐤ࣭㞠⏝ࢆྵࡴᙺົᥦ౪ᆺዎ⣙
⌧ᅾࡢẸἲࡣࠕ᪑⾜ዎ⣙ࠖࡣ᫂ᩥࡉࢀ࡚࠸
ࡢ⥲๎ⓗ᮲ᩥ࡞ࡿࠋ
࡞࠸ࠋ᪑⾜ዎ⣙ࡣ⌧ᅾࡢᆺዎ⣙㸦Ẹἲ᫂ᩥ
ղᆺዎ⣙࡛࠶ࡿㄳ㈇࣭ጤク࣭ᐤ࣭㞠⏝ࡓ࠸
ࡉࢀ࡚࠸ࡿዎ⣙㸧࡛࠶ࡿࠕㄳ㈇ࠖࡲࡓࡣࠊࠕጤ௵ࠖ
ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ⥲๎࡞ࡾࠊㄳ㈇࣭ጤク࣭ᐤ࣭
ዎ⣙ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣࡕࡽࡢዎ⣙ᙧែ
㞠⏝ࡢྛ᮲ᩥࡣࡇࡢ⥲๎ࢆ⿵ࡍࡿ᮲ᩥ࡞ࡿࠋ
ࡶⱝᖸ␗࡞ࡾࡸࡸ≉Ṧ࡞ዎ⣙ᙧែࡔࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ճㄳ㈇࣭ጤク࣭ᐤ࣭㞠⏝ࡢ࠸ࡎࢀࡶᙜ࡚ࡣࡲ
ࡑࡢⅭࠊ࠼ࡤࢻࢶẸἲ᮲D㹼Pࡢࡼ࠺
ࡽ࡞࠸ዎ⣙㸦࠼ࡤ᪑⾜ዎ⣙㸧ࡘ࠸࡚ࡣᙺົᥦ౪
ࠕ᪑⾜ዎ⣙ࠖࢆẸἲࡢ୰᫂ᩥࡍࡿ࠸࠺᪉ἲࡀ
ࡢㅖつᐃࡀࡑࡢࡲࡲ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࠊ୰㛫ヨẁ㝵࠾࠸࡚ࠊ⌧⾜
մᙜ⪅ࡀዎ⣙࡛ᐃࡵࡓ┠ⓗࡲࡓࡣ⤖ᯝࢆᐇ⌧ࡍ
࠶ࡿㄳ㈇ࠊጤクࠊ㞠⏝ࠊᐤ௨እࡢ᪂ࡋ࠸ᙺົᥦ౪
ࡿࡇࢆ⣙᮰ࡋࡓሙྜࡣࠊᙺົᥦ౪⪅ࡣࡑࢀࢆ⌧ᐇ
ᆺࡢᆺዎ⣙ࢆ⊂❧ࡋ⨨ࡃࡇࡀ᳨ウࡉࢀࠊᙺົᥦ
ࡍࡿ⩏ົࢆ㈇࠺ࠋࡋ࡚ࠊᙺົᥦ౪⪅ࡀ⤖ᯝࢆᐇ⌧
౪ዎ⣙ࡢ௦⾲᱁ࡋ࡚ࠕ᪑⾜ዎ⣙ࠖࡶ᳨ウࡉࢀ࡚࠸
࡛ࡁ࡞࠸ࣜࢫࢡࢆᘬࡁཷࡅࡿ᪨ࡢྜពࢆㄆᐃ࡛ࡁࡿ
ࡓࡇࢆ᳨ウ㈨ᩱࡼࡾㄞࡳゎࡃࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿϹࠋ
ሙྜࡣࠊᙺົᥦ౪⪅ࡣࠕ⤖ᯝമົࠖࡍ࡞ࢃࡕࠊ⣙᮰
᭱⤊ⓗࡇࡢ᪂ࡋ࠸ᙺົᥦ౪ዎ⣙ࡣᆺࢆࡢ
ࡋࡓࡇࢆᐇ⌧࡛ࡁ࡞ࡗࡓሙྜࡣമົᒚ⾜
ࡼ࠺ᐃࡍࡿࠊࡢࡼ࠺࡞つᐃࡍࡿࢥࣥࢧ
࡞ࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋ
ࣥࢭࢫࡢᙧᡂࡀ࡛ࡁࡎࠊ୰㛫ヨ┒ࡾ㎸ࡴࡇࡀ
յ୍᪉ࠊᐇ⌧ࡍࡿࡇࢆ⣙᮰ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣࠊ
࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡶࡢࡢࠊࡑࡢ⪃࠼᪉ࡣ᪂ࡋ࠸ጤ௵㸦ṇ
ၿ⟶ὀព⩏ົࢆ㈇࠺ࡢࡳ࡛ࠊࠕᡭẁമົࠖࡍ࡞ࢃࡕࠊ
☜ࡣ‽ጤ௵㸧ࡢ୰ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸ࢃࢀࡿϺࠋ 
⤖ᯝࡀ⌧ᐇ࡛ࡁ࡞ࡃࡶࠊ᭱ၿࡢᡭࢆᑾࡃࡋ࡚࠸ࢀ
ᅇࡢẸἲᨵṇࡘ࠸࡚ἲົ┬Ẹᒁཧࡋ
ࡤമົᒚ⾜࡞ࡽ࡞࠸࡞ࡿࠋ
࡚୰ᚰⓗᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿෆ⏣㈗Ặࡣ௨ୗࡢࡼ࠺
նᙺົᥦ౪ࡀ↓ൾࡔࡗࡓሙྜࡣ↓ൾ࡛࠶ࡿࢆ⪃
࡞ᩥ❶ࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦᪑⾜ዎ⣙ࡘ࠸࡚ࡣẸἲ
៖ࡋ࡚ࠊ㈐௵ࢆ㍍ῶࡉࢀࡿࠋ
ࡢ୰つᐃࢆ⨨ࡃࡇࡣ᩿ᛕࡋࡓࡀࠊ㸧ࠕ㸦๓␎㸧
շ≉ẁࡢᐃࡵࡀู㏵࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊᙺົᥦ౪ᆺ
᪑⾜ዎ⣙࡞ࡘ࠸࡚ࠊᾘ㈝⪅ಖㆤࡢほⅬࡽఱࡽ
ዎ⣙࡚ࡇࡢつᐃࡣ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
ࡢつไࢆࡍࡿࡇࡣ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸦୰␎㸧≉ูἲ
ոᴗ⪅࡛࠶ࢀࡤࠊ┦ᡭ᪉ᙺົࡢᥦ౪ࢆ⏦ࡋฟ
ࡼࡿ᪉ࡀ᭷࡞ࡇࡀከ࠸ϻࠖࠋ㏙࡚࠾ࡾࠊ
ࡓࠊ┦ᡭ᪉ࡣࡇࢀࡓ࠸ࡋ࡚┦ᙜ࡞ሗ㓘ࢆᨭᡶ࠺
ྡᣦࡋ࡛᪑⾜ዎ⣙㛵ࡋู࡚㏵≉ูἲไᐃࡀᚲせ
ࡇࢆ⣙᮰ࡋࡓࡶࡢ᥎ᐃࡍࡿࠋ
࡞ࡾ࠺ࡿࡇࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࠊෆ⏣Ặ
չᡂᯝᡂᆺᒚ⾜ྜᆺࡢሗ㓘ᨭᡶ᪉ἲࡀᐃࡵ
ࡣࠕఱࡽࡢつไࢆࡍࡿࡇࡣ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠖ㏙
ࡽࢀࠊᡂᯝᑐࡋ࡚ሗ㓘ࢆᨭᡶ࠺᪉ᘧࠊᥦ౪ࡋࡓ
࡚࠸ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊつไࡀᚲせࡢㄆ
ྜࡼࡾሗ㓘ࢆᨭᡶ࠺᪉ᘧࢆ㑅ࡪࡇࡀྍ⬟࡞
㆑ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢࡣ࠸࠸ࡀࡓ࠸ࠋࡋࡋࠊ⌧⾜ࡢ࠸
ࡿࠋ
ࡉࡉἲⓗᛶ㉁ࡀ᭕࡞ࡇࢁࡢ࠶ࡿࠕ᪑⾜ዎ⣙ࠖ
պᙺົᥦ౪⪅ࡣᙺົࢆᥦ౪ࡋ࡞࠸㝈ࡾሗ㓘ࢆㄳồ
ࢆ⪃࠼ࡿࠊᅇẸἲ┤᥋つᐃࡀ᫂グࡉࢀࡿࡇ
࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࡿࠋ
ࡣぢ㏦ࡽࢀࡓࡶࡢࡢࠊู㏵᪂ࡋ࠸≉ูἲไᐃࡢྍ⬟
ջ๓ᡶ࠸ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊᙺົࡢᥦ౪ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓ
ᛶࡣ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿϼࠋ
ࡣࠊࡑࡢ๓ᡶ࠸ሗ㓘ࢆ㏉㑏ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ
ෆ⏣Ặࡢᩥ❶ࢆ௦⾲ࡋ࡚ᘬ⏝ࡋࡓࡀࠊᚋ㏙
࠺࡞ࡿࠋ
ࡍࡿຍ⸨ṇಙẶࡢពぢ⾲᫂࡞ࠊ᪑⾜ዎ⣙ࡘ࠸࡚
ռᡂᯝᡂᆺࡢዎ⣙ࢆ⤖ࢇࡔሙྜࠊࡑࡢ⣙᮰ࡋࡓ
ᾘ㈝⪅ಖㆤほⅬࡼࡾఱࡽࡢᑐᛂࡀᚲせ࡛࠶ࡿ᪨ࡀ
ᡂᯝࡀᡂࡋࡓᚋ࡛࡞ࡅࢀࡤሗ㓘ࢆㄳồ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞
Ẹἲᨵṇ㛵ಀ⪅ࡼࡾᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡿࠋ
௨ୖࡽࠊ᭱⤊ⓗ࡞ࢥࣥࢭࣥࢧࢫࡀᚓࡽࢀ࡞ࡗ
սᒚ⾜ྜᆺࢆ㑅ࢇࡔሙྜࠊࡑࡢᙺົࢆᥦ౪ࡋࡓ
ࡓࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊ᪑⾜ዎ⣙ࡘ࠸࡚ఱࡽࡢつไࡀᚲ
ᚋ࡛࠶ࢀࡤሗ㓘ࢆㄳồ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
せࡢㄆ㆑ࡀᨻ⟇❧⪅ഃ࠶ࡿ⪃࠼࡚ᕪࡋᨭ࠼
ᮇ㛫ࡼࡿሗ㓘ࢆᐃࡵࡓࡁࡣࠊࡑࡢᮇ㛫ࢆ⤒㐣ࡋ
࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ
ࡓࡢࡕሗ㓘ࢆㄳồ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋ



Ᏻᐃࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊᮏ௳ࡣணぢྍ⬟ࡔ࠸ࡗࡓព
ぢ࡛┒ࡾୖࡀࡗࡓࠋ
$ࡢ㑇᪘㸦௨ୗࠕ;ࠖ⛠ࡍࡿ㸧ࡣࠊࡑࡶࡑࡶᮏ௳
᪑⾜ᑐ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ<$ࡀ၀ࡉࢀ࡚ィ⏬ࠊ⮬
ࡽࡶ᪑⾜ཧຍࡋࡓࡶࡢࡔ⪃࠼࡚࠸ࡓࠋࡑࡢⅭ<
ࢆ┦ᡭྲྀࡗ࡚ࠊ᪂Ẹἲ࠶ࡿᙺົᥦ౪ዎ⣙㐪㸦മ
ົᒚ⾜㸧ࡔࡋ࡚Ẹッゴࢆᥦ㉳ࡋࡓࠋ
⌧⾜ἲୖ࡛ࡢ㢮ఝࡋ࡚ࠊᮾிᆅᖺ
᭶᪥ุỴࡀ࠶ࡿࠋᾏእദ᪑⾜ཧຍࡋ࡚࠸ࡓ
ཧຍ⪅ࡀࠊࢡ࣮ࢹ࣮ࢱ࣮ᕳࡁ㎸ࡲࢀ࡚Ṛஸࡋࡓ
࡛࠶ࡾࠊ㑇᪘ࡀ᪑⾜♫┦ᡭᨾⓎ⏕ࡣணぢ࡛
ࡁࡓࡇࠊῧဨࡀᏳ㓄៖⩏ົࢆᑾࡃࡉ࡞ࡗ
ࡓࡇࢆ⌮⏤ࡋࡓッゴࢆᥦ㉳ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ
ࡋࠊุᡤࡣ࠸ࡎࢀࡶㄆࡵࡎ᪑⾜ᴗ⪅ࡢࡰ㠃
ッ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧⾜࡛ࡣࠊ᪑⾜♫ࢡ࣮ࢹ࣮
ࢱ࣮ࢆணぢࡍࡿࡇࡣྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ௬ࢡ࣮ࢹ࣮
ࢱ࣮ᕳࡁ㎸ࡲࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࡋ࡚ࡶῧဨࡣ
≉ู࡞ᥐ⨨ࢆࡍࡿᚲせᛶࡣ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀุ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࡛ࡣࠊ᪂ࡋ࠸ࠕᙺົᥦ౪ዎ⣙ࠖ↷ࡽࡋྜࢃࡏࡿ
࠺࡞ࡿࠊࡲࡎதⅬ࡞ࡾ࠺ࡿࡇࡢ⪃ᐹࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
⌧⾜ἲ࡛࠶ࡿ᪑⾜ዎ⣙ࡣࠕጤクዎ⣙࡛ࠖ࠶ࡿࠊ
ࠕㄳ㈇ዎ⣙࡛ࠖ࠶ࡿࡢத࠸ࡀ࠶ࡿϾࠋࡋࡋࠊᙺ
ົዎ⣙࡛ࡣࠊࠕᙜ⪅ࡀዎ⣙࡛ᐃࡵࡓ┠ⓗࡲࡓࡣ⤖
ᯝࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇࢆ⣙᮰ࡋ࡚࠸ࡓሙྜࡣࠊᙺົᥦ౪
⪅ࡣࡑࢀࢆ⌧ᐇࡍࡿ⩏ົࢆ㈇࠺ࠖࠋࡋ࡚ࠊᙺົᥦ
౪⪅ࡀ⤖ᯝࢆᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠸ࣜࢫࢡࢆᘬࡁཷࡅࡿ᪨ࡢ
ྜពࢆㄆᐃ࡛ࡁࡿሙྜࡣࠊᙺົᥦ౪⪅ࡣࠕ⤖ᯝമ
ົࠖࡍ࡞ࢃࡕࠊ⣙᮰ࡋࡓࡇࢆᐇ⌧࡛ࡁ࡞ࡗࡓሙ
ྜࡣമົᒚ⾜࡞ࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋ୍᪉ࠊᐇ⌧ࡍ
ࡿࡇࢆ⣙᮰ࡋ࡚࠸࡞ሙྜࡣࠊၿ⟶ὀព⩏ົࢆ㈇࠺
ࡢࡳ࡛ࠊࠕᡭẁമົࠖࡍ࡞ࢃࡕࠊ⤖ᯝࡀ⌧ᐇ࡛ࡁ࡞
ࡃࡶࠊ᭱ၿࡢᡭࢆᑾࡃࡋ࡚࠸ࢀࡤമົᒚ⾜࡞
ࡽ࡞࠸࡞ࡿࠋ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࠊதⅬࡣࠕᙜึዎ
⣙࠾࠸࡚ࠊ┠ⓗࡲࡓࡣ⤖ᯝࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇࢆ⣙᮰
ࡋ࡚࠸ࡓࠖ࠺ࡀ᭱ࡢၥ㢟࡞ࡿࠋ௬ࠊ⣙
᮰ࡋ࡚࠸ࡓࡍࡿࠊཎ๎ࡋ࡚ࡇࢀࡲ࡛ࡢㄳ㈇
ྠࡌࡼ࠺ࠕ⤖ᯝࠖࡢ᭷↓ࡀၥࢃࢀࡿࡢᑐࡋࠊࡑ
ࡇࡲ࡛ࡢ⣙᮰ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࡍࡿࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢጤ
௵ྠࡌࡃࠊࠕᡭẁࢆᑾࡃࡋ࡚࠸ࡓࠖ࠺ࡢࡳ
࡛ࠕ⤖ᯝࠖࡣᚲࡎࡋࡶၥࢃࢀ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ
ࡇࡢ㛵ಀࡣࠊ⌧⾜ἲࡢ᪑⾜ዎ⣙ࡣጤ௵ࠊㄳ㈇㆟
ㄽࢆ⣙᮰ࡋ࡚࠸ࡓࠊ⣙᮰ࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓ㆟ㄽ
⨨ࡁ࠼ࡓࡶࡢ࡞ࡿϿࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ࡛ࣙࣥࡣ࠺࡞ࡿ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ⤖ㄽࡽゝ࠺᪑⾜♫ࡢ㈐௵ࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࠋ᪤Ꮡࡢุ࡛ࡣ᪑⾜ዎ⣙ࢆ‽
ጤ௵ዎ⣙㢮ఝࡢዎ⣙ࡳ࡞ࡍࡇࡀከࡃࠊࡑࢀࡼ
ࢀࡤࢡ࣮ࢹ࣮ࢱ࣮ࡣணぢྍ⬟࡛࠶ࡿࡽ᪑⾜♫
ࡋ࡚ࡣࠊᚲせ࡞⩏ົࢆᑾࡃࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
⤖ᯝ᪑⾜⪅ࡀṚஸࡋ࡚ࡶࡑࡢ㈐௵ࡣၥࢃࢀ࡞࠸࠸
࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ᪂ࡋ࠸ᙺົᥦ౪ዎ⣙࡛ࡣࠊ
࠶ࡽࡌࡵࠕ⤖ᯝࡢᐇ⌧ࠖࢆ⣙᮰ࡋ࡚࠸ࢀࡤࠊࡑࢀ
ࡣㄳ㈇㢮ఝࡢዎ⣙ࡋ࡚ࠕ⤖ᯝࠖࡀၥࢃࢀࡿዎ⣙


࡞ࡿࠋᮏ௳ᯫ✵࡛ࡣࠊ$ࡣ<ࢆಙ㢗ࡋࠊඛ㐍ⓗ࡛
㔝ᚰⓗ࡞᪑⾜ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᐇ㝿ࡢᡂຌࢆ౫
㢗ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࠊ<ࡀ᭱㝈ຊࢆᑾࡃࡋ
࡚ࡃࢀࢀࡤࡼ࠸⪃࠼࡚࠸ࡓࡣᛮࢃࢀࡃ࠸ࠋࡲ
ࡓࠊ<ࡢ᪉ࡶࠊࡇࡢඛ㐍ⓗ࡛㔝ᚰⓗ࡞᪑⾜ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࢆᡂຌᑟࡅࡤࠊၟᴗⓗࡶࡁ࡞ᡂຌ࡞ࡿ
⪃࠼ࠊ㠃ⓗࠕᡂຌࠖࢆ⣙᮰ࡋ࡚࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࡳ࡞ࡏࡤ$ࡢṚஸ࠸࠺⤖ᯝࡣࠊ<ࡣ
౫㢗ࡉࢀࡓෆᐜࢆᯝࡓࡏ࡞ࡗࡓゝࢃࡊࡿࢆᚓࡎࠊ
<㈐௵ࡀ࡞࠸࠸࠺⤖ㄽࢆᑟࡁฟࡍࡇࡣᅔ㞴
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ↓ㄽࠊᮏ௳᪑⾜ࡢᛶ㉁ୖ༴㝤ࡀక࠺ࡇ
ࡀ๓ᥦ࡛࠶ࡾ<ࡣ༢ᡭ㓄ࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓࡢࡳ࡛
࠶ࡿࡽࠊ㈐௵ࢆၥ࠺ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺⤖ㄽࢆ
ᑟࡁฟࡍࡇࡶྍ⬟࡛ࡣ࠶ࡿࡓࡵ☜ᐇ;ッࡲ
࡛ࡣゝ࠸ษࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚ᅇࡢᙺົዎ
⣙ᑟධࡼࡗ࡚தⅬࡀゎỴࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡿࢃࡅ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᙺົዎ⣙ࡢᑟධࡣ୍Ṍ๓㐍࡞ࡗ
ࡓ௨ୗࡢ⌮⏤ࡼࡾ⪃࠼ࡿࠋࡑࢀࡣዎ⣙ࠊࡇࡢ
ᙺົዎ⣙ࡣᚲࡎࡋࡴ⤖ᯝࢆၥࢃ࡞࠸ᡭẁമົ࡛࠶ࡿ
ࠊ⤖ᯝࡀ➨୍ඃඛ࡛࠶ࡿ⤖ᯝമົࢆዎ⣙ᙜ⪅
ࡀỴࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
⤖ᯝࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇࡢྜព᭷↓ࡣࠊዎ⣙᭩㠃
ṧࡍࡼ࠺ࡍࡿࡇ࡛ゎỴྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ᪥ࡲ࡛
ࡢጤ௵ㄳ㈇ࡢㄽதࢆ⤊⤖ࡉࡏࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶
ࡿࠋ
⌧≧ࡢࡇࢁᅜࡢ┘╩ࡢࡶᶆ‽᪑⾜⣙Ḱࡀసᡂ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ᪑⾜⪅ࡗ࡚࡞⤖ᯝࢆ⣙᮰
ࡋ࡞࠸ᙺົᥦ౪ዎ⣙ࢆ࠸ࡘࡢࡲ⤖ࡤࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࠸࠺ࡇࡶ㉳ࡇࡾࡀࡓ࠸ࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
ຍ࠼࡚ࠊᨵṇẸἲ࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛᮲ᩥࡀ࡞ࡗࡓ
ࠕ⣙Ḱࠖࡘ࠸࡚ࡶ᮲ᩥࢆᐃࡵЀࠊ≉ᐃᆺ⣙Ḱ
ࡘ࠸࡚ᐃᆺ⣙Ḱࢆྜពࡋࡓሙྜࡣ᮲㡯ࡘ࠸࡚ྜ
ពࡋࡓࡶࡢࡋࡘࡘࠊࠕ┦ᡭ᪉ࡢᶒࢆไ㝈ࡋࠊཪ
ࡣ┦ᡭ᪉ࡢ⩏ົࢆຍ㔜ࡍࡿ᮲㡯࡛࠶ࡗ࡚ࠊᙜヱᐃᆺ
ྲྀᘬࡢᵝែཬࡧࡑࡢᐇ୪ࡧྲྀᘬୖࡢ♫㏻ᛕ
↷ࡽࡋ࡚Ẹἲ➨᮲➨㡯つᐃࡍࡿᇶᮏཎ๎ࡋ
࡚┦ᡭ᪉ࡢ┈ࢆ୍᪉ⓗᐖࡍࡿㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ
ࡣࠊྵࡲ࡞࠸ࡍࡿࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ௬⣙
Ḱࠕࡇࡢ᪑⾜࡛࠾ᐈᵝࡀ࠾ஸࡃ࡞ࡾ࡞ࡗ࡚ࡶᙜ
♫ࡣ㈐௵ࢆ㈇࠸ࡲࡏࢇࠖゎ㔘࡛ࡁࡿ᮲㡯ࡀධࡗ࡚
࠸ࡓࡋ࡚ࡶ┦ᡭ᪉ࡢ┈ࢆ୍᪉ⓗᐖࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࡓࡵࠊᇶᮏⓗࡣ↓ຠ࡞ࡿࠋ
᪑⾜ᴗ⪅ࡋ࡚ࡣ᫂☜㈐௵ࢆᐃᆺ⣙Ḱ┒ࡾ㎸
ࡲࢀࡿࡇࡣ㈇ᢸቑ࡞ࡿࠋࡼࡗ࡚࠾ࡑࡽࡃࡣࠊᐃ
ᆺ⣙Ḱ࠾࠸࡚ࡣ᪑⾜ᴗ⪅ࡢࡶ㋃ࡲ࠼ࠊ⤖ᯝࢆ
⣙᮰ࡋࡓ᫂☜࡛࡞࠸᭕࡞ᩥゝ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⤖ᒁࡕࡽ࡛ዎ⣙ࡋࡓࡘ࠸࡚த
Ⅼ࡞ࡿࡶࡢࡇࡀணࡉࢀࡿࠋ
ࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࠊࡢᾘ㈝⪅ಖㆤࡢὶࢀࢆ⪃៖
ࡍࡿࠊࡑࡢ᭕࡞ᩥゝࡣ᭱⤊ⓗࡣ⤖ᯝࢆ⣙᮰ࡋ
ࡓᩥゝㄆᐃࡉࢀࠊ⤖ᯝമົࡀ᪑⾜ᴗ⪅ഃ࠾ࢃࡉ
ࢀࡿࡼ࠺࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺⪃࠼ࡿࠊ᪑⾜ᴗ⪅ഃࡣⓗ☜࡞㜵⾨
⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃ㏻ᖖࡢࡑࢀ༴㝤ᛶࡀ

ㄽᩥ

ᑡ࡞࠸᪑⾜㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡰ⤖ᯝࢆ⣙᮰ࡋ࡚ࡋࡲࡗ
࡚ࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡋࠊ୰ࡣ༴㝤ᗘࡀ㧗࠸᪑⾜
ࡶᏑᅾࡍࡿࠋ࠼ࡤࠊࠕ࣐ࢱࢽࢸ᪑⾜ࠖࡸࠕ⮬↛
య㦂᪑⾜ࠖ➼ࠎࡣ࠺⪃࠼࡚ࡶ᪑⾜♫ࡀ㛵ࡋ
ࡡࡿࣜࢫࢡࢆᢪ࠼ࡓ᪑⾜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡲ࡛㠃ⓗ
᪑⾜♫ࡀ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡇ࡞ࡿࡇࡣ㐺ษ࡛
࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊዎ⣙ⓗ☜࡞ㄝ᫂ࢆࡋࠊ༴㝤ᛶࡀ
㧗࠸ࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣ࠸ࢃࡺࡿ᪑⾜ᴗ⪅ഃࡀ㈇࠺ࡶࡢ
ࡣᡭẁമົ࡛࠶ࡿࡇࢆ᪑⾜⪅⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁ
᭩㠃࡛ࡑࡢ᪨ࢆṧࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋᑦࠊᨵṇẸἲ࠾
࠸࡚ࡶᐃᆺ⣙Ḱࡣዎ⣙ࡢෆᐜࢆ⿵ࡍࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿ
ࡓࡵࠊ᪑⾜⪅ṇ☜ㄝ᫂ࡋ࡚ᢎࢆ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶
ࢀࡤࡑࡕࡽࡀඃඛࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ᮲ᩥୖࡣ⤖ᯝࢆ⣙
᮰ࡋࡓྜពࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡁࡣࠊᡭẁമົ࡞ࡿ
ㄞࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ࠾ࡑࡽࡃࡑࡇࢆ᭕ࡋ࡚
࠾ࡃࠊதⅬ࡞ࡗࡓ㝿ࠕྜពࡀ࠶ࡗࡓࠖ࠶ࡿ࠸
ࡣࠕᾘ㈝⪅㸦᪑⾜⪅㸧ࡢㄝ᫂ࡀ㊊ࡾ࡞ࡗࡓࠖࠊ
࠸࠺ᙇࡀ࡞ࡉࢀࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࡓࡵ⮬⾨⟇ࡋ࡚
࠶ࡽࡌࡵᡭẁമົ㸦⤖ᯝࢆ⣙᮰ࡋ࡚࠸࡞࠸㸧࡛࠶
ࡿࡇࢆㄝ࣭᫂ᢎࢆᚓࡓ᪨ࢆṧࡋ࡚࠾ࡃࡇࡣ᭷
ຠࡔ⪃࠼ࡿࠋ
ᯫ✵$ࡢ⪃ᐹࡣ௨ୖ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞ
ࢩࣙࣥࡽ⤖ᒁᨵṇ᭱⤊ࡽࡣ๐㝖ࡉࢀࡓࡀࠊᙺ
ົዎ⣙ࡀࡶࡋṧࡗ࡚࠸ࡓ࡞ࡽࡤࠊዎ⣙⤖ᯝࢆ⣙
᮰ࡍࡿྰࡢ㑅ᢥ⫥ࡀⓏሙࡋࠊ࠾ࡑࡽࡃࢣ࣮ࢫࣂ
ࢣ࣮ࢫ࡛᪉ࡀࡁࡕࢇヰࡋྜࡗ࡚ࡕࡽࡍࡿ
ࢆỴࡵࡿࣉࣟࢭࢫࡀᚲせ࡞ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡶࡋ
ࡍࡿࠊྠࡌ᪑⾜ෆᐜ࡛ࡶࠊ⤖ᯝࢆ⣙᮰ࡍࡿࡶࡢ
ࠊ⤖ᯝࢆ⣙᮰ࡋ࡞࠸ࡶࡢࣉࣛࣥࡀⓏሙࡋࠊ⤖ᯝ
ࢆ⣙᮰ࡍࡿ᪉ࡣࠊಖ㝤ᩱࡋ࡚ᩱ㔠ࡀ㧗ࡵ࡞ࡿ
࠸࠺㇟ࡶ⏕ࡌࡓࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ᯫ✵᳨ウ%㸦ෆᐜջ㛵ࡍࡿ᳨ウ㸧
ほග◊✲⪅Ș㸦௨ୗࠕȘࠖ⛠ࡍࡿ㸧ࡣṚࡸ⅏ᐖ
㛵ࡍࡿᆅᇦࢆゼࡡࡿ᪑ࢆᑓ㛛ࡍࡿほග◊✲⪅࡛
࠶ࡗࡓࠋȘࡣᨾࢆ㉳ࡇࡋࡓࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎ
᪂ࡋࡃࠕ᪂Ᏻ㛢ࡌ㎸ࡵタഛ㸦16&㸧ࠖ࠸࠺᪂ࡓ
࡞ཎⓎᨾᚋࡢᨺᑕ⥺ᑐ⟇タࡀᘓ㐀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ሗࢆࣅࢪࢿࢫㄅࡼࡾྲྀᚓࡋࡓࠋȘࡣࡇࢀࢆ᪂ࡋ࠸Ṛ
ࡸ⅏ᐖ㛵ࡍࡿᆅᇦࢆゼࡡࡿ᪑ࡢᑐ㇟ᆅࡍࡿ⤯ዲ
ࡢࢳࣕࣥࢫ⪃࠼ࠊ௰ࡢⰋ࠸᪑⾜♫㸦௨ୗࠕșࠖ
⛠ࡍࡿ㸧᪂ࡋ࠸ࢶ࣮సᡂࢆᣢࡕࡅࡓࠋȘࡣ
ș༠ຊࡋࠊࠕ16&ୡ⏺᭱⣭ࡢྍືᘧᘓ㐀≀
ࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜࢆࡳ࡚ཎⓎࡢ᫂᪥ࢆ⪃࠼ࡿ᪑ࠖ㸦௨
ୗࠕ16&᪑⾜ࠖ⛠ࡍࡿ㸧࠸࠺ࣃࢵࢣ࣮ࢪࢶ࣮
ࢆᡂࡉࡏࠊ➨୍ᙎࡋ࡚⮬ࡽࡶࡑࢀཧຍࢆணᐃ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋᑦࠊࡇࡢ㛫ࠊ࢘ࢡࣛࢼࡢໃࡣᏳᐃࢆ
ぢ࡚࠾ࡾΏ⯟ࢆぢྜࢃࡏࡿࡼ࠺࡞㇟ࡣ࡞ࡃࠊࡇࡢ
ࢶ࣮ᑐࡋ࡚࢘ࢡࣛࢼഃࡶ༠ຊࡍࡿጼໃࢆぢࡏ
࡚࠸ࡓࡶࡢࡍࡿࠋ
Șࡣ᪑⾜ᴗ⏺ࡢ័⩦ᚑࡗ࡚ș᪑⾜௦㔠ࡢ㢠
ࢆ๓ᡶ࠸ࡋࠊ16&᪑⾜ࢆᴦࡋࡳࡋ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉ࠊ
ࣅࢪࢿࢫㄅ16&ࡢグࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇࡽࠊ
ࡇࡢグࢆࡳࡓྛࢶ࣮సᡂ⪅ࡣ㌺୪ࡳȘྠࡌࡇ
ࢆ⪃࠼࡚ࠊྠࡌࡼ࠺࡞ࢶ࣮ࡀ❧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑ
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ࡢⅭࠊ࢘ࢡࣛࢼྥ࠺㣕⾜ᶵࡣࡇࡶ‶ᖍ࡞
ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊșࡣ࢘ࢡࣛࢼྥ࠺㣕⾜ᶵࡢࢳࢣ
ࢵࢺࢆධᡭࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡼࡾȘࡣ16&᪑⾜ཧຍࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞
ࡗࡓࠋȘࡣࠊșࡣ๓ཷ㔠㸦ࢹ࣏ࢪࢵࢺ㸧ࢆཷࡅྲྀ
ࡾ࡞ࡀࡽ⯟✵ๆࢆධᡭ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡇࡣࠊ᪂Ẹἲ
࠶ࡿᙺົᥦ౪ዎ⣙㐪㸦മົᒚ⾜㸧࠶ࡓࡿ
ࡋ࡚ッゴࢆᥦ㉳ࡋࡓࠋ
⌧⾜ἲࡢ㢮ఝࡋ࡚ࠊᮾி㧗ᖺ᭶
᪥ุỴࡀ࠶ࡿࠋ᪑⾜ᴗ⪅ࡀ๓ཷ㔠㸦ࢹ࣏ࢪࢵࢺ㸧
ࢆཷࡅྲྀࡗ࡚࠸࡞ࡀࡽࠊ⯟✵ๆࡢධᡭࡀ࡛ࡁࡎമ
ົᒚ⾜㈐௵ࢆၥࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊุ
ᡤࡣࠊ๓ཷ㔠㸦ࢹ࣏ࢪࢵࢺ㸧ࡣ᪑⾜⪅ࡢ୍᪉ⓗ࡞ዎ
⣙ゎ㝖ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ㡸ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
⯟✵ๆࡢධᡭࢆ☜⣙ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࡚᪑⾜
ᴗ⪅ࡀ᪑⾜ๆࢆ☜ಖ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ㈐௵ࢆྰᐃࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⌧⾜࡛ࡣࠊ➃ⓗ࠸࠼ࡤ᪑⾜⪅ࡀ࠸ࢃࡺࡿࢻࢱ
࢟ࣕࣥ࡞ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ๓ཷ㔠㸦ࢹ࣏ࢪࢵࢺ㸧
ࢆཷࡋ࡚࠸ࡿࡍࡂࡎࠊࡑࡢཷࡣఱࡽࡢ⩏ົ
ࢆ᪑⾜♫ㄢࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀุ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࡛ࡣࠊ᪂ࡋ࠸ࠕᙺົᥦ౪ዎ⣙ࠖ↷ࡽࡋྜࢃࡏࡿ
࠺࡞ࡿࠊࡲࡎதⅬ࡞ࡾ࠺ࡿࡇࡢ⪃ᐹࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ࡲࡎࠊࡸࡣࡾ⯟✵ๆධᡭ࠸࠺⤖ᯝࢆ⣙᮰ࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠊࡑ࠺࡛࡞࠸ࡀதⅬ࡞ࡿࠋࡇࢀࡘ
࠸࡚ࡣᯫ✵$ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ࡛ၥ㢟ࡍࡿࡢࡣࠊ๓ཷ㔠㸦ࢹ࣏ࢪࢵࢺ㸧
ࡢᛶ㉁࡛࠶ࡿࠋ
ᙺົᥦ౪ዎ⣙࡛ࡣࠊᡂᯝᡂᆺᒚ⾜ྜᆺࡢሗ
㓘ᨭᡶ᪉ἲࡀᐃࡵࡽࢀࠊᡂᯝᑐࡋ࡚ሗ㓘ࢆᨭᡶ࠺
᪉ᘧࠊᥦ౪ࡋࡓྜࡼࡾሗ㓘ࢆᨭᡶ࠺᪉ᘧࢆ㑅
ࡪࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊᙺົᥦ౪⪅ࡣᙺົࢆᥦ
౪ࡋ࡞࠸㝈ࡾሗ㓘ࢆㄳồ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
௬ࠊ๓ᡶ࠸ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊᙺົࡢᥦ౪ࡀྍ⬟
࡞ࡗࡓⅬ࡛ࠊࡑࡢ๓ᡶ࠸ሗ㓘ࢆ㏉㑏ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋ
 ᪂ࡋ࠸つᐃࡣࠊཎ๎ࡣᚋᡶ࠸᪉ἲࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ
ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ๓ᡶ࠸ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊ࠸࠺つᐃࡶ࠶
ࡗࡓࡇࡽ๓ᡶ࠸ࡢࡇࡶ⪃៖ධࢀ᳨࡚ウࡉࢀ
࡚࠸ࡓࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋࡔࡀࠊุࡢ࠸࠺ࡼ࠺࡞࠸
ࢃࡺࡿࢻࢱ࢟ࣕࣥ㜵Ṇࡢࡓࡵ๓ཷ㔠ࢆཷࡍࡿࡇ
ࡣ࠺࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀࡘ࠸࡚᪂ࡋ࠸つᐃ࡛ࡣࠊ
ᙺົࢆ౫㢗ࡋࡓ⪅⏕ࡌࡓࡼࡾᙺົᥦ౪ࡀ
ྍ⬟࡞ࡗࡓ㝿ࡣࠊᙺົᥦ౪⪅ࡣࠊࡍ࡛⾜ࡗࡓᙺ
ົᥦ౪ࡢᒚ⾜ྜᛂࡌࡓሗ㓘ࡍ࡛ᒚ⾜‽ഛࡢ
ࡓࡵ⏝ࡋࡓ㈝⏝ࢆㄳồྍ⬟࡛ࠊࡇࢀࡣᡂᯝ
ᡂᆺࠊᒚ⾜ྜᆺࡼࡿ㐪࠸ࡣ࡞࠸ࠋ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
᪑⾜ዎ⣙ᙜ࡚ࡣࡵࡿࠊ᪑⾜⪅ࡀ࠸ࢃࡺࡿࢻࢱ࢟
ࣕࣥࢆࡋࡓሙྜࡣ᪑⾜⪅᪑⾜ᴗ⪅ࡣࡍ࡛⾜ࡗࡓ
ᙺົᥦ౪ࡢᒚ⾜ྜᛂࡌࡓሗ㓘ࡍ࡛ᒚ⾜‽ഛ
ࡢࡓࡵ⏝ࡋࡓ㈝⏝ࢆㄳồྍ⬟ࠊ༶ࡕ࢟ࣕࣥࢭࣝ
ᩱ㔠ࡸධᡭࡋࡓ⯟✵ๆࡢ㢠ࠊࡉࡽᡭ㓄せࡋࡓ
㈝⏝➼ࢆ࡚ㄳồྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᮲㡯ࡀⓏ

ㄽᩥ

ᑡ࡞࠸᪑⾜㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡰ⤖ᯝࢆ⣙᮰ࡋ࡚ࡋࡲࡗ
࡚ࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡋࠊ୰ࡣ༴㝤ᗘࡀ㧗࠸᪑⾜
ࡶᏑᅾࡍࡿࠋ࠼ࡤࠊࠕ࣐ࢱࢽࢸ᪑⾜ࠖࡸࠕ⮬↛
య㦂᪑⾜ࠖ➼ࠎࡣ࠺⪃࠼࡚ࡶ᪑⾜♫ࡀ㛵ࡋ
ࡡࡿࣜࢫࢡࢆᢪ࠼ࡓ᪑⾜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡲ࡛㠃ⓗ
᪑⾜♫ࡀ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡇ࡞ࡿࡇࡣ㐺ษ࡛
࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊዎ⣙ⓗ☜࡞ㄝ᫂ࢆࡋࠊ༴㝤ᛶࡀ
㧗࠸ࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣ࠸ࢃࡺࡿ᪑⾜ᴗ⪅ഃࡀ㈇࠺ࡶࡢ
ࡣᡭẁമົ࡛࠶ࡿࡇࢆ᪑⾜⪅⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁ
᭩㠃࡛ࡑࡢ᪨ࢆṧࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋᑦࠊᨵṇẸἲ࠾
࠸࡚ࡶᐃᆺ⣙Ḱࡣዎ⣙ࡢෆᐜࢆ⿵ࡍࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿ
ࡓࡵࠊ᪑⾜⪅ṇ☜ㄝ᫂ࡋ࡚ᢎࢆ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶
ࢀࡤࡑࡕࡽࡀඃඛࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ᮲ᩥୖࡣ⤖ᯝࢆ⣙
᮰ࡋࡓྜពࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡁࡣࠊᡭẁമົ࡞ࡿ
ㄞࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ࠾ࡑࡽࡃࡑࡇࢆ᭕ࡋ࡚
࠾ࡃࠊதⅬ࡞ࡗࡓ㝿ࠕྜពࡀ࠶ࡗࡓࠖ࠶ࡿ࠸
ࡣࠕᾘ㈝⪅㸦᪑⾜⪅㸧ࡢㄝ᫂ࡀ㊊ࡾ࡞ࡗࡓࠖࠊ
࠸࠺ᙇࡀ࡞ࡉࢀࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࡓࡵ⮬⾨⟇ࡋ࡚
࠶ࡽࡌࡵᡭẁമົ㸦⤖ᯝࢆ⣙᮰ࡋ࡚࠸࡞࠸㸧࡛࠶
ࡿࡇࢆㄝ࣭᫂ᢎࢆᚓࡓ᪨ࢆṧࡋ࡚࠾ࡃࡇࡣ᭷
ຠࡔ⪃࠼ࡿࠋ
ᯫ✵$ࡢ⪃ᐹࡣ௨ୖ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞ
ࢩࣙࣥࡽ⤖ᒁᨵṇ᭱⤊ࡽࡣ๐㝖ࡉࢀࡓࡀࠊᙺ
ົዎ⣙ࡀࡶࡋṧࡗ࡚࠸ࡓ࡞ࡽࡤࠊዎ⣙⤖ᯝࢆ⣙
᮰ࡍࡿྰࡢ㑅ᢥ⫥ࡀⓏሙࡋࠊ࠾ࡑࡽࡃࢣ࣮ࢫࣂ
ࢣ࣮ࢫ࡛᪉ࡀࡁࡕࢇヰࡋྜࡗ࡚ࡕࡽࡍࡿ
ࢆỴࡵࡿࣉࣟࢭࢫࡀᚲせ࡞ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡶࡋ
ࡍࡿࠊྠࡌ᪑⾜ෆᐜ࡛ࡶࠊ⤖ᯝࢆ⣙᮰ࡍࡿࡶࡢ
ࠊ⤖ᯝࢆ⣙᮰ࡋ࡞࠸ࡶࡢࣉࣛࣥࡀⓏሙࡋࠊ⤖ᯝ
ࢆ⣙᮰ࡍࡿ᪉ࡣࠊಖ㝤ᩱࡋ࡚ᩱ㔠ࡀ㧗ࡵ࡞ࡿ
࠸࠺㇟ࡶ⏕ࡌࡓࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ᯫ✵᳨ウ%㸦ෆᐜջ㛵ࡍࡿ᳨ウ㸧
ほග◊✲⪅Ș㸦௨ୗࠕȘࠖ⛠ࡍࡿ㸧ࡣṚࡸ⅏ᐖ
㛵ࡍࡿᆅᇦࢆゼࡡࡿ᪑ࢆᑓ㛛ࡍࡿほග◊✲⪅࡛
࠶ࡗࡓࠋȘࡣᨾࢆ㉳ࡇࡋࡓࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎ
᪂ࡋࡃࠕ᪂Ᏻ㛢ࡌ㎸ࡵタഛ㸦16&㸧ࠖ࠸࠺᪂ࡓ
࡞ཎⓎᨾᚋࡢᨺᑕ⥺ᑐ⟇タࡀᘓ㐀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ሗࢆࣅࢪࢿࢫㄅࡼࡾྲྀᚓࡋࡓࠋȘࡣࡇࢀࢆ᪂ࡋ࠸Ṛ
ࡸ⅏ᐖ㛵ࡍࡿᆅᇦࢆゼࡡࡿ᪑ࡢᑐ㇟ᆅࡍࡿ⤯ዲ
ࡢࢳࣕࣥࢫ⪃࠼ࠊ௰ࡢⰋ࠸᪑⾜♫㸦௨ୗࠕșࠖ
⛠ࡍࡿ㸧᪂ࡋ࠸ࢶ࣮సᡂࢆᣢࡕࡅࡓࠋȘࡣ
ș༠ຊࡋࠊࠕ16&ୡ⏺᭱⣭ࡢྍືᘧᘓ㐀≀
ࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜࢆࡳ࡚ཎⓎࡢ᫂᪥ࢆ⪃࠼ࡿ᪑ࠖ㸦௨
ୗࠕ16&᪑⾜ࠖ⛠ࡍࡿ㸧࠸࠺ࣃࢵࢣ࣮ࢪࢶ࣮
ࢆᡂࡉࡏࠊ➨୍ᙎࡋ࡚⮬ࡽࡶࡑࢀཧຍࢆணᐃ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋᑦࠊࡇࡢ㛫ࠊ࢘ࢡࣛࢼࡢໃࡣᏳᐃࢆ
ぢ࡚࠾ࡾΏ⯟ࢆぢྜࢃࡏࡿࡼ࠺࡞㇟ࡣ࡞ࡃࠊࡇࡢ
ࢶ࣮ᑐࡋ࡚࢘ࢡࣛࢼഃࡶ༠ຊࡍࡿጼໃࢆぢࡏ
࡚࠸ࡓࡶࡢࡍࡿࠋ
Șࡣ᪑⾜ᴗ⏺ࡢ័⩦ᚑࡗ࡚ș᪑⾜௦㔠ࡢ㢠
ࢆ๓ᡶ࠸ࡋࠊ16&᪑⾜ࢆᴦࡋࡳࡋ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉ࠊ
ࣅࢪࢿࢫㄅ16&ࡢグࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇࡽࠊ
ࡇࡢグࢆࡳࡓྛࢶ࣮సᡂ⪅ࡣ㌺୪ࡳȘྠࡌࡇ
ࢆ⪃࠼࡚ࠊྠࡌࡼ࠺࡞ࢶ࣮ࡀ❧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑ
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ࡢⅭࠊ࢘ࢡࣛࢼྥ࠺㣕⾜ᶵࡣࡇࡶ‶ᖍ࡞
ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊșࡣ࢘ࢡࣛࢼྥ࠺㣕⾜ᶵࡢࢳࢣ
ࢵࢺࢆධᡭࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡼࡾȘࡣ16&᪑⾜ཧຍࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞
ࡗࡓࠋȘࡣࠊșࡣ๓ཷ㔠㸦ࢹ࣏ࢪࢵࢺ㸧ࢆཷࡅྲྀ
ࡾ࡞ࡀࡽ⯟✵ๆࢆධᡭ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡇࡣࠊ᪂Ẹἲ
࠶ࡿᙺົᥦ౪ዎ⣙㐪㸦മົᒚ⾜㸧࠶ࡓࡿ
ࡋ࡚ッゴࢆᥦ㉳ࡋࡓࠋ
⌧⾜ἲࡢ㢮ఝࡋ࡚ࠊᮾி㧗ᖺ᭶
᪥ุỴࡀ࠶ࡿࠋ᪑⾜ᴗ⪅ࡀ๓ཷ㔠㸦ࢹ࣏ࢪࢵࢺ㸧
ࢆཷࡅྲྀࡗ࡚࠸࡞ࡀࡽࠊ⯟✵ๆࡢධᡭࡀ࡛ࡁࡎമ
ົᒚ⾜㈐௵ࢆၥࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊุ
ᡤࡣࠊ๓ཷ㔠㸦ࢹ࣏ࢪࢵࢺ㸧ࡣ᪑⾜⪅ࡢ୍᪉ⓗ࡞ዎ
⣙ゎ㝖ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ㡸ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
⯟✵ๆࡢධᡭࢆ☜⣙ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࡚᪑⾜
ᴗ⪅ࡀ᪑⾜ๆࢆ☜ಖ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ㈐௵ࢆྰᐃࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⌧⾜࡛ࡣࠊ➃ⓗ࠸࠼ࡤ᪑⾜⪅ࡀ࠸ࢃࡺࡿࢻࢱ
࢟ࣕࣥ࡞ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ๓ཷ㔠㸦ࢹ࣏ࢪࢵࢺ㸧
ࢆཷࡋ࡚࠸ࡿࡍࡂࡎࠊࡑࡢཷࡣఱࡽࡢ⩏ົ
ࢆ᪑⾜♫ㄢࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀุ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࡛ࡣࠊ᪂ࡋ࠸ࠕᙺົᥦ౪ዎ⣙ࠖ↷ࡽࡋྜࢃࡏࡿ
࠺࡞ࡿࠊࡲࡎதⅬ࡞ࡾ࠺ࡿࡇࡢ⪃ᐹࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ࡲࡎࠊࡸࡣࡾ⯟✵ๆධᡭ࠸࠺⤖ᯝࢆ⣙᮰ࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠊࡑ࠺࡛࡞࠸ࡀதⅬ࡞ࡿࠋࡇࢀࡘ
࠸࡚ࡣᯫ✵$ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ࡛ၥ㢟ࡍࡿࡢࡣࠊ๓ཷ㔠㸦ࢹ࣏ࢪࢵࢺ㸧
ࡢᛶ㉁࡛࠶ࡿࠋ
ᙺົᥦ౪ዎ⣙࡛ࡣࠊᡂᯝᡂᆺᒚ⾜ྜᆺࡢሗ
㓘ᨭᡶ᪉ἲࡀᐃࡵࡽࢀࠊᡂᯝᑐࡋ࡚ሗ㓘ࢆᨭᡶ࠺
᪉ᘧࠊᥦ౪ࡋࡓྜࡼࡾሗ㓘ࢆᨭᡶ࠺᪉ᘧࢆ㑅
ࡪࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊᙺົᥦ౪⪅ࡣᙺົࢆᥦ
౪ࡋ࡞࠸㝈ࡾሗ㓘ࢆㄳồ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
௬ࠊ๓ᡶ࠸ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊᙺົࡢᥦ౪ࡀྍ⬟
࡞ࡗࡓⅬ࡛ࠊࡑࡢ๓ᡶ࠸ሗ㓘ࢆ㏉㑏ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋ
 ᪂ࡋ࠸つᐃࡣࠊཎ๎ࡣᚋᡶ࠸᪉ἲࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ
ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ๓ᡶ࠸ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊ࠸࠺つᐃࡶ࠶
ࡗࡓࡇࡽ๓ᡶ࠸ࡢࡇࡶ⪃៖ධࢀ᳨࡚ウࡉࢀ
࡚࠸ࡓࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋࡔࡀࠊุࡢ࠸࠺ࡼ࠺࡞࠸
ࢃࡺࡿࢻࢱ࢟ࣕࣥ㜵Ṇࡢࡓࡵ๓ཷ㔠ࢆཷࡍࡿࡇ
ࡣ࠺࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀࡘ࠸࡚᪂ࡋ࠸つᐃ࡛ࡣࠊ
ᙺົࢆ౫㢗ࡋࡓ⪅⏕ࡌࡓࡼࡾᙺົᥦ౪ࡀ
ྍ⬟࡞ࡗࡓ㝿ࡣࠊᙺົᥦ౪⪅ࡣࠊࡍ࡛⾜ࡗࡓᙺ
ົᥦ౪ࡢᒚ⾜ྜᛂࡌࡓሗ㓘ࡍ࡛ᒚ⾜‽ഛࡢ
ࡓࡵ⏝ࡋࡓ㈝⏝ࢆㄳồྍ⬟࡛ࠊࡇࢀࡣᡂᯝ
ᡂᆺࠊᒚ⾜ྜᆺࡼࡿ㐪࠸ࡣ࡞࠸ࠋ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
᪑⾜ዎ⣙ᙜ࡚ࡣࡵࡿࠊ᪑⾜⪅ࡀ࠸ࢃࡺࡿࢻࢱ࢟
ࣕࣥࢆࡋࡓሙྜࡣ᪑⾜⪅᪑⾜ᴗ⪅ࡣࡍ࡛⾜ࡗࡓ
ᙺົᥦ౪ࡢᒚ⾜ྜᛂࡌࡓሗ㓘ࡍ࡛ᒚ⾜‽ഛ
ࡢࡓࡵ⏝ࡋࡓ㈝⏝ࢆㄳồྍ⬟ࠊ༶ࡕ࢟ࣕࣥࢭࣝ
ᩱ㔠ࡸධᡭࡋࡓ⯟✵ๆࡢ㢠ࠊࡉࡽᡭ㓄せࡋࡓ
㈝⏝➼ࢆ࡚ㄳồྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᮲㡯ࡀⓏ


 
ሙࡍࡿ୰࡛ࠊ࠸ࢃࡺࡿ᪑⾜⪅ࡢࢻࢱ࢟ࣕࣥ㜵Ṇࡢࡓ
 㸦㸧ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝࡽ
ࡵ๓ཷ㔠ࢆཷࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠸࠺⌮ᒅࡣ㏻ࡾࡃ
ࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࢃࢀࡿࠋ≉ᮏࡢሙྜࠊ
ࡇࡢᗫ࡞ࡗࡓࠕᙺົᥦ౪ዎ⣙ࠖࡣࡲࡔከࡃࡢ
Șࡣᑓ㛛ᐙ࡛ࡶ࠶ࡾࠊᮏ௳᪑⾜ࡢ❧౫㢗⪅ࡘș
᳨ウࡍࡁࡇࡀ࠶ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣࡇࡇࡲ࡛ࡍࡿࠋ
ࡶಙ㢗㛵ಀࡀ࠶ࡗࡓᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛ࠊ
ᙺົᥦ౪ዎ⣙ᑟධࡢᙳ㡪ࡋ୍࡚ࡘゝ࠼ࡿࡇࡣࠊ
࠸ࢃࡺࡿࢻࢱ࢟ࣕࣥ㜵Ṇࡢࡓࡵ๓ཷ㔠㸦ࢹ࣏ࢪࢵ
ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࠾࠸࡚ࡶ᫂ࡽ࡞ࡼ࠺ࠊࡇࢀ
ࢺ㸧ࢆཷࡋ࡚࠾ࡾࠊ⯟✵ๆධᡭࡘ࠸࡚ఱࡽ㈐௵
ࡲ࡛ࡢ㢮ఝ࠾ࡅࡿุỴ┿㏫ࡢุỴࡀฟࡿᜍ
ࡀ࡞࠸࠸࠺ᙇࡣ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࢀࡀ࠶ࡿ࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡣࡔ
ᑦࠊሗ㓘ࡢᨭᡶ࠸᪉ἲࡣᚲࡎࡋࡶ⤖ᯝമົᡭẁമ
࠸ࡪ⡆␎ࡋ࡚࠸ࡿ࠺࠼ࠊㄽࡌࡸࡍ࠸ࡼ࠺ࢆ
ົࡢ༊ูᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᡂᯝሗ㓘ᆺ࡛࠶
సᡂࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ☜࡛࠶ࡾࡇࡢࡼ࠺㐣ཤุ
ࡗ࡚ࡶᡭẁമົ࠸࠺㑅ᢥࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
㢮ఝ࠾࠸࡚ࠊ⤖ᯝࡀ┿㏫࡞ࡿ࠸࠺ࡇ
 ࡇࡇ࡛ࠊ᪑⾜ᴗ⪅ഃࡣᅔࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡞ࡿࠋ
ࡣࡑ࠺ࡣ㉳ࡁ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡋࠊᖺࡪࡾࡢ
๓ཷ㔠ࡣุୖࠊ࠸ࢃࡺࡿࢻࢱ࢟ࣕࣥ㜵ṆࡢⅭ࡞
ᨵṇకࡗ࡚┦ᙜࡢᙳ㡪ࡀฟࡿࡇࡣᚲ㡲࡛࠶ࡾࠊ
ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ⌧ᐇⓗࡣ᪑⾜ᴗ⪅ࡢ⤒ႠࡢⅭ࡛࠶ࡿ
௬๓ᥦ᮲௳ࡢࡼ࠺ᛴ㑉ᙺົᥦ౪ዎ⣙ࡀᨵṇຍ
ࡑ࠺࡛࠶ࡿ Ёࠋ᪑⾜ᴗࡣ౯᱁➇தࡀ⃭ࡋࡃ┈⋡ࡣ
ࢃࡗࡓሙྜࠊᴦほどࡍࡿࡇࡣ௨ୗࡢ⌮⏤ࡼࡾ㐺
ᙜ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡿЃࠋ
ᴫࡋ࡚పࡃ࡞ࡾࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡶ⤒Ⴀྍ⬟࡞ࡢ
ࡣࠊᙺົᥦ౪๓๓ཷ㔠ࡀ࠶ࡿࡼࡗ࡚ࠊ࢟ࣕࢵ
࣭ᚑ᮶᪑⾜ᴗ⪅ഃࡢᙇࡋ࡚ࡁࡓ᪑⾜ዎ⣙ࡣ
ࢩࣗࣇ࣮ࣟࡀⰋዲ࡞ࡾࠊ㈨㔠ࢩ࣮ࣙࢺࡀ㉳ࡇࡾ
‽ጤ௵ዎ⣙㢮ఝࡢዎ⣙࡛࠶ࡿ࠸࠺ᙇࡀᅔ㞴࡞
ࡃ࠸ࡇࡼࡿࠋࡢከࡃࡢᴗ✀࡛࠶ࢀࡤࠊᙺົࡲ
ࡿࠋ
ࡓࡣၟရᥦ౪ᚋึࡵ࡚ࠊ㔠㖹ࡢᤵཷࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ
࣭ᚑ᮶ࠊ᪑⾜ᴗ⪅ഃ㈐௵↓ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㡯ࡀ
ࡑࡢ㛫ࡣࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡽࡢධ㔠ࡸࡑࢀࡲ࡛ࡢ┈
᮲௳ḟ➨࡛ࡣ㈐௵᭷࡞ࡉࢀࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋ
ࢆ⏝࠸࡚⤒Ⴀࡢ㐠㌿㈨㔠ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㐪࠸ࡀ᪑
࣭๓ཷ㔠ࡢุኚ᭦ࡀ࡞ࡉࢀࡓሙྜࠊ᪑⾜ᴗ⪅ࡢ
⾜ᴗࡢᴗ✀ࡢ᭱ࡢ┦㐪Ⅼ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࢆ↓ど
⤒Ⴀ࠼ࡿࣥࣃࢡࢺࡀ㠀ᖖࡁ࠸ࠋ
ࡋ࡚ࠊ๓ཷ㔠ࢆㄽࡎࡿࡇࡣᑡࠎᐇែࢆ↓どࡋࡓࡇ
ᨵṇࢆᴦほどࡍࡁ࡛࡞࠸⌮⏤ࡣ௨ୖ࡛࠶ࡿࠋ

࡞ࡿࠋ๓ཷ㔠ࢆ⫯ᐃࡍࡿࡣᮏ࡞ࡢሙྜ
㸦㸲㸧ᙺົᥦ౪ዎ⣙ᑟධࡀぢ㏦ࡽࢀࡓ⌮⏤ࡢ⪃ᐹ
࡛ࡣ⯟✵ࢳࢣࢵࢺࡢධᡭ௦㔠࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ࡛࠶
 ௬ᐃᇶ࡙ࡃ⪃ᐹࡣ௨ୖ࡛࠶ࡿࠋ௨ୖࡢ௬ᐃᇶ
ࡿ࡞ࡽࡤධᡭ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ㝿ࡣമົᒚ⾜㈐௵ࢆ
࡙ࡃ⪃ᐹ⤖ᯝࡽࠊᮏ❶ࡢ᭱ᚋᙺົዎ⣙ᑟධࡀぢ
ၥࢃࢀ࡚ࡋࡲ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡇࢀ࡛
㏦ࡽࢀࡓ⌮⏤ࢆ➃ⓗ⪃ᐹࡍࡿࠋ
ࡣ᪑⾜ᴗ⪅ࡣ⤒Ⴀࡀᅔ㞴࡞ࡾࡡ࡞࠸ࠋ
 ⤖ㄽࡋ࡚ࡣ࠶ࡲࡾࡶࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟
 ṧᛕ࡞ࡀࡽࡑࡢࡇࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡣ῝ࡃ⾜ࢃࢀ
ᛶࡀ࠶ࡾࠊࡢẸἲྠᨵṇࡍࡿࡇࡣᐇົୖ
ࡿࡇࡀ࡞࠸ࡲࡲࠊࠕᙺົᥦ౪ዎ⣙ࠖ⮬యࡀྛ᪉㠃
ࡢࢥࣥࢭࣥࢧࢫࢆᚓࡽࢀࡎᗫ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ ࡢΰࢆࡁࡓࡍᜍࢀࡀࡁ࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
᪑⾜ዎ⣙ࡔࡅ㝈ࡗ࡚ࡶ๓㏙ࡢࡼ࠺࡞ࡁ࡞ᙳ㡪
 ᮏ࡛ࡣ๓ཷ㔠࠸ࡗ࡚ࡶ࠶࠼ุ࡚ࡢ࠶ࡿ⯟
ࡀ⏕ࡎࡿࡇࡀண ࡉࢀࡿࠋᙺົᥦ౪ዎ⣙ࡣከࡃࡢ
✵ๆ㛵ࡋ࡚ࡢࢹ࣏ࢪࢵࢺࡔࡅࢆࡾ࠶ࡆࡓࡀࠊࡇ
ዎ⣙ࡢୖᴫᛕࡋ࡚ᑟධࡉࢀࡿ௨ୖࠊ᪑⾜ዎ⣙ࡢ
ࢀࡣᒚ⾜๓ࡍ࡞ࢃࡕ᪑⾜๓ཷࡅྲྀࡿࡍ࡚ࡢ๓ཷ
ࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࡀᩘከࡃࡢዎ⣙⌧ࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ
㔠Ἴཬࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋ⌧⾜ἲ࡛ࡣ࠼ࡤㄳ㈇ࡢ
ࡍࡿ࡞ࡽࡤࡇࢀࡲ࡛ᙳ㡪ࡢࡁ࠸ዎ⣙ᴫᛕ
ᆺ࡛࠶ࡿື⏘ᕤ㛵ࡋ࡚ඛྲྀ≉ᶒ㸦Ẹἲ
ࡓࡋ࡚ࢥࣥࢭࣥࢧࢫࢆ୍ᵝᚓࡿࡇࡣ」㞧ࡋ࡚
᮲㸧ࡀ࠶ࡿ࡞ࠊㄳ㈇㛵ࡋ࡚ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ
࠸ࡿ⌧௦♫࠾࠸࡚ᴟࡵ࡚ᅔ㞴࠸࠼ࡿࠋ
ᡂࢆ⣙᮰ࡍࡿศࡔࡅ๓ᡶ࠸㛵ࡋ࡚ࡣἲⓗࡶಖㆤ
120ᖺࡪࡾ࠸࠺ᨵṇࡢ୰࡛ࠊලྜࢆᢪ࠼ࡿྍ
ࡀ࠶ࡿࠋࡶࡗ᪑⾜ᴗ⏺ഃࡣ᪑⾜ዎ⣙ࢆጤ௵ዎ⣙㢮
⬟ᛶࡢ㧗࠸᮲㡯ࡣᑟධࢆ㑊ࡅࡓ᪉ࡀ↓㞴࡛࠶ࡿࠋᚲ
ఝᙇࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ㄳ㈇࡛ࡢ๓ཷ㔠ไᗘࢆ‽⏝ࡍ
せࡀ࠶ࢀࡤࠊᙺົᥦ౪ዎ⣙ࡢୗᴫᛕࡋ࡚ࡢྛ✀
ࡿࡇࡣ࠸ࡉࡉㄽ⌮▩┪ࡀ࠶ࡿࡣ࠶ࡗࡓࠋጤ௵
ዎ⣙ࡈྜࡗࡓᑐᛂࢆ⾜࠺᪉ࡀጇᙜ࡛࠶ࡿࠋ
ࡣ๓ཷ㔠ࡣ࠶ࡲࡾ⪃៖ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᒚ⾜ྜ
ᛂࡌ࡚ሗ㓘ㄳồࡍࡿࡇࡀ๓ᥦ࡛࠶ࡗࡓࡽ࡛࠶ࡿࠋ  ἲᨵṇ࡛ඛ㐍ⓗ࡞ዎ⣙య⣔ࢆసࡿ࠸࠺⪃࠼᪉ࢆ
ࡿࡍࡿ࡞ࡽࡤ↓㞴࡞㐨㏨ࡆࡓホࡉࢀࡡ࡞
ࡇࢀࡣ࠾ࡑࡽࡃㄳ㈇ࡀ⤖ᯝࢆ⣙ࡋࡓ⤖ᯝമົ࡞ࡢ
࠸⤖ᯝ࡛ࡣ࠶ࡿࠋࡋࡋࠊᚲせ࡞ࡢࡣᐇ⏕ά࠾࠸
ᑐࡋጤ௵ࡀᡭẁࢆᑾࡃࡏࡤࡼ࠸࠸࠺ᡭẁമົ࠸
࡚࠸ࡸࡍ࠸ዎ⣙య⣔࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࠾࠸࡚ࠊ
࠺ᛶ㉁ࡢⅭᛮࢃࢀࡿࠋ᪥ࡲ࡛ࡣࡑࡢ࠶ࡓࡾࢆ᪑
ᙺົᥦ౪ዎ⣙ࡢᑟධࡀぢ㏦ࡽࢀࡓࡇࡣጇᙜ࡛࠶ࡗ
⾜ዎ⣙ࡀጤ௵ዎ⣙㢮ఝㄳ㈇㢮ఝᚤጁዎ⣙ࡋ࡚
ࡓ࠸࠼ࡿࠋ
᭕࡞ၥ㢟ࡋ࡚ࡾᢅࡗ࡚ࡁࡓࡀࠊ௬ᙺົᥦ౪
 ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡣ᪑⾜ዎ⣙㛵ࡋ࡚ᚋࡶఱ
ዎ⣙࠸࠺᪂ࡋ࠸ᆺዎ⣙ࡉࢀࡿࡑࡢᚤጁ࡞㒊
ࡽ᪂ࡋ࠸ᾘ㈝⪅ಖㆤ⟇ࡸ᪂ࡋ࠸⤌ࡳࡀᚲせ࡛࡞࠸
ศ࠸࠺ࡶࡢࡀᾘ⁛ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡶࡑࡶ᪑⾜ᴗ⏺
Ђ
ࡇࢆពࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⌧⾜ࡢ᪑⾜ዎ⣙ࡣ
ഃᙇࡢᚋᡶ࠸ࡀཎ๎ࡢጤ௵ዎ⣙ ࠾࠸࡚ᒚ⾜๓
ἲⓗᛶ㉁ࡀ᭕࡛࠶ࡿ࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇࡣᐇ࡛
࡛࠶ࡿ᪑⾜๓ሗ㓘ࢆඛᡶ࠸ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀ㆟ㄽࡢ
࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊࡇࡇࡲ࡛㆟ㄽࡉࢀࡓᙺົᥦ౪ዎ⣙ࢆ
ᑐ㇟࡞ࡾ࠺ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
ᇶ♏ࡋ࡚ᚋࡉࡽ῝࠸㆟ㄽࡀࢃࡉࢀ࡚࠸ࡃᚲ
 ᯫ✵%ࡣ௨ୖ࡛࠶ࡿࠋ


ㄽᩥ

せᛶࡀ࠶ࡿࠋ

ࡑࡢᡂᯝࡢᘬΏࡋྠᨭᡶࢃ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸
ࡇ࡞ࢆ㏣ຍࠋ
㸲㸬 ἲᨵṇࡼࡿලయⓗᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ
࣭ጤクົࢆฎ⌮ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓሙྜ➼
ࡢሗ㓘ㄳồᶒࢆᨵṇࡋࠊጤ௵⪅ࡢ㈐ࡵᖐࡍࡇࡀ
࡛ࡁ࡞࠸ሙྜᒚ⾜ࡢྜᛂࡌ࡚ሗ㓘ࢆㄳồ࡛ࡁ
㸦㸧ලయⓗᅇᨵṇࡉࢀࡿ᪑⾜ዎ⣙㛵ಀࡢෆᐜ
ࡿつᐃྍศ࡞㒊ศ࠾࠸࡚ሗ㓘ࢆㄳồ࡛ࡁࡿつᐃ
 ௨ୖࡲ࡛ࡢ⪃ᐹࡼࡾࠊᅇࡢẸἲᨵṇ࡛ࡣࠊ
ࡢᨵṇࠋ
᪑⾜ዎ⣙ࢆಶูつᐃࡍࡿࡇࡣࡶࡕࢁࢇࠊ᪂ࡋ࠸
࣭ጤ௵ዎ⣙ࡢ௵ពゎ㝖ᶒࡘ࠸࡚ࠊ⌧⾜᮲ᩥࢆᨵṇ
ᙺົᥦ౪ዎ⣙ࡘ࠸࡚ࡶᗫ࡞ࡿぢ㎸ࡳࡀ⃰ཌ࡛
ࡋ࡚ࠊᙜ⪅ࡢ୍᪉ࡀ┦ᡭ᪉࡞ᮇጤ௵ࢆ
࠶ࡿࡇࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡇࡇࡽࠊ᪑⾜ዎ⣙㛵ࡋ࡚
ゎ㝖ࡋࡓࡢᦆᐖ㈺ൾㄳồࡢつᐃጤ௵⪅ࡀཷ௵⪅
ࡢᙳ㡪ࡣࡃ࡞࠸ゝ࠸ษࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡢ┈ࢆࡶ┠ⓗࡍࡿጤ௵ࢆゎ㝖ࡋࡓࡢᦆᐖ㈺ൾ
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊᅜࡢᥦฟࡀࡰ☜ᐇ࡛ࠊᨵṇ࡞
ㄳồࡢつᐃࢆタࡅࡿࠋ
ࡿྍ⬟ᛶࡀᴟࡵ࡚㧗࠸㡯ࡘ࠸࡚ิグࡍࡿࠋ
ጤクዎ⣙ࡢせᨵṇⅬࡣ௨ୖ࡛࠶ࡿࠋ
⤖ㄽࡋ࡚ࡣࠊ᪑⾜ዎ⣙㛵ࡋ࡚௨ୗࡢⅬࡀᨵṇ

࡞ࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸧ጤ௵ዎ⣙ࡢᨵṇࡼࡿᙳ㡪
࣭ᇶᮏ㡯ࡋ࡚ࠕዎ⣙୍ࠖ⯡ཎ๎ࡑࡢࡶࡢࡀ
 ḟࡣࠊ᪑⾜ዎ⣙⤡ࡵ࡚ෆᐜࢆ⢭ᰝࡋ࡚࠸ࡃЁϻࠋ
ࡁࡃኚࢃࡿࠋ
ጤ௵ົࢆฎ⌮ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓሙྜࡢ
࣭ࠕ⣙Ḱࠖࡘ࠸࡚᪂タ᮲ᩥࡀⓏሙࡍࡿࠋ
ሗ㓘ㄳồᶒࡘ࠸࡚ࡢᨵṇࡼࡾࠊ⯟✵ๆධᡭ࡞
࣭࣍ࢸࣝ࡞࡛⾜ࢃࢀࡿࡇࡀከ࠸ࠕᐤクࠖࡘ
࡛๓ཷ㔠ࢆཷࡅࡘࡘࠊᐇ㝿⯟✵ๆࢆධᡭ࡛ࡁ࡞
࠸࡚せ≀ᛶࡢぢ┤ࡋゎ㝖ᶒࢆ୰ᚰ᪂タ᮲ᩥࡀண
ࡗࡓࡢච㈐⌮⏤ࡀࡶ࡞ࡗࡓᙺົᥦ౪ዎ⣙ࡢ
ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ྠࡌࡃཝࡋࡃ࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ᪑⾜ᴗ⪅ࡗ࡚ཝࡋ
࣭ಶูዎ⣙࡛ࡶ᪑⾜ዎ⣙ࡢᛶ㉁㏆࠸ࡉࢀࡿ
࠸Ⅼ࡞ࡿࠋᑦࠊㄳ㈇ࡶ᪂タ᮲ᩥ࡛ࡀ࡛ࡁ࡞
ᆺዎ⣙࡛࠶ࡿࠊㄳ㈇ጤ௵ࡢつᐃࡶࡁࡃኚࢃࡾࠊ
ࡃ࡞ࡗࡓሙྜࡢሗ㓘ㄳồᶒࡀ᫂グࡉࢀࠊࡀᡂ
๐㝖᮲ᩥ᪂タ᮲ᩥࡀⓏሙࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
࡛ࡁ࡞ࡃࡶሗ㓘ㄳồࡍࡿ㐨ࡀ᫂☜ᐃࡵࡽࢀࡓࡓ
ᨵṇⅬࡢᴫせࡣ௨ୖ࡛࠶ࡿࠋ
ࡵ᪑⾜ዎ⣙ࢆㄳ㈇ࡽ࠼ࡓ㝿ࡶྠᵝ࡞ࡿࠋ
≉ጤ௵ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰㛫ヨࡲ࡛ࡣࠊ๓㏙ෆ⏣
➃ⓗࡣࠊࡇࡢᨵṇࡼࡾ࠸ࢃࡺࡿ᪑⾜⪅ࡢࢻࢱ
Ặࡢゝࡢ࠾ࡾࠊᗫ࡞ࡗࡓᙺົᥦ౪ዎ⣙ࡢከࡃ
࢟ࣕࣥࡸ࠶ࡿ࠸ࡣ᪑⾜୰✺↛᪑⾜ࢆ୰Ṇࡉࢀࡿ
ࡢ㒊ศࢆᘬࡁ⥅࠸࡛࠸ࡓࠋࡋࡋࠊ⌧⾜ࡢ᭱⤊ẁ㝵
࠸ࡗࡓࡇࡀ⏕ࡌࡓࡋ࡚ࡶ᪑⾜⪅ሗ㓘ࢆㄳồ࡛
࠾࠸࡚ࡑࡢ㒊ศࡢつᐃࡣᨵṇぢ㏦ࡾ࡞ࡗࡓⅬࡀ
ࡁࡿࡇࡀ᫂ᩥࡉࢀࡓࡓࡇ࡞ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ᪑
せὀព࡛࠶ࡿࠋ
⾜ᴗ⪅ഃࡢ࠶ࡽࡌࡵࠊࠕ࠸ࢃࡺࡿࢻࢱ࢟ࣕࣥࡸ᪑

⾜୰ࡢ᪑⾜୰Ṇ࠸࠺ែࢆ㜵ࡄࡓࡵ๓ཷ㔠ࢆ
㸦㸧ᨵṇணᐃ࡛࠶ࡿጤ௵ዎ⣙ࡢෆᐜࡘ࠸࡚⪃ᐹ
ཷࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ࠸࠺⌮ᒅࡣࡲࡍࡲࡍᡂ❧ᅔ㞴࡞
 ᮏ⠇࡛ࡣ᪑⾜ዎ⣙㛵ࢃࡾࡀ῝ࡃ࡞ࡿጤ௵ࡘ࠸
ࡿࠋ
࡚୰ᚰⓗ⪃ᐹࡍࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊẸἲᨵṇ㆟ㄽ

࠾࠸࡚ࠊ᪑⾜ዎ⣙ࡣᙺົᥦ౪ዎ⣙ࡢ୍✀ᢅࢃࢀࠊ
㸦㸧ጤ௵ዎ⣙ᨵṇࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ
ࡑࡢᙺົᥦ౪ዎ⣙ࡣᗫ࡞ࡾࡘࡘࡶࡑࡢከࡃࡢ㒊
ᨵṇෆᐜࡢᙳ㡪⪃ᐹ௨๓ࠊࡑࡶࡑࡶࠊ᪑⾜⪅ࡀ
ศࡀ᪂ࡋ࠸ጤ௵ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡿணᐃࡔࡗࡓࡓࡵ࡛࠶
ࡋࡽࢆษࡗࡓࡾࠊ㏨ஸࡋࡓࡾࡍࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ
ࡿࠋ᭱⤊ẁ㝵࡛ࡑࡢつᐃࡢᨵṇࡣぢ㏦ࡽࢀࡓࡶࡢࡢࠊ ࠶ࡽࡌࡵ࠾㔠ࢆᚩࡋ࡚࠾ࡁࠊࡑ࠺࡞ࡗࡓ㝿ࡣࡑ
ᨻ⟇❧⪅ࡀᙺົᥦ౪ዎ⣙ࡣጤ௵ዎ⣙ࡢ≉Ṧᙧែ
ࡢ࠾㔠ࢆἐࡍࡿࡇࡼࡗ࡚᪑⾜⪅ࡢ㒔ྜ࡞⾜
ࡽ࠼࡚࠸ࡓࡇࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ᪂Ẹἲ
Ⅽࢆ㜵Ṇࡍࡿࠋ࡞࠸࠺ᙇࡀᚋࡇࡢᾘ㈝⪅ಖ
⾜ᚋࡣࠕ᪑⾜ዎ⣙ࡣᆺዎ⣙࡛࠸࠺ጤ௵ዎ⣙
ㆤࡀྉࡤࢀࡿ௦㏻⏝ࡍࡿ⪃࠼ࡿࡇ࠸ࡉࡉ
ἲⓗ㏆ࡃࠊᇶᮏⓗࡣጤ௵ࡢつᐃࢆ㐺⏝ࡍࡁࠖ
↓⌮ࡀ࠶ࡿࠋ
ゎㄝࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃጤ௵ࢆㄽࡎࡿࡇࡀ᪑⾜
☜⌧⾜ἲ࡛ࡣࠊ㏵୰࡛ࡀᡂ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞
ዎ⣙ࢆㄽࡎࡿ๓ᥦ࡞ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡗࡓ㝿ࡢつᐃࡀ༑ศ࡛ࠊጤ௵ࡏࡼࠊㄳ㈇ࡏࡼ
ᑦࠊ᪑⾜ዎ⣙ࡀཎ๎ࠕጤ௵ࠖ࠸࠺⤖ㄽࡔࡅࢆྲྀ
㏵୰࡛മົ⪅ࡢ㈐ࡵᖐࡉ࡞࠸⏤࡛ࡢ୰᩿
ࡾୖࡆࡿ㛗ᖺࡢጤ௵ㄳ㈇ࡢㄽத࡛ࠊ᪑⾜
࡞ࡗࡓ㝿മົ⪅ࡣሗ㓘ࡀㄳồ࡛ࡁࡎࠊ⏒࡞ᦆᐖ
ᴗ⪅ഃࡀᙇࡋ࡚࠸ࡓጤ௵ㄝࡀࡋࡓࡼ࠺ཷࡅ
ࢆ⿕ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋ≉ㄳ㈇࠾࠸࡚ࡣつᐃࡀ
ྲྀࢀࡿࡀࠊᨻ⟇❧⪅ࡀ⪃࠼࡚࠸ࡓ᪂ࡋ࠸Ẹἲࡢጤ
ࡃ࡞࠸≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊ๓ཷ㔠ࢆࡢ☜
௵ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢጤ௵ࡣఝ࡚㠀࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢ
⣙࡛ࡣ࡞ࡃࠊὀᩥ⪅ࡢ┈⾜ື㜵Ṇࡍࡿࡇࡶ
࡛ࡑࡢⅬࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
୍⌮ࡣᏑᅾࡋࡓ࠸࠼ࡿࠋࡋࡋࠊᨵṇࡼࡾࡑࡢ
 ጤ௵ዎ⣙ࡢせᨵṇⅬЁϺࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ ࡼ࠺࡞ᚲせᛶࡣ࡞ࡃ࡞ࡿ࠸࠼ࡿࠋ
࣭ཷ௵⪅ࡢ⮬ᕫᇳ⾜⩏ົࡘ࠸࡚᮲ᩥࢆ᪂タࠋ
࠼ࡤ⯟✵ๆࢆධᡭࡋ࡚࠸ࡓࡢ᪑⾜⪅ࡀཷࡅྲྀ
࣭ሗ㓘ࡢᨭᡶ࠸ᮇࡘ࠸࡚ࠊ᪤Ꮡ᮲ᩥຍ࠼࡚ᡂ
ࡽ࡞࠸࠸ࡗࡓ㇟ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡉ࠸ࡣ᮲ᩥ㏻ࡾࡑ
ᯝᑐࡋ࡚ሗ㓘ࢆᨭᡶ࠺ࡇࢆ⣙᮰ࡋ࡚࠸ࡓሙྜࠊ
ࡢ㈝⏝ࢆ᪑⾜⪅ㄳồࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ≉ࠊ
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⯟✵ๆࡣྍศ࡛࠶ࡾࠊ᪑⾜⪅ࡢ┈࡞ࡾ࠺ࡿ
ࡢᡂᯝ࡛࠶ࡿࡽࠊయ㸦ࡇࡢሙྜ᪑⾜㸧ࡀ
ᡂࡋ࡞ࡃࡶࠊ⯟✵ๆࡢ㒊ศࡔࡅࡢሗ㓘ㄳồࡣ᪂ࡋ
࠸᮲ᩥࡼࡿྍ⬟࡛࠶ࡿ࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊᦆᐖ㈺
ൾㄳồࡶྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ㔠㖹ࢆ๓ᚩࡍࡿពࡣ
ᑡ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ
ᨵṇࡼࡿࡁ࡞ᙳ㡪Ⅼࡣࡇࡢ㒊ศࡢࡳ࠸࠼ࡿࠋ
࠶ࡿពࠊࡢᾘ㈝⪅ಖㆤࡢὶࢀࡽᙜ↛ࡢෆᐜ
࠸࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾᖺࡪࡾࡢᨵṇ࠸࠺
ᙳ㡪ࡣ㍍ᚤ࡛࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊ๓ཷ㔠ไᗘࡣ᪑⾜ᴗ⪅ࡗ࡚⤒Ⴀࢆᨭ
࠼ࡿษ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑ࠺⡆༢ࡣᗫṆࡍࡿ
ࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ
⤖ㄽࡋ࡚ࡣࠊዎ⣙⥾⤖ࠊ๓ཷ㔠ࡢᛶ㉁ࢆⓗ
☜ㄝ᫂ࡋ࡚᪉ྜពࡢୖ࡛ዎ⣙ࢆ⤖ࡪᚲせᛶࡀ⏕
ࡎࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡇࢆᮭࡋࡓሙྜࠊࡲ࡛
ࡢุୖࡣ᪑⾜ᴗ⪅ࡢ㈐௵ࡀྰᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶ
ࢃࡽࡎ㈐௵ࡀ⫯ᐃࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀⓎ⏕ࡋ࡚ࡃࡿ
ࡓࡵࠊᨵṇᚋࡣ≉ὀពࢆせࡍࡿࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋ

㸦㸧᪑⾜ዎ⣙ࡢᚋࡘ࠸࡚
 ᪉ࠊ୰㛫ヨࡲ࡛ࡣṧࡗ࡚࠸ࡓ‽ጤ௵ࡢつᐃࡣ
⤖ᒁᨵṇࡀぢ㏦ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㒊ศࡣᙺົᥦ౪ዎ
⣙ࡢཷࡅ─ࡋ࡚ࡘࡢࢱࣉࡢᑟධࡀ᳨ウࡉࢀ࡚
࠸ࡓࠋ
‽ጤ௵ࡢつᐃࡀᮍᑟධ࡞ࡗࡓࡇࡣࠊᙺົᥦ౪
ዎ⣙ࡘ࠸࡚ࡣಶู≉ูἲࢆไᐃࡋつᐃࡋ࡚࠸ࡃ
᪉ྥᛶࢆࡼࡾᙉࡵࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࠊෆ⏣
Ặ㝈ࡽࡎᨵṇసᴗ࠶ࡓࡗࡓྛ᳨ウጤဨࡀྠࡌࡼ
࠺ᙺົᥦ౪ዎ⣙ࡘ࠸࡚ᚋࡶ㆟ㄽࡀᚲせ࠸࠺
Ⅼࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊᚋࡶ⥅⥆ⓗ㆟ㄽࡀ⥆ࡅࡽࢀࡿ
ࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠊ≉Ṧࡢጤ௵ࡋ࡚ࠊ᪑⾜ዎ⣙ࡶ࡞ࡌࡳࡢ῝
࠸ࠕ፹ዎ⣙ࠖࠕྲྀḟዎ⣙ࠖࡶẸἲྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡿ
ࡇࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ⤖ᒁぢ㏦ࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊ
ࠕᐤクࠖࡘ࡚≉Ṧࡢᐤクࡀ⌧⾜ࡢ᭱⤊ࡲ࡛ࡢࡇ
ࡾᜍࡽࡃᨵṇᫎࡉࢀࡿᵝ┦ࡣࡔ࠸ࡪ␗࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ࠸࠼ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᐤクࡘ࠸࡚ࡶ㆟ㄽࡉࢀ࡚
࠸ࡓΰྜᐤクࡣ᭱⤊ࡲ࡛ṧࡗࡓࡶࡢࡢࠊᐟἩዎ⣙
క࠺ᐤク➼㛵ࡍࡿᐟἩᥦ౪⪅ࡢ㈐௵㛵ಀࡣᗫ
࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊయⓗ᪑⾜㛵ࡋ࡚ࡢ᮲ᩥࡣ
ࢇࡀぢ㏦ࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡸࡣࡾࠊಶู᪑⾜
㛵ࡋ࡚≉ูἲࢆไᐃࡋࠊࡑࡢ୰᪑⾜㛵ಀࡢつᐃࢆ
୍ᣓࡋ࡚ྲྀࡾ㎸ࡶ࠺࠸࠺ពᅗࡀ࠶ࡗ࡚Ẹἲつᐃ
ࡍࡿࡇࢆぢ㏦ࡗࡓ⪃࠼ࡿࡢࡀጇᙜ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㸳㸬 ⤖ㄽ

 ᅇࡢẸἲᨵṇࡼࡿ᪑⾜ዎ⣙ࡑࡢࡶࡢࡢᙳ
㡪ࡣ᪑⾜ዎ⣙㛵ಀࡘ࠸࡚ᙜึ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡓෆᐜ
ࡢࢇࡀᗫࠊᨵṇぢ㏦ࡾ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡼ
ࡾࡼࡾᖺ௨᮶࠸࠺ᨵṇࡶ㛵ࢃࡽࡎ᪑⾜
ዎ⣙㛵ࡋ࡚ࡢᙳ㡪ࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
ࡼࡗ࡚Ẹἲᨵṇࡣ᪑⾜ዎ⣙ᙳ㡪ࢆ࠶ࡲࡾ࠼࡞


࠸࠸࠺⤖ㄽ࡞ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ๓ཷ㔠㛵ࡋ࡚ࠊ
ཷࡍࡿࡀࠊ㛵ࡋ࡚ࡢ㈐௵ࡣ㈇ࢃ࡞࠸ࡍࡿࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢ⌮ㄽࡣ࡞ࡾᅔ㞴ࢆᢪ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸
ࡃྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ㒊ศࡣᙳ㡪ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ຍ࠼࡚ࠊ᪥ࡲ࡛ࡢ᪑⾜ዎ⣙ࡣᴗ⪅ᐤࡾ࡛࠶ࡿ
ࡢᢈุࡀᙉࡗࡓࡇࡶྲྀࡾୖࡆ࡚࠾ࡃࠋ   
௦⾲ⓗ࡞࡛ࡣࠊẸἲᏛ⪅࡛Ẹἲᨵṇㄽ⪅ࡢຍ⸨
㞞ಙẶࡢᢈุࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋᑦࠊຍ⸨Ặࡣᨵṇ᳨ウ
ጤဨࢆົࡵࡿྠ⊂⮬Ẹἲᨵṇ◊✲ࢆ❧ࡕ
ୖࡆ࡚άືࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᪑⾜ዎ⣙ࢆㄳ㈇ࡍࡿࡋᙇࡍࡿຍ⸨㞞ಙẶ
ࡣࠕᡤ⟶ᐁᗇࡀ᪑⾜ᴗ⏺ಖㆤࡢ❧ሙࢆࡗ࡚࠸ࡿࡓ
ࡵ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ≛≅࡞ࡿࡢࡣᾘ㈝⪅࡛
࠶ࡿ᪑⾜⪅࡛࠶ࡿЁϼࠖ⌧ᅾࡢᯟ⤌ࡳࢆᢈุࡋࠊẸ
ἲࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ᪑⾜ᴗἲᶆ‽᪑⾜ᴗ⣙Ḱࡢᨵṇࢆ
ッ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ὶࢀࡸᨵṇᐇົᢸᙜ⪅ࡢⓎゝෆᐜࢆ⥲
ᣓࡍࡿࠊᚋࡶᙺົᥦ౪ዎ⣙ࡘ࠸࡚ࡣ⥅⥆ⓗ
㆟ㄽࡉࢀࡿྠࠊ᪑⾜ዎ⣙㛵ࡋ࡚ࡣู㏵≉ู
ἲࡀㄌ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
㏫ㄝⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊ᪑⾜ዎ⣙㛵ࡋ࡚ࡶከࡃࡢ㆟ㄽ
ࡀࢃࡉࢀࠊつไࡢᚲせᛶࡀ♧ࡉࢀ࡞ࡀࡽࠊᅇᨵ
ṇࡼࡿᙳ㡪ࡀᑡ࡞࠸࠸࠺⤖ㄽࡣࠊᚋࡁ࡞ᙳ
㡪ࢆཷࡅࡿែࢆண ࡉࡏࡿࠋ
ᚋࡢ㆟ㄽෆᐜࡀࡢࡼ࠺࡞᪉ྥ࡞ࡿࡣண᩿
ࢆチࡉ࡞࠸ࡀࠊᗫ࡞ࡗࡓᙺົᥦ౪ዎ⣙ࢆᇶ♏
ࡋࡓࡶࡢ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸➹⪅ࡣ⪃࠼ࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊᚋࡢ㆟ㄽ㈨ࡍࡿࡼ࠺ᙺົᥦ౪ዎ⣙ࡢヲ⣽
࡞⪃ᐹࡶ⾜ࡗࡓࠋ
ᗫ࡞ࡗࡓᙺົᥦ౪ዎ⣙ࡣ᪑⾜ዎ⣙ࡶࡑࡢ௦⾲
᱁ࡢ୍ࡘࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊ๓ཷ㔠ࡢつᐃ࡞ᩚ
ഛࡍࡿࡇࡼࡗ࡚᭷ຠ࡞᪑⾜ዎ⣙ࡢ≉ูἲ࡞ࡾ
࠺ࡿࠋඛᯫ✵$ࡋ࡚ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡋࡓ
⤖ᯝࡢࡼ࠺ࠊ⌧⾜ࡢ᪑⾜ዎ⣙ࡣጤ௵ㄳ㈇ࠊᡭẁ
മົ⤖ᯝമົࡘ࠸࡚᪑⾜ዎ⣙ࢆ୍⩏ⓗᐃ⩏
ࡍࡿࡇࡣጇᙜࡣ࠸࠸ࡀࡓ࠸ࠋᚲせ࡞ࡢࡣ࠶ࡽ
ࡌࡵ᪉ࡀࡇࡲ࡛༴㝤ࢆ㈇ᢸࡍࡿࢣ࣮ࢫࣂࢣ
࣮ࢫ࡛㐺ษ࡞΅ࡼࡾᐃࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ព࡛ࡶࠊ㑅ᢥࡢ⮬⏤ࡢᖜࡀᗈ࠸ᗫᙺົ
ᥦ౪ዎ⣙ࢆ≉ูἲࡢୗᆅࡍࡿࡇࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿ
⪃࠼ࡿࠋ
 ᑦࠊᮏ✏ᇳ➹୰ἲไᑂ㆟Ẹἲ㸦മᶒ㛵ಀ㸧㒊
➨ᅇ㆟㸦ᖹᡂᖺ᭶᪥㛤ദ㸧ࡢሗࢆἲ
ົ┬㹆㹎ࡼࡾධᡭࡋࡓࡀࠊࡑࡢᑂ㆟ෆᐜࡘ࠸࡚㆟
㘓ࡀ+ᖺ᭶᪥⌧ᅾ࡞ࡗ࡚ࡶබ㛤࡞ࡗ࡚
࠸࡞࠸Ⅽࠊ㛫ࡢ㛵ಀࡽᮏ✏༑ศ࡛ᫎࡁ࡞
ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊ㒊㈨ᩱࢆ☜ㄆࡋࡓ㝈ࡾ࡛ࡣࡁ
࡞ኚືࡣ࡞ࡃࠊ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡓ⣙Ḱࡘ࠸࡚ࡶ࠸ࡲ
ࡔ㡯┠ࡋ࡚ṧࡉࢀ࡚࠸ࡓࡲࡲ࡛࠶ࡗࡓࠋ᪥ࠎኚື
ࡍࡿ㆟ㄽ≧ἣࢆ㏣࠸ࡘࡘᇳ➹ࢆࡘ࡙ࡅ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊ
㆟ㄽ≧ἣࡘ࠸࡚ࡢሗࡣᖹᡂᖺ᭶᪥⌧ᅾࡲ
࡛බ⾲ࡉࢀࡓࡶࡢࡼࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ᫂グࡍࡿࠋ 
᭱᪂ࡢ㆟ㄽሗࡘ࠸࡚ࡣἲົ┬㹆㹎ЁϽࡼࡾධᡭ
ࢆ㢪࠸ࡓ࠸ࠋ
 ᅇࡢẸἲᨵṇࡣᐇᖺࡢࢆ⤒ࡓࡶࡢ࡛

ㄽᩥ

㸯!┦ᛂࡍࡿࡢᑐࡋࠊ‽ጤ௵⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚
࠶ࡾࠊᖖ㆑ⓗ⪃࠼ࢀࡤḟᅇࡢᨵṇࡲ࡛ᡃࠎࡣ⏕Ꮡ
ࡁࡓᙺົᥦ౪ዎ⣙ࡣᮏᥦ㸰!┦ᛂࡍࡿࡳࡿࡇ
ࡋ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋᨵṇࡼࡿྛᴗ⏺ࡢᙳ
㡪ࡶィࡾ▱ࢀࡎࡑࢀࡔࡅៅ㔜࡞㆟ㄽࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠖ࠶ࡿࠋᮏᥦࡣᮏᩥ୰ࡢ⤖ᯝࢆ

⣙᮰ࡋ࡚࠸ࢀࡤ⤖ᯝമົࠊ⣙᮰ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤᡭẁ
᪑⾜ᴗ⏺ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡾࠊάⓎ࡞㆟ㄽᒎ㛤
മົ࠸࠺ࡇࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶㄳ㈇ጤ௵
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᪑⾜ዎ⣙㛵ࡋ࡚ࡣࠊᅇࡢ
᫂░࡛࠶ࡗࡓ᪑⾜ዎ⣙࠾࠸࡚ࡇࡢゎㄝࡣ༢ࠊ
ᨵṇ࡛ᙳ㡪ࡀ⏕ࡎࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࡑࡢᚋࡢ≉ูἲไ
ゝⴥࢆධࢀ᭰࠼ࡓࡔࡅ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
ᐃࡢᕸ▼࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡓࡵࡼࡾ῝࠸㆟
Ѐᖹᡂᖺ᭶᪥ἲไᑂ㆟Ẹἲ㸦മᶒ㛵ಀ㸧
ㄽࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
➨ᅇ㒊࠾࠸࡚㡯┠ࡀಖ␃ࡣ࡞ࡗࡓࡀࠊ⌧
ᮏ✏ࡀᑡࡋ࡛ࡶ᪑⾜㛵ಀ⪅ࡢẸἲᨵṇࡢព㆑㌺
⾜᭱⤊㸦ᖹᡂᖺ᭶᪥ࠕẸἲ㸦മᶒ㛵ಀ㸧ࡢᨵ
᪸ཬࡧ㆟ㄽࡢຓࡅ࡞ࡿࡇࢆ♳ࡿࠋ
ṇ㛵ࡍࡿせ⥘௬ࠖ㸧࡛ࡶࠕ⣙Ḱࠖࡘ࠸࡚᮲ᩥ

ࡀ᪂タࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᅇࡢẸἲᨵṇ
ㅰ㎡㸸ᮏ✏సᡂᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ➹⪅ࡣᐇົ᫂ࡿࡃ
࠾࠸࡚ࠕ⣙Ḱࠖ㛵ࡍࡿ᮲ᩥࡀ᪂タࡉࢀࡿࡇࡣ☜
࡞࠸Ⅽࠊほග⯆ࡢ᭱๓⥺࡛ά㌍ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⊂❧⾜
ᐇ࡞ໃ࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ᭱⤊ࡢࠕ⣙Ḱࠖࡘ࠸
ᨻἲேᅜ㝿ほග⯆ᶵᵓࠊ㏻⛠᪥ᮏᨻᗓほගᒁ㸦㹈
࡚ࡣࠊᮾிᘚㆤኈἲᮇമᶒἲᨵṇ≉ูጤဨ
㹌㹒㹍㸧ࡢᾏእ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ㒊⥲ᣓ࣐ࢿ࣮ࢪࣕࡢ
⦅ ࠕ㏿ሗ㸟⌧⾜᮲ᩥẚ㍑മᶒἲᨵṇࠖ㸦௨ୗ
ᒾ⏣㈼Ặࢥ࣓ࣥࢺࢆ౫㢗ࡋᐇົ⏿ࡽࡢ㈗㔜࡞ࡈ
ࠕ᮲ᩥẚ㍑ࠖ␎ࡍࡿ㸧 ᖺ ➨୍ἲつ 㡫
ពぢࢆ㡬ᡝࡋࡓࠋࡲࡓࠊᓥᕝᓫᮾὒᏛᩍᤵࡣ
㹼㡫ཧ⪃ࠋ
ᴗ✀ࡽぢࡓሙྜᛮ㆟࡛࠶ࡗࡓ᪑⾜ᴗ⏺ࡢ๓
Ё᪑⾜ᴗ⪅ࡢ࢟ࣕࢵࢩࣗࣇ࣮ࣟࡢᴫ␎ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ཷ㔠ࡘ࠸࡚ࡈゎㄝࢆ࠸ࡓࡔࡁᮏ✏సᡂ࠸ά
ᓥᕝᓫᮾὒᏛᩍᤵࡼࡾࡈᩍ♧࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ
⏝ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡑࡢ⡿㇂ගṇᮾ⚟♴
ࠗ᫂ၟᏛㄽྀ࠘➨ᕳ➨ྕ㡫㹼㡫㸦ᖹ
ᏛᩍᤵࡣᏛ༞ᴗᚋࡶ⥅⥆ⓗࡈᣦᑟࢆ㈷ࡿࡇ
㝧୍ⴭ㸧ࠕ᪑⾜ᴗࡢ㈈ົศᯒࠖࡼࡿࠕ᪑⾜ᴗ
ࡀ࡛ࡁኚឤㅰࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡢႠᴗ┈ࡣ㸯㸣௨ୗ㠀ᖖప࠸ࠖࡢࡇ࡛࠶
 ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓⓙᵝㅰពࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋ
ࡗࡓࠋࡇࡢప࠸Ⴀᴗ┈⋡ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࡢࡀࠊࠕ᪑

⾜ᴗ⏺≉᭷࡞Ⴀᴗእ┈ࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿ㹿ࠖࠕᡭ
ὀ㔘
ࡢ᪑⾜♫࡛ࡣ㢳ᐈࡽࡢ᪑⾜௦㔠ࡢ๓ᡶ࠸ࡀከࡃ
ϸ KWWSZZZMFDVWFRPKWPO
ࡇࡢ㐠⏝ࡼࡗ࡚ཷྲྀࡿᜥࡀᨭᡶᜥࢆࡁࡃୖ
ᘬ⏝
ᅇࡗ࡚࠸ࡿ㹿ࠖࠕほගປ㐃࡛ࡣࡇࡢ㈨㔠ࢆ㺀᪑⾜
Ϲ࠼ࡤෆ⏣㈗ⴭࠕമᶒἲࡢ᪂௦ മᶒἲᨵṇ
㡸ࡾ຺ᐃ㐠⏝㈨㔠㺁⊂⮬ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ
ࡢᇶᮏ᪉㔪ࡢᴫせࠖ ᖺ ၟἲົ㸦௨ୗෆ⏣
ࡋ࡚࠾ࡾࠊᐇୖࡇࡢ᪑⾜ᴗ⏺≉᭷ࡢ๓ཷ㔠ไᗘࡀ
മᶒ␎ࡍ㸧㡫➼
ඈࡽ࡞࠸࠺࠼Ꮨ⠇ኚືࡸእ㒊せᅉࡀࡁ࠸᪑⾜
Ϻෆ⏣㈗ⴭࠕẸἲᨵṇࡢ࠸ࡲ ୰㛫ヨ࢞ࢻࠖ
ᴗࢆ࡞ࢇࢧࢫࢸࢼࣈࣝ࡞ࡶࡢࡋ࡚࠸ࡿせᅉ
㸦௨ୗෆ⏣୰㛫␎ࡍ㸧ᖺ ၟἲົ 㡫
ࡔࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ཧ⪃
Ђ࠼ࡤ⌧⾜ἲࡢゎㄝࡘ࠸࡚ ෆ⏣㈗ⴭ ࠕẸ
ϻෆ⏣മᶒ㡫ࡼࡾᘬ⏝
ἲϩ ➨∧ മᶒྛㄽࠖᖺ ᮾிᏛฟ∧
ϼ࠼ࡤࠊẸἲᨵṇక࠺㆟ㄽࢆࡲࡵࡓฟ∧≀
࠾࠸࡚ෆ⏣Ặࡣጤ௵ዎ⣙ࡘ࠸࡚ࠕᨭᡶ࠸ᮇࡣ
ࡢ୍ࡘᳺᑑኵ࣭ఀ⸨㐍 ⦅ู㹌㹀㹊θ㸯㸲㸰ࠕ㠀
ᚋᡶ࠸ࡀཎ๎࡛࠶ࡿࠖྠ᭩㡫ᘬ⏝ࠋࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᆺዎ⣙ࡢ⥲ྜⓗ᳨ウࠖࡣࠊ➨❶ྛㄽࡢ୰
Ѓ➹⪅ࡣ㕥ᮌோᚿⴭࠕẸἲᨵṇࡢ┿ᐇؐ⮬ቯࡍࡿ
ࠕ᪑⾜ዎ⣙ࠖ⊂❧ࡋࡓ⠇ࡀ࠶ࡿ㸦ᇳ➹⪅༓ⴥᏛ
᪥ᮏࡢἲ♫ࠖᖺ ㅮㄯ♫ࡢࡼ࠺࡞Ẹἲᨵṇ
Ꮫ㝔ேᩥ♫⛉Ꮫ◊✲⛉ᩍᤵ ᒸᯘఙᖾẶ㸧ࠋ㠀
ᑐㄽᑐࡋ࡚ᨭᣢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊᙼࡽࡀᙇ
ᆺዎ⣙ࡢ௦⾲ࡢ୍ࡘࡋ࡚ಶู㆟ㄽࡀ㐍ࡵࡽࢀ
ࡍࡿࡼ࠺᠇ἲ௨ୖ㔜࡞Ẹἲࢆᖺࡪࡾ
ࡓࡇࡼࡾࠊᚋࡇࡢ㆟ㄽࢆ࣮࣋ࢫࡋู࡚㏵≉ู
ᨵṇࡍࡿࡇࡣ᪥ᮏ♫ࡁ࡞ᆅẆኚືࢆ㉳ࡇࡍ
ἲࡀ᳨ウࡉࢀࡿవᆅࡶ࠶ࡾ࠺ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡣ☜ᐇ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᙼࡽࡢᙇࡢࡼ࠺
Ͻ௨ୗࠊẸἲ㸦മᶒἲ㸧ᨵṇ᳨ウጤဨ⦅ ู
࡞ἲᨵṇࡼࡾ᪥ᮏࡀἲⓗΰ㝗ࡾ᪥ᮏ♫ࡀ⮬
1%/ 1R㸬ࠕമᶒἲᨵṇࡢᇶᮏ᪉㔪ࠖᖺ ၟ
ቯࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ែࡲ࡛ࡣ㉳ࡇࡽ࡞࠸⪃࠼࡚࠸
ἲົ 㡫㹼㡫ࢆᖜ⡆␎࣭⡆᫆ࡋ࡚
ࡿࡀࠊ༑ศ㆙ᡄᑐᛂࢆ⪃࠼࡚࠾ࡃࡇࡀᚲせ࡛
ྲྀᤞ㑅ᢥࡢࡢࡕグ㏙ 
Ͼヲࡋࡃࡣほගࡲࡕ࡙ࡃࡾᏛㄅ⦅㞟ጤဨ⦅ ࠶ࡿࠋ
 Ͽ௨ୗࠕ᮲ᩥẚ㍑ࠖ㡫㹼㡫ࢆཧ⪃సᡂࠋ
ࠕほගࡲࡕ࡙ࡃࡾᏛㄅ9ROࠖᖺ㡫࣭㡫
ࢆཧ⪃ࠋ⌧⾜ἲࡢ᪑⾜ዎ⣙ࡢㄽத➼ࠎࡘ࠸࡚ࡣࠊ  ;LY௨ୗෆ⏣ࠕ୰㛫ࠖ㡫㹼㡫ࡶཧ⪃ࠋ
Ёϼຍ⸨㞞ಙⴭ ࠕ᪂Ẹἲ⣔Ϫ മᶒ⥲ㄽࠖ
ྠᏛㄅ㡫㹼㡫ࠕ᪑⾜ዎ⣙ࠖ㜿㒊┿ஓ࣭⡿㇂ග
ᖺ ᭷ᩫ㛶 㡫ࡼࡾᘬ⏝
ṇࢆཧ⪃ࠋ
ϿẸἲ㸦മᶒἲ㸧ᨵṇ᳨ウጤဨ⦅ ู1%/ 1R㸬   ЁϽἲົ┬ἲไᑂ㆟Ẹἲ㸦മᶒ㛵ಀ㸧㒊
ࠕമᶒἲᨵṇࡢᇶᮏ᪉㔪ࠖᖺ ၟἲົ KWWSZZZPRMJRMSVKLQJLVKLQJLNDLBVDLNHQ
㡫ࠕ↓ᙧㄳ㈇ࡉࢀࡓᙺົᥦ౪ዎ⣙ࡣᮏᥦ
KWPO
9


 ᮏ✏࡛ࡣ㝈ᐃⓗࡋྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡞ࡗࡓࡀࠊ
ἲไᑂ㆟Ẹἲ㸦മᶒ㛵ಀ㸧㒊➨ᅇ㆟㸦ᖹᡂ
ᖺ᭶᪥㛤ദ㸧ࡽ᪥ࡲ࡛ࡢࡍ࡚ࡢ㆟ㄽ㈨
ᩱࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ཧ⪃࣭ᘬ⏝ᩥ⊩
㸧ෆ⏣㈗ⴭࠕമᶒἲࡢ᪂௦ മᶒἲᨵṇࡢᇶᮏ
᪉㔪ࡢᴫせࠖ ᖺ ၟἲົ 
㸧బࠎᮌṇேⴭࠊ᪑⾜ࡢἲᚊᏛ>᪂∧@ࠊ᪥ᮏホㄽ
♫ࠊᖺ 㹼ࠊ㹼㡫
㸧ෆ⏣㈗ⴭࠕẸἲᨵṇࡢ࠸ࡲ ୰㛫ヨ࢞ࢻࠖ
ᖺ ၟἲົ 
㸧ᳺᑑኵ࣭ఀ⸨㐍 ⦅ู㹌㹀㹊θ㸯㸲㸰ࠕ㠀
ᆺዎ⣙ࡢ⥲ྜⓗ᳨ウࠖ ᖺ ၟἲົ 
㸧Ẹἲ㸦മᶒἲ㸧ᨵṇ᳨ウጤဨ⦅ ู1%/ 1R㸬
ࠕമᶒἲᨵṇࡢᇶᮏ᪉㔪ࠖᖺ ၟἲົ
㸧ほගࡲࡕ࡙ࡃࡾᏛㄅ⦅㞟ጤဨ⦅ ࠕほගࡲ
ࡕ࡙ࡃࡾᏛㄅ9ROࠖᖺ 㡫㹼㡫
㸧ᮾிᘚㆤኈἲᮇമᶒἲᨵṇ≉ูጤဨ
⦅ ࠕ㏿ሗ㸟⌧⾜᮲ᩥẚ㍑മᶒἲᨵṇࠖ ᖺ


➨୍ἲつ
㸧᪥⤒ࣅࢪࢿࢫᖺ᭶᪥ྕ
㸧㕥ᮌோᚿⴭࠕẸἲᨵṇࡢ┿ᐇؐ⮬ቯࡍࡿ᪥ᮏࡢ
ἲ♫ࠖᖺ ㅮㄯ♫
㸧ෆ⏣㈗ⴭ ࠕẸἲϩ ➨∧ മᶒྛㄽࠖ
ᖺ ᮾிᏛฟ∧ 㸯㹼ࠊ㹼㡫
㸧ᯇᑿᘯⴭࠕẸἲᨵṇࢆㄞࡴ ᨵṇㄽࡽᏛࡪẸ
ἲࠖᖺ ᠕⩏ሿᏛฟ∧
㸧ຍ⸨㞞ಙⴭ ࠕ᪂Ẹἲ⣔Ϫ മᶒ⥲ㄽࠖ
ᖺ ᭷ᩫ㛶 㹼㡫
㸧ἲົ┬㹆㹎ἲไᑂ㆟Ẹἲ㸦മᶒ㛵ಀ㸧㒊
KWWSZZZPRMJRMSVKLQJLVKLQJLNDLBVDLNHQ
KWPO
㸧⌧௦ᾘ㈝⪅ἲ12 ᖺ Ẹἲົ◊✲
㸧ᘅ℩ஂ࣭Ἑୖṇ⦅ ࠕᾘ㈝⪅ἲุⓒ㑅ࠖ
ู-XULVW12 ᖺ ᭷ᩫ㛶
㸧ࠗ᫂ၟᏛㄽྀ࠘➨ᕳ➨ྕ ᖺ 
㡫㹼㡫
ࡑࡢᩥ୰࠶ࡿࡶࡢ

Study regarding travel contract with the Civil Code large revision
- From this influence the travel contract by Civil Code large revisionShinya Abe
Current revision of the "Civil Code" that has not been done really 120 years major change is in our
country is becoming imminent. Civil Code of amendment is the general law of private law is considered
to be a significant impact on the Japanese people's lives, it is very similar to the problems related to travel.
In this paper, we consider the impact of specific Civil Code large revision to focus only on "travel
contract". Is not only the current final draft in the discussion, and emphasizes also discussion course
leading up to it, it was carried out of the consideration travel contract is heading in any direction. Result,
but in the final draft was shelved the amendment of provisions relating to travel, this is it was found to be
the result of regulation was also considered by policy makers separately special law. Also, although the
impact of this revision is somewhat limited, there is a possibility that overturn the current advances
received from theory underlying, there is a need gaze.
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ᮏ◊✲ࡣࠊ㏆ᖺ୰ᚰ㒊ࡢ✵Ὕࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡉࢀࡿ⩌㤿┴๓ᶫᕷ࣭㧗ᓮᕷෆྛᆅⅬࡢᆅ౯ࢆ㥐ࡽࡢ㊥㞳ࡸᆺ
ࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮ࡽࡢ㊥㞳࣭⏝㏵ᆅᇦ༊ศ࣭ᣦᐃᐜ✚⋡࣭ᘓ࠸⋡➼ᅇᖐࡉࡏࠊ࣊ࢻࢽࢵࢡศᯒࢆ⾜࠺ࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋศᯒࡼࡾᐇ㝿✵Ὕࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ࠺ࢆ᳨ドࡍࡿࡶࠊ୧ᕷࡢ㒔ᕷᵓ㐀ࡢ㐪࠸ࢆ᫂ࡽࡋࠊ
ẚ㍑ࡍࡿࠋࡃࠊᚑ᮶ࡢ◊✲࡛ࡣࣔࢹࣝࡢタᐃ⮬య࠾࠸࡚༢୍ࡢ୰ᚰࢆ௬ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀከࡃࠊ୰ᚰ㒊ࡢ✵Ὕ
ࡀ༑ศ≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀ࡞ࡗࡓࡀࠊᮏ◊✲࠾࠸࡚ࡣ」ᩘࡢ୰ᚰᆅࢆᐃࡋ࡚ẚ㍑᳨ウࡍࡿࡇ࡛ࠊࡼࡾ᭷ຠ࡞ศ
ᯒࢆ⾜࠺ࠋ
ศᯒࡢ⤖ᯝࠊ1983ᖺ2011ᖺࡢ2Ⅼẚ㍑ࡽࡣࠊࡕࡽࡢ㒔ᕷ࠾࠸࡚ࡶồᚰᛶࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ๓ᶫᕷࡣ㧗ᓮᕷࡼࡾ㥐ࡸ୰ᚰၟᴗᆅࡢồᚰຊࡀపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ

Key Words :suburbanization, hollowing-out, hedonic analysis

㸯㸬ࡣࡌࡵ
ᮏ◊✲ࡣࠊ⩌㤿┴๓ᶫᕷ࣭㧗ᓮᕷࡢ2㒔ᕷ㛵ࡋ
࡚ࠊ1983ᖺ࠾ࡼࡧ2011ᖺࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡋࠊ࣊ࢻࢽ
ࢵࢡศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛ྛ㒔ᕷࡢ୰ᚰᕷ⾤
ᆅ࿘㎶㒊࠾࠸࡚࠸ࢃࡺࡿ✵Ὕࡀ㐍⾜ࡋ࡚ࡁࡓ
࠸࠺௬ㄝ࠾ࡼࡧ✵Ὕࡢ≉ᚩ㸦≉㕲㐨㥐ࡢᙺ㸧
ࡀ2ࡘࡢ㒔ᕷࡢ㛫࡛␗࡞ࡿ࠸࠺௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࣊ࢻࢽࢵࢡ࣭ࣉ࣮ࣟࢳࡣRosen (1974) 1) ࡢ⌮
ㄽ௨᮶ࠊᆅ౯ࡸ≀౯ᣦᩘࡢ᥎ᐃᖜᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀࠊ
࠼ࡤࠊᮾி㒔ෆࡢఫᏯᆅᇦ࠾ࡅࡿ⎔ቃࡢ౯್ࢆ
ᐃࡋࡓ㔠ᮏ(1989) 2㸧 ࡸ㒔ᕷᅪࡢᆅ౯ࡢ
㛫ⓗ࣭✵㛫ⓗ࡞ኚືࢆㄪࡓᏳ⸨࣭ෆ⏣࣭ྜྷ⏣
㸦1992㸧3㸧࡞ࡢࡼ࠺ࠊᆅᇦⓗ࡞㈨⏘ホ౯ࡸᨻ⟇
ศᯒࡢᛂ⏝ࡶ㐍ࢇࡔࠋ90ᖺ௦ࡲ࡛ࡢⓎᒎࡣ⫧⏣㔝
(1992) 4㸧ࡸ⫧⏣㔝(1997) 5㸧ヲࡋ࠸ὀ1)ࠋ
ࡲࡓࠊ2000ᖺ௦௨㝆ࡘ࠸࡚ࡶࠊ㤳㒔ᅪ࠾ࡅࡿ
పᮍ⏝ᆅࡼࡿᙳ㡪ࢆ ᐃࡋࡓᘅ℩࣭ఀᮾ㸦2001㸧
6㸧
ࠊ㈡┴ࡢᆅ౯ᙧᡂせᅉࢆᢅࡗࡓᚓ⏣㸦2009㸧7㸧ࠊ
ᕷ⾤ᆅ㛤Ⓨᴗࡢศᯒࢆࡋࡓ⸨㔝㸦2010㸧8㸧ࠊ㮵
ඣᓥᕷࡢᆅ౯ᙧᡂせᅉࢆศᯒࡋࡓᑿᓮ࣭⚟ᒣ㸦2012㸧
9㸧
ࠊ࡞ᩘከࡃࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿࠋ㧗ᓮᕷࢆᢅࡗࡓࡶࡢ
ࡋ࡚ࡣࠊ࠼ࡤᯇ⏣࣭᳃⏣㸦2008㸧 10㸧 ࡀබඹ
㏻タࡢᩚഛ㛵ࡋ࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊከࡃࡢ◊✲࡛ࡣࠊ༢୍ࡢ୰ᚰᆅࡢ
ඃᛶࢆ๓ᥦࡋࡓ༢⣧࡞タᐃ㸦㏻ᖖࡣ㊥㞳㛵ࡍ
ࡿ༢ㄪῶᑡ㛵ᩘ㸧ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡓࡵࠊ୰ᚰ㒊ࡢ✵Ὕ

ࡀ᭷ຠศᯒ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡃࠊẚ㍑ⓗ᪩࠸ᮇ
ࡽⴭࡋ࠸㌴♫࣭㑹እࡀ㐍ࢇࡔࡉࢀࡿ⩌㤿
┴ෆࡢ㒔ᕷᵓ㐀ࢆศᯒࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊఱࡽࡢ
ᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ」ᩘࡢ୰ᚰᆅࢆᐃࡋࠊࡑࢀࡽࡢồ
ᚰᛶࡢኚࢆ㏣࠺ࡇ࡛ࠊ✵Ὕࡢ㐍⾜ࢆ≉ᚩ࡙ࡅࠊ
ࡉࡽࡣ2ࡘࡢ㒔ᕷࡢᵓ㐀ࡢ㐪࠸ࢆẚ㍑ࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ࣊ࢻࢽࢵࢡ࣭ࣉ࣮ࣟࢳ௨እࡢ㛵㐃◊✲
ࡋ࡚ࡣࠊ῝⃝㸦2006㸧 11㸧 ࡀ๓ᶫᕷ୰ᚰᕷ⾤ᆅ࠾
ࡅࡿᅇ㐟⾜ືࡢኚࡘ࠸࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰
࡛ࡣࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮ࠕࡅࡸࡁ࢛࣮࢘ࢡ๓ᶫࠖ
ࡢ㛤ᴗ๓ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ୰ᚰᕷ⾤
ᆅࡢᗑࡽࡀࡇࡢࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮ࡢ㛤ᴗᚋ
᭦࡞ࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢ⾶㏥ࡀ㐍ࡴࡇࡢ༴ᶵឤࢆᣢ
ࡗ࡚࠸ࡓࡇࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㧗ᓮᕷࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅ
ࡘ࠸࡚ࡣேཱྀືែ╔┠ࡋࠊ୰ᚰᕷ⾤ᆅ✵Ὕၥ
㢟ࢆ⪃ᐹࡋࡓ㣤ሯ㸦2007㸧12㸧ࡀ࠶ࡿࠋ
ㄽᩥࡢᵓᡂࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ➨2❶࡛ศᯒᑐ
㇟ᆅᇦࢆ⤂ࡋࠊ➨3❶ࡣᐇドศᯒࡢᡭἲࢹ࣮ࢱ
ࢆࠊ➨4❶ࡣศᯒ⤖ᯝ⪃ᐹࢆ♧ࡋࠊ➨5❶࡛ࡣ⤖ㄽ
ṧࡉࢀࡓㄢ㢟ࢆ㏙ࡿࠋ

㸰㸬ศᯒᑐ㇟ᆅᇦࡘ࠸࡚
ᖹᡂ26ᖺࡣࡌࡵࠊ⩌㤿┴㧗ᓮᕷࡣᖹᡂ26ᖺᗘ
ࡽ5࢝ᖺࡢ➨2ᮇ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶᇶᮏィ⏬ࢆࡲࡵ
ࡓࠋࡑࡢ୰࡛᰾࡞ࡿࡢࡀࠊᖹᡂ28ᖺ㛤ᴗணᐃࡢ㥐

┿-1

ࡲࡤࡽ࡞ே㏻ࡾࡢ୰ኸ㏻ࡾၟᗑ⾤ࡢᵝᏊ
㸦๓ᶫᕷࠊ➹⪅ᙳ㸧

๓㒔ᕷᆺၟᴗタࡢ࣮࡛࢜ࣥࣔࣝ࠶ࡿࠋ㧗ᓮ㥐す
ཱྀ࠶ࡿࣅࣈࣞࡢ㊧ᆅ㛵ᮾ᭱⣭ࡢつᶍ࡛㛤ᴗ
ࡍࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡾࠊྠ㥐ᮾཱྀ࣐ࣖࢲ㟁ᶵࡀฟᗑࡋ
ࡓࡁྠᵝࠊ࣌ࢹࢫࢺࣜࣥࢹࢵ࢟ࢆྵࡵࡓᩚഛ
ࡀ⾜ࢃࢀࡿணᐃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ๓ᶫᕷࡢ୰ᚰ
ᕷ⾤ᆅ࠾࠸࡚ࡶࠊᖹᡂ25ᖺⱁ⾡ᩥάືࡢᨭ
ࡸ⯆ࢆᢸ࠺タࡋ࡚ࠕ࣮ࢶ๓ᶫࠖࡀ࣮࢜ࣉࣥ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୧ᕷ࡛ࡣ㏆ᖺࠊ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡀࢩࣕࢵࢱ࣮
ၟᗑ⾤ࡤࢀࡿࡼ࠺࡞≧ἣ࠶ࡾࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᑐ
ᛂࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋࡋࠊ᰿ᮏⓗ࡞ゎỴ⮳ࡗ࡚
ࡣ࠾ࡽࡎࠊᚋࡢᨻ⟇ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
(1)⩌㤿┴๓ᶫᕷ
ྠ┴ࡢ┴ᗇᡤᅾᆅ࡛࠶ࡾேཱྀࡣ2014ᖺ⌧ᅾ࡛⣙34
ே࡛࠶ࡿࠋ๓ᶫᕷࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡤࢀ࡚࠸ࡿሙ
ᡤࡣ๓ᶫ㥐ࡽ⣙1km㞳ࢀ࡚࠾ࡾࠊே㏻ࡾࡣࡲࡤࡽ
࡛࠶ࡿࠋ୰ᚰᕷ⾤ᆅ࠶ࡿせ࡞タࡋ࡚ⓒ㈌ᗑ
ࠕࢫࢬࣛࣥࠖࡸබẸ㤋࣭ඣ❺ᅗ᭩㤋࣭ࢫ࣮ࣃ࣮࣐࣮
ࢣࢵࢺ࣭ࣛࢪ࢜ᒁ࡞ࡀධࡗࡓ」ྜタࡢඖẼࣉࣛ
ࢨ21ࠊ⨾⾡㤋ࡢ࣮ࢶ๓ᶫ࡞ࡀᏑᅾࡍࡿࠋၟᗑ⾤
㞄᥋ࡍࡿᅜ㐨50ྕἢ࠸ࡣ┴ᗇࡸᕷᙺᡤࠊᕷ❧ᅗ᭩

┿-2

༡⥆ࡃ୰ኸ㏻ࡾၟᗑ⾤ᘚኳ㏻ࡾၟᗑ
⾤ࡢ㛫ࢆᶓษࡿ┴㐨3ྕ
㸦๓ᶫᕷࠊ➹⪅ᙳ㸧

ᅗ-1

๓ᶫᕷ㧗ᓮᕷࡢ⨨

㤋ࢆࡣࡌࡵࠊᵝࠎ࡞ᴗࡢᮏ♫࡞ࡀ㞟✚ࡋ࡚࠸ࡿ
࢜ࣇࢫ⾤࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᖹᡂ19ᖺ3᭶๓ᶫ㥐༡ཱྀࡽ800mࡢࡇࢁ࠶
ࡗࡓࢲࣁࢶ㌴యᮏ♫ᕤሙ㊧ᆅࣘࢽ࣮ᰴᘧ♫ࡀ
㐠Ⴀࡍࡿᆺࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮ࠕࡅࡸࡁ࢛࣮࢘
ࢡ๓ᶫࠖࡀ࣮࢜ࣉࣥࡋࡓࠋࠕࡅࡸࡁ࢛࣮࢘ࢡ๓ᶫࠖ
ࡣẚ㍑ⓗ୰ᚰ㒊⨨ࡍࡿࡶࢃࡽࡎࠊ3,300
ྎศࡢ㥔㌴ሙࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㑹እ࠶ࡿᆺࢩ
ࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮ࡋ࡚ࡣ㥖ᙧIC㏆ࡃࠕ࣮࢞ࢹ
ࣥ๓ᶫ(㥔㌴ሙ1353ྎ)ࠊ๓ᶫ༡IC㏆ࡃࠕࣃ࣮࣡ࣔ
࣮ࣝ๓ᶫࡳ࡞ࡳ(㥔㌴ሙ4200ྎ)ࠖࡀᏑᅾࡍࡿࠋࠕࣃ
࣮࣮࣡ࣔࣝ๓ᶫࡳ࡞ࡳࠖ㧗ᓮᕷࡢᕷቃ㸦᰿ᕝ㸧
㏆ࡃ⨨ࡍࡿࠋ
๓ᶫ㥐ࡽ⣙4km⨨ࡍࡿᩜᓥබᅬࡣ36.6ha
ࡢᗈࡉࢆࡶࡘࠋ༡༙ศࡣࢫ࣏࣮ࢶ࢚ࣜ࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊ㔝⌫ሙࠊ㝣ୖ➇ᢏሙࠊ⿵ຓ㝣ୖ➇ᢏሙࠊࢧࢵ࢝
࣮࣭ࣛࢢࣅ࣮ሙࠊỈὋሙࠊࢸࢽࢫࢥ࣮ࢺࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
༙ศࡣࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩ࢚ࣙࣥࣜ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡤ
ࡽᅬࡸᯇᯘࠊࣇ࣮ࣝࢻࢫࣞࢳࢵࢡࡸ㔮ࡾᇼࠊ࣎
࣮ࢺụࠊⴗཎ᭾ኴ㑻グᛕ㤋࡞ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡲࡓ࿘

┿-3

࣮࢜ࣥࣔࣝᘓタணᐃᆅࡢࣅࣈࣞ
(㧗ᓮᕷࠊ➹⪅ᙳ)

㎶ࡣࠊẚ㍑ⓗఫ⎔ቃඃࢀࡓఫᏯᆅࡀᙧᡂࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
ྠᕷࡣ⌧ᅾࠊᒃఫ⪅ேཱྀࡀⱝᖸῶᑡࡋࡘࡘ࠶ࡿࡀࠊ
ୖ㏙ࡢࡼ࠺ᆺࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮ࡢฟᗑ࡞
ຍ࠼࡚ࠊ㎰ᆅࡽᏯᆅࡢ㌿⏝࡞㑹እࡣᘬࡁ
⥆ࡁ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
(2)⩌㤿┴㧗ᓮᕷ
2014ᖺ⌧ᅾࡢேཱྀࡣ⣙37.5ே࡛๓ᶫᕷࢆࢃࡎ
ୖᅇࡾ┴ෆ᭱ከ࡛࠶ࡿࠋ๓ᶫᕷࡣ㞄᥋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㧗ᓮ㥐ࡣ⩌㤿┴ࡢࢱ࣮࣑ࢼࣝ㥐࡛ࠊJR㧗ᓮ⥺ࡢ⤊╔
㥐࡛ࡶ࠶ࡾࠊಙ㉺ᮏ⥺࣭ୖ㉺⥺࣭୧ẟ⥺࣭ඵ㧗⥺
ᩘከࡃࡢᅾ᮶⥺ࡀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㝣᪂ᖿ
⥺࣭ୖ㉺᪂ᖿ⥺ࡢ㌴㥐ࡶ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ୍᪥ࡢ
㝆ᐈᩘࡣ6ேࡢࡰࡿࠋ㧗ᓮᕷࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅ
ࡤࢀ࡚࠸ࡿሙᡤࡣ㧗ᓮ㥐すཱྀ᪉㠃࡛࠶ࡾࠊ㥐ࡽ⣙
1kmࡢࡇࢁ୰ᚰၟᗑ⾤ࡀ࠶ࡿࡀ๓ᶫᕷྠᵝࠊ
ே㏻ࡾࡣࡲࡤࡽ࡛࠶ࡿࠋすཱྀ㥐๓ࡢ㏻ࡾἢ࠸ࡣᕷ
⾲-1
⿕ㄝ᫂ኚᩘ PLP:

ㄝ
᫂
ኚ
ᩘ

㔞
ⓗ
ኚ
ᩘ

㞟ࡋࡓኚᩘ୍ぴ(1983ᖺ࠾ࡼࡧ2011ᖺ๓ᶫ)

ᆅ౯㻔㻛䟝㻕

㻝㻥㻤㻟ᖺ䜎䛯䛿㻞㻜㻝㻝ᖺබ♧ᆅ౯ཬ䜃ᆅ౯ㄪᰝ

FR:

ᐜ✚⋡㻔㻑㻕

ㄪᰝᆅⅬ䛾ᣦᐃᐜ✚⋡

BC:

ᘓ䜊䛔⋡㻔㻑㻕

ㄪᰝᆅⅬ䛾ᣦᐃᘓ䜊䛔⋡

AC:

ᆅ✚㻔䟝㻕

ㄪᰝᆅⅬ୍༊⏬䛾㠃✚

DS:

᭱ᐤ䜚㥐䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕

ㄪᰝᆅⅬ䛛䜙᭱ᐤ䜚㥐䜎䛷䛾㊥㞳

DIST: ๓ᶫ㥐䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕

㻶㻾๓ᶫ㥐䛸䛾㊥㞳

CBD: ୰ᚰၟᗑ⾤䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕

୰ኸ㏻䜚ၟᗑ⾤䛸䛾㊥㞳

KW:

㉁
ⓗ
ኚ
ᩘ

ᙺᡤࠊ⩌㤿㡢ᴦࢭࣥࢱ࣮ࠊᕷ❧ᅗ᭩㤋ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
ၟᴗタࡣ㥐┤⤖ࡋࡓࣔࣥࢺ࣮ࣞࠊ㥐๓ࡣࣅࣈ
ࣞ(2014ᖺ10᭶⌧ᅾࠊ๓㏙ࡢ࣮࢜ࣥࣔࣝᨵ⠏୰
ࡢࡓࡵ㛢ᗑࡋ࡚࠸ࡿ)ࠊ㧘ᓥᒇ࡞ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ㑹
እ࠶ࡿᆺࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮ࡣ㧗ᓮ㥐㏆ࡃ
࢘ࢽࢡࢫ㧗ᓮ(㥔㌴ሙ350ྎ)ࠊ㑹እࡢᲷ㧗⏫
࣮࢜ࣥࣔࣝ㧗ᓮ(㥔㌴ሙ3,700ྎ)ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡲࡓ
⌧ᅾ㧗ᓮ㥐ᮾཱྀ᪉㠃ࡢᰤ⏫ࢆ୰ᚰつᶍ࡞㛤Ⓨ
ᴗࡀィ⏬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢඛᩘᖺ࡛࿘㎶ࡢࡣ
ࡁࡃኚࡍࡿࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋ
ྠᕷࡣ㏆ᖺࠊᒃఫ⪅ேཱྀࡀቑຍഴྥ࠶ࡿࠋ㑹እ
ࡢ㎰ᆅࡀᏯᆅ㌿⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ๓ᶫᕷྠࡌ
࡛࠶ࡿࡀࠊୖ㏙ࡢ㏻ࡾ㧗ᓮ㥐ᮾཱྀഃࡢ㛤Ⓨࡼࡗ
࡚ࠊ๓ᶫᕷẚ୰ᚰᆅ㏆࠸ࡇࢁࡶ᪂ࡋ࠸ఫ
Ꮿᆅࡀ㐀ᡂࡉࢀࡓࡾࠊ㥐࿘㎶㧗ᒙ࣐ࣥࢩࣙࣥࡀᘓ
タࡉࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ

䛡䜔䛝䜴䜷䞊䜽๓ᶫ䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕 ㄪᰝᆅⅬ䛛䜙䛡䜔䛝䜴䜷䞊䜽๓ᶫ䜎䛷䛾㊥㞳䠆

SHIKI: ᩜᓥබᅬ䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕

ㄪᰝᆅⅬ䛛䜙ᩜᓥබᅬ䜎䛷䛾㊥㞳

EL:

ㄪᰝᆅⅬ䛛䜙᭱ᐤ䜚ᑠᏛᰯ䜎䛷䛾㊥㞳

᭱ᐤ䜚ᑠᏛᰯ䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕

GAS: 㒔ᕷ䜺䝇䝎䝭䞊

㒔ᕷ䜺䝇䛜ᩚഛ䛥䜜䛶䛔䜜䜀㻝

SE:

ୗỈ㐨䛜ᩚഛ䛥䜜䛶䛔䜜䜀㻝

ୗỈ㐨䝎䝭䞊

㸨1983ᖺᙜࡣࡇࡢタࡣ࡞ࡃࠊࢲࣁࢶ㌴యࡢᕤሙࡀ❧ᆅࠋ
⾲-2
⿕ㄝ᫂ኚᩘ PLP:

ㄝ
᫂
ኚ
ᩘ

㔞
ⓗ
ኚ
ᩘ

㉁
ⓗ
ኚ
ᩘ

㞟ࡋࡓኚᩘ୍ぴ(1983ᖺ࠾ࡼࡧ2011ᖺ㧗ᓮ)

ᆅ౯㻔㻛䟝㻕

㻝㻥㻤㻟ᖺ䜎䛯䛿㻞㻜㻝㻝ᖺබ♧ᆅ౯ཬ䜃ᆅ౯ㄪᰝ

FR:

ᐜ✚⋡㻔㻑㻕

ㄪᰝᆅⅬ䛾ᣦᐃᐜ✚⋡

BC:

ᘓ䜊䛔⋡㻔㻑㻕

ㄪᰝᆅⅬ䛾ᣦᐃᘓ䜊䛔⋡

AC:

ᆅ✚㻔䟝㻕

ㄪᰝᆅⅬ୍༊⏬䛾㠃✚

DS:

᭱ᐤ䜚㥐䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕

ㄪᰝᆅⅬ䛛䜙᭱ᐤ䜚㥐䜎䛷䛾㊥㞳

DIST: 㧗ᓮ㥐䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕

㻶㻾㧗ᓮ㥐䛸䛾㊥㞳

CBD: ୰ᚰၟᗑ⾤䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕

୰ኸ㖟ᗙၟᗑ⾤䛸䛾㊥㞳

UC:

䜴䝙䜽䝇㧗ᓮ䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕

ㄪᰝᆅⅬ䛛䜙䜴䝙䜽䝇㧗ᓮ䜎䛷䛾㊥㞳䠆

EL:

᭱ᐤ䜚ᑠᏛᰯ䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕

ㄪᰝᆅⅬ䛛䜙᭱ᐤ䜚ᑠᏛᰯ䜎䛷䛾㊥㞳

GAS: 㒔ᕷ䜺䝇䝎䝭䞊

㒔ᕷ䜺䝇䛜ᩚഛ䛥䜜䛶䛔䜜䜀㻝

SE:

ୗỈ㐨䛜ᩚഛ䛥䜜䛶䛔䜜䜀㻝

ୗỈ㐨䝎䝭䞊

㸨1983 ᖺᙜࡣࡇࡢタࡣ࡞ࡃࠊᮌᮦᕷሙࡀ❧ᆅࠋ

㸱㸬ศᯒᡭἲࢹ࣮ࢱ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᆅ౯ࢆࡑࡢㄪᰝᆅⅬࡢᆅ⌮ⓗ᮲௳ࡸ
ࣥࣇࣛ࡞ࡢ࣓ࢽࢸࡢ᭷↓ࠊ᮲௳㛵ࢃࡿኚ
ᩘᅇᖐࡍࡿࡇ࡛ࠊ࣊ࢻࢽࢵࢡ࣭ࣉ࣮ࣟࢳࡼ
ࡿศᯒࢆ⾜࠺ࠋศᯒࢯࣇࢺ࢙࢘ࡣࠕEviews8ࠖࢆ
⏝ࡍࡿࠋ
ࢹ࣮ࢱࡋ࡚ࡣࠊ⿕ㄝ᫂ኚᩘබ♧ᆅ౯ཬࡧ㒔㐨
ᗓ┴ᆅ౯ㄪᰝࢆ⏝࠸ࡿࠋᅇࡣㄪᰝᆅⅬࡢ࠺ࡕࠊ
ఫᒃᆅᇦ⤠ࡗ࡚ศᯒࢆ⾜࠺ࠋࡇࢀࡣၟᴗᆅࡸᕤᴗ
ᆅఫᏯᆅ࡛ࡣᆅ౯ࡢㄝ᫂せᅉࡀ␗࡞ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ᆅ౯ࡢศᕸࡸࢧࣥࣉࣝᩘࢆ⪃៖ࡋࡓ⤖ᯝࠊఫᒃᆅᇦ
⾲-3

⤠ࡗ࡚ศᯒࢆ⾜࠺ࡇࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿุ᩿ࡋࡓࡓ
ࡵ࡛࠶ࡿࠋ㸦ࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊ୰ᚰၟᗑ⾤
࡞ࡢ⪃ᐹ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ┤᥋ࠊၟᴗᆅࡢศᯒࢆࡍ
ࡿࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㸧ᅇࡢࢧࣥࣉࣝᩘࡣࠊ๓ᶫ
ᕷࡢ2011ᖺࡣ58ᆅⅬࠊ1983ᖺࡣ57ᆅⅬࠊ㧗ᓮᕷࡢ
2011ᖺࡣ47ᆅⅬࠊ1983ᖺࡣ57ᆅⅬ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ㄝ᫂ኚᩘࡣබ♧ᆅ౯࣭㒔㐨ᗓ┴ᆅ౯ㄪᰝࢹ࣮ࢱ
ྵࡲࢀࡿ࡞ኚᩘࠊู㞟ࡋࡓᆅ⌮ⓗኚᩘࢆ⏝
࠸ࡿࡇࡋࠊ⾲-1㸪⾲-2♧ࡍ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ ὀ2) ࠋ
ᘓ࠸⋡࣭ᐜ✚⋡࣭ᆅ✚࣭᭱ᐤࡾ㥐ࡽࡢ㊥㞳࣭㒔
ᕷ࢞ࢫࡢ᭷↓࣭ୗỈ㐨ᩚഛࡢ᭷↓ࡘ࠸࡚ࡣᅜᅵ
㏻┬ࡢᅜᅵᩘ್ሗࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡋ
࡚㞟ࡋࡓࠋ᭱ᐤࡾࡢᑠᏛᰯࡽࡢ㊥㞳ࠊ๓ᶫ㥐

2011ᖺ๓ᶫᕷ㸦ᪧᇦ㸧ࢹ࣮ࢱࡢグ㏙⤫ィ(N=58)
ᖹᆒ

PLP: ᑐᩘኚ䛧䛯ᆅ౯㻔㻛䟝㻕
P:
ᆅ౯㻔㻛䟝㻕
FR:
ᐜ✚⋡㻔㻑㻕
BC: ᘓ䜊䛔⋡㻔㻑㻕
AC: ᆅ✚㻔䟝㻕
DS: ᭱ᐤ䜚㥐䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕
DIST: ๓ᶫ㥐䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕
CBD: ୰ᚰၟᗑ⾤䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕
KW: 䛡䜔䛝䜴䜷䞊䜽๓ᶫ䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕
SHIKI: ᩜᓥබᅬ䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕
EL:
᭱ᐤ䜚ᑠᏛᰯ䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕
㻿㻱㻦䚷䚷ୗỈ㐨ᩜタ⋡
㻳㻭㻿㻦䚷㒔ᕷ䜺䝇ᩜタ⋡

⾲-4

㻝㻝㻚㻜㻠
㻢㻟㻝㻞㻤
177.9
㻡㻢㻚㻣㻞
㻞㻟㻞㻚㻤
㻞㻚㻜㻢
㻟㻚㻟㻞
㻟㻚㻟㻜
㻟㻚㻠㻠
㻠㻚㻡㻝
㻜㻚㻢㻣
㻥㻢㻚㻡㻡㻑
㻡㻡㻚㻝㻣㻑

1983ᖺ๓ᶫᕷࢹ࣮ࢱࡢグ㏙⤫ィ(N=57)
ᖹᆒ

PLP: ᑐᩘኚ䛧䛯ᆅ౯㻔㻛䟝㻕
P:
ᆅ౯㻔㻛䟝㻕
FR:
ᐜ✚⋡㻔㻑㻕
BC: ᘓ䜊䛔⋡㻔㻑㻕
AC: ᆅ✚㻔䟝㻕
DS: ᭱ᐤ䜚㥐䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕
DIST: ๓ᶫ㥐䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕
CBD: ୰ᚰၟᗑ⾤䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕
KW: 䛡䜔䛝䜴䜷䞊䜽๓ᶫ㻔㻖㻕䛛䜙䛾㊥㞳
SHIKI: ᩜᓥබᅬ䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕
EL:
᭱ᐤ䜚ᑠᏛᰯ䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕
㻿㻱㻦䚷䚷ୗỈ㐨ᩜタ⋡
㻳㻭㻿㻦䚷㒔ᕷ䜺䝇ᩜタ⋡

⾲-5

୰ኸ್
್᭱
᭱ᑠ್
ᶆ‽೫ᕪ
㻝㻝㻚㻜㻠
11.38
㻝㻜㻚㻠㻜
㻜㻚㻝㻥
㻢㻞㻞㻡㻜
㻤㻣㻢㻜㻜
㻟㻞㻣㻜㻜
㻝㻜㻤㻣㻞
㻞㻜㻜㻚㻜
㻞㻜㻜㻚㻜
㻤㻜㻚㻜
㻠㻢㻚㻝
㻢㻜㻚㻜㻜
㻢㻜㻚㻜㻜
㻠㻜㻚㻜㻜
㻣㻚㻟㻡
㻞㻝㻣㻚㻜
㻡㻤㻜㻚㻜
㻝㻞㻜㻚㻜
㻤㻞㻚㻠
㻝㻚㻤㻡
㻢㻚㻟㻜
㻜㻚㻞㻣
㻝㻚㻞㻥
㻟㻚㻜㻡
8.78
㻜㻚㻡㻠
1.89
㻟㻚㻜㻤
8.76
㻜㻚㻥㻜
㻝㻚㻥㻞
3.13
㻤㻚㻡㻣
㻜㻚㻠㻠
1.89
㻠㻚㻟㻣
㻝㻝㻚㻢㻞
㻜㻚㻡㻞
㻞㻚㻢㻢
㻜㻚㻡㻣
㻞㻚㻥㻥
㻜㻚㻝㻝
㻜㻚㻡㻝

11.16
㻣㻞㻢㻥㻢
191.6
㻡㻤㻚㻢㻜
㻞㻢㻠㻚㻞
㻞㻚㻠㻞
㻟㻚㻜㻣
㻟㻚㻜㻢
㻟㻚㻞㻞
㻠㻚㻝㻣
㻜㻚㻢㻞
㻢㻟㻚㻝㻢㻑
㻠㻡㻚㻢㻝㻑

୰ኸ್
್᭱
᭱ᑠ್
ᶆ‽೫ᕪ
㻝㻝㻚㻞㻝
11.79
㻝㻜㻚㻝㻠
㻜㻚㻞㻡
㻣㻟㻤㻜㻜
㻝㻟㻞㻜㻜㻜
㻞㻡㻠㻜㻜
㻝㻣㻜㻣㻥
㻞㻜㻜㻚㻜
㻞㻜㻜㻚㻜
㻤㻜㻚㻜
㻟㻜㻚㻥
㻢㻜㻚㻜㻜
㻢㻜㻚㻜㻜
㻠㻜㻚㻜㻜
㻡㻚㻝㻡
㻞㻞㻢㻚㻜
㻝㻣㻝㻞㻚㻜
㻝㻝㻞㻚㻜
㻞㻝㻜㻚㻝
㻞㻚㻜㻜
㻢㻚㻢㻜
㻜㻚㻣㻜
㻝㻚㻠㻤
㻟㻚㻜㻜
㻤㻚㻜㻜
㻜㻚㻡㻡
㻝㻚㻡㻠
㻞㻚㻣㻣
8.93
㻜㻚㻥㻠
㻝㻚㻡㻣
㻟㻚㻝㻠
㻣㻚㻠㻝
㻜㻚㻟㻣
㻝㻚㻢㻞
㻟㻚㻣㻡
11.86
㻜㻚㻡㻞
㻞㻚㻡㻝
㻜㻚㻡㻤
㻝㻚㻞㻣
㻜㻚㻝㻜
㻜㻚㻟㻟

2011 ᖺ㧗ᓮᕷ㸦ᪧᇦ㸧ࢹ࣮ࢱࡢグ㏙⤫ィ(N=47)
ᖹᆒ

PLP: ᑐᩘኚ䛧䛯ᆅ౯㻔㻛䟝㻕
P:
ᆅ౯㻔㻛䟝㻕
FR:
ᐜ✚⋡㻔㻑㻕
BC: ᘓ䜊䛔⋡㻔㻑㻕
AC: ᆅ✚㻔䟝㻕
DS: ᭱ᐤ䜚㥐䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕
DIST: 㧗ᓮ㥐䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕
CBD: ୰ᚰၟᗑ⾤䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕
UC: 䜴䝙䜽䝇䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕
EL:
᭱ᐤ䜚ᑠᏛᰯ䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕
㻿㻱㻦䚷䚷ୗỈ㐨ᩜタ⋡
㻳㻭㻿㻦䚷㒔ᕷ䜺䝇ᩜタ⋡

㻝㻝㻚㻜㻥
㻢㻢㻡㻝㻡
㻝㻣㻠㻚㻥
㻡㻡㻚㻥㻢
㻞㻟㻝㻚㻝
1.68
㻞㻚㻤㻠
㻞㻚㻣㻤
㻟㻚㻜㻞
㻜㻚㻡㻤
㻥㻣㻚㻤㻣㻑
㻢㻟㻚㻤㻟㻑

୰ኸ್
್᭱
᭱ᑠ್
ᶆ‽೫ᕪ
㻝㻝㻚㻝㻞
㻝㻝㻚㻡㻟
㻝㻜㻚㻢㻜
㻜㻚㻞㻜
㻢㻣㻤㻜㻜
㻝㻜㻞㻜㻜㻜
㻠㻜㻜㻜㻜
13186
㻞㻜㻜㻚㻜
㻞㻜㻜㻚㻜
㻤㻜㻚㻜
㻠㻤㻚㻥
㻢㻜㻚㻜㻜
㻢㻜㻚㻜㻜
㻠㻜㻚㻜㻜
7.98
㻞㻝㻥㻚㻜
㻠㻞㻡㻚㻜
㻝㻝㻥㻚㻜
㻢㻡㻚㻝
㻝㻚㻣㻜
㻠㻚㻞㻜
㻜㻚㻟㻜
㻜㻚㻤㻠
㻞㻚㻤㻤
6.17
㻜㻚㻡㻠
㻝㻚㻠㻝
㻞㻚㻢㻞
㻢㻚㻣㻡
㻜㻚㻠㻝
㻝㻚㻠㻝
㻞㻚㻢㻢
㻣㻚㻟㻜
㻜㻚㻠㻣
1.61
㻜㻚㻡㻥
1.13
㻜㻚㻝㻞
㻜㻚㻞㻞

⾲-6

1983 ᖺ㧗ᓮᕷࢹ࣮ࢱࡢグ㏙⤫ィ(N=57)
ᖹᆒ

PLP:
P:
BC:
FR:
AC:
DS
DIST:
CBD:
UC:
EL:
SE:
GAS:

ᑐᩘኚ䛧䛯ᆅ౯䠄㻛䟝㻕
ᆅ౯䠄㻛䟝㻕
ᐜ✚⋡㻔㻑㻕
ᘓ䜊䛔⋡㻔㻑㻕
ᆅ✚㻔䟝㻕
᭱ᐤ䜚㥐䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕
㧗ᓮ㥐䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕
୰ᚰၟᗑ⾤䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕
䜴䝙䜽䝇䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕
᭱ᐤ䜚ᑠᏛᰯ䛛䜙䛾㊥㞳㻔㼗㼙㻕
ୗỈ㐨ᩜタ⋡㻔㻑㻕
㒔ᕷ䜺䝇ᩜタ⋡㻔㻑㻕

㻝㻝㻚㻝㻠
㻣㻝㻤㻜㻥
176.8
㻡㻢㻚㻝㻠
㻞㻟㻡㻚㻥
㻝㻚㻣㻡
㻞㻚㻥㻠
㻞㻚㻤㻞
㻞㻚㻤㻤
㻜㻚㻡㻥
㻣㻤㻚㻥㻡㻑
㻠㻜㻚㻟㻡㻑

୰ኸ್
್᭱
᭱ᑠ್
ᶆ‽೫ᕪ
㻝㻝㻚㻞㻜
11.81
㻝㻜㻚㻠㻞
㻜㻚㻞㻥
㻣㻟㻟㻜㻜
㻝㻟㻠㻜㻜㻜
㻟㻟㻠㻜㻜
㻞㻜㻡㻜㻢
㻞㻜㻜㻚㻜
㻞㻜㻜㻚㻜
㻤㻜㻚㻜
㻠㻣㻚㻤
㻢㻜㻚㻜㻜
㻢㻜㻚㻜㻜
㻠㻜㻚㻜㻜
7.96
㻞㻝㻤㻚㻜
㻥㻤㻤㻚㻜
㻝㻝㻝㻚㻜
㻝㻝㻥㻚㻡
㻝㻚㻣㻜
㻠㻚㻞㻜
㻜㻚㻝㻟
㻜㻚㻥㻞
㻞㻚㻥㻝
㻢㻚㻜㻢
㻜㻚㻣㻝
1.36
㻞㻚㻢㻢
㻢㻚㻥㻞
㻜㻚㻠㻞
1.37
㻞㻚㻠㻞
7.33
㻜㻚㻠㻡
1.61
㻜㻚㻢㻜
㻝㻚㻝㻠
㻜㻚㻝㻝
㻜㻚㻞㻢

ࡽࡢ㊥㞳ࠊ㧗ᓮ㥐ࡽࡢ㊥㞳ࠊᩜᓥබᅬࡽࡢ㊥㞳ࠊ
ࡅࡸࡁ࢛࣮࢘ࢡ๓ᶫࡽࡢ㊥㞳ࠊ࢘ࢽࢡࢫ㧗ᓮࡽ
ࡢ㊥㞳ࡘ࠸࡚ࡣGISࢯࣇࢺ࢙࢘ࠕMANDARAࠖࢆ⏝
࠸࡚ィ ࡋࡓࠋ⾲-3㹼⾲-6グ㏙⤫ィࢆ♧ࡍࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡲࡎ2011ᖺࡢ๓ᶫᕷࡢఫᒃᆅᇦࡘ
࠸࡚ࠊḟྠ1983ᖺࡘ࠸࡚ࠊࡉࡽ2011ᖺ1983
ᖺࡢ㧗ᓮᕷࡢఫᒃᆅᇦࡘ࠸࡚᥎ᐃࢆ⾜࠺ࠋ࡞࠾ẚ
㍑ࡢࡓࡵࠊ୧ᕷࡶᖹᡂࡢྜే๓ࡢᪧᕷᇦࡢࡳ
ࢆᑐ㇟ࡍࡿࠋ᥎ᐃᘧࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࠾ࡃࠋ

ḟࢆࠊࣁࣇࣥᚋࡢᩘᏐࡣᩚ⌮␒ྕࢆ⾲ࡍ㸧ࠋ
᥎ᐃ M11-0 ࡣࠊㄝ᫂ኚᩘࢆ࡚ධࢀ࡚⾜ࡗࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊCBD㸪KW㸪SHIKI ࡘ࠸࡚ࡣከ㔜
ඹ⥺ᛶࡢၥ㢟ࡀࡁ࠸ࡓࡵ㑅ᢥⓗ⏝࠸ࡓࠋ⮬⏤ᗘ
ㄪᩚ῭ࡳỴᐃಀᩘࡶ 0.75 ᙜ࡚ࡣࡲࡾࡣẚ㍑ⓗⰋ
ዲ࡛࠶ࡗࡓࠋᐜ✚⋡ࡣ 1㸣Ỉ‽࡛᭷ព࡛࠶ࡾࠊ➢ྕ
ࡣࣉࣛࢫ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣᐜ✚⋡ࡀ㧗࠸㧗ᒙᘓ
⠏≀࡞ᅵᆅࢆຠ⋡ⓗ⏝࡛ࡁࡿࡽ࠸࠼ࡿࠋ
ᘓ࠸⋡ࡶ 1㸣Ỉ‽࡛᭷ព࡛࠶ࡾࠊ➢ྕࡣ࣐ࢼࢫ
࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣᗞ࡞ࡢ⥳ᆅࡢྜࡀࡁ࠸
M
Ⰻዲ࡞ఫᏯᆅࡳ࡞ࡉࢀࡿࡇࡀணࡉࢀࡿࡓࡵࠊ
pi =ȕ0 +  ȕm xmi +İi
㸦1㸧 ᘓ࠸⋡ࡀప࠸ᆅ౯ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸
m=1
ࡿࠋᆅ✚㛵ࡋ࡚ࡣ࣐ࢼࢫࡢ⤖ᯝࡀฟࡓࡀࠊ᭷ព
࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ᭱ᐤࡾ㥐ࡽࡢ㊥㞳ࡣࠊ➢ྕࡣ࣐
pi㸸i␒┠ࡢᆅⅬࡢᆅ౯㸦ᑐᩘኚࡋࡓࡶࡢ㸧㸪
ࢼࢫ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ᭷ព࡞⤖ᯝࡣฟࡎࠊఫẸࡣ㕲
ș0㸸ᐃᩘ㡯㸪xmi㸸ྛ≉ᛶࢆ♧ࡍኚᩘ㸪
㐨ࡼࡿ㏻ࢆ㔜せどࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
șm㸸᥎ᐃࡉࢀࡓᅇᖐಀᩘ㸪Ȝi㸸ᨩ㡯࡛࠶ࡿࠋ
๓ᶫ㥐ࡽࡢ㊥㞳ࡣ 1%Ỉ‽࡛᭷ព࡞ࡾࠊ➢ྕࡶ
࣐ࢼࢫ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡇࡽ๓ᶫ㥐ࡀࡁ࡞ồ
㸲㸬ศᯒ⤖ᯝ⪃ᐹ
ᚰຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡶࡳ࠼ࡿࡀࠊᚋ㏙ࡢࡼ࠺
ࡑࢀࡣㄗࡾ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᕷయࡢᆅ౯ᵓ㐀ࢆࡇࡢኚᩘ
(1) 2011 ᖺ๓ᶫᕷࡢᆅ౯㛵ᩘࡢ᥎ィ
ࡢࡳࡀ௦⾲ࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡼࡿࡶࡢࡀ
᥎ᐃ⤖ᯝࡣ⾲-7 ࠾ࡼࡧ⾲-8 ♧ࡍ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࡁ࠸ࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸦ᮏ◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊྛ᥎ᐃ⤖ᯝࢆグྕ࡛ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
M  T ࡣࡑࢀࡒࢀ๓ᶫ㧗ᓮࢆࠊࡑࡢᚋࡢᩘᏐࡣᖺ
⾲-7
ㄝ᫂ኚᩘ
ᐃᩘ㡯

㔞
ⓗ
ኚ
ᩘ

㉁
ⓗ

FR
BC
AC
DS
DIST
CBD
KW
SHIKI
EL
GAS
SE

Adjusted R㻞

᥎ᐃ㻹㻝㻝㻙㻜
ಀᩘ
㼠್
㻝㻝㻚㻥㻠
㻡㻤㻚㻞㻣㻖㻖㻖
㻜㻚㻜㻜㻠㻞
㻟㻚㻥㻡㻖㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻞㻡
㻙㻟㻚㻥㻢㻖㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻟
㻙㻜㻚㻣㻣
㻜㻚㻜㻜㻥㻝
㻜㻚㻣㻤
㻙㻜㻚㻜㻡㻡
㻙㻡㻚㻣㻠㻖㻖㻖

2011 ᖺ๓ᶫᕷ᥎ᐃ⤖ᯝ(1)
᥎ᐃ㻹㻝㻝㻙㻝

ಀᩘ
11.98
㻜㻚㻜㻜㻠㻜
㻙㻜㻚㻜㻞㻡
㻙㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻡
㻜㻚㻜㻜㻟㻥

㻙㻜㻚㻜㻡㻡
㻙㻜㻚㻜㻡㻞

㻙㻜㻚㻜㻤㻢
㻙㻟㻚㻞㻜㻖㻖㻖
㻜㻚㻜㻤㻥
㻟㻚㻠㻝㻖㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻞㻠
㻙㻜㻚㻞㻥
㻜㻚㻣㻡

㼠್
㻡㻥㻚㻞㻞㻖㻖㻖
㻟㻚㻥㻤㻖㻖㻖
㻙㻠㻚㻜㻢㻖㻖㻖
㻙㻜㻚㻟㻢
㻜㻚㻣㻟

᥎ᐃ㻹㻝㻝㻙㻞
ಀᩘ
㼠್
11.86
㻢㻡㻚㻢㻞㻖㻖㻖
㻜㻚㻜㻜㻟㻣
㻟㻚㻥㻣㻖㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻞㻟
㻙㻠㻚㻜㻜㻖㻖㻖

㻙㻢㻚㻢㻥㻖㻖㻖

㻙㻢㻚㻜㻜㻖㻖㻖

㻙㻜㻚㻜㻤㻣
㻙㻟㻚㻜㻝㻖㻖㻖
㻜㻚㻝㻜
㻟㻚㻟㻤㻖㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻟㻜
㻙㻜㻚㻟㻣
㻜㻚㻣㻢

㻙㻜㻚㻜㻥㻜
㻜㻚㻜㻤㻠
㻜㻚㻣㻢

᥎ᐃ㻹㻝㻝㻙㻟
ಀᩘ
㼠್
㻝㻝㻚㻥㻡
㻢㻣㻚㻝㻥㻖㻖㻖
㻜㻚㻜㻜㻠㻞
㻠㻚㻢㻥㻖㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻞㻢
㻙㻠㻚㻣㻢㻖㻖㻖

㻙㻟㻚㻝㻢㻖㻖㻖
㻞㻚㻣㻞㻖㻖㻖

㻙㻜㻚㻜㻡㻟

㻙㻢㻚㻥㻤㻖㻖㻖

㻙㻜㻚㻜㻤㻥
㻜㻚㻝㻜

㻙㻟㻚㻞㻜㻖㻖㻖
㻟㻚㻠㻝㻖㻖㻖

㻜㻚㻣㻣

௨㝆ࡢ⾲࠾࠸࡚ࠊ*, **, *** ࡣࡑࢀࡒࢀ 10%, 5%㸪1%᭷ពࢆ⾲ࡍࠋ

⾲-8
ㄝ᫂ኚᩘ
ᐃᩘ㡯
FR
BC
㔞 DIST
ⓗ
CBD
ኚ
KW
ᩘ
SHIKI
EL

㻜㻚㻜㻜㻟㻣
㻙㻜㻚㻜㻞㻟

㻙㻜㻚㻜㻠㻡

㉁ GAS
Adjusted R

2011 ᖺ๓ᶫᕷ᥎ᐃ⤖ᯝ(2)

᥎ᐃ㻹㻝㻝㻙㻠
ಀᩘ
㼠್
㻝㻝㻚㻥㻜
㻢㻤㻚㻡㻡㻖㻖㻖

㻞

㻠㻚㻞㻠㻖㻖㻖
㻙㻠㻚㻞㻞㻖㻖㻖

᥎ᐃ㻹㻝㻝㻙㻡
ಀᩘ
㼠್
11.93
㻢㻣㻚㻡㻢㻖㻖㻖
㻜㻚㻜㻜㻟㻥
㻙㻜㻚㻜㻞㻠

㻠㻚㻟㻞㻖㻖㻖
㻙㻠㻚㻠㻠㻖㻖㻖

㻙㻜㻚㻜㻠㻟

㻙㻠㻚㻝㻟㻖㻖㻖

EL
㉁ GAS
ⓗ SE
Adjusted R㻞

㻙㻜㻚㻜㻠㻤

㻙㻡㻚㻤㻥㻖㻖㻖

-1.36

㻙㻜㻚㻜㻞㻜
㻙㻜㻚㻜㻣㻟

㻙㻜㻚㻜㻤㻢

㻙㻟㻚㻜㻣㻖㻖

㻙㻜㻚㻜㻝㻞
㻙㻜㻚㻜㻣㻣

㻙㻞㻚㻡㻣㻖㻖
㻙㻟㻚㻜㻣㻖㻖

㻜㻚㻜㻥㻢

㻟㻚㻞㻟㻖㻖㻖

㻜㻚㻜㻤㻥

㻞㻚㻥㻡㻖㻖㻖

㻜㻚㻜㻥㻠

㻟㻚㻝㻣㻖㻖㻖

㻜㻚㻣㻤

㻜㻚㻣㻣

⾲-9

㔞
ⓗ
ኚ
ᩘ

㻠㻚㻞㻤㻖㻖㻖
㻙㻠㻚㻞㻥㻖㻖㻖

㻙㻜㻚㻜㻝㻡

ಀᩘ
㻝㻝㻚㻠㻠
㻙㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻜
㻙㻜㻚㻜㻜㻜㻡㻢
㻙㻜㻚㻜㻜㻟㻜
㻙㻜㻚㻜㻢㻣

ྛタᐃࡢᙜ࡚ࡣࡲࡾࡢࡼࡉࢆẚ㍑ࡍࡿ㝿ࠊࡋ࡚
⮬⏤ᗘㄪᩚ῭ࡳỴᐃಀᩘࡢ್ࢆ⏝࠸ࡿࠋ㸦ࡉࡽࠊ
ሙྜࡼࡗ࡚ࡣ᥎ᐃࡉࢀࡓಀᩘࡢ t ್ࡶุ᩿ᮦᩱ
ࡍࡿ㸧ࠋ
᥎ᐃ⤖ᯝ M11-4㸦⾲-8㸧ࡣࠊ㥐ࡸၟᗑ⾤ࡢ௦ࢃࡾ
ࠊࡑࢀࡽࡽⱝᖸ㞳ࢀࡓሙᡤ࠶ࡾࠊࡘồᚰᛶ
ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡘࡢሙᡤࠊࡅࡸࡁ࢛࢘
࣮ࢡᩜᓥබᅬࢆㄝ᫂ኚᩘࡋ࡚⏝࠸ࡓሙྜࡢ⤖ᯝ
࡛࠶ࡿࠋ๓㏙ࡢࡼ࠺ࠊࡅࡸࡁ࢛࣮࢘ࢡ๓ᶫࡣᆺ
ၟᴗタ࡛౽ᛶࡀ㧗ࡃࠊᩜᓥබᅬࡶࣉࣟࢫ࣏࣮ࢶ
ࡢヨྜࡀ⾜ࢃࢀࡿࠊ⩌㤿┴ࢆ௦⾲ࡍࡿබᅬ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
࿘㎶ࡣ㛩㟼࡞୰࣭㧗⣭ఫᏯ⾤࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡒ
ࢀࡢಀᩘࡢ᭷ពᛶࡣ၏୍ࡢሙᡤ㸦㥐ࡲࡓࡣၟᗑ⾤㸧
ࢆタᐃࡋࡓሙྜࡣ࠾ࡼࡤ࡞࠸ࡀࠊయࡋ࡚ࡣ⮬
⏤ᗘㄪᩚ῭ࡳỴᐃಀᩘࡀୖ᪼ࡍࡿ࡞ࠊᙜ࡚ࡣࡲࡾ
ࡀࡼࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀศࡿࠋࡲࡓࠊM11-5 ࡢࡼ
࠺ࠊሙᡤࢆࡘࡋࡓࡲࡲᩜᓥබᅬࢆၟᗑ⾤⨨
ࡁ࠼࡚ࡳࡿỴᐃಀᩘࡀపୗࡍࡿࠋࡉࡽࠊM116 ࡢࡼ࠺ࡅࡸࡁ࢛࣮࢘ࢡࢆ๓ᶫ㥐⨨ࡁ࠼࡚ࡶࠊ
ࢇᙜ࡚ࡣࡲࡾࡣࡼࡃ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊࡇࢀ
ࡽࡢࡸࡸ㑹እ⨨ࡍࡿࡘࡢሙᡤࡣࠊ㥐ࡸၟᗑ⾤
ྠ⛬ᗘࡲࡓࡣࡑࢀ௨ୖࡢồᚰᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿ㸦ඖࠎ୰ᚰࢆ୍ࡘࡋᐃࡋ࡞࠸タᐃ࡛ࡣࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ศᩓᆺࡢ≧ἣࢆᤊ࠼ࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸㸧ࠋ

㼠್
㻢㻤㻚㻞㻟㻖㻖㻖
㻙㻜㻚㻟㻜㻖㻖㻖
㻙㻢㻚㻝㻡㻖㻖㻖
㻙㻜㻚㻞㻜
㻙㻠㻚㻞㻥㻖㻖㻖

᥎ᐃ㻹㻤㻟㻙㻝
ಀᩘ
㻝㻝㻚㻠㻣
㻙㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻡
㻙㻜㻚㻜㻜㻜㻡㻟
㻙㻜㻚㻜㻝㻟
㻙㻜㻚㻜㻢㻥

㻜㻚㻜㻜㻣㻠
㻜㻚㻜㻝㻜
㻜㻚㻝㻤
㻜㻚㻢㻥

㻜㻚㻣㻤

1983 ᖺ๓ᶫᕷ᥎ᐃ⤖ᯝ(1)

᥎ᐃ㻹㻤㻟㻙㻜

FR
AC
DS
DIST
CBD
KW
SHIKI

㻜㻚㻜㻜㻟㻤
㻙㻜㻚㻜㻞㻟

㻙㻡㻚㻣㻡㻖㻖㻖
㻙㻠㻚㻟㻡㻖㻖㻖
㻙㻞㻚㻡㻥㻖㻖

᭱ᐤࡾᑠᏛᰯࡽࡢ㊥㞳ࡶ 1%Ỉ‽࡛᭷ព࡞ࡗ
ࡓࠋ➢ྕࡣ࣐ࢼࢫ࡛࠶ࡾࠊᑠᏛᰯࡀ㏆࠸ᆅ౯
ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᑠᏛᰯࡣ༢࡞ࡿᩍ⫱ࡢ
ሙ࠸࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㑊㞴ሙᡤࡸ㑅ᣲࡢ㝿ࡢᢞ⚊ᡤ
࡞ࠊఫẸࡗ࡚↓ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ᙺࢆᯝࡓࡋ
࡚࠾ࡾࠊᆅ౯ࣉࣛࢫࡢᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡿࠋ
㒔ᕷ࢞ࢫࢲ࣑࣮ࡶྠᵝ᭷ព࡞⤖ᯝ࡞ࡾࠊண㏻
ࡾ➢ྕࡶࣉࣛࢫ࡞ࡗࡓࠋ㒔ᕷ࢞ࢫࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸
ࡿ᪉ࡀᮍᩚഛࡢᆅⅬࡼࡾࡶᆅ౯ࡀ㧗࠸࠸࠺ࡇ࡛
࠶ࡿࠋୗỈ㐨ࢲ࣑࣮ࡣࠊ᭷ព࡞⤖ᯝࡀฟ࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ➢ྕࡶ࣐ࢼࢫ࡞ࡾࠊணࡉࢀࡿ⤖ᯝࡣᚓࡽ
ࢀ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣㄪᰝᆅⅬࡢୗỈ㐨ᩚഛ⋡ࡀ᪤
㠀ᖖ㧗࠸ࡇ࡞ࡀ⫼ᬒ࠶ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
᥎ᐃ⤖ᯝ M11-1 ࡣࠊM11-0 ࠾࠸࡚๓ᶫ㥐ࡽࡢ
㊥㞳ࡢ௦ࢃࡾ୰ᚰၟᗑ⾤ࡽࡢ㊥㞳ࢆㄝ᫂ኚᩘ
ࡋ࡚⏝࠸ࡓሙྜࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋt ್ࡣⱝᖸ㧗ࡃ࡞ࡾࠊ
㥐ࡼࡾࡶ⏫ࡢ୰ᚰ㒊ࡢ᪉ࡀồᚰຊࡀⱝᖸ㧗࠸ࡇࡀ
᥎ᐹࡉࢀࡿࠋM11-2 ࠾ࡼࡧ M11-3 ࡣࠊM11-0  M111 ࠾࠸࡚᫂ࡽಀᩘࡀ᭷ព࡛࡞࠸ኚᩘࢆ㝖࠸࡚
᥎ᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊయⓗ࡞ഴྥࡣ࠶ࡲࡾኚࢃ
ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡇࡇࡲ࡛ࡢศᯒࡽࡣࠊ୍ぢࠊ๓ᶫ㥐ࡸ୰ᚰၟᗑ
⾤ࡢồᚰᛶࡣపࡃ࡞࠸ࡼ࠺ࡳ࠼ࡿࡀࠊᮏ◊✲ࡢ
㢟࡛ࡣࡼࡾヲࡋࡃ᳨ドࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ௨㝆ࡢศᯒ࡛ࡣࠊ

ㄝ᫂ኚᩘ
ᐃᩘ㡯

᥎ᐃ㻹㻝㻝㻙㻢
ಀᩘ
㼠್
11.89
㻢㻥㻚㻝㻜㻖㻖㻖

㻜㻚㻝㻞
㻜㻚㻞㻝
㻟㻚㻠㻤㻖㻖㻖

㻜㻚㻜㻟㻠
㻜㻚㻜㻟㻤
㻜㻚㻝㻥
㻜㻚㻣㻠

᥎ᐃ㻹㻤㻟㻙㻞

㼠್
ಀᩘ
㻣㻡㻚㻟㻝㻖㻖㻖
㻝㻝㻚㻠㻜
㻙㻜㻚㻣㻟 㻙㻠㻚㻞㻞㽢㻝㻜㼊㻙㻡
㻙㻢㻚㻠㻜㻖㻖㻖
㻙㻝㻚㻜㻞

㼠್
㻡㻞㻚㻟㻟㻖㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻠㻣

㻙㻡㻚㻢㻢㻖㻖㻖

㻜㻚㻢㻝
㻜㻚㻤㻤
㻠㻚㻜㻢㻖㻖㻖

㻙㻜㻚㻜㻢㻡
㻙㻜㻚㻜㻟㻟

㻙㻟㻚㻡㻤㻖㻖㻖
㻙㻟㻚㻜㻣㻖㻖㻖

㻜㻚㻜㻤㻞
㻜㻚㻝㻢

㻜㻚㻥㻥
㻞㻚㻡㻥㻖㻖

㻜㻚㻟㻥

⾲-10
᥎ᐃ㻹㻤㻟㻙㻟
ㄝ᫂ኚᩘ
ᐃᩘ㡯

㔞
ⓗ
ኚ
ᩘ

㉁
ⓗ

ಀᩘ
㻝㻝㻚㻠㻜

FR
DS
DIST
CBD
KW
SHIKI
EL
GAS
SE

Adjusted R㻞

1983 ᖺ๓ᶫᕷ᥎ᐃ⤖ᯝ(2)
᥎ᐃ㻹㻤㻟㻙㻠

㼠್
㻡㻠㻚㻝㻤㻖㻖㻖

㻙㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻝

㻙㻜㻚㻠㻢

㻙㻜㻚㻜㻤㻢
㻙㻜㻚㻜㻜㻡

㻙㻟㻚㻢㻣㻖㻖㻖
㻙㻜㻚㻝㻥

㻜㻚㻜㻤㻟
㻜㻚㻝㻢

㻝㻚㻜㻟
㻞㻚㻢㻝㻖㻖

ಀᩘ
11.39

᥎ᐃ㻹㻤㻟㻙㻡

㼠್
㻡㻟㻚㻡㻡㻖㻖㻖

㻙㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻤

㻙㻜㻚㻞㻜

㻙㻜㻚㻜㻜㻣㻟

㻙㻟㻚㻤㻝㻖㻖㻖

㻙㻜㻚㻜㻞㻞
㻜㻚㻜㻣㻤
㻜㻚㻝㻢

㻜㻚㻠㻟

㻙㻝㻚㻥㻡㻖
㻜㻚㻥㻠
㻞㻚㻡㻢㻖㻖

㻜㻚㻠㻝

⾲-11
᥎ᐃ㼀㻝㻝㻙㻜
ಀᩘ
㼠್
11.98
㻞㻡㻚㻠㻢㻖㻖㻖
㻜㻚㻜㻜㻣㻤
㻞㻚㻤㻣㻖㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻠㻝
㻙㻞㻚㻠㻟㻖㻖
㻜㻚㻜㻜㻜㻢㻥
㻞㻚㻤㻡㻖㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻢㻞
㻙㻟㻚㻜㻞㻖㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻣㻡
㻙㻢㻚㻜㻠㻖㻖㻖

ㄝ᫂ኚᩘ
ᐃᩘ㡯
FR
BC
㔞 AC
ⓗ DS
ኚ DIST
ᩘ CBD
UC
EL
㉁ GAS
ⓗ SE
Adjusted R

㻞

㻙㻜㻚㻝㻞
㻜㻚㻜㻜㻞㻞
㻜㻚㻞㻠㻞
㻜㻚㻣㻠

㻙㻝㻚㻡㻞
㻜㻚㻜㻡㻣
㻞㻚㻜㻡㻖㻖

㼠್

ಀᩘ

㻙㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻝

㻡㻢㻚㻞㻥㻖㻖㻖
㻙㻜㻚㻠㻣

㻙㻜㻚㻜㻤㻥

㻙㻡㻚㻟㻣㻖㻖㻖

㻜㻚㻜㻤㻢
㻜㻚㻝㻢

1.11
㻞㻚㻥㻤㻖㻖㻖

㻜㻚㻠㻠

ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡽࡣࠊ2011 ᖺࡢ๓ᶫᕷ࠾࠸࡚
ࡣ㥐ࡸၟᗑ⾤ࡔࡅࡀồᚰᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡣ࠸࠼ࡎࠊ
୰ᚰ㒊ࡀศᩓⓗ࡞ᵓ㐀࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ
ࠊࡲࡓ᭱ᐤࡾ㥐ࡽࡢ㊥㞳ࡀ᭷ព࡛࡞࠸ࡇࡽࠊ
⮬ື㌴㏻ࡀ࣓ࣥ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
(2) 1983 ᖺ๓ᶫᕷࡢᆅ౯㛵ᩘࡢ᥎ィ
ḟࠊ1983 ᖺࡢ๓ᶫᕷࡢ᥎ᐃ⤖ᯝࢆ᳨ドࡍࡿࠋ
⤖ᯝࡣ⾲-9 ࠾ࡼࡧ⾲-10 ♧ࡍ㏻ࡾ࡞ࡗࡓࠋ
᥎ᐃ M83-0 ࡣࠊ11 ᖺྠᵝ㸦ồᚰຊ௨እࡢ㸧ㄝ᫂
ኚᩘࢆ࡚ධࢀ࡚⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ11 ᖺẚ㍑
ࡍࡿࡓࡵࠊኚᩘࢆྜࢃࡏ࡚࠶ࡿࡀࠊᙜᐜ✚⋡ࡣ
ࢇࡢᆅⅬ࡛ྠࡌࠕ60࡛ࠖ࠶ࡾࠊᅇᖐಀᩘࡢ᥎ᐃ
ࡀ㸦≉␗ᛶࡢࡓࡵ㸧ྍ⬟࡞ࡿࡓࡵ㝖࠸ࡓࠋᆅ✚
ࡣ࣐ࢼࢫ࡛ 1%Ỉ‽࡛᭷ព࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡇ
ࢀࡣ๓㏙ࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋḟࠊ᭱ᐤࡾ㥐ࡽࡢ㊥
㞳ࡔࡀࠊ➢ྕࡣ࣐ࢼࢫ࡛࠶ࡗࡓ㸦ࡇࢀࡣ㥐ࡀ㏆࠸
ᆅ౯ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࡀࠊ᭷ព࡞
⤖ᯝࡣᚓࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ᭷ព࡛࡞ࡗࡓࡢࡣ๓㏙ࡢ
࠾ࡾ⮬ື㌴♫࡞ࡢࡓࡵᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡢ᥎
ᐃ࡛ࡣ 11 ᖺẚ࡚ t ್ࡢ⤯ᑐ್ࡀⱝᖸࡁࡃ࡞
ࡿሙྜࡀ࠶ࡾ㸦M83-6 ࡢࡼ࠺ࠊࡇࡢኚᩘࡔࡅṧࡍ

ಀᩘ
11.39

᥎ᐃ㻹㻤㻟㻙㻢
㼠್

11.13
㻙㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻢
㻙㻜㻚㻜㻟㻠

㻠㻟㻚㻢㻜㻖㻖㻖
㻙㻜㻚㻝㻡
㻙㻝㻚㻡㻠

㻜㻚㻜㻤㻝
㻜㻚㻞㻝

㻜㻚㻤㻢
㻟㻚㻞㻜㻖㻖㻖

㻜㻚㻝㻣

ࠕ15%᭷ពࠖ࡞ࡿሙྜࡶ࠶ࡿ㸧⌧ᅾࡼࡾࡣᙜ
ࡢ࠺ࡀ㕲㐨㏻ࡢᙳ㡪ຊࡀࡁࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࠋ๓ᶫ㥐ࡽࡢ㊥㞳ࡣ 5%Ỉ‽࡛᭷ព࡞ࡾࠊ➢
ྕࡶ࣐ࢼࢫ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ๓ᶫ㥐ࡢ௦ࢃࡾၟ
ᗑ⾤ࢆ⏝࠸ࡓ M83-1 ࡢ⤖ᯝࡶࡰྠᵝ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡅࡸࡁ࢛࣮࢘ࢡᩜᓥබᅬࢆ୰ᚰࡋࡓ᥎ᐃ M
83-2 ࡢ⤖ᯝࡣࠊ᭷ព࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢ 2011 ᖺࡢࢣ
࣮ࢫ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࢆၟᗑ⾤ࡸ๓
ᶫ㥐⨨ࡁ࠼ࡓ⤖ᯝ M83-3, M83-4 ࡛ࡣࠊၟᗑ⾤
ࡸ๓ᶫ㥐ࡢồᚰຊࡢ᪉ࡀ᫂ࡽࡁࡗࡓࠋࡼࡗ
࡚ 83 ᖺ࠾࠸࡚ࡣ୰ᚰ㒊ࡢồᚰຊࡢ᪉ࡀẚ㍑ⓗ㧗
ࡃࠊࡑࡢᚋࡑࢀࡀḟ➨ኻࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇࡀ᥎ᐹࡉ
ࢀࡿࠋ⤖ᒁࡢࡇࢁࠊ83 ᖺ㛵ࡋ࡚ࡣࠊẚ㍑ⓗᙜ
࡚ࡣࡲࡾࡀࡼࡗࡓ᥎ᐃࡣࠊ༢ၟᗑ⾤ࢆ၏୍ࡢ୰
ᚰࡍࡿ᥎ᐃ M83-1 ࡸ M83-5 ࡛࠶ࡗࡓࠋ
࡞࠾ࠊయࢆ㏻ࡋ࡚᭱ᐤࡾᑠᏛᰯࡽࡢ㊥㞳ࡣ᭷
ព࡞⤖ᯝࡀฟࡎࠊ➢ྕࡶࣉࣛࢫ࡛࠶ࡗࡓࠋ㒔ᕷ࢞ࢫ
ࢲ࣑࣮ୗỈ㐨ࢲ࣑࣮ࡣ࠸ࡃࡘࡢ᥎ᐃ࡛᭷ព࡞
ࡾࠊࣥࣇࣛᩚഛࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓᙜࠊࡑ࠺ࡋࡓ
ሙᡤࡢᆅ౯ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ୍⯡
ⓗࠊ1983 ᖺࡢ᥎ᐃࡣ 2011 ᖺẚ࠶ࡲࡾᙜ࡚ࡣ

2011 ᖺ㧗ᓮᕷ᥎ᐃ⤖ᯝ

᥎ᐃ㼀㻝㻝㻙㻝
ಀᩘ
㼠್
11.98
㻞㻡㻚㻤㻜㻖㻖㻖
㻜㻚㻜㻜㻣㻤
㻞㻚㻥㻠㻖㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻠㻜
㻙㻞㻚㻠㻤㻖㻖
㻜㻚㻜㻜㻜㻢㻥
㻞㻚㻤㻥㻖㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻢㻞 㻙㻟㻚㻝㻠㻖㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻣㻢 㻙㻢㻚㻢㻜㻖㻖㻖

㻙㻜㻚㻝㻞
㻜㻚㻞㻠㻞
㻜㻚㻣㻡

㻙㻝㻚㻢㻞
㻞㻚㻝㻜㻖㻖

᥎ᐃ㼀㻝㻝㻙㻞
ಀᩘ
㼠್
㻝㻝㻚㻣㻡
㻞㻞㻚㻟㻢㻖㻖㻖
㻜㻚㻜㻜㻢㻣
㻞㻚㻞㻞㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻟㻟
㻙㻝㻚㻣㻣㻖
㻜㻚㻜㻜㻜㻢㻡
㻞㻚㻠㻜㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻡㻡
㻙㻞㻚㻠㻢㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻢㻢

㻙㻡㻚㻜㻣㻖㻖㻖

㻙㻜㻚㻝㻟

㻙㻝㻚㻡㻢

㻜㻚㻞㻝
㻜㻚㻢㻤

㻝㻚㻢㻜

᥎ᐃ㼀㻝㻝㻙㻟
ಀᩘ
㼠್
㻝㻝㻚㻥㻞
㻞㻠㻚㻤㻤㻖㻖㻖
㻜㻚㻜㻜㻣㻟
㻞㻚㻢㻡㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻟㻤
㻙㻞㻚㻞㻝㻖㻖
㻜㻚㻜㻜㻜㻢㻢
㻞㻚㻣㻞㻖㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻡㻥
㻙㻞㻚㻤㻝㻖㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻣㻝

㻙㻠㻚㻥㻣㻖㻖㻖

㻙㻜㻚㻜㻜㻣㻡
㻙㻜㻚㻝㻞

㻙㻜㻚㻡㻥
㻙㻝㻚㻢㻜

㻜㻚㻞㻠
㻜㻚㻣㻠

㻞㻚㻜㻝㻖

⾲-12
᥎ᐃ㼀㻤㻟㻙㻜
ㄝ᫂ኚᩘ
ᐃᩘ㡯
FR
AC
㔞 DS
ⓗ
DIST
ኚ
ᩘ CBD
UC
EL
㉁ GAS
ⓗ SE
Adjusted R㻞

ಀᩘ
㻝㻝㻚㻞㻠
㻜㻚㻜㻜㻝㻝
㻙㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻞
㻙㻜㻚㻝㻝
㻙㻜㻚㻜㻥㻟

㻙㻜㻚㻜㻢㻟
㻜㻚㻜㻣㻣
㻜㻚㻞㻡
㻜㻚㻣㻝

1983 ᖺ㧗ᓮᕷ᥎ᐃ⤖ᯝ

᥎ᐃ㼀㻤㻟㻙㻝

㼠್
㻢㻢㻚㻣㻥㻖㻖㻖
㻞㻚㻝㻣㻖㻖
㻙㻜㻚㻢㻞
㻙㻠㻚㻜㻟㻖㻖㻖
㻙㻡㻚㻞㻟㻖㻖㻖

㻙㻜㻚㻣㻟
㻝㻚㻠㻣
㻠㻚㻜㻥㻖㻖㻖

ಀᩘ
㻝㻝㻚㻟㻞
㻜㻚㻜㻜㻝㻞
㻙㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻠
㻙㻜㻚㻝㻞
㻙㻜㻚㻝㻜

㼠್
㻢㻥㻚㻥㻞㻖㻖㻖
㻞㻚㻟㻟㻖㻖
㻙㻜㻚㻣㻠
㻙㻠㻚㻣㻥㻖㻖㻖

᥎ᐃ㼀㻤㻟㻙㻞
ಀᩘ
㼠್
㻝㻝㻚㻞㻡
㻢㻥㻚㻡㻟㻖㻖㻖
㻜㻚㻜㻜㻝㻠
㻞㻚㻣㻡㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻠
㻙㻜㻚㻣㻜
㻙㻜㻚㻝㻞 㻙㻠㻚㻢㻝㻖㻖㻖

᥎ᐃ㼀㻤㻟㻙㻟
ಀᩘ
㼠್
11.37
㻣㻝㻚㻟㻜㻖㻖㻖
㻜㻚㻜㻜㻝㻟
㻞㻚㻡㻜㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻤
㻙㻜㻚㻥㻢
㻙㻜㻚㻝㻝
㻙㻠㻚㻡㻢㻖㻖㻖

㻙㻢㻚㻜㻢㻖㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻥㻣

㻙㻡㻚㻣㻝㻖㻖㻖

㻙㻜㻚㻥㻠

㻙㻜㻚㻜㻢㻥

㻙㻜㻚㻣㻤

㻠㻚㻝㻥㻖㻖㻖
㻜㻚㻞㻡
㻜㻚㻣㻜

㻜㻚㻞㻡

㻟㻚㻥㻝㻖㻖㻖

㻙㻜㻚㻜㻤㻝

ࡲࡾࡢⰋ࠸⤖ᯝࡣ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
௨ୖࢆࡲࡵࡿࠊ1983 ᖺࡢ๓ᶫᕷࡣࠊ2011 ᖺ
ẚࡿࡲࡔ㕲㐨㥐ࡸၟᗑ⾤ࡢồᚰຊࡀ࠶ࡾࠊࢥ
ࣥࣃࢡࢺ࡞⾤࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
(3) 2011 ᖺ㧗ᓮᕷࡢᆅ౯㛵ᩘࡢ᥎ィ
2011 ᖺࡢ㧗ᓮᕷࡢᆅ౯㛵ᩘࡣ⾲-11 ♧ࡍ㏻ࡾ࡛
࠶ࡿࠋT11-0 ࡣㄝ᫂ኚᩘࢆ࡚ධࢀࡓ᥎ᐃ࡛࠶ࡿ
ྛኚᩘࢆぢࡿࠊᐜ✚⋡ࡣ 1%Ỉ‽࡛᭷ព࡞ࡾࠊ
➢ྕࡣࣉࣛࢫ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᘓ࠸⋡㛵ࡋ࡚
ࡶࠊ5%Ỉ‽࡛᭷ព࡞ࡾࠊ➢ྕࡣ࣐ࢼࢫ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᆅ✚ࡣ 1%Ỉ‽࡛᭷ព࡛࠶ࡿࡀࠊ➢ྕࡀࣉࣛࢫ࡞
ࡗࡓࠋ᭱ᐤࡾ㥐ࡽࡢ㊥㞳ࡣ 2011 ᖺⅬࡘ࠸࡚
ࡶ 1%Ỉ‽࡛᭷ព࡛ࠊ➢ྕࡶ࣐ࢼࢫ࡞ࡗࡓࠋࡇ
ࢀࡣ๓ᶫᕷࡢᆅ౯㛵ᩘࡢẚ㍑୍࡛␒ࡁ࡞㐪࠸
ゝ࠼ࡿࠋ⮬ື㌴⋤ᅜゝࢃࢀࡿ⩌㤿┴࠾࠸࡚ࠊ㥐
ࡽࡢ㊥㞳ࡀᆅ౯᭷ពᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡿ㒔ᕷࡣ
⌋ࡋ࠸ࠋ㧗ᓮᕷẸࡀ๓ᶫᕷẸẚࠊ㕲㐨ࡼࡿ
㏻ࢆ㔜せどࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣ㧗ᓮ
㥐࠸࠺ࢱ࣮࣑ࢼࣝ㥐ࡢᏑᅾࡸࠊ㧗ᓮ㥐࣭㧗ᓮၥᒇ
⏫㥐࣭㔝㥐ࡣ୧ẟ⥺࣭࿃ጔ⥺࣭ୖ㉺⥺ࡀࡾධࢀ
ࡋࠊᮏᩘࡀከ࠸ࡇࡸࠊ㧗ᓮ㥐࣭㈡㔝㥐ࡣࡑࡶࡑ
ࡶ㧗ᓮ⥺ࡢᮏᩘࡀ௨ࡢ㊰⥺ẚ࡚ከ࠸ࡇࠊࡲ
ࡓᮾிࡢ㕲㐨࡛㏻ࡍࡿேࡀከ࠸ࡇࡀᙳ㡪ࡋ࡚
࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㧗ᓮ㥐⮬యࡽࡢ㊥㞳ࡶ 1%᭷
ព࡛ࠊ➢ྕࡣ࣐ࢼࢫ࡛࠶ࡗࡓࠋ┴ෆ㝶୍ࡢࢱ࣮࣑
ࢼࣝ㥐㸦㏻⤖⠇Ⅼ㸧࡛࠶ࡾࠊつᶍ࡞㥐ࣅࣝࡸ㥐
๓ⓒ㈌ᗑࠊᐙ㟁㔞㈍ᗑ࡞ࡀ❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽ
ࡶᆅ౯ࣉࣛࢫᙳ㡪ࡍࡿࡇࡣീ㞴ࡃ࡞࠸ࠋ
T11-2 ࡀ♧ࡍࡼ࠺ၟᗑ⾤ࡘ࠸࡚ࡣ᭷ព࡛࠶ࡿ
ࡶࡢࡢ t ್ࡀⱝᖸୗࡀࡾࠊࡸࡸ୰ᚰࡽ㞳ࢀࡓሙᡤ
⨨ࡍࡿ࢘ࢽࢡࢫ㧗ᓮࡢಀᩘࡣࠊ᭷ព࡛ࡣ࡞ࡗ
ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇࡽࠊ㧗ᓮᕷ࡛ࡣ㧗ᓮ㥐ࡀ⌧ᅾࡶ
ồᚰຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࡞࠾ࠊ᭱ᐤࡾᑠᏛᰯࡽࡢ㊥㞳ࡣ➢ྕࡣ࣐ࢼࢫ
࡛࠶ࡿࡀࠊ᭷ព࡞⤖ᯝࡣᚓࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋୗỈ㐨ࢲ
࣑࣮ࡣ࠸ࡃࡘࡢ᥎ᐃ࠾࠸࡚᭷ព࡛ࠊ➢ྕࡶࣉࣛ
ࢫ࡛࠶ࡗࡓࠋ

㻜㻚㻢㻥

㻙㻜㻚㻜㻤㻞

㻙㻠㻚㻟㻝㻖㻖㻖

㻙㻜㻚㻜㻟㻞

㻙㻝㻚㻥㻣㻖

㻙㻜㻚㻝㻜

㻙㻝㻚㻞㻜

㻜㻚㻞㻟
㻜㻚㻣㻞

㻟㻚㻤㻠㻖㻖㻖

(4) 1983 ᖺ㧗ᓮᕷࡢᆅ౯㛵ᩘࡢ᥎ィ
1983ᖺࡢ㧗ᓮᕷࡢᆅ౯㛵ᩘࡣ⾲-12♧ࡍ㏻ࡾ࡛
࠶ࡿࠋ2011ᖺࡢࡶࡢྠᵝࡢഴྥࢆ♧ࡍࡀࠊ㧗ᓮ㥐
ࡸၟᗑ⾤㸦ࡃᚋ⪅㸧ࡢ᭷ពᛶࡣ㧗ࡃࠊ௨๓ࡣ୰
ᚰ㒊ࡢồᚰຊࡀ⌧ᅾࡼࡾࡉࡽࡁࡗࡓࡇࡀ❚
ࢃࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊT83-3࠾࠸࡚ᙜࡲࡔᏑᅾࡋ࡞
ࡗࡓࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔࣝࠊ࢘ࢽࢡࢫ㧗ᓮヱᙜࡍࡿ
ሙᡤࡢಀᩘࡀ10%᭷ព࡞ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡣᙜᡂ㛗
ࡢ⥆࠸࡚࠸ࡓࠊẚ㍑ⓗ㏆ࡃ⨨ࡍࡿ㸦㧗ᓮ㸧ၥᒇ
⏫࡞ࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸳㸬⤖ㄽṧࡉࢀࡓㄢ㢟
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ2011ᖺࡢ๓ᶫᕷ㧗ᓮᕷࠊ1983ᖺࡢ
๓ᶫᕷࡢᆅ౯ࢆ⏝࠸࡚ࠊ࣊ࢻࢽࢵࢡ࣭ࣉ࣮ࣟࢳࢆ
ᛂ⏝ࡋᆅ౯㛵ᩘࡢ᥎ィࢆ⾜ࡗࡓࠋ
యࡋ࡚ࠊྛ㒔ᕷࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅ࿘㎶㒊࠾࠸࡚
࠸ࢃࡺࡿ✵Ὕࡀ㐍⾜ࡋ࡚ࡁࡓ࠸࠺௬ㄝ࠾ࡼࡧ✵
Ὕࡢ≉ᚩࡀ2ࡘࡢ㒔ᕷࡢ㛫࡛␗࡞ࡿ࠸࠺௬ㄝࡣࠊ
ࡰᨭᣢࡉࢀࡓ࠸࠼ࡿࠋ
๓ᶫᕷ࠾࠸࡚ࡣࠊ1983ᖺࡽ2011ᖺࡅ࡚ၟ
ᗑ⾤ࡸ๓ᶫ㥐ࡢồᚰᛶࡀኻࢃࢀࠊࡅࡸࡁ࢛࣮࢘ࢡ๓
ᶫࡸᩜᓥබᅬ࿘㎶࠸ࡗࡓࠊ୰ᚰᆅࡽᑡࡋ㞳ࢀࡓ
ሙᡤồᚰຊࡀ⛣ࡗ࡚࠸ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲ
ࡓࠊᮾிᅪ࡞ࢆᑐ㇟ࡋࡓ㏻ᖖࡢศᯒ࡛ࡣᚲࡎ᭷
ព࡞ࡿ᭱ᐤࡾ㥐㸦๓ᶫ㥐௨እࡢ㥐ࢆྵࡴ㸧ࡽࡢ
㊥㞳ࡀ᭷ព࡞ࡽࡎࠊ⮬ື㌴㏻ࡀ࣓ࣥ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿᆺⓗ࡞ᆅ᪉㒔ᕷࡢᵓ㐀ࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
㧗ᓮᕷ㛵ࡋ࡚ࡶࠊྠᵝ✵Ὕࡢ㐍ࢇࡔࡇࡀ
♧ࡉࢀࡓࡀࠊ᪂ᖿ⥺ࡢ㌴㥐࡛࠶ࡿࡶᅾ᮶⥺
ࡢࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㧗ᓮ㥐ࡢồᚰᛶࡣᮍࡔኻ
ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ࠺ࡀࢃࢀࡓࠋ
࡞࠾ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢศᯒࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ༢୍ࡢ
୰ᚰᆅࢆ௬ᐃࡍࡿ㏻ᖖࡢࣔࢹࣝタᐃ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ」ᩘ
ࡢ୰ᚰᆅࢆᐃࡋ࡚┦ẚ㍑ࡍࡿࠊ࠸࠺ᡭἲࢆ
⏝࠸ࡓࠋ
ᮏ◊✲ࡢᣢࡘᨻ⟇ⓗྵពࡋ࡚ࡣࠊ୰ᚰ㒊ࡢ✵Ὕ
ࡀᆅ౯Ỉ‽࠸࠺ഃ㠃ࡽ≉ᚩࡅࡽࢀࡓࡇ࡛ࠊ
༢୰ᚰ㒊ࡢάᛶᨻ⟇ࡀࡲ࡛௨ୖṇᙜࡉࢀ

ࡿ࠸࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡼࡾ┤᥋ⓗࠊ࣮ࣜࢬࢼࣈࣝ
࡞ᆅ౯Ỉ‽ࢆᛕ㢌࠾࠸ࡓᅵᆅ࣭ᘓ≀ࡢ᭷ຠ⏝ࡸ
㛤Ⓨ࡞ࡀᮃࡲࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊ๓ᶫ࣭㧗ᓮ୧
ᕷࡢ㐪࠸ࢆ⪃៖ࡍࢀࡤࠊ⏬୍ⓗ࡞ᨭ࡛࡞ࡃࠊ๓ᶫ
ᕷ࠾࠸࡚ࡣࡍ࡛୰ᚰ㒊ࡀศᩓⓗᵓ㐀࡞ࡗ࡚࠸
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࠊ㧗ᓮᕷ࠾࠸࡚ࡣᮍࡔ㧗ᓮ
㥐ࡀồᚰᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆᛕ㢌࠾ࡁࠊ࠼ࡤ
๓⪅࠾࠸࡚ࡣ┦ᑐⓗ⮬ື㌴ࡼࡿࢡࢭࢫ㓄
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A Hedonic Analysis on the Centripetal Force around
the Cities of Maebashi and Takasaki:Comparing 2011 with 1983
Kiyoshi YONEMOTO and Shota BANNAI,
Department of Regional Policy, Takasaki City University of Economics
A regional policy on declining city center should take into account spatial variance in deterioration. In
economic analyses, land price is commonly used to characterize the condition of each location. This study
conducts a hedonic analysis by regressing land price on the attributes of land such as the distances from
train station and shopping center, zoning regulation (dummy,) floor-area and coverage ratios. The results
illustrate the structures and regional caharacteristics of the cities. Significance of the railroad station or
central streets is found to be weaker in Maebashi than in Takasaki. Also, in both cities, the centripetal
force is declining.
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農林漁業体験民宿の登録効果と実態の一考察
―新潟県南魚沼市の事例―
犬田 剛
正会員 修士（経済学） （公社）日本農業法人協会（〒102-0084 東京都千代田区二番町9-8）
E-mail:t-inuta@hotmail.co.jp.

１．はじめに

この農村休暇法は，農林漁業体験民宿業を行うこ
とで，農山漁村の健全な発展を図ることを目的とし
グリーン・ツーリズム（以下，GTという）が世
ている．
間に周知されたのは，農林水産省の私的諮問機関と
都市住民を受入れる農業者にとっては，GTを経
して組織されたGT研究会が1992年に公表した報告
営に導入することにより，農産物の生産・販売だけ
書である，「グリーン・ツーリズムの提唱」(以下， でなく，宿泊者に提供する食品の加工という二次産
GT報告書という）による．
業や農業体験等の都市住民へのサービスの提供とい
このGT報告書で，GTは，「緑豊かな農山漁村地
う三次産業という側面を有しており，経営の多角化
域において，その自然，文化，人々との交流を楽し
をはかることができる．
GTは上記のような農業情勢の中で，農家収入を
む滞在型の余暇活動」と定義された．
GT研究会の委員であった宮崎(2002)1)は，GTの目
補完し，経営を安定化させる可能性を有している．
標を，「①農業・農村の活性化，②自然・景観・文
化などの農業・農村の多面的機能の保全，③都市住
２．先行研究と課題の設定
民のゆとりある余暇活動という3つの目標を目指し
ており，当時のリゾート開発とは正反対の方向を示
日本における GT の受け皿として政策的に位置づ
したもの」と説明している．
けられているのが，農村休暇法に基づき登録されて
このリゾート開発とは，1986年に制定された民間
いる農林漁業体験民宿である．
事業者の能力活用による特定施設の整備促進臨時措
ここではまず，日本における農家民宿に関する先
置法(以下，民活法という），1987年に施行された
行研究について触れる．まず，農家民宿の先行研究
総合保養地域整備法(以下，リゾート法という）を
として，大江(2003)2)は，農家民宿の経営上の特徴
指している．
を，「欧州に比べて，1 戸当たりの規模が大きいも
民活法は内需拡大と地方活性化を目的として行政
のの，経営間の格差が大きく，全体として稼働率が
の補助や許認可手続きの簡素可を可能にするもので
低水準にとどまっている」と指摘し，この稼働率の
あり，リゾート法は企業の減税措置などの支援を行
向上を課題としてあげている．
うものである．
また，山崎(2004)3)は，農家民宿等のグリーン・
こうした，民活法及びリゾート法は，国内の製造
ツーリズムが求められる背景の 1 つとして，農業所
業が衰退している中で地域経済の再生と内需拡大を
得の構造的な低下をあげ，副業収入の確保が必要と
図ることを目的としていた．特に，リゾート法は41
なったためと指摘している．
都道府県でその計画が策定され，第三セクター方式
一方，佐藤(2009)4)は，農家民宿の開業経緯など
を中心とした取り組みが全国各地でスタートする．
から，スキー場などの周辺ですでに冬季に民宿業を
しかし，1990年代のバブル経済の崩壊による観光
行っていた農家民宿をスキー民宿転換型，農村休暇
需要の減少により，各地の第三セクターの経営は困
法施行後に開業した農家民宿を新規開業型と整理し
難になり，多くの地域で事業の打ち切りや経営破綻
ている．これらの農家民宿が GT の受け皿として事
がみられた．
業を開始した目的を，スキー民宿転換型が収入減少
こうした，経済・社会情勢の中で，GTが政策的
補完，新規開業型は追加的な収入確保と説明してい
に導入された要因として，リゾート開発の失敗や日
る．
本の乏しい余暇実態に新たな西欧型の余暇文化を取
一方で，山崎(2005）5)は，ドイツやイギリスの実
り入れるという意図があった．
態を踏まえて、日本における農家民宿の推進には，
その後の1995年に「農山漁村滞在型余暇活動のた
農家が副業として行っている民宿に旅館業法等の制
めの基盤整備の促進に関する法律」(以下，農村休
度的基準を守らせる必要があるのか疑問を呈してい
暇法）を施行し，都市と農村との交流促進を施策の
る。このため、「専業のホテル・旅館業と農家の副
対象として位置づけている．
業的施設が共存できるような棲み分けシステムの育
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成」という視点が今後求められると指摘している．
さらに，中尾(2009)6)は，1995 年に施行された農
村休暇法による規制緩和によって開業した農家民宿
の現状について，主業となる農林漁業収入を補完す
る位置付けを有していることを明らかにしている．
一方，桑原(2008)7)は，規模拡大を進めてきた民
宿を対象として，実態分析を行っており，現時点で
はビジネス性の確立が明確になされていないことを
課題としてあげている．
一方で，本稿の研究対象である農林漁業体験民宿
に焦点を当てた先行研究として，犬田(2012)8)は，
登録軒数が多い，新潟県と長野県の 2 県の事例から，
農林漁業体験民宿の所在地と同一市町村内にスキー
場等の有無で分類した場合，スキー場等が近隣にあ
る農林漁業体験民宿は，規模（収容人数，部屋数）
が大きく，体験メニュー数も多い傾向にあることを
明らかにしている．
さらに，犬田(2014)9)では，新潟県南魚沼市を事
例として，農林漁業体験民宿の登録要因として，
「グリーンシーズンの集客確保」や「地域組織に勧
められた」というものが多いことを整理している．
以上のように，政策的に位置づけられた GT の受
け皿である農林漁業体験民宿の登録効果や現状につ
いて明らかにした先行研究は必ずしも多くはない．
こうしたことから，本稿では，農林漁業体験民宿
の登録軒数が全国一多い新潟県南魚沼市の農林漁業
体験民宿に焦点をあて，その登録効果と現状につい
て明らかにする．

３．調査地域の概要
(1)南魚沼市の位置と概要
2004年に六日町と大和町の合併による市制施行で
「南魚沼市」が誕生し，翌年には南魚沼市が塩沢町
を編入合併する形で現在の南魚沼市となる．
同市は南魚沼産コシヒカリを育む肥沃な水田が広
がり，市域を囲む八海山，駒ヶ岳などの名山とそれ
らを源とする多くの渓流や清流など，四季折々の自
然環境に恵まれている．
さらに，日本有数の豪雪地帯の条件を活かしたス
キー場や温泉，レクリエーション施設など多くの観
光資源を有しており，上越新幹線や関越自動車道を
はじめとする幹線道路が整備されており，交通の拠
点としての基盤整備が進められている．
次に，南魚沼市と新潟県の産業別総生産額の構成
比（2008年）を比較してみると，南魚沼市では第1
次産業が総生産額に占める割合(6.8％)は，新潟県の
それ(2.1％)と比較して高い割合を示している．これ
は米を中心とする農業生産額が占める割合の高さを
示しているといえる．
さらに，就業者数構成比における第１次産業の割
合（2008年）は，南魚沼市(15.3％)が新潟県(7.7％)
と比較して高い割合を示し，南魚沼市の第1次産業
就業人口1人当り生産額(306万円)は，新潟県のそれ
(201万円)と比較して高い傾向にある（2008年）．

(2) 新潟県南魚沼市の観光客数の推移と概要
南魚沼市は，市内に 11 カ所のスキー場を有し，
年間約 468 万人(H21 年)の観光入込客数を誇る．年
間の観光客数は図-１のとおりに推移している．新
潟県中越地震の影響で 2004 年に観光客数は激減し
ているが，2009 年には NHK 大河ドラマの「天地人」
が放映されたことにより，舞台となった南魚沼市へ
の観光客数は急増している．
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図-１

南魚沼市の観光客数の推移

度

資料：新潟県『観光動態の概要』各年。
注：1985～2005年までは、旧大和町、旧六日町、旧塩沢町
の金額を合算した数値を使用。

次に，季節別の観光客数の推移を記載する（図2）．
季節別に観光客数の推移をみると，ホワイトシー
ズン(11～4 月)の観光客数は，2002 年以降減少傾向
にある一方，グリーンシーズン(5～10 月)の観光客
数は維持されていることからわかる．
2009 年の急増は，NHK の大河ドラマ「天地人」と
いう特殊要因もあるが，グリーンシーズンの観光客
数がホワイトシーズンの観光客数を上回っている．
このことから南魚沼市の観光産業において，グリ
ーンシーズンの観光客数の重要度が増していること
が伺える．
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南魚沼市のシーズン別観光客数の推移

資料：図-1に同じ.
注：図-1に同じ.
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日本のスキーは 1911 年にオーストリア＝ハンガ
リー帝国のテオドール・エドラー・フォン・レルヒ
少佐がその技術を新潟県高田(現，上越市)で伝授し
たのが始まりとされる．その後，1948 年に群馬県
草津町でスキー場にリフトが設置され，本格的開発
が始まる．
南魚沼市では，1949 年に石打丸山スキー協会が
設立され，1950 年にリフトが開設されたことで，
民宿や旅館を営む経営体が急増する．この民宿は，
農業者が開業したものが中心であった．1950 年代
の民宿の多くが農業者であった要因を桑原(2008)7)
は，産業構造の転換によって遊休化しつつあった山
林や蚕室の有効活用，冬季における雇用・収入源の
確保であったと指摘している．
その後，1980 年代から 1990 年代前半にかけてバ
ブル経済による好景気，リゾートスキー観光客が増
加する．その要因として，積雪地域への高速交通ネ
ットワークの整備，リゾートホテルなどの都市的な
宿泊・飲食サービス施設の増加，日帰りスキー観光
客を対象とした施設の整備が考えられる．
さらに，呉丹(1999)10)は，この時期の農山村地域
の民宿数の変化についても触れ，「1970 年代まで
に開設されたスキー場周辺では，一般的にその新設
は少ない」と指摘している．その理由として，客数
の増加を既存施設の規模拡大により対応したことを
あげている．
この時期に南魚沼市の農家民宿の変化について，
桑原(2008)7)は，「開業当初は空き室や蚕室を利用
した小規模かつ副業的な経営が主流であったが，ス
キー客数の拡大とともに客室や浴室，乾燥室などが
整備され，規模拡大及び専業化が進行した」と指摘
している．そうした中で，1990 年代後半からスキ
ー観光は低迷期に突入する．その背景は，バブル経
済の崩壊による経済的な要因によるスキー観光客の
減少があげられる．
さらに，この時期のスキー観光客の半数は日帰り
でスキー場に訪れている．これは，宿泊客の減少を
意味し，規模拡大を進めた農家民宿の施設稼働率を
低下させることになる．
南魚沼市においても，スキー観光客の入込数は
1992 年度の 349 万人をピークに減少傾向にある．

万350
人
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1997年4月 消費税率引上げ
1997年11月 山一証券自主廃業

250
200
150
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2004年10月 新潟中越地震

0
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南魚沼市のスキー入込客数の推移 年
度
資料：図-1に同じ.

図-3

注：図-1に同じ.

民宿の開業手引きを県で作成した上で公表するなど
している。
一方で、南魚沼市では行政と農協が中心となり，
市内の農業者や宿泊業者に対して，農林漁業体験民
宿への登録を推進している．
こうした夏季の集客確保と行政などの推進活動に
より，2011年2月時点で南魚沼市には全国の市町村
で最多の34軒の農林漁業体験民宿が登録されている．
特に南魚沼市の中でも旧塩沢町に農林漁業体験民
宿が多く立地していることが分かる(表-１)．これは，
旧塩沢町が上記のスキー客の受入を積極的に行って
きた地域であり，元々宿泊施設が多かったこと，行
政(旧塩沢町)と地元農協の出資による塩沢町グリー
ン・ツーリズム推進協議会による支援があったこと
などが大きく影響しており、同市には農林漁業体験
民宿の登録推進体制が整備されていたといえる．

表-1

南魚沼市の宿泊施設と農林漁業体験民宿

宿泊施設
内，農林漁業体験民宿

旧塩沢町
228軒
33軒

その他
57軒
1軒

合

計
285軒
34軒

資料：南魚沼市：市勢要覧データ編，2011．
(財)都市農山漁村交流活性化機構ホームページ．
注：現住所地を旧市町村で分類したもの．

(3) 南魚沼市の農林漁業体験民宿の現状
南魚沼市では1950年代のスキー場開発を契機に冬
季の副業として農家民宿が開業されてきた．そして，
高度経済成長期以降のスキー観光客の増加により，
農家民宿の規模拡大・専業化が進んだ．
しかし，バブル経済の崩壊と日帰りスキー観光客
の増加により，規模拡大した農家民宿の施設稼働率
は低迷することになる．そうした中，夏季の観光客
を確保することを目的としたGTが開始されてきた
のである．
農林漁業体験民宿については、新潟県では県独自
の規制緩和を行うなど推進体制を整備したり、農家
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表-2

アンケート回答先の創業年代と客室数

創業年代
1930年代
1940年代
1950年代
1960年代
1970年代
1980年代
未回答

10室未満
―

10-15室
―

16-20室
1軒

21室以上
―

―
―

2軒
1軒

1軒
1軒

―
―

―
2軒

4軒
1軒

―
―

1軒
1軒

―

2軒

―

―

―

2軒

―

―

資料：筆者アンケート調査結果より作成．
注：アンケート回答者の平均は，客室数15.5部屋，最大収容人
数60.6人
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４．農林漁業体験民宿の登録効果と実態につい
て―南魚沼市のアンケート調査より―
(1)アンケート調査の概要
本節では，南魚沼市の農林漁業体験民宿を登録し
た効果と現状について明らかにする．データは，南
魚沼市の農林漁業体験民宿を対象として実施したア
ンケート調査に基づいている．アンケート調査は，
(財)都市農山漁村交流活性化機構のホームページ上
で農林漁業体験民宿として登録されている南魚沼市
の農林漁業体験民宿を対象に郵送法（調査期間2011
年9月28日～11月5日）により実施した．
アンケートの設問としては、第一に回答者の属性
（創業年、経営者の年齢、従業員数、売上高など）、
第二に農業経営の経営規模や売上高、営農類型、第
三に農林漁業体験民宿の登録の理由・効果を尋ねた。
回収数は，19軒，回収率は55.9％であり，無効回
答は存在しなかったため，有効回答数，有効回答率
も同上となっている。
(2)農林漁業体験民宿の概要
回答先の創業年代と宿泊規模(客室数)は，表-2の
通りである．創業年は，1960年代5軒，1970年代4軒，
1940年代3軒となっており，1960～70年代に多くの
農林漁業体験民宿が創業されていることが分かる．
これは，1950年代にスキー場が開発されたことから，
冬季の民宿業を開業したことが多かったためと考え
られる．
また，宿泊規模(客室数)は，10～15室の12軒が最
も多い．これは，全国の旅館の客室数16.29部屋と
比較しても大きな差はない．こうしたことから，南
魚沼市の農林漁業体験民宿は一般的な宿泊業専業者
と大きな差がない経営規模を有していることが伺え
る．

表-3

宿泊業収入と農産物販売額

宿泊業収入
農産物販売収入
販売無し
100 万円未満
100～300 万円未満
300～500 万円未満
500 万円以上

500 万円
未満
―
2軒
―
―
―

500
～1,500
万円未満
6軒
2軒
2軒
1軒
2軒

1,500
～2,500
万円未満
2軒
1軒
―
―
―

る．
なお、回答があった19軒の内、農産物の生産を全
く行っていない農林漁業体験民宿は2軒であった。
一方で、図-4の通り、回答先が宿泊者等に提供し
ている体験メニューとしては、農業体験が65.6％と
最も多く、自然体験23.3％、食文化体験10.0％とで
あった。
このことから、多くの回答先の多くは、農業体験
を中心として提供していることが分かる。
1%
農業体験

23.3%

食文化体験
自然体験
その他

10.0%

65.6%

図-4 体験提供メニューの種類（複数回答）
資料：表-2に同じ.

(3) 農林漁業体験民宿による効果と実態
a） 農林漁業体験民宿の効果
農林漁業体験民宿に登録したことによる効果につ
いては，図-5の通りである
農林漁業体験民宿の登録前後における，宿泊客数
の変化について，減少した10軒，変わらない5軒，
増加した3軒という結果になった．これは，農林漁
業体験民宿に登録したことによっても減少傾向にあ
る宿泊客を維持することができていないことが考え
られる．
さらに，宿泊客が減少した10軒の内，農業体験等
による収入による補てんができていない民宿が7軒
と，多くの農林漁業体験民宿が，農業体験等を実施
しても減少した収入を補填できていないことが明ら
かになった．

b） 農業体験を開始したことによる実感
次に，農林漁業体験民宿の経営者の実感について
の回答結果は表-4 のとおりである．
資料：表-2 に同じ．
アンケート調査の結果，農林漁業体験民宿の経営
注：回収した 19 軒の内，1 軒は本設問について未回答．
者の実感として最も多かったのは，「農業体験等の
メニューを実施する手間が多い」というものであっ
次に，回答先の宿泊業収入と農産物販売収入の関
係は，表-3のとおりである．宿泊業の収入としては， た．メニューを実施する手間が多いとして回答して
いる農林漁業体験民宿は，11 軒（1 位 8 軒，2 位 3
500～1,500万円未満13軒と回答者の7割超を占めて
軒）であった．
いる．
2 番目に回答が多かったのは，「想定したよりも
一方で農産物販売収入は，販売なし8軒，100万円
収入増加等が見込めていない」という回答である．
未満5軒，と多くの回答者が農産物販売が少ないこ
この回答は，9 軒（1 位 6 軒，2 位 3 軒）が回答し
とが分かる．このことから，回答者の多くが宿泊業
ている．
を主業とした，農林漁業体験民宿が多いことが分か
4
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増加した

3

減少した

10

変らない

農業体験による補填の可否

5

補填できている

0

補填できていない

7

無回答

3

図-5 農林漁業体験民宿を開始後の宿泊客の変化について
資料：表-2 に同じ．
注：1 軒は未回答．

さらに，3番目に多かったのは，「雇用や資材の
表-5 農林漁業体験民宿の改善要望
増加等によりコストが増加した」（2位5軒，3位2軒）
第1位
第2位
第3位
の回答であった．
都市農山漁村交流活性化機構等から

表-4

後向
き回
答

前向
き回
答

の顧客斡旋
体験メニュー開発や人材育成のため
の補助等を通じた支援をしてほしい
ガイドブック等を通じたPRを積極的
に実施してほしい
農林漁業体験に係る設備投資等に補
助・融資制度を整備してほしい
農 林漁業 体験 民宿の 経営ア ドバ イ
ス・分析をしてほしい
農業体験指導者のセミナー開催やア
ドバイザーを派遣してほしい

農林漁業体験民宿を経営する実感

5軒

4軒

－

－

3軒

4軒

4軒

1軒

－

1軒

1軒

3軒

1軒

2軒

1軒

－

－

1軒

4軒

1軒

1軒

1位

2位

3位

農業体験等のメニューを実
施する手間が多い

8軒

3軒

―

想定したよりも収入増加等
が見込めていない

6軒

3軒

―

雇用や資材の増加等により
コストが増加した

―

5軒

2軒

体験者が来ることで地域に
活気が出た

―

―

7軒

その他

都市住民との交流を楽しん
でいる

2軒

―

2軒

資料：表-2 に同じ．
注：回収した19軒の内，4軒は本設問について未回答．

当初想定以上の収入を確保

1軒

2軒

―

交流により祖父母等や女性
が元気になった

―

2軒

1軒

d） 今後最も重視する顧客層
最後に農林業業体験民宿が今後最も重視する顧客
層についての回答結果は，表-6の通りである．
アンケート調査の結果，農林漁業体験民宿の改善
要望として最も多かったのは，「小・中学生（修学
旅行等の体験学習）」の 11 軒であった．
2 番目に回答が多かったのは，「家族連れ」の 6
軒であった．
さらに，3 番目に多かったのは 3 軒が回答してい
る，「定年退職者層（団塊の世代など）」であった．

資料：表-2 に同じ．
注：回収した 19 軒の内，2 軒は本設問について未回答．

c） 農林漁業体験民宿の改善要望
次に農林漁業体験民宿の改善要望についての回答
結果は，表-5の通りである．
アンケート調査の結果，農林漁業体験民宿の改善
要望として最も多かったのは，「都市農山漁村交流
表-6 今後最も重視する顧客層(複数回答）
活性化機構等からの顧客斡旋」というものであった．
顧客斡旋を要望として回答している農林漁業体験民
小・中学生（修学旅行等の体験学習）
11 軒
家族連れ
6軒
宿は，9 軒（1 位 5 軒，2 位 4 軒）であった．
定年退職者層（団塊の世代など）
3軒
2 番目に回答が多かったのは，「体験メニュー開
独身・単身者
1
軒
発や人材育成のための補助等を通じた支援をしてほ
その他
1軒
しい」という回答である．この回答は，7 軒（2 位
資料：表-2 に同じ．
3 軒，第 3 位 4 軒）が回答している．
注：回収した 19 軒の内，1 軒は本設問について未回答．
さらに，3番目に多かったのは5軒が回答している，
「ガイドブック等を通じたPRを積極的に実施してほ
５．結論・今後の検討課題
しい」（1位4軒，2位１軒）と「農林漁業体験に係
る設備投資等に補助・融資制度を整備してほしい」
本稿は農林漁業体験民宿を開始したことによる効
（1位1軒，2位1軒，3位3軒）であった．
果と実態について，以下の点が明らかになった．
なお，改善要望の「その他」を選択した6軒の内、
第 1 は，多くの農林漁業体験民宿で，登録前の宿
2軒は、学校関係の集客数増加や積極的な参加を要
泊者数等の減少を農業体験等で十分に補填できてい
望としてあげている．
ないことである．これは，グリーンシーズンの観光
客等の増加だけでは，十分に補填できる水準とはな
5
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っていないことを意味している．
一方で，少数だが宿泊者数が増加していると回答
した農林漁業体験民宿が 3 軒あったことは，農林漁
業体験民宿に登録することで宿泊客を維持・増加さ
せる効果を有している経営もあることを示している．
今後，こうした農林漁業体験民宿ごとの登録効果の
差異を明らかにすることは今後の課題である．
第 2 は，「体験者が来ることで地域に活気が出た
(出てきた)」(7 軒)，「都市住民との交流を楽しむ
ことができ満足している」(4 軒)，「交流により祖
父母等や地域の女性が元気になった」(3 軒)と回答
した農林漁業体験民宿が存在する点である．これは，
農林漁業体験民宿を開始することによる，社会的な
効果の 1 つとして考えられる．
第 3 は，農林漁業体験民宿の改善要望として，顧
客の斡旋やガイドブック等を通じた PR を積極的に
実施してほしいという回答が多いことである．さら
に体験メニューの開発や人材育成への支援をあげる
回答者もおり，今後はこうした部分での支援策を充
実させることが求められている．
第 4 に今後最も重視する顧客層は，半数以上の農
林漁業体験民宿が，「小・中学生」をあげているこ
とである．
改善要望のその他で回答があった通り，学校等の
宿泊者が地域に分散して宿泊することで，実感とし
て十分な収入を確保できていない可能性がある．こ
の点は，南魚沼市の農林漁業体験民宿に宿泊する
小・中学生の総数を増加させることが課題として考
えられる．
最後に，南魚沼市の農林漁業体験民宿の課題につ
いて，以下で触れておきたい．
第 1 は農業体験などのメニューに手間や費用が多
くかかると感じている経営者が多くいることである．
その要因は，農業体験料金の設定やその人数の少な
さがあげられる．アンケート調査の自由回答欄には，
「小中学生での教育旅行等で，3～4 名の宿泊だと，
利益が見込めない」などの回答があった．
この点は，宿泊業を主業としていることから，少
人数の農業体験などを目的とした宿泊客の対応をす
ることが収益上大きなメリットになっていないこと
を意味している．
第 2 は，集客の確保である．農林漁業体験民宿の
登録前後の宿泊者数についての回答において，10
軒以上は減少傾向にあると回答しており，その内，
7 軒についても農業体験などで減収補填はできてい
ないと回答している．
こうしたことから，農林漁業体験民宿へ登録した
要因であるグリーンシーズンの集客は限定的であり，
スキー観光客の減少基調にある中で，減収補填効果
は大きく期待できてきない．
また，客の斡旋やガイドブック等を通じた PR の
実施を要望している農林漁業体験民宿は多い．
こうした，実態に即して，農林漁業体験民宿の集
客確保を図る方法として、行政は制度の周知徹底と
農林漁業体験民宿として登録することによる政策的
6

誘導（補助や政策融資等の対応）を行うことが必要
である。
GT については、全国各地で様々な取組みが行わ
れている。その際に都市住民等に提供されているの
は、農作物等の収穫体験であり、各地域の特性を生
かした取り組みは多くない。
これからは、その地域でしかできない体験メニュ
ーとして、食文化や自然体験と複合的に絡めたメニ
ューを構築することやリピーターを確保するために
も地域の推進協議会が核となり、農林漁業体験民宿
間で連携して体験メニューのバリエーションを増や
すことで多様化する旅行者のニーズに対応できるよ
うにするべきである。
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ࡢࣃࢱ࣮ࣥศ㢮ࡋࡓ Lew ࡽࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿ 8)㸬
ࡋࡋ㸪ほග㒔ᕷෆࢆᚐṌ࡛ᅇ㐟ࡍࡿṌ⾜ほග⪅
ࡢᅇ㐟⾜ື㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࡲࡔ◊✲ࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸
ࡿ 6)㸬ࡇࡢࢸ࣮࣐࡛⾜ࢃࢀࡓ◊✲ࡋ࡚ࡣ㸪᭱ึ
❧ࡕᐤࡗࡓほග࣏ࣥࢺࡢ⨨ࡀ㸪ࡑࡢᚋࡢほගᅇ
㐟࣮ࣝࢺᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓᶫᮏ
ࡼࡿ◊✲ 9)ࡸ㣕㦌㧗ᒣࢆࡋ࡚ほගᆅࡢゼၥ
ᅇᩘࡢ㐪࠸ࡼࡿほග⾜ືࡢ≉ᚩࢆᣦࡋࡓ⏣୰ࡽ
ࡢ◊✲࡞ࡀ࠶ࡿ 10)㸬
C) GPS ࢆ⏝࠸ࡓほග⾜ືㄪᰝศᯒ
㏆ᖺ㸪⾨ᫍ ࡢ㐍Ṍ ᶵჾࡢᢏ⾡㛤Ⓨࡼ
ࡾ㸪㍍㔞࡛ᑠᆺ࡞ GPS ➃ᮎࡀᬑཬࡋ࡚ࡁࡓ㸬ࡇࡢ GPS
➃ᮎࡀほග⾜ືㄪᰝࡶ⏝ࡉࢀጞࡵ࡚࠸ࡿ㸬ᑠᆺ
GPS ➃ᮎࢆ⏝࠸ࡓほග⪅ࡢ⾜ືㄪᰝࡋ࡚ࡣ㸪㔝ᮧ
ࡽࡀ㙊ᕷࢆゼࢀࡓほග⪅ࢆᑐ㇟ࡋ࡚⾜ࡗࡓ◊✲
ࡀ࠶ࡿ 11) 㸬ࡇࡢ◊✲ࡣ㸪㙊ᕷࢆゼࢀࡓほග⪅ࡢ

GPS ࣟࢢࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋ㸪ほගṌ⾜⪅ὶືࡢྍど
ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ྂ㇂ࡣ㸪⟽᰿ᆅᇦࢆࡋ࡚㸪GPS ᶵ⬟
ࡁᦠᖏ㟁ヰࢆ⏝࠸࡚ほග⾜ືࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓ࣭ศᯒ
ࡋ㸪ほග⾜ືࡢືែศ㢮ἲࢆᥦࡋ࡚࠸ࡿ 12) 㸬
⏣ࡽࡣ㸪ᑠつᶍほගᆅᑐࡍࡿ GPS ࢆ⏝࠸ࡓほග⾜
ືㄪᰝࡢ᭷ຠᛶ GPS ࣟࢢࢹ࣮ࢱᑐࡍࡿ᭦࡞ࡿゎ
ᯒᡭἲ㛤Ⓨࡢᚲせᛶࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ 13)㸬

࠺ㄪᰝᡭἲ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ-3 ཧ↷㸧㸬ㄪᰝෆᐜࡸᑐ㇟⪅
ࡼࡗ࡚ࡣ㸪ㄪᰝ⚊ࢆほග⪅Ώࡋ࡚㸪┤᥋⪺ࡁྲྀ
ࡿ㠃᥋ㄪᰝἲࡋ࡚ᐇࡉࢀࡿࡇࡶ࠶ࡿ㸬
ㄪᰝ⚊ࢆ⏝࠸࡚ほග⾜ືㄪᰝࢆ⾜࠺ሙྜ㸪ㄪᰝࡣ
ᐇ㝿ࡢほග⾜ືᚋ⾜ࢃࢀࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࡓࡵ㸪⿕
ㄪᰝ⪅㸦ほග⪅㸧ࡢグ᠈㐪࠸ࡸグධ₃ࢀ࠸ࡗࡓⅬ
ࡀᠱᛕࡉࢀࡿ 15)㸬ࡲࡓ㸪ㄪᰝ⚊ㄪᰝ࡛ࡣ㸪ほග⪅ࡀ
⾜ືࡋࡓ⨨ሗࡸ㛫ࢆヲ⣽ᤊ࠼ࡿࡇࡀ㞴ࡋ
࠸࠸࠺ㄢ㢟ࡶ࠶ࡿ㸬

㸱㸬ᚑ᮶ࡢほග⾜ືศᯒᡭἲࡑࡢㄢ㢟
ほගᏛศ㔝࡛ࡣ㸪ほග⾜ື㛵ࡍࡿㄪᰝࡀྂࡃ
ࡽ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ㄪᰝ⚊ㄪᰝ GPS ࢆ⏝
࠸ࡓㄪᰝ᪉ἲࢆᴫほࡋ㸪ࡑࡢㄢ㢟ࢆ㏙ࡿ㸬
ᮏ❶࡛ࡣ㸪ᾏ㐨ᑠᶡᕷ࠾࠸࡚ᐇࡋࡓᇶ♏ⓗ
࡞ほග⾜ືㄪᰝ 14)ࢆࡶ㸪GPS ࢆ⏝࠸ࡓほග⾜ື
ㄪᰝࢆᴫほࡍࡿ㸬ᑠᶡᕷࡣ㸪ᾏ㐨すᾏᓊࡢࡰ୰
ኸ⨨ࡋ㸪⣙ 125,000 ே⛬ᗘࡢேཱྀ࡛࠶ࡿ㸬ྠᕷ
ࡣ㸪Ṕྐⓗᘓ㐀≀㸪㐠Ἑ㸪࢞ࣛࢫ〇ရ㸪ࢫ࣮ࢶ࡞
࠸ࡗࡓほග㈨※ࡀ㇏ᐩ࡞ᆅ᪉ࡢᑠつᶍ㒔ᕷ࡛㸪
ᅜ࡛ࡶ᭷ᩘ࡞ほග㒔ᕷࡢࡦࡘ࡛࠶ࡿ 14)㸬
ࡇࡢほග⾜ືᇶ♏ㄪᰝࡢ⠊ᅖࡣ㸪ᑠᶡ㐠Ἑࢆ୰ᚰ
ࡋࡓ࢚ࣜ㸦ᑠᶡ㐠Ἑ࿘㎶࢚ࣜ㸧࡛㸪ᮾす⣙
1.5km㸪༡⣙ 2km ࡢ୰ᑠᶡࢆ௦⾲ࡍࡿほගࢫ࣏ࢵ
ࢺࡀከࡃ❧ᆅࡍࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿ㸬⨨ᅗࡋ࡚㸪࠾࠾
ࡼࡑࡢㄪᰝ⠊ᅖ࡞ࣛࣥࢻ࣐࣮ࢡࢆᅗ-2 ♧ࡍ㸬

(2) ᑠᆺ GPS ➃ᮎࢆ⏝࠸ࡓほග⾜ືㄪᰝ
a) ⾨ᫍ ࡢᴫせ 14)
GPS ࡣ㸪ᆅୖ⣙ 20,200km ୖ✵㓄⨨ࡉࢀࡓ 24 ᶵ
ࡢ⾨ᫍᆅୖタ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬⨨ィ⟬ࡣ㸪4
ᶵࡢ⾨ᫍࡽࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 16)㸬⌧ᅾ
ᕷ㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡿᑠᆺ GPS ➃ᮎ㸦࠼ࡤ㸪ᅗ-4㸧࡛ࡣ㸪
10m㹼20m ࡢ⢭ᗘ࡛ ྍ⬟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 17) 㸬
᪥ᮏ࡛ࡣ㸪‽ኳ㡬⾨ᫍࢩࢫࢸ࣒㸦Quasi-Zenith
Satellite System㸸QZSS㸧ࡢィ⏬ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
‽ኳ㡬⾨ᫍࡣࠕࡳࡕࡧࡁࠖ࠸࠺ྡ⛠࡛ࡤࢀ㸪GPS
ࢆ⿵ࡍࡿࡇ࡛㸪᪥ᮏ㏆࡛ࡢ ⢭ᗘࡢྥୖࢆ
┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸬

(1) ㄪᰝ⚊ㄪᰝ
ㄪᰝ⚊ㄪᰝࡣ㸪㉁ၥࢆグ㍕ࡋࡓㄪᰝ⚊ࢆ⿕ㄪᰝ⪅
㸦ᮏ◊✲࠾࠸࡚ࡣほග⪅㸧Ώࡋ࡚グධࡋ࡚ࡶࡽ

ᅗ -3 ᑠᶡᕷ࠾ࡅࡿㄪᰝ⚊ㄪᰝࡢ

ᅗ -2 ᑠᶡᕷ࠾ࡅࡿほග⾜ືㄪᰝࡢ⠊ᅖ

ᅗ -4 ᑠᆺ GPS ➃ᮎࡢ

[ཧ⪃ᩥ⊩ 14㸧ࡢᅗ 1]

[ཧ⪃ᩥ⊩ 14㸧ࡢᅗ 3]

b) GPS ࣟࢢࢹ࣮ࢱ ⢭ᗘ 14)
ᑠᶡᕷෆ࡛ᐇࡋࡓほග⾜ືࡢᇶ♏ㄪᰝ࡛ࡣ㸪ほ
ග⪅ࡢゎࢆᚓ࡚㸪Ṍ⾜ほග⾜ືࢆᑠᆺ GPS ➃ᮎ࡛
グ㘓ࡋ㸪GPS ࣟࢢࢹ࣮ࢱࡋ࡚ྲྀᚓࡋࡓ㸬ࡇࡢ GPS
ࣟࢢࢹ࣮ࢱࡢࢆᅗ-5 ♧ࡍ㸬⨨ሗࡋ࡚㸪⦋
ᗘ⤒ᗘᶆ㧗㸪ྜࢃࡏ࡚᪥㛵ࡍࡿሗࡀグ㘓ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀศࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ᑠᆺ GPS ➃ᮎࡢ ⢭ᗘࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ㸪
ᐃⅬほ ࡋ࡚㸪ᅛᐃⅬࡼࡿ㐃⥆ほ ࢆᐇࡋࡓ㸬
ほ ᪥ࡣ㸪2011 ᖺ 9 ᭶ 25 ᪥ 14 ࡽ 16  30 ศ
㡭ࡲ࡛ࡢ⣙ 2 㛫 30 ศ࡛㸪ほ ሙᡤࡣᑠᶡᕷሜ⏫ᮏ
㏻ࡾࡢ༡ഃ࡛㸪࠶ࡿᘓ≀ᘓ≀ࡢ㛫ࡢ✵㛫ࡋࡓ㸬
ᅗ-6 ྍどࡋࡓほ ⤖ᯝࢆ♧ࡍ㸬
ᅇ⾜ࡗࡓ㐃⥆ ࠾ࡅࡿᖹᆒㄗᕪࡣ㸪1.60m㸪
᭱ㄗᕪࡣ 3.90m ࡞ࡾ㸪ㄗᕪࡣ 5m ௨ෆࡲࡗ
࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡇࡽ㸪ᑠᶡᕷෆࡢࡼ࠺㧗࠸ᘓ≀
ࡀᑡ࡞ࡅࢀࡤ㸪GPS ࡛ᚓࡽࢀࡿほග⾜ືࢹ࣮ࢱࡢ⢭
ᗘࡣ༑ศ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
c)GIS ࢆ⏝࠸ࡓ GPS ࣟࢢࢹ࣮ࢱࡢྍどศᯒ
ྲྀᚓࡋࡓ GPS ࣟࢢࢹ࣮ࢱࡣ㸪ᆅ⌮ሗࢩࢫࢸ࣒
㸦Geographic Information System㸸௨ୗ㸪GIS㸧ࢆ
⏝࠸࡚ྍどࡍࡿ㸬ᅇࡢᇶ♏ㄪᰝ࡛⏝ࡋࡓᑠᆺ
GPS ➃ᮎࡣ㸪GARMIN ♫ࡢ eTrex Venture HC㸦ᅗ-4
ཧ↷㸧࡛㸪7 ྎࢆ⏝ពࡋࡓ㸬ㄪᰝᮇ㛫ࡣ㸪2011 ᖺ 9
᭶ 17㹼19 ᪥㸪23㹼25 ᪥ࡢィ 6 ᪥㛫࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢ
ᮇ㛫࡛ྲྀᚓ࡛ࡁࡓ GPS ࣟࢢࡣ 32 ࢹ࣮ࢱ࡛㸪
ࡑࡢ࠺ࡕ㸪
ほග⾜ືࡢ㏵୰࡛㏵ษࢀࡎ㸪యࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ࢹ࣮ࢱ㸦᭷ຠࢹ࣮ࢱ㸧ࡣ 23 ࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡗࡓ㸬

᭷ຠࢹ࣮ࢱࡋࡓ 23 ࢹ࣮ࢱࡢ GPS ࣟࢢࢆ GIS ࡛ྍ
どࡋࡓ⤖ᯝࢆᅗ㸫7 ♧ࡍ㸬ࡇࡢᅗࡽṌ⾜ほග
⪅ࡢ⾜ື⠊ᅖࢆᢕᥱࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪GIS ࡢᶵ⬟ࢆ⏝࠸࡚㸪23 ࢹ࣮ࢱࡢ GPS ࣟࢢ
㸦࣏ࣥࢺࢹ࣮ࢱ㸧ᑐࡋ࡚㸪ᖹ㠃ⓗᗈࡀࡾࡢ࠶
ࡿ࣏ࣥࢺࢹ࣮ࢱࡢᐦᗘࢆ㐃⥆ⓗ࡞᭤㠃࡛⾲⌧ࡍࡿ
࣮࢝ࢿࣝᐦᗘ᥎ᐃ 18)19)ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࢆᅗ-8 ♧ࡍ㸬
ࡇࡢᅗࢆࡳࡿ㸪ᑠᶡ㐠Ἑ࿘㎶࢚࡛ࣜࡣ㸪ᑠᶡ
㐠Ἑࢆ═ᮃࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ὸⲡᶫ㏆ࡸࢫ࣮ࢶ
ᗑࡀከࡃ❧ࡕ୪ࢇ࡛࠸ࡿ࣓ࣝ࣊ࣥᕪⅬࡢഃ㧗
ᐦᗘ࡞⟠ᡤࡀ࠶ࡿࡇࡀศࡗࡓ㸬
GIS ࢆ⏝࠸࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡛Ṍ⾜ほ
ග⪅ࡀከࡃ␃ࡋ࡚࠸ࡿሙᡤࢆ࠶ࡿ⛬ᗘุูࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿ㸬
d) GPS ࢆ⏝࠸ࡓほග⾜ືㄪᰝ࠾ࡅࡿㄢ㢟
๓㏙ࡋ࡚ࡁࡓ࠾ࡾ㸪ほග⪅ࡀ⛣ືࡍࡿ㝿㸪ᑠᆺ
GPS ➃ᮎࢆᦠᖏࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡛㸪⨨ሗࡸ้
ሗ࡞࠸ࡗࡓ⣔ิሗࢆྵࢇࡔືⓗ࡞⛣ືࢹ
࣮ࢱࢆྲྀᚓࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ 14)20)㸬

ᅗ -7 GPS ࣟࢢࢹ࣮ࢱᑐࡍࡿ GIS ࢆ⏝࠸ࡓྍど [14]

ᅗ -5 GPS ࣟࢢࢹ࣮ࢱࡢ [ཧ⪃ᩥ⊩ 14㸧ᅗ 10]

ᅗ -6 ᐃⅬほ ࡢ⤖ᯝ [ཧ⪃ᩥ⊩ 14㸧ᅗ 5]

ᅗ -8 GPS ࢹ࣮ࢱᑐࡍࡿ࣮࢝ࢿࣝᐦᗘ᥎ᐃࡢ [15]

ࡋࡋ㸪ࡇࡢㄪᰝᡭἲ࡛ࡣ㸪ከᩘࡢ GPS ࣟࢢࢆྲྀ
ᚓࡍࡿࡓࡵࡣẚ㍑ⓗ㛗ࡵࡢㄪᰝᮇ㛫ࡀᚲせ࡞ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ಶேሗಖㆤࡢព㆑ࡢ㧗ࡲࡾ 21)ࡽ㸪ほග⪅
ࡢ༠ຊࢆᚓࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸࠸࠺ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ㸬
㸲㸬࣐ࣝࢳ࣭࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ࣭ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⏝
࠸ࡓᅇ㐟⾜ືศᯒᡭἲ
ᮏ❶࡛ࡣ㸪๓⠇࡛㏙ࡓほග⾜ື㛵ࡍࡿᚑ᮶ㄪ
ᰝᡭἲࡢㄢ㢟ࢆࡩࡲ࠼㸪࣐ࣝࢳ࣭࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ࣭ࢩ
࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ㸦Multi-Agent Simulation, ௨ୗ㸪
MAS㸧ࢆ⏝࠸ࡓほග⾜ືศᯒ᪉ἲࢆᴫほࡋ㸪Ṍ⾜ほග
ᅇ㐟⾜ືࡢ㐺⏝ࢆ᳨ウࡍࡿ㸬
Ṍ⾜ほග⪅ࡢ⾜ືࢆࣔࢹࣝࡋ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱୖ
࡛࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࡼࡿࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࡇ
ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪ከࡃࡢほග⪅ࡽࡢ༠ຊࢆᚓࡃ࠸
࠸࠺ GPS ほගㄪᰝࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡦࡘࡢ᪉ἲ
࡞ࡾᚓࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬

ᅗ -9 MAS ࡢᴫᛕᅗ
㸦ཧ⪃ᩥ⊩ 23㸧ࡢᅗ-1 ࢆࡶ➹⪅ຍ➹ಟṇ㸧

(1) MAS ࡢᴫせ
a) MAS ࡢ┠ⓗ
MAS ࡣ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱୖࡢ⾜ືయ࡛࠶ࡿ࢚࣮
ࢪ࢙ࣥࢺࡢ⾜ື࣮ࣝࣝࡸ┦స⏝ࢆࣔࢹࣝࡋ࡚グ
㏙ࡋ㸪ࡑࡢࣔࢹࣝࡢࡶ࡛ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡼࡾ
⌧ࢀࡿ⌧㇟ࢆศᯒࡍࡿᡭἲ࡛࠶ࡿ 22)㸬
MAS ࡢ┠ⓗࡢࡦࡘࡣ㸪ே㛫♫ࢆᵓᡂࡍࡿಶே
ྠኈࡢ┦స⏝ࡢ㞟✚ࡀ㸪ྛᵓᡂせ⣲ࡢᛶ㉁ࡽࡣ
┤᥋ᑟࡁฟࡏ࡞࠸ࡼ࠺࡞㸪ᇦⓗ࡞♫ࡢ㇟ࢆ
Ⓨࡍࡿࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿ 23)㸬
MAS ࡢᴫᛕᅗࢆᅗ-9 ♧ࡍ㸬ᅗ-9 ࡢ୰ࡢ࢚࣮ࢪ࢙
ࣥࢺࡣ㸪ෆ㒊⾜ື࣮ࣝࣝࢆᣢࡕ㸪⎔ቃࡸ࢚࣮ࢪ
࢙ࣥࢺ┦స⏝ࡋ࡞ࡀࡽ⾜ືࢆỴᐃࡍࡿ㸬࢚࣮ࢪ
࢙ࣥࢺྠኈࡢ┦స⏝ࡢ㞟✚ࡀᇦⓗ࡞⌧㇟࡞ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ࡑࡢᇦⓗ⌧㇟ࡣ㸪࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࡸ⎔ቃࣇ
࣮ࢻࣂࢵࢡࡉࢀࡿ 23)㸬
b) ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࡢ⾜ື࣮ࣝࣝ 23)
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱୖࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࡢ⾜ືࡣ㸪⎔ቃ
ࡽሗࢆ⋓ᚓࡋ࡚㸪ࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆ⾜࠼ࡤⰋ࠸
ࢆุ᩿ࡍࡿࡼ࠺ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ࡛ᐇࡍࡿࡇ
࡞ࡿ㸦ᅗ-10 ཧ↷㸧㸬
ࡑࡢࡓࡵ㸪࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࡣ㸪ࡲࡎ⎔ቃࡽሗࢆ
⋓ᚓࡋ㸪ࡑࡢⅬࡢ࠾ࡅࡿෆ㒊≧ែẚ㍑ࢆ⾜࠸㸪
ࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆ⾜࠺ࢆỴᐃࡍࡿ㸬⾜ືỴᐃ࣮ࣝ
ࣝࡢసࡾ᪉ࡢ࠺ࡕ㸪᭱ࡶ༢⣧࡞᪉ἲࡣ㸪ࣔࢹࣝタィ
⪅ࡀணࡵ࣮ࣝࣝࢆỴࡵ࡚࠾ࡃᡭἲ࡛࠶ࡿ㸬
ࡢᡭἲࡋ࡚ࡣ㸪࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࡀ⎔ቃࡽ⋓ᚓ
ࡍࡿሗᇶ࡙ࡁ㸪⮬ศ᭷࡞⎔ቃࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓ
ࡵ⾜ື࣮ࣝࣝࢆኚࡉࡏࡿᏛ⩦ᆺ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬

ᅗ -10 ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࡢ⾜ື
㸦ཧ⪃ᩥ⊩ 23㸧ࡢᅗ-6 ࡼࡾᘬ⏝㸧

(2) ᅇ㐟⾜ື㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲
a) Ṍ⾜⪅⾜ືࡢࣔࢹࣝ 24)
ၟᴗᆅᇦෆࡢタ࡞ࡢ᮶ゼ㛵ࡍࡿ⾜ື㑅ᢥ
ࣔࢹࣝࡋ࡚ࡣ㸪ࣁࣇࣔࢹࣝࡸᘬຊᆺࣟࢪࢵࢺࣔࢹ
ࣝ࡞࠸ࡗࡓ✵㛫┦స⏝ࣔࢹࣝࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࡢࣔࢹࣝࡣ㸪༢୍⏝࣭༢୍❧ࡕᐤࡾࢆᐃࡋࡓ
⾜ື㑅ᢥࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿ㸬
୍᪉㸪ᅇ㐟⾜ືࣔࢹࣝࡣࠕከ⏝࣭ከ❧ࡕᐤࡾࢆ
≉ᚩࡍࡿ⾜ື㑅ᢥࣔࢹ࡛ࣝࠖ㸪1980 ᖺ௦௨㝆ᥦ
ࡉࢀࡓᅇ㐟⾜ືࣔࢹࣝࡣ㸪ࠕࡑࡢⅬࡢ㑅ᢥࡀ๓ࡢ
㑅ᢥᒚṔ౫Ꮡࡋ࡞࠸ࠖ࠸࠺⾜ື㑅ᢥࣔࢹ࡛ࣝ࠶
ࡿ㸬ࡋࡋ㸪ᐇ㝿ࡢᅇ㐟⾜ືࢆ⪃࠼ࡿ㸪ࡇࡢ㑅ᢥ
ࣔࢹࣝࡣ㸪ே㛫ࡢ⾜ືᚰ⌮ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࡣゝ࠸
㞴࠸ࡇࡶ࠶ࡾ㸪࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࣔࢹࣝࡢ㐺⏝ࡀ⾜ࢃ
ࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁࡓ㸬
b) ᅇ㐟⾜ື㛵ࡍࡿ MAS ࡢ◊✲
࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡓᅇ㐟⾜ືࡢඛ⾜◊✲
ࡋ࡚ࡣ㸪㒔ᕷࡢၟᴗᆅᇦ࡞࡛ࡢᅇ㐟⾜ື㛵ࡍ
ࡿ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬࠼ࡤ㸪▮㒊ࡣ㸪௬✵㛫

ୖ࡛Ṍ⾜⪅ࡢ㈙࠸≀⾜ື㛵ࡍࡿࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ
ࢆ⾜ࡗ࡚㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆࡶ㸪”ཎᐟ”ࡢ⾤༊ᵓ
㐀ࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿ 25)㸬ࡲࡓ㸪ව⏣ࡽࡣ㸪ྡྂᒇᕷࡢ
㒔ᚰᆅ༊ࢆᑐ㇟ࡋ࡚㸪MAS ࡼࡿ㈙࠸≀ᅇ㐟⾜ື
ࡢศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 26)㸬
୍᪉㸪MAS ࢆ⏝࠸࡚ほග⾜ືࡢศᯒࢆ⾜ࡗࡓ◊✲
ࡋ࡚ࡣ㸪⮬↛ᩥ㑇⏘ᆅᇦࢆᑐ㇟ࡋ࡚ほග⪅ࡢ
⾜ືࢆྍどࡋࡓ Zhang ࡽࡢ◊✲ 27)ࡀ࠶ࡿࡀ㸪
ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
㸳㸬Ṍ⾜ほගᑐࡍࡿ MAS ࢆ⏝࠸ࡓᅇ㐟⾜ືศᯒᡭ
ἲ㐺⏝ࡢ᳨ウ
(1) Ṍ⾜ほගᅇ㐟⾜ື࠾ࡅࡿពᛮỴᐃࣔࢹࣝᵓ⠏
ࡢヨ⾜
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱୖ࡛Ṍ⾜ほග⪅㸦࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ㸧ࡢ
ほග⾜ືࢆ⌧ࡍࡿࡣ㸪ࡑࡢ⾜ືࡢពᛮỴᐃࣔࢹ
ࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡋࡋ㸪ほග⾜ືࡢࣔࢹ
ࣝ㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡣ㸪๓㏙ࡢ࠾ࡾ࠶ࡲࡾぢᙜ
ࡓࡽ࡞࠸㸬
ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ව⏣ࡽࡼࡿၟᴗᆅ༊ෆ࡛
ࡢṌ⾜⪅ᅇ㐟⾜ືࣔࢹࣝ 28) ࢆࡶ㸪Ṍ⾜ほග⪅
ࡢពᛮỴᐃࣔࢹࣝࡢᵓ⠏ࢆヨࡳࡿ㸬
a) ၟᴗᆅ༊ෆ࡛ࡢṌ⾜⪅ᅇ㐟⾜ືࣔࢹࣝ 28)
ࡲࡎ㸪ᅗ-11 ၟᴗᆅ༊ෆ࡛ࡢṌ⾜⪅ᅇ㐟⾜ືࣔ
ࢹࣝࢆ♧ࡍ 26) 28) 㸬ࡇࡢࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪ᅇ㐟⾜ືࢆࠕィ
⏬⾜ື༶ᛂ⾜ືࡢࡘศゎ㸪ࡉࡽ༶ᛂ⾜ືࢆ
௦᭰⾜ື㸪㝶⾜ື㸪༶ᛂṌ⾜ࡢྜィᅄࡘࡢࣞࣖ
࣮ศゎࠖ28)ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࠕィ⏬⾜ືࡣ㸪ࢫ
ࢣࢪ࣮ࣗࣝἢࡗࡓ⾜ື࡛࠶ࡾ㸪༶ᛂ⾜ືࡢ࠺ࡕ௦
᭰⾜ືࡣ㸪ணᐃࡋ࡚࠸ࡓ⏝ࡀ㐩ᡂࡉࢀ࡞࠸㝿
ヨࡳࡿ௦᭰ᗑ⯒❧ࡕᐤࡾ⾜ືࠖ28)ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲ
ࡓ㸪༶ᛂ⾜ືࡢ࠺ࡕ㝶⾜ືࡣ㸪ࠕ௦᭰⾜ື௨እ
ࡢᛮ࠸ࡘࡁࡢᗑ⯒❧ࡕᐤࡾ⾜ື࡛ࠖ㸪༶ᛂṌ⾜ࡣ
ࠕ௦᭰⾜ື௨እࡢᛮ࠸ࡘࡁࡢ⤒㊰㑅ᢥ࡛ࠖ࠶ࡿ㸬
ࡇࡢࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪ᙜึࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝἢࡗ࡚ィ
⏬࠾ࡾᆅ༊ෆᅇ㐟⾜ືࢆࣔࢹ࡛ࣝࡁ㸪ࡲࡓ㸪
ᙜึࡢィ⏬⾜ືࡣ␗࡞ࡗ࡚┠ⓗࡢ㐩ᡂኻᩋࡋࡓ
ሙྜࡢ௦᭰⾜ືࡶࣔࢹ࡛ࣝࡁࡿ㸬࡞࠾㸪ࡇࡢ⾜ື
ࣔࢹࣝ࠾ࡅࡿ⤒㊰㑅ᢥࡣ㸪MAS ࢆᐇ⾜ࡍࡿ㝿࠾
࠸࡚㸪ᙜึࡣ᭱▷⤒㊰ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪
ࡑࡢᚋ㸪ḟᗑ⯒᮶ゼࡲ࡛ࡢవ⿱㛫㏻ࡾࡢ㨩ຊ್
ࢆ⪃៖࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
b) Ṍ⾜ほග⪅ࡢពᛮỴᐃࣔࢹࣝ
ḟ㸪Ṍ⾜ほග⪅ࡢពᛮỴᐃࣔࢹࣝ㛵ࡋ࡚ㄝ᫂
ࡍࡿ㸬ࡇࡢࣔࢹࣝࡣ㸪๓㏙ࡢၟᴗᆅ༊ෆṌ⾜⪅ᅇ㐟
⾜ືࣔࢹࣝࢆ㸪ほග┠ⓗᆅෆࡢṌ⾜ほගᅇ㐟⾜ື
⨨ࡁ࠼࡞ࡀࡽ᳨ウࡋࡓࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿ㸬

ᅗ -11 ၟᴗᆅ༊࠾ࡅࡿṌ⾜⪅ᅇ㐟ࡢ⾜ືࣔࢹࣝ
㸦ཧ⪃ᩥ⊩ 28㸧ࡢᅗ 3 ࢆࡶ㸪୍㒊㸪➹⪅ຍ➹ಟṇ㸧

ᅗ -12 Ṍ⾜ほග⾜ືࡢពᛮỴᐃࣔࢹࣝ
㸦ཧ⪃ᩥ⊩ 28㸧ࡢᅗ 3 ࢆࡶ➹⪅సᡂ㸧

Ṍ⾜⪅ᅇ㐟⾜ືṌ⾜ほගᅇ㐟⾜ືࡣ㸪㢮ఝⅬࡀ
ከ࠸㸬ほග⪅ࡣ࠸ࡃࡘࡢࢱࣉࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࡀ㸪ࡑࡢ࠺ࡕ㸪๓ほගィ⏬ࢆ❧ࡋ࡚⾜ືࡍ
ࡿࢱࣉࡢほග⪅ࡢ⾜ືࡣ㸪Ṍ⾜⪅ᅇ㐟⾜ືࣔࢹࣝ
ࡢࠕィ⏬⾜ືࠖ┦ᙜࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ࡲࡓ㸪๓ࡢሗ㞟ࢆ࠶ࡲࡾ⾜ࢃࡎ㸪㒔ᕷほග
ࡋ࡚ࡢ⾤Ṍࡁࢆ㔜どࡍࡿࡼ࠺࡞ࢱࣉࡢほග⪅⾜
ືࡣ㸪ࠕ㝶⾜ືࠖࡸࠕ༶ᛂṌ⾜ࠖࡀᑐᛂࡍࡿࡶࡢ
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬

(2) Ṍ⾜ほගࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ⾜ືࣔࢹࣝ
๓㏙ࡋࡓᅗ-10 ࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ⾜ືࢆࡶ㸪Ṍ
⾜ほග࠾ࡅࡿ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ⾜ືࢆ᳨ウࡍࡿ㸦ᅗ-13
ཧ↷㸧㸬Ṍ⾜ほග࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࡣ㸪ほග┠ⓗᆅ㸦╔
ᆅ㸧ࡢ⎔ቃࡢ୰࡛㸪๓⋓ᚓࡋࡓほගሗ╔ᆅ
࠾࠸࡚⋓ᚓࡋࡓほගሗࢆྜࢃࡏ࡚㸪ほග⾜ືࢆ
Ỵᐃࡋ࡚࠸ࡃ㸬ほගሗྜࢃࡏ࡚㔜せ࡞ࡿࣃࣛ
࣓࣮ࢱࡣ㸪Ṍ⾜ほගࢆ㛤ጞࡋࡓᚋࡢṧࡾ㛫࡛࠶ࡿ㸬
Ṍ⾜ほග⪅ࡢពᛮỴᐃࣔࢹࣝࡢᵓ⠏ᚲせ࡞せ⣲
ࡣ㸪a)⾜ື࣮ࣝࣝ㸦ほගࢫ࣏ࢵࢺ࡞ࡢ⤒㊰㑅ᢥ㸧
 b)ෆ㒊≧ែ㸦ほගࢫ࣏ࢵࢺࡢホ౯࣭㑅ዲ㸧࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࡢ㸰Ⅼࡘ࠸࡚㸪ほග⪅ࡀࡢࡼ࠺࡞ពᛮỴᐃࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࢆㄪᰝࡍࡿ᪉ἲ㛵ࡋ࡚㸪௨ୗ㏙
ࡿ㸬
a)⾜ື࣮ࣝࣝ
Ṍ⾜ほගࡢ⾜ື࣮ࣝࣝࡢᵓ⠏ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪Ṍ⾜
ほග⪅ࡢ GPS ࣟࢢࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋ㸪ࡑࡢࢹ࣮ࢱࢆࡶ
Ṍ⾜ほග࣮ࣝࢺࢆỴᐃࡍࡿ᪉ἲࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢሙ
ྜ㸪ྲྀᚓࡋࡓ GPS ࣟࢢࢹ࣮ࢱࡽᙜヱほගᆅ࠾ࡅ

ᅗ -13 Ṍ⾜ほග࠾ࡅࡿ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ⾜ື

ࡿᆺⓗ࡞Ṍ⾜ほග࣮ࣝࢺࢆᢳฟࡋ㸪ࡑࢀࢆ࡞ほ
ග࣮ࣝࢺࡍࡿ㸬ࡋࡋ㸪ᆺⓗ࡞ほග࣮ࣝࢺࡢᢳ
ฟࡣ㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡲࡲࡗࡓࢹ࣮ࢱᩘࡀᚲせ࡞ࡿ㸬
ࡢ᪉ἲࡋ࡚ࡣ㸪ほග⪅ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࢆᦠᖏ
ࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪ࡑࡢᫎീ࡞ࢆࡶ㸪ᅇ㐟⾜ືࢆỴ
ᐃࡍࡿせᅉࢆᢳฟࡍࡿ᪉ἲࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᅗ-14 㸪
ほග⪅ࢢ࣮ࣝࣉࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࢆΏࡋ㸪ほගࢫ࣏ࢵ
ࢺࡢ⤒㊰㑅ᢥ≧ἣࡸほගሗࡢ⋓ᚓ≧ἣࢆグ㘓ࡍ
ࡿ㝿ࡢ࣓࣮ࢪࢆ♧ࡍ㸬 ࡇࡢࡼ࠺┤᥋ⓗ⾜ືࢆ
ほᐹࡍࡿ᪉ἲࡣ㸪࢚ࢫࣀࢢࣛࣇ࣮ㄪᰝゝࢃࢀ㸪
ほග⾜ື࠾࠸࡚ࡶᶫᮏࡼࡿ◊✲ࡀ࠶ࡿ 29).
b) ほගࢫ࣏ࢵࢺࡢホ౯࣭㑅ዲ
࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࡢ⾜ືࢆỴᐃࡍࡿ㝿㸪ḟྥ࠺ほ
ගࢫ࣏ࢵࢺࢆࡇࡍࡿࢆỴࡵࡿࡓࡵ㸪ࡢ⛬ᗘ
ࡑࡢほගࢫ࣏ࢵࢺ⾜ࡁࡓ࠸ࢆホ౯ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿ㸬MAS ࠾ࡅࡿ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ⾜ື⏝࠸ࡿࡓࡵ
ࡣ㸪๓ほගࢫ࣏ࢵࢺࡢホ౯㸦㨩ຊ್㸧ࢆ▱ࡿᚲ
せࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵࡣ㸪AHP ࢆ⏝࠸ࡿ᪉ἲࡀ⪃࠼
ࡽࢀࡿ㸬
AHP ࡣ㸪ࠕே㛫ࡢ౯್ุ᩿ࢆྲྀࡾධࢀࡓពᛮỴᐃ
ࣔࢹࣝࠖ30) ࡛㸪ࠕホ౯㡯┠ࡢࡑࢀࡒࢀᑐࡍࡿ௦᭰
㛫ࡢ୍ᑐẚ㍑⤖ᯝࡽ㸪⥲ྜホ౯ࢆ⾜࠺ࠖ31) ࡶࡢ
࡛࠶ࡿ㸬
AHP ࡢศᯒ࠾࠸࡚ࡣ㸪ၥ㢟せ⣲ࢆࠕၥ㢟(᭱⤊┠
ᶆ)㸪ホ౯ᇶ‽㸪௦᭰ศࡅ࡚㝵ᒙᵓ㐀ࡋ㸪ၥ㢟
ᛂࡌࡓホ౯ᇶ‽ࡢ㔜せᗘ㸪ホ౯ᇶ‽ࡽࡳࡓ௦
᭰ࡢ㔜せᗘࢆホ౯ࡋ㸪୧⪅ࡢ㔜せᗘࢆ຺ࡋ࡚ព
ᛮỴᐃࢆᩘ್ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛ࠖ࠶ࡿࡉࢀ࡚࠸
ࡿ 32) 33)㸬AHP ࡢලయⓗ࡞㐺⏝ࡋ࡚㸪࠼ࡤ㸪
ほගᆅࡋ࡚ࡢᑠᶡࡢᆅᇦ≉ᛶࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵ
ᕝᮧࡽࡀ⾜ࡗࡓ AHP ࡢ㝵ᒙᵓ㐀 32)ࢆᅗ-15 ♧ࡍ㸬
ほග⪅ࡀࡢ⛬ᗘࡑࡢほගࢫ࣏ࢵࢺ⾜ࡁࡓ࠸㸪
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࡑࡢほගࢫ࣏ࢵࢺࡢ㨩ຊᗘࢆホ౯ࡍࡿࡓ
ࡵ㸪AHP ࢆ⏝࠸ࡓ◊✲ࡀ࠸ࡃࡘ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬
࠼ࡤ㸪ภ㤋ᕷࡢほගࢫ࣏ࢵࢺࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㧗ᶫ
ࡽࡼࡿ◊✲ 34)ࡸᅜࡢせ࡞ Ἠᆅࢆᑐ㇟ࡋ࡚
AHP ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㙊⏣ࡽࡢ◊✲ 31)࡞ࡀ࠶ࡿ㸬

ᅗ -15 AHP ࡢ㝵ᒙᵓ㐀ࡢ
[ཧ⪃ᩥ⊩ 32㸧ࡢᅗ 3]
ᅗ -14 ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝ࣓࣮ࢪ

㸴㸬⪃

ᐹ

(1) MAS ࡢほගᅇ㐟⾜ືศᯒ㐺⏝㝿ࡋ࡚ࡢⅬ
MAS ࢆ⏝࠸ࡓṌ⾜ほග⾜ືศᯒࡢⅬࡋ࡚ࡣ㸪
ほග⪅ࡢゎࡢࡶ㸪ᑠᆺ GPS ➃ᮎ࡞ࢆ⏝࠸࡚㸪
୍ᐃ⛬ᗘࡢᩘ㔞ࡢほග⾜ືࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁࢀࡤ㸪ࡑࡢᐇࢹ࣮ࢱࢆࡶ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ⾜ື
ࣔࢹࣝࢆࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡾ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱୖ࡛
ከᩘࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࢆⓎ⏕ࡉࡏ㸪ከࡃࡢṌ⾜ほග⪅
ᅇ㐟⾜ືࢆ⌧࡛ࡁࡿࡇ࡛࠶ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪」ᩘࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ㛫ࡢ┦స⏝ࢆࣔࢹࣝ
ࡍࡿࡇ࡛㸪࠼ࡤ㸪Ṍ⾜ほග⪅ࡀほගࢫ࣏ࢵࢺ
ࡢ⾜ิࢆぢࡓࡁࡢࡿ⯙࠸ࢆ⌧ࡋ㸪ࡑࡢせᅉࢆ
ศᯒ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬
ࡉࡽ㸪ほගሗ╔┠ࡋࡓሙྜ㸪╔ᆅ࠾ࡅࡿ
ほග⾜ື࠾࠸࡚㸪⋓ᚓࡋࡓほගሗࡢෆᐜࡼࡗ
࡚㸪ほග⾜ືࡀࡢࡼ࠺ኚࡍࡿࡢࢆ࢚࣮ࢪ࢙
ࣥࢺ⾜ື⤌ࡳ㎸ࡴࡇࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪Ṍ⾜ほග⪅
ᑐࡋ࡚㸪ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡢほගሗࢆࡢࡼ࠺࡞ࢱ
࣑ࣥࢢ࡛࠼ࡿࡼࡗ࡚㸪╔ᆅ࠾ࡅࡿほග⾜
ືࡀືⓗࡢࡼ࠺ኚࡍࡿࢆศᯒ࡛ࡁࡿྍ⬟
ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ࡇࡇ࡛㸪ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢ⤖ᯝᑐࡍࡿᐇ㝿ࡢ
Ṍ⾜ほග⾜ືࡢ⌧ᛶࢆ᳨ドࡍࡿᡭẁࡢࡦࡘࡋ
࡚ࡣ㸪3 ❶࡛㏙ࡓ GIS ࡼࡿ࣮࢝ࢿࣝᐦᗘ᥎ᐃࢆ
⏝࠸ࡿ᪉ἲࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ
ୖࡢ」ᩘ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࡢ⾜ື࠾࠸࡚㸪࢚࣮ࢪ࢙ࣥ
ࢺࡀࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱୖ⌧ࡋࡓほග㒔ᕷෆࢆ⾜ືࡍ
ࡿ㝿㸪୍ᐃ㛫㛫㝸㸦࠼ࡤ㸪ᑠᆺ GPS ➃ᮎࢆ⏝࠸
ࡓᐇ⾜ືࢹ࣮ࢱྲྀᚓྠࡌ 5 ⛊㛫㝸㸧࡛࢚࣮ࢪ࢙
ࣥࢺࡢ⨨ሗ㸦ᗙᶆࡢ࣏ࣥࢺࢹ࣮ࢱ㸧ࢆಖᏑࡋ㸪
ࡑࡢ⨨ሗᑐࡋ࡚㸪GIS ࢆ⏝࠸࡚࣮࢝ࢿࣝᐦᗘ
ࢆ᥎ᐃࡍࡿ㸬ࡑࡢ⤖ᯝᐇ㝿ࡢṌ⾜ほග⪅ࡽᚓࡽ
ࢀࡓ GPS ࣟࢢࢹ࣮ࢱ㸦࣏ࣥࢺࢹ࣮ࢱ㸧ࡽồࡵࡓ
࣮࢝ࢿࣝᐦᗘ᥎ᐃࡢ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡛㸪MAS 
ࡼࡿ⌧ᛶࡢ᳨ドࢆ⾜࠺ࡇࡀྍ⬟⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
(2) MAS ࡢṌ⾜ほගᅇ㐟⾜ື㐺⏝㝿ࡋ࡚ࡢㄢ㢟
୍᪉㸪Ṍ⾜ほගᅇ㐟⾜ື MAS ࢆ㐺⏝ࡍࡿ㝿ࡣ㸪
MAS ࢆᐇ⾜ࡍࡿࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱࡢ㑅ᢥࡀ㞴ࡋ࠸࠸࠺
ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ 22)㸬ࡇࢀࡲ࡛」ᩘࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ࣭ࣙࣥ
ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡀ㛤Ⓨࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪⏝⪅ࡢ┠
ⓗ㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱࢆ㑅ᢥࡍࡿᛶ⬟ホ౯
ᣦᶆࡀ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆ㑅ᢥࡍࡿ
ࡣᐜุ᩿࡛᫆ࡁ࡞࠸≧ἣ࠶ࡿ㸬
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᐇ㝿ࡢほගᆅࢆࡋ࡚ࢩ࣑ࣗࣞ
࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࡇࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᚑࡗ࡚㸪GIS
ࢹ࣮ࢱࢆ࣏࣮ࣥࢺ࡛ࡁࡿ MAS ࢯࣇࢺ࢙࢘ࢆࣉࣛ
ࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸㸬

▮㒊ࡣ௬✵㛫ୖ࡛Ṍ⾜⪅ࡢ㈙࠸≀⾜ື㛵ࡍࡿ
ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠺㝿ࡋ࡚㸪MAS ࢯࣇࢺ࢙࢘
ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 25)㸬ࡇࡢẚ㍑᳨ウࡼࡿ㸪
GIS ࢹ࣮ࢱࢆㄞࡳ㎸ࡴࡇࡀྍ⬟࡞ MAS ࢯࣇࢺ࢙࢘
ࡢࡦࡘࡋ࡚㸪ࢩ࢝ࢦᏛ࡛㛤Ⓨࡉࢀࡓ Repast
ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢ MAS ࢯࣇࢺ࢙࢘ࡢࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢゝ
ㄒࡣ Java ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࡢࢯࣇࢺ࢙࢘
ࡣ GIS ࢹ࣮ࢱࡢᶆ‽ᙧᘧ࡛࠶ࡿࢩ࢙࣮ࣉࣇࣝࢆ
࣏࣮ࣥࢺࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛㸪࣏࣮ࣥࢺࡋࡓ GIS
ࢹ࣮ࢱୖ࡛ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࡇࡀฟ᮶ࡿ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 25)㸬
᪥ᮏᅜෆ࡛㛤Ⓨࡉࢀࡓ MAS ࢯࣇࢺ࢙࢘ࡋ࡚ࡣ㸪
artisoc ࡀ࠶ࡿ㸬ࢥ࣮ࢹࣥࢢࡢࡓࡵࡢࣉࣟࢢ࣑ࣛ
ࣥࢢゝㄒࡋ࡚ࡣ㸪⊂⮬ࡢゝㄒࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪
ึᚰ⪅ࡶᢅ࠸ࡸࡍࡃᕤኵࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࡢ
ࢯࣇࢺ࢙࢘ࡣ㸪GIS ࢹ࣮ࢱ㸦㐨㊰୰ᚰ⥺ࢹ࣮ࢱ㸧
ࢆ artisoc ୖ࣏࣮ࣥࢺࡍࡿࢹ࣮ࢱኚࢶ࣮ࣝࡀ
⏝ពࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ㄞࡳ㎸ࢇࡔ GIS ࢹ࣮ࢱୖ࢚࣮ࢪ
࢙ࣥࢺࢆ⾲♧ࡉࡏࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࡢࡼ࠺㸪GIS ࢹ࣮ࢱࢆ࣏࣮ࣥࢺࡋ࡚ࢩ࣑ࣗ
࣮ࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࡇࡀྍ⬟࡞ MAS ࢯࣇࢺ࢙࢘ࡀ
࠸ࡃࡘ㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪”ࡢࢯࣇࢺ࢙࢘ࢆ
ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡋ࡚᥇⏝ࡍࡿ”ࡣ㸪⌧Ⅼ
࠾࠸࡚ࡣ㸪”ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ⎔ቃࡀࡢ⛬ᗘᩚࡗ࡚
࠸ࡿ”࠸ࡗࡓⅬࡸ”ࢥ࣮ࢹࣥࢢࢆ⾜࠺⏝⪅
ࡢࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ⤒㦂”ࡼࡾ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡞ࡿ
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
㸵㸬࠾ࢃࡾ
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪㒔ᕷほග࠾ࡅࡿほගᅇ㐟⾜ືࡘ
࠸࡚㸪ඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡋ㸪ほග⾜ືࡢㄪᰝ◊✲
ࢆࡲࡵࡓ㸬ࡲࡓ㸪㏆ᖺ㸪◊✲ࡀ✚ࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓ GPS ࢆ⏝࠸ࡓほග⾜ືㄪᰝࡢᴫせࢆᾏ㐨ᑠᶡᕷ
࠾ࡅࡿࢆࡶᴫㄝࡍࡿࡶ㸪GPS ࣟࢢ
ࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓࡣ㸪ಶேሗಖㆤព㆑ࡢ㧗ࡲࡾ࡞
ࢆ⫼ᬒࡋ࡚㸪ᒓᛶࢹ࣮ࢱࢆక࠺ከᩘࡢ GPS ࣟࢢࢹ
࣮ࢱࡢྲྀᚓࡀ㞴ࡋ࠸࡞࠸ࡗࡓㄢ㢟ࢆ㏙ࡓ㸬
ࡑࡇ࡛㸪᪂ࡓ࡞Ṍ⾜ほග⪅ࡢᅇ㐟⾜ືศᯒࡢᡭἲ
ࡢࡦࡘࡋ࡚㸪MAS ࢆ⏝࠸ࡓศᯒᡭἲࢆ᳨ウࡋ㸪
ၟᴗᆅ༊࠾ࡅࡿṌ⾜⪅ᅇ㐟⾜ືࣔࢹࣝࢆཧ⪃㸪
╔ᆅ࠾ࡅࡿほගᅇ㐟⾜ືࡢពᛮỴᐃࣔࢹࣝࡢヨ
ࢆ♧ࡋࡓ㸬ྜࢃࡏ࡚㸪࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍ
ࡿࡓࡵᚲせ࡞ࡿࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓ᪉ἲࡘ࠸࡚㸪ඛ
⾜◊✲ࢆࡶ᳨ウࡋࡓ㸬
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪Ṍ⾜ほගᅇ㐟⾜ືศᯒᑐࡋ࡚ࢥࣥࣆ
࣮ࣗࢱ࣭ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡣ㸪ᐇ㝿
ほගࡋ࡚࠸ࡿ㝿ࡢᫎീࢹ࣮ࢱ࠸ࡗࡓ⾜ືࢹ࣮ࢱ
࡞ࢆศᯒࡋ࡚㸪Ṍ⾜ほග⪅ࡢ⾜ື࣮ࣝࣝࡸほග࣏
ࣥࢺ࡞ࢆ㑅ᢥࡍࡿ㝿ࡢホ౯࣮ࣝࣝࢆ᫂ࡽࡋ㸪

ࡑࢀࡽࡢ࣮ࣝࣝࡽṌ⾜ほගᅇ㐟⾜ື࠾ࡅࡿほග
⪅ࡢពᛮỴᐃࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࡀ᭱ࡶ㔜せ࡛࠶
ࡿࡇࡀࢃࡗࡓ㸬
ᚋࡣ㸪ᅇ㐟⾜ື࣮ࣝࣝࡢᵓ⠏ࡸほගࢫ࣏ࢵࢺࡢ
ホ౯ࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪ᑠᆺ GPS ➃ᮎ࡞ࡼࡾほග㒔ᕷ
ෆ࠾ࡅࡿṌ⾜ほග⪅ࡢᅇ㐟⾜ືࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡍࡿ
ࡓࡵࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢㄪᰝᐇ
ࡢ㝿ࡣ㸪ほග⪅ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࢆᦠᖏࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪
ほග┠ⓗᆅෆ࠾࠸࡚㸪”ࡢࡼ࠺࡞ほගሗࢆ⋓
ᚓࡋ࡚࠸ࡿࡢ”㸪ࡲࡓ㸪”ࡑࡢ㝿㸪ࡢࡼ࠺࡞
ᡭẁ࡛ほගሗࢆᚓ࡚࠸ࡿࡢ”࡞࠸ࡗࡓⅬ
㛵ࡋ࡚ࡶศᯒࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࢀࡽࡢศᯒ⤖ᯝᇶ࡙ࡁ㸪Ṍ⾜ほගᅇ㐟⾜ື
࠾ࡅࡿពᛮỴᐃࣔࢹࣝࢆヲ⣽᳨ウࡋ㸪ᐇࢹ࣮ࢱ
ࡢẚ㍑ࡼࡾࣔࢹࣝࡢጇᙜᛶࢆ☜ㄆࡋࡓ࠸㸬ࡲࡓ㸪
ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࢆ⏝࠸ࡓṌ⾜ほග⪅࢚ࢫࣀࢢࣛࣇ࣮
ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡞ࢆ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ⾜ືࣔࢹࣝྲྀࡾ㎸
ࡳ㸪MAS ࡼࡿほගᅇ㐟⾜ືศᯒ⧅ࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸㸬

11) 㔝ᮧᖾᏊ㸪ᓊᮏ㐩ஓ㸸GPS࣭GIS ࢆ⏝࠸ࡓ㙊ᕷ࠾
ࡅࡿほගᐈࡢṌ⾜⾜ືㄪᰝࢡࢸࣅࢸࡢศᯒ㸪
᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ⥲ྜㄽᩥㄅ㸪➨ 4 ྕ㸪pp.72-77㸪2006㸬
12) ྂ㇂▱அ㸸ᦠᖏᆺ⨨ሗ➃ᮎࢆ⏝࠸ࡓほග⾜ືືែ
ࡢ✵㛫ࢹ࣮ࢱ࣐ࢽࣥࢢ㸫⟽᰿ᆅᇦࢆࡋ࡚
㸫㸪㒔ᕷィ⏬ㄽᩥ㞟㸪No.41-3㸪pp.1-6㸪2006㸬
13) ⏣㝧ᖹ㸪▮㒊┤ே㸪㥖ᮌఙẚྂ㸪᭷㤿㈗அ㸪ᮡᮏ⯆
㐠㸸ఱࢆ㸪࠸ࡘ㸪ࢀࡃࡽ࠸ぢ࡚㸪ࡇ⯆ࢆ♧ࡍ
ࡢ㸽㸫ゼ᪥እᅜேほගᐈࡢࡼࡾヲ⣽࡞⾜ືㄪᰝ
ྥࡅ࡚㸫㸪ほගሗᏛ➨ 2 ᅇ◊✲Ⓨ⾲ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪
pp.43-48㸪2010㸬
14) ῝⏣⚽ᐇ㸪ዟ㔝♸㸪ὠ ᬗ㸪ᶫᮏ㞝୍㸸ほගṌ⾜
ືࢹ࣮ࢱᑐࡍࡿ GIS ࢆ⏝࠸ࡓ㸱ḟඖྍどᡭἲࡢ
ᥦ㸪ほගሗᏛㄅࠕほගሗࠖ
㸪Vol.8㸪No.1㸪
pp.51-66㸪2012㸬
15) ዟ㔝♸㸪῝⏣⚽ᐇ㸪ὠ ᬗ㸸GIS ࢆ⏝࠸ࡓ࣮࢝ࢿ
ࣝᐦᗘ᥎ᐃࡼࡿほගṌ⾜⾜ືศᯒᡭἲࡢᥦᐇ
㊶ࡽࡢ▱ぢ㸪ሗฎ⌮Ꮫࢹࢪࢱࣝࣉࣛࢡࢸࢫ㸪
Vol.3㸪No.4㸪pp.297-304㸪2012㸬

ㅰ ㎡:ᮏ◊✲ࡣ㸪⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠 ᇶ┙◊✲㸦C㸧
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An Examination of Issues and Analysis Methods
for Investigating Wandering Behavior of Pedestrian Tourists in Urban Tourism
— A case study in the area around the Otaru Canal —
Hidemi Fukada, Otaru University of Commerce
Due to the development in recent years of the Global Navigation Satellite System as a means of obtaining position information,
it has become technically possible to ascertain, with a certain degree of precision, not only the circulating tourist behavior of
moving between tourism cities, but also the wandering tourist behavior within tourism cities. However, in order to obtain data on
pedestrian tourist behavior using Global Navigation Satellite System, a key issue at present to the difficulty of obtaining the
numerous sets of positon log data that go with attribute data.
Therefore, if it is possible to use a multi-agent simulation, enabling recreation on a computer of the interactions of behaving
entities called agents, it will be possible to analyze the pedestrian wandering behavior of tourists without acquiring numerous sets
of pedestrian tourist behavior data. This paper first describes issues relating to previous analysis techniques using Global
Navigation Satellite System for pedestrian tourist behavior. Taking into account these issues, this paper examines the utility of an
analysis method for wandering tourist behavior using a multi-agent simulation.
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