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大会長
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第 15 回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウムが、大阪大学キャンパスライフ健康支援
センターとの共催、ならびに関西地区の大学・機関の協力により、大阪大学を会場として開催さ
れ、全国各地から 446 名の方にご参加いただきました。本シンポジウムの開催準備にあたり、多大
なご協力をいただいた関西地区の実行委員校の皆様、各企画をご担当いただいた皆様、そしてご
参加いただいた全ての皆様に深く御礼申し上げます。
今回のシンポジウムは、「『声』に寄り添う・『参加』を支える」を全体テーマに据え、様々な企画が
行われました。セミナーとしては、支援提供までの流れとポイントについて聴覚障害学生・高校生・
教職員がそれぞれの立場で学ぶことができる基礎講座、手話通訳支援の先進的事例から考える、
大学における手話通訳ニーズとコーディネート体制のあり方に関する企画が行われました。また、
セッション企画として、16 大学による実践事例コンテスト、教職員による聴覚障害学生支援実践発
表も行われ、会場に多くの参加者が足を運び、各大学・機関での取り組みについて活発な情報交
換が行われていました。全体会企画の「聴覚障害学生の『参加』を支える支援―話し合い場面から
考える―」においては、聴覚障害当事者、支援担当教職員などそれぞれの視点から、真に聴覚障
害学生の『参加』を支えるための支援のあり方について熱心な議論が交わされました。また、前日
特別企画は、「アセスメントに基づいた合理的配慮と支援プランの作成」「支援技術のさらに効果的
な利用に向けて」「先輩から学ぼう」の 3 つのテーマで行われ、ディスカッションやワークを通じて、
全体テーマについて考えを深めることができました。
PEPNet-Japan のシンポジウムは、障害学生と支援学生、そして教職員が一堂に会し、共に学
ぶことができるという点に大きな特徴があります。今回も活発な意見交換や交流が行われ、本シン
ポジウムならではの成果があったと感じます。
今回のシンポジウムで得られた知見は、各企画の報告に詳細が記されています。是非、ご活用
いただければ幸甚に存じます。
PEPNet-Japan が活動を始めて 15 年、聴覚障害学生支援において先駆的な取り組みを行
い、また、支援の全国的な底上げをはかってまいりました。そして今、支援体制の充実が全国に広
まりつつある状況の中で、『声』に寄り添った支援のあり方について一人ひとりが改めて考え、今後
の聴覚障害学生支援が更に発展していくことを願っています。
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後

援

：

文部科学省
独立行政法人 日本学生支援機構（JASSO）
一般財団法人 全日本ろうあ連盟
社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合
特定非営利活動法人 大学コンソーシアム大阪
特定非営利活動法人 南大阪地域大学コンソーシアム
公益財団法人 大学コンソーシアム京都
東京大学 障害と高等教育に関する
プラットフォーム形成事業（PHED）
京都大学 高等教育アクセシビリティプラットフォーム（HEAP）

参

加

費

：

無料

大

会

長

：

石原

保志（筑波技術大学）

実行委員長

：

守山

敏樹（大阪大学）

副実行委員長

：

太刀掛俊之（大阪大学）

事 務 局 長

：

白澤

麻弓（筑波技術大学）

幹

：

萩原

彩子（筑波技術大学）

事

中島亜紀子（筑波技術大学）

実 行 委 員

：

磯田

恭子（筑波技術大学）

望月

直人・中野

井坂

行男（大阪教育大学）

藤原

隆宏（関西大学）

藤田

望・生野

茜（関西学院大学）

村田

淳・辻井

美帆（京都大学）

仲兼久知枝・脇坂

聡子・楠

敬太・藤本富美枝（大阪大学）

紗帆（京都産業大学）

土橋恵美子・日下部隆則・佐久川陽介・山本
窪崎

泰紀（特定非営利活動法人

三好

茂樹・河野

関戸

美音（筑波技術大学）

理絵（同志社大学）

ゆに）

純大・松久保大作・石野麻衣子・吉田

未来・

※所属は実施当時
協

力

：

学生アルバイトの皆様
（大阪大学・立命館大学・筑波大学・筑波技術大学）
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プログラム
11 月 24 日（日）受付 9 時 30 分～
午前 全体会Ⅰ／セッション企画
聴覚障害学生に関する
実践事例コンテスト
【体育館】

10:45

11:15

10:45～12:30
■前半発表
（10:45～11:35）
・東京学芸大学
・千葉大学
・九州ルーテル学院大学
・松山大学
・愛媛大学
・東北福祉大学
・札幌学院大学
・関西大学
■後半発表
（11:40～12:30）
・首都大学東京
・九州大学
・北星学園大学
・日本福祉大学
・宮城教育大学
・東北大学
・愛知教育大学
・大阪教育大学

12:30
12:30～13:15
ポスターのみ閲覧可能
13:30

教職員実践事例発表
【体育館】

関連団体活動紹介
【１階ホワイエ/体育館】

10:45～12:30
10:45～12:30
《教職員の方のみ閲覧可》 【１階ホワイエ】
■正会員大学・機関紹介
※発表者在席時間は
パネル展示
11:15～12:05
■実行委員校紹介・機関
※その他の時間帯は
パネル展示
ポスター掲示のみ
・大阪大学
・大阪教育大学
・関西大学
・宮城教育大学
・関西学院大学
・群馬大学
・京都大学
・群馬医療福祉大学
・京都産業大学
・東京女子体育大学
・同志社大学
・東京農業大学
・特定非営利活動法人ゆに
・目白大学・目白大学短期
大学部
【体育館】
・小田原短期大学
■関連団体紹介展示
・大阪府立大学
・東京大学 障害と高等教育に
・九州ルーテル学院大学
関するプラットフォーム形
成事業（PHED）
・京都大学 高等教育アクセシ
ビリティプラットフォーム
（HEAP）
・大阪聴力障害者協会
・ソノヴァ・ジャパン株式会社
・全日本ろう学生懇談会
・筑波技術大学
他
12:30～13:15
ポスター掲示のみ
※この時間帯は
教職員以外の方も、
全ての参加者の方が
閲覧可能
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15:00

࣭⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ㛵ࡍࡿᐇ㊶ࢥࣥࢸࢫࢺ 2019 ⾲ᙲᘧ

15:20

࣭㛢ᣵᣜ

15:30

⤊

ͤᡤᒓࡣᐇᙜ
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前日特別企画 概要
前日特別企画は、聴覚障害学生支援に関わるトピックスを取り上げ、ディスカッション
やワークを通じて各テーマへの理解を深めるとともに、参加者同士の情報交換を行い、各
大学等における支援の充実と発展に寄与することを目的とする。
日時：11 月 23 日（土）

13：00～16：00

会場：大阪大学 吹田キャンパス コンベンションセンター（大阪府吹田市山田丘 1－1）
対象

タイトル／概要／講師

定員

ワークショップ
「アセスメントに基づいた合理的配慮と
支援プランの作成」
聴覚障害に限らず障害学生支援のアセスメント
及び支援計画作成における基本的な考え
方・方針を踏まえたうえで、聴覚障害学生へ
のアセスメント・支援計画作成におけるポイン
トについて、話題提供を行う。また、架空事
例をもとにしたアセスメントや支援計画を
検討するグループワークを行う。
司会：中野聡子（大阪大学）
１

教職員

講師：諏訪絵里子（大阪大学）
池谷航介（岡山大学）
金澤貴之（群馬大学）
グループファシリテーター：
望月直人（大阪大学）
藤原隆宏（関西大学）
生野

茜（関西学院大学）

脇坂紗帆（京都産業大学）
中津真美（東京大学）
前原明日香（宮城教育大学）
藤野友紀（札幌学院大学）
舩越高樹（京都大学）

7
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ᑐ㇟

ࢱࢺࣝ㸭ᴫせ㸭ㅮᖌ

ᐃဨ

ࠕᨭᢏ⾡ࡢࡉࡽຠᯝⓗ࡞⏝ྥࡅ࡚
Ɇά⏝⤂࣭⏝య㦂ࢆ㏻ࡋ࡚Ɇࠖ
㐲㝸ሗಖ㞀ᢏ⾡ࡸ㡢ኌㄆ㆑ᢏ⾡ࠊᫎീᩍᮦ
ࡢᏐᖥᤄධ࡞ࡢᨭᢏ⾡ࢆά⏝
ࡍࡿࡓࡵࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗ
ࡋ࡚ࠊᡂຌࡸኻᩋࠊྛᏛ࡛సᡂ
㸰

ᩍ⫋ဨ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣐ࢽࣗࣝ➼ࡶཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㐠

Ꮫ⏕

⏝ࡢ࣏ࣥࢺࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࠋ

㸴㸮ྡ

ࡑࡢ
ྖ㸸ᴋ ᩗኴ㸦㜰Ꮫ㸧
   ௰වஂ▱ᯞ㸦ி㒔⏘ᴗᏛ㸧
ㅮᖌ㸸୕ዲⱱᶞ㸦⟃Ἴᢏ⾡Ꮫ㸧
   ኴ⏣⌶☻㸦ឡᏛ㸧
   ᒸ⏣Ꮥ㸦᫂Ꮫ㝔Ꮫ㸧
ࠕඛ㍮ࡽᏛࡰ࠺㸟
ɆᏛ࡛ࡢᏛࡧ࢟ࣕࣜᙧᡂɆࠖ
⫈ぬ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ♫ேࡢඛ㍮ࡸ⌧ᙺࡢ⫈ぬ
㞀ᐖᏛ⏕ࡽ⤒㦂ࡸᛮ࠸ࠊ⏕ࡁ᪉ࡘ࠸࡚ヰ
ࢆ⪺ࡃᶵࢆタࡅࠊࡑࢀࢆࡶ⮬㌟ࡢ࢟ࣕ
ࣜࣉࣛࣥࢆලయⓗᥥ࠸࡚࠸ࡃ࣮࣡ࢡ
ᩍ⫋ဨ
㸱

Ꮫ⏕
ࡑࡢ

ࢩࣙࢵࣉࢆᐇࡍࡿࠋ
⏬ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸸

㸴㸮ྡ

᪥ୗ㒊㝯๎㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧
ྖ㸸㜰⏣┿ᕫᏊ㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧
ㅮᖌ㸸ᆏ⾜⏨㸦㜰ᩍ⫱Ꮫ㸧
ᘅ⏣႐
㸦බ┈♫ᅋἲே㜰⫈ຊ㞀ᐖ⪅༠㸧
ᚿ☻ᮧ᪩⣖㸦ඖ ᪩✄⏣Ꮫ㸧
℈ᯇ㸦㛵すᏛ㝔Ꮫ Ꮫ⏕㸧
ͤᡤᒓࡣᐇᙜ
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ᇶ♏ㅮᗙࠕᏛࡰ࠺㸟▱ࢁ࠺㸟ᨭࡢ᪉࣭࠸᪉ࠖ
ࢭ࣑ࢼ࣮ሗ࿌
ᅵᶫᜨ⨾Ꮚ㸯㸧
ྠᚿ♫Ꮫ Ꮫ⏕ᨭࢭࣥࢱ࣮ 㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭᐊ㸯㸧
せ᪨㸸2016 ᖺ 4 ᭶㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࡀ⾜ࡉࢀࠊᙜ࡞ᕪูⓗྲྀࡾᢅ
࠸ࡢ⚗Ṇྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢᥦ౪ࡀㅻࢃࢀࡓࠋᏛ࡛ࡢ㞀ᐖᏛ⏕ᨭࡣࠊᏛ⏕
ᮏேࡽⓎಙࡍࡿᨭࡢ⏦ࡋฟࡽጞࡲࡾࠊከࡃࡢᏛࡀヨ⾜㘒ㄗࡋ࡞ࡀ
ࡽ㸲ᖺ┠ࢆ㏄࠼ࡿࡀࠊࡲࡔࠊึࡵ࡚ࡢ⤒㦂࡛ࡢࡼ࠺㐍ࡵࢀࡤⰋ࠸ࡢ
ࢃࡽ࡞࠸Ꮫࡸࠊ⮬ศࡗ࡚ᚲせ࡞ᨭࡀఱࢃࡽ࡞࠸ࠊ࠸ࡗࡓ
ᡞᝨ࠸ࡢኌࡀ⪺ࢀࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛ࠊᐇ㝿ཷ㦂๓ࡽཷ㦂ࠊཷධࠊᨭࠊ༞ᴗࡲ࡛ࢆඹ㐣ࡈࡋࡓ
ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ᨭไᗘ⏝Ꮫ⏕ࣇ࢛࣮࢝ࢫࢆᙜ࡚ࠊᨭ⏝ࡢὶ
ࢀࠊᚲせ࡞ࡿ࣏ࣥࢺࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙࡽࡾ㏉ࡗࡓࠋ
 ࡲࡓࠊཧຍ⪅ࡑࢀࡒࢀࡀྛᏛᡠࡗࡓᚋࠊࡍࡄࢡࢩࣙࣥࢆ㉳ࡇࡏ
ࡿࡼ࠺ࠊࣀ࢘ࣁ࢘ࡸά⏝ྍ⬟࡞㈨ᩱࡀࡇࡲࡵࡽࢀ࡚࠸࡚ࠊࡢࡼ࠺
ά⏝࡛ࡁࡿࡢࡘ࠸࡚ࡶ⤂ࡋࡓࠋ
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸 ᚲせ࡞ᨭ㸪ồࡵࡿᨭ㸪⮬ࡽࡢⓎಙ㸪ᤵᴗࡢཧຍ
1㸬ࡣࡌࡵ
Ꮫ࡛ࡢ㞀ᐖᏛ⏕ᨭࡣࠊᏛ⏕ᮏேࡀᨭ⏝ࡢ⏦ࡋฟࢆ⾜࠺ࡇࡽጞࡲࡿࠋ㧗ᰯࡲ
࡛ࡢᏛࡧࡓࡣࡁࡃ␗࡞ࡾࠊᏛ⏕⮬㌟ࡀࢽ࣮ࢬࢆ♧ࡋࠊ⮬ศࡗ࡚ᚲせ࡞ᨭࢆồ
ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせࡉࢀࡿࡀࠊึࡵ࡚ࡢ⤒㦂࡛ࡢࡼ࠺Ꮫヰࡋྜ࠸ࢆ㐍ࡵࢀࡤⰋ
࠸ࡢࢃࡽ࡞࠸ࠊࡢᡞᝨ࠸ࡢኌࡀከࡃ⪺ࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊึࡵ࡚⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࢆཷࡅධࢀࡓᏛࡢᢸᙜ⪅ࡽࡶࠊࡢࡼ࠺ᨭయไࢆᵓ
⠏ࡍࢀࡤⰋ࠸ࡢࠊᏛ⏕ࡢࢽ࣮ࢬࢆࡢࡼ࠺ᘬࡁฟࡏࡤⰋ࠸ࡢࢃࡽ࡞࠸࠸࠺┦ㄯ
ࡶከࡃᐤࡏࡽࢀࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓᏛྥࡅࡓࣀ࢘ࣁ࢘ࡸά⏝ྍ⬟࡞㈨ᩱࡀࡇࡲࡵࡽࢀ
࡚࠸࡚ࠊࡢࡼ࠺ά⏝࡛ࡁࡿࡢࡘ࠸࡚ࡶࠊඹ᭷ࡉࢀࡿᶵࡣ࠶ࡲࡾከࡃ࡞࠸ࠋ
ᮏ⏬࡛ࡣࠊࡇࢀࡽᏛ➼㐍Ꮫࡋᨭ⏝ࢆᕼᮃࡍࡿ㧗ᰯ⏕ࡸᏛ࡛ᨭࢽ࣮ࢬࢆ
࠺ࡲࡃఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⏕ࠊࡇࢀࡽᨭࢆᥦ౪ࡍࡿᩍ⫋ဨࢆ࡞ᑐ㇟ࡋ࡚ࠊ⫈ぬ
㞀ᐖᏛ⏕ᨭࡢὶࢀࠊ࠾ࡼࡧᙜ⪅ࡽᏛ⏕ά࡛ࡢᡞᝨ࠸ࡢ⤒㦂ࢆࡶࠊ࡞ᨭ
ᥦ౪ࡢᚋᢲࡋ࡞ࡿࡇࢆᮇᚅࡋ࡚ᐇࡋࡓࠋ
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2㸬ෆᐜ
2.1 ᨭࡢᐇ㝿ࡘ࠸࡚
 ᮏ⏬ࡣྠᚿ♫Ꮫ Ꮫ⏕ᨭࢭࣥࢱ࣮ 㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭᐊ ࢳ࣮
ࣇࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᅵᶫᜨ⨾Ꮚ㸦➹⪅㸧࠾ࡼࡧྠᚿ♫Ꮫ༞ᴗ⏕ࡢ⸭
⏣ࡳࡺࡁẶࡀㅮᖌࢆົࡵࠊ㎷⨾ᕹẶ㸦ி㒔Ꮫ Ꮫ⏕⥲ྜᨭࢭࣥ
ࢱ࣮ 㞀ᐖᏛ⏕ᨭ࣮࣒ࣝ㸧ࡢྖࡼࡾ㐍⾜ࡉࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࢥ࣮
ࢹࢿ࣮ࢱ࣮⏝Ꮫ⏕ࡋ࡚ඹ㛵ࢃࡾ࠶ࡗࡓᮇ㛫ࢆࡾ㏉ࡾࠊࡇࢀ
ࡽᏛ㐍Ꮫࢆ┠ᣦࡍ୰Ꮫ⏕࣭㧗ᰯ⏕ࠊࡲࡓᨭᢸᙜᩍ⫋ဨ࡛ࡁࡿࡔ

ᅗ  ㎷Ặ
㸦┿㸧

ࡅ࠶ࡾࡢࡲࡲࢆఏ࠼ࡓࡃࠊᑐヰ࡛ࡢᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
2.1.1 㧗ᰯࡲ࡛Ꮫ࡛ࡢᏛࡧࡢ㐪࠸ࡘ࠸࡚
ᅵᶫ㸭㧗ᰯࡲ࡛Ꮫࡣ࠺㐪࠺ࡢࠊ
Ꮫධࡗ࡚ࡽ࠺࠸࠺ᨭࢆồࡵ
ࡓࡽⰋ࠸ࡢࡘ࠸࡚ࠊ⸭⏣ࡉࢇࡈ⮬
㌟ࡀឤࡌࡓࡇ࣭య㦂ࡉࢀࡓࡇࢆඖ
ఛ࠸ࡓ࠸ࠋ
⸭⏣㸭⚾ࡣᗂ⛶㒊ࡽ㧗➼㒊ࡲ࡛⫏Ꮫᰯ
㏻ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ୍⯡ᰯ㏻ࡗࡓࡢ
ࡣᏛࡀึࡵ࡚ࡔࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ୍
ᅗ  㧗ᰯࡲ࡛Ꮫࡢ㐪࠸

⯡ᰯࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿ⫏Ꮫ⏕ẚ㍑ࡍࡿ

ࠊᏛධࡗ࡚ࡽࡢᕪࢆࡁࡃឤࡌࡓࡼ࠺ᛮ࠺ࠋ≉ᡞᝨࡗࡓࡢࡀࠊࠕ⮬ศ࡛㛫
ࢆ⤌ࡴࠖ࠸࠺ࡇࠋධᏛᘧᚋࡢ୍㐌㛫࡛㛫ࢆ⮬ࡽసᡂࡋࠊࡍࡄᤵᴗࡀጞࡲࡿࠊ
࠸࠺ὶࢀࡔࡀࠊ㛫ࡢసᡂࡣࠕሗᡓࠖ࡞ࡿࠋ࠼ࡤࡇࡢඛ⏕ࡢᤵᴗࡀ㠃ⓑ࠸
ࠊࡇࡢචチࢆྲྀࡿࡓࡵᚲࡎྲྀࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᤵᴗࡣࡇࢀࠊ࡞ࡢሗࢆྠ⣭⏕
ࡣඛ㍮࡞ࡽᚓ࡚࠸ࡓᛮ࠺ࡀࠊ⚾ࡣࡑ࠺ࡋࡓࡇࡶ▱ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ༢ሗ
ࢆᚓࡽࢀ࡞࠸ࡇࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᚲಟᤵᴗࡢ୰࡛⪺ࡁྲྀࡾࢆồࡵࡽࢀࡿᤵᴗࠊ࠼ࡤࣜࢫ
ࢽࣥࢢࡀ୰ᚰ࡞ࡿⱥㄒࡢᤵᴗࡸࠊ➨እᅜㄒࡣ࠺ࡍࡿࡢࠋࡑࡶࡑࡶ➨እᅜㄒ
ᑐᛂ࡛ࡁࡿᨭࢫࢱࢵࣇࡀ࠸ࡿࡢࠋయ⫱ࡢᐇᢏ࡞ᵝࠎ࡞ᙧែࡢᤵᴗ࠺ᑐᛂࡍࢀ
ࡤ࠸࠸ࡢࠊ
ࢇ࡞㑅ᢥࢆࡍࢀࡤࡼࡾⰋ
࠸Ꮫ⏕άࢆ㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡅࡿࡢࢆ⪃
࠼ࡓࠋࡋࡋࠊࡼࡾⰋ࠸Ꮫ⏕άࡣ
࠸ࡗࡓ࠸ఱ࡞ࡢ㸽࠸ࡗࡓࡇࡽ
㠀ᖖᡞᝨ࠸ࢆឤࡌࡓࠋࡲࡓࠊධᏛ๓
ࡽ㞀ᐖᏛ⏕ᨭไᗘࡀ࠶ࡿࡇࢆ▱ࡗ
࡚ࡣ࠸ࡓࡀࠊᐇ㦂࣭ᐇ⩦ࡸࣇ࣮ࣝࢻ
࣮࣡ࢡ⣔ࡢᤵᴗ࡛ࡢᨭࡣࠊලయⓗ࡞

ᅗ  㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭࡢ⏝
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࣓࣮ࢪࢆࡶࡘࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡼ࠺ᖖࠎᝎࡳ࡞ࡀࡽࠊ㞀ᐖᏛ⏕ᨭᐊࡢ⫋ဨ
┦ㄯࢆࡋ࡞ࡀࡽᏛ⏕άࡀጞࡲࡗࡓࠋ
2.1.2 㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭࡢ⏝ࡘ࠸࡚࣭ᚲせ࡞ᨭࢆồࡵࡿࡓࡵ
ᅵᶫ㸭㞀ᐖᏛ⏕ᨭࢆ⏝ࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊ❆ཱྀ࡛ᚲࡎ᭱ึゝࢃࢀࡿࡇࢆࢫࣛࢻ
♧ࡋࡓ㸦ᅗ 3 ཧ↷㸧ࠋ
ࡑࡶࡑࡶ❆ཱྀࡣࡇ㸽࠸࠺ࡇࢁࡽጞࡲࡿࠋࠕ㞀ᐖᏛ⏕ᨭࡢ❆ཱྀࡣ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ
ᐊࠖࡣゝ࠸࡞ࡀࡽࡶࠊᏛࡣ⦪ࡾࡢయไࡢࡓࡵࠊᤵᴗࡢᒚಟ⏦ㄳࡣᅾ⡠Ꮫ㒊ົᐊࠊ
චチྲྀᚓࡢᡭ⥆ࡁࡣᩍົࡢචチಀ࡞ࠊ㠀ᖖࢃࡾࡃ࠸ࢩࢫࢸ࣒࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺❆ཱྀࡀ୍ࡘ࡛࡞࠸ࡇࢆ㧗ᰯ⏕ࡢ᪩࠸ẁ㝵࡛▱ࡗ࡚࠸࡚ࡋ࠸ࠋ
ࡉࡽࠊ2016 ᖺࡢ 4 ᭶㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࡀ⾜ࡉࢀࠊᏛᑐࡋ࡚ࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ࠖ
ࡋ࡚ࡢᨭࢆồࡵࡿᶒࡀ࠶ࡿࡇࢆ
▱ࡗ࡚࠸࡚ࡋ࠸㸦ᅗ 4 ཧ↷㸧ࠋࡇࢀࡲ
࡛㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡣࠊᅔࡗ࡚ࡣ࠸ࡿࡶ
ࡢࡢఱࢆ┦ㄯࡍࢀࡤ࠸࠸ࡢࢃࡽ࡞
࠸ࡋࠊᨭᐊ⫋ဨഃࡶఱ࡚⟅࠼࡚࠸࠸
ࢃࡽ࡞࠸ࠊࡑࢇ࡞ࡇࢁࡽࢫ
ࢱ࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡓࠋᚑ᮶ࡣ㞀ᐖᏛ⏕ࡢ௦
ᘚ⪅ⓗ࡞ᙧ࡛ᡃࠎ⌧ሙࡢ⪅ࡀ㛵ࢃࡾࠊ
ᅗ  㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࡢ⾜
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ࡀࢇ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢࢆࡁࡕࢇᢕ
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握をすること（図 5 参照）。それは高校生のうちに是非考えてほしいが、大学に入ってか
らも、折に触れて考えていかなければいけないことに気がついた。
１つ大きな失敗をした体験を話したい。私は聾学校出身のため、高校を卒業するまでは、
手話でコミュニケーションをとっていた。聾学校の時には、自分が支援を受けていると
感じることはあまりなかった。聞こえないことが当たり前の世界であり、手話は当然の
ように身の周りにあった。
大学へ入学してすぐの頃に、学科のオリエンテーションの中で 60 人の学生が一人ずつ自
己紹介をする時間があった。そして、最後に私にマイクが回ってきた。私は自分の声は
少し変わっていても、周りの人にも通じる声だろうと思っていた。自分の家族や聾学校
の先生方には声だけで話ができることも多かったので、その時も回ってきたマイクを
持って、名前と、耳が聞こえないということを伝え、｢よろしくお願いします｣と挨拶を
した。その時私はパソコン通訳を受けていたが、隣で通訳を担当していた支援学生がマ
イクを持って何か話をして、その場が終わった。
３年生になった頃、同じクラスの友人に｢実はオリエンテーションの時は、藪田の声は全
く誰にも聞き取れなかったよ｣と言われた。その場で誰にも声が通じなかった、だからパ
ソコン通訳のスタッフが代わりに伝えてくれていたと教えられた。大学生活を送る中で
自分の声は伝わりにくいのだと思うようになっていたが、２年後に聞かされてやっぱり
そうだったんだとわかった。そのことから、私の障害は「情報を得る」という面だけで
なく、
「自分から情報を発信する」という面においても課題があることを初めて認識した。
それから支援制度の利用の仕方や考え方も変わっていった。
自分の障害について、聾学校を卒業する時にはきちんとわかっているつもりでいたが、
実際に健聴者が大勢いる世界に入ってみると、そこで初めて気づかされ、打ちのめされ
ることも度々あった。そうした経験を通して、授業についても『これはこの方法で受け
たい』と、次第に自分のニーズが見えてくるようになった。
ニーズが見えてきた次には、同じ授業を受けている友人や担当の先生にニーズを伝える
ことが必要になる。細かい所ではあるが、大学の定期試験を受ける際に「試験終了まで
残り何分」と先生から指示される。その内容について、最初は板書を依頼していた。け
れども実際に試験を受けてみると、回答に集中しているため板書の情報に気がつけない
ときがあることがわかった。そこで、板書したことを知らせてもらうために、机をコン
コンとたたいて知らせてもらうという支援を新しくお願いするようになった。このよう
に少しずつアップデートを積み重ね、大学生活を過ごすことができたと思っている。
2.1.3 支援を受けた経験から
藪田／次に、実際に支援を受けた経験から話をしたい（図 6 参照）。高校生の時からオー
プンキャンパスや説明会に参加し、自分の障害のことを伝え、大学に入った時に支援を
受けることができるかどうかを相談することが大事だと思う。相談を受けた大学側に
13
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とっても、もしかしたら障害のある学
生が今後入学するかもしれないという
メッセージを受け取ることに繋がり、
良いきっかけにもなる。
私が受験をしたのは 2009 年で、｢合理
的配慮｣の概念がまだなかった頃であ
る。実際に、事前にある大学へ相談を
したとき「本学ではこれまで聞こえな

図 6 支援を受けた経験から

い学生が入学しても、皆途中で辞めて
いった。あなたが入学しても支援はできません」と言われたこともあった。ハッキリと｢支
援ができない｣という情報を私に伝えてくれたことは、その大学にとっての誠意であった
のかなと今では思っている。
入試に向けて、高校を通じて大学と相談をして、様々な支援を受けて試験を受けること
ができた。同志社大学の試験では、面接時に手話通訳も配置されていた。筆記試験の場
合にも、ある大学では試験前の説明を紙で渡していただき、試験終了時には肩を叩いて
知らせてもらった。また、センター試験の際には英語のリスニング試験を免除してもらっ
たが、免除のためには試験を受けるかなり前、８月～９月の頃に大学入試センター事務
局に配慮申請をしなくてはならない。高校生のできるだけ早い時期に受験したい大学の
試験方法を調べ、どんなことで困るのかを考えた上で、高校とも相談して進めて行くこ
とが大切だと思う。
合格してからは、入学前の２月～３月の頃に大学に相談に行くことを強くお薦めしたい。
相談の相手は、支援を担当する部署の職員、進学する学部の事務職員と学科の代表の先
生。この三者とは、入学前に自分の障害について説明をし、こういった支援を受けたい
という具体的な相談をすることが必要になる。大学は縦割りの組織で動いているため、
支援室だけが頑張っていても、学部や先生の理解がなければうまく進まないことが多い。
また、入学以降にわかったことだが、支援を受ける中でもニーズは変化する。私の場合
は、自分が情報を発信するという面に課題があることに気がついた。それを感じたのは、
３年生のゼミが始まる頃だった。多くの大学では、学年が上がるにつれて少人数で意見
交換をしたり、議論することが中心の授業が増えていく。私の場合には支援室と十分に
相談をして、授業に応じてパソコン通訳の画面を投影するためのプロジェクターを借り
る方法を取った。それにより、同じ授業を受けている友人や先生にも、藪田には今どこ
まで情報が伝わっているのかを共有してもらえる。また、自分が発言する際にはパソコン
通訳のパソコンを使い入力し、プロジェクターに映したものを見てもらう形にした。こ
れは入学前には必要性を感じなかった支援の方法であり、実現には周囲の学生や先生に
協力を得ることが不可欠であった。
様々な支援の方法があるが、授業によってもそのスタイルは変わってくる。私は考古学
14
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࡛ࡑࡢሗࡣ㩭ᗘࢆኻࡗ࡚࠾ࡾࠊᏙ⊂࡞᪥ࠎ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑ࠺࠸࠺ࡢࡼ࠺❧ࡕ┤ࡗࡓࠋ⮬ศࡢ୰࡛ࡾษࡿࡋ࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ࡛ࡶࠊ
Ꮫ㝔ࡢ᭱ᚋࡢ㡭ࡣ㡢ኌㄆ㆑ࣉࣜ࠸࠺᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࡀά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ᑓ⏝࣐ࢡࣉࣜࡀࣥࢫࢺ࣮ࣝࡉࢀࡓ iPad ࢆᨭᐊࡽ⏝ࡋࠊ◊✲࡛⏝ࡍࡿ
ࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋᏛෆࡢᨭไᗘࡢቨࡀ࠶ࡿࡓࡵࢫࢱࢵࣇࡼࡿᨭࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ᪂ࡋ
࠸ᢏ⾡ࡸࢯࣇࢺ࢙࢘ࢆ⏝ࡋ࡚ࠊ࠺㐍ࡵ࡚⾜ࡃࢆ࿘ᅖࡢேࡓࡕ୍⥴⪃࠼ࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡣࠊ❧ࡕ┤ࡿࡁ࡞ࡁࡗࡅ࡞ࡗࡓᛮ࠺ࠋ
ᅵᶫ㸭㺀ሗࡀ㩭ᗘࢆኻࡗ࡚࠸ࡿ㺁࠸࠺
⾲⌧ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ㺀ᚋ࡛ఏ࠼ࡿࡽ㺁
࠸࠺ࡇࡣከࡗࡓᛮ࠺ࠋᚋ࡞ࡿ
ᙜ↛┬ࢀ࡚ࡋࡲ࠺ሗࡶከࡃ࡞ࡿࠋ
ࡶࡕࢁࢇࠊᨭࢫࢱࢵࣇࡣ࡞ࡇࢁ
ࢆఏ࠼ࡼ࠺㡹ᙇࡗ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࡅࢀ
ࡶࠊ͆ᮏᙜࡋ࠸ሗ͇ࡣᐇࡣࡑࡇ
࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡿࠋᤵᴗ㏻ヂ
ᅗ  ᚲせ࡞ᨭࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ

࡛⾜ࡃࠊඛ⏕ࡀㄯࢆゝࡗ࡚㺀ࡇࡇࡣ

㏻ヂࡋ࡞ࡃ࡚࠸࠸ࡼ㺁ゝࢃࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ୍⏕ᠱᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࢫࢱࢵࣇࡣࠊࠕࡇࡇ
ࡣ㏻ヂࡋ࡞ࡃ࡚࠸࠸ࡼ㺁࠸࠺㏻ヂࢆࡍࡿࠋࡑࢀࢆぢ࡚ඛ⏕ࡣᛣࡾࠊ
ࠕゝࢃ࡞ࡃ࡚࠸࠸ࠊࡗ
࡚ᛣࡽࢀࡓࠖ᭩ࡃࠋࡑ࠺ࡋࡓࡸࡾྲྀࡾࡀ࡞ࡉࢀࡿࡁࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢࠕ㏻ヂࡋ࡞ࡃ࡚
࠸࠸ࠖሗࡑࡢ㩭ᗘࡣࡍࡈࡃࡋࡓ࠸ࡇࢁࠋヰࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡢ࠺ࡕࠊᩥᮎࡢ㺀㹼
ࡌࡷ࡞࠸㺁㺀ࡸࡗࡥࡾ᮶㐌ࡌࡷ࡞ࡃ࡚ࠊ᮶㐌࡛࠸࠸ࡸ㺁࠸࠺ࡼ࠺࡞୍▐ࡢሗࡀᢤ
ࡅⴠࡕࡿࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋ
ᮏࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢయࢸ࣮࣐ࡀࠗ㺀ኌ㺁ᐤࡾῧ࠺࣭㺀ཧຍ㺁ࢆᨭ࠼ࡿ࠘࠶ࡿࡼ࠺ࠊ⚾
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ࡓࡕᨭᢸᙜ⪅ࡀಶேࡢࢽ࣮ࢬពྥࢆỮࡳྲྀࡾ୍⥴⎔ቃࢆ⠏࠸࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ
࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ྜࢃࡏ࡚ࠊ㡢ኌㄆ㆑ࣉࣜࡢヰࡀฟ࡚࠸ࡓࠋᮏ᮶ࠊᨭࡀ࡞࠸ᡤ㡢ኌㄆ㆑ᢏ⾡࠸࠺
᪂ࡓ࡞ᶵჾࡀධࡿࡇ࡛ࠊᨭ⪅ࡀࡘ࡞࠸ࡋሗಖ㞀ࡶ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛⾜ࡗࡓ
ࡇࡢ࡞ࡗࡓᏛཧຍ࡛ࡁࡓ࠸࠺ヰࠋㄗᏐ࣭⬺Ꮠࡀከࡃ࡚ࡶᶵჾࡣṆࡲࡿࡇ࡞
ࡃ㡢ኌࢆᩥᏐࡋ࡚⾲♧ࡍࡿࠋࡑࡢ႐ࡧࠊሗࡀಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣭ᢸಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊࡑ
ࡋ࡚ࠊᒃሙᡤࢆᚓࡓࡇࡶࡁࡗࡓࠊ࠸࠺ヰࢆ௨๓⸭⏣ࡉࢇࡽ⪺࠸ࡓࠋ㡢ኌㄆ㆑
ࣉࣜࡢⰋ࠸ᡤࡣࠊேࡀヰࡏࡤືࡃࠋࠕேࡀヰࡍࠖ࠸࠺ࡇᑐࡋ࡚࢘ࢯࢆࡘ࡞࠸ࠋ
ㄗᏐࡣከࡃ࡚ࡶࠊゝⴥᚑ㡰ᚑࡗ࡚ࡃࢀࡿᶵჾࡼࡗ࡚ࠊ⮬ศࡢᒃሙᡤࡀ୍ࡘ࡛ࡁࡓ
࠸࠺ឤࡔࡗࡓࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊேࡢᡭ࣭㢌ࡼࡗ࡚ゝⴥࢆⓗ☜ኚࡋ࡚ఏ࠼ࡿࡇࢁ
ࡣ࠺ࡋ࡚ࡶእࡏ࡞࠸ࡇࢁ࡛ࠊᶵჾࡢά⏝ࡶእࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀࠊ⌧≧ࡢ
⤌ࡳ࡞ᛮ࠺ࠋ
2.2 ㈨ᩱࡢά⏝
⥆࠸࡚ࠊึࡵ࡚ᨭᦠࢃࡿᩍ⫋ဨࡢ᪉ࠎࡸࡇࢀࡽᏛ㐍Ꮫࢆ┠ᣦࡍ୰Ꮫ⏕࣭㧗ᰯ⏕
ࡢཧ⪃࡞ࡿ㈨ᩱࡘ࠸࡚⤂ࢆ⾜ࡗࡓࠋᕳᮎࡣᥖ㍕ඖࡢ URL ࡶグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ࠶
ࢃࡏ࡚ཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
㸯㸧᪥ᮏ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕㧗➼ᩍ⫱ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦3(31HW-DSDQ㸧
ࠕࢺࣆࢵࢡู⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ࢞ࢻ̿3(31HW-DSDQ 7LS6KHHW 㞟̿ࠖ
 ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞ሗࢆࢺࣆࢵࢡูࡲࡵࡓᏊࠋᏛධᏛ๓ࡽ
࢟ࣕࣜࢧ࣏࣮ࢺ㛵ࡍࡿࡇࡲ࡛グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ≉ᨭ㛵ಀ⪅ࡢ᪉ࠎࡣ┠ࢆ
㏻ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
㸰㸧Ꮫࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ி㒔ࠕ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭ㛵ࡍࡿྛ✀ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࡘ࠸࡚ࠖ
 2016 ᖺி㒔Ꮫ࣭ி㒔⏘ᴗᏛ࣭ྠᚿ♫Ꮫࡢ⤒㦂㇏ᐩ࡞㞀ᐖᏛ⏕ᨭᢸᙜ⪅ࡀ㞟ࡲ
ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤒㦂ࢆࡶᏛෆࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺᴗົ࡛ά⏝ྍ⬟࡞㈨ᩱࢆࡲࡵࠊ⮬⏤
⏝࡛ࡁࡿᙧ࡛ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࡢᥦ౪ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋึࡵ࡚ᨭࢆᢸᙜࡉࢀࡿሙྜࡸࠊࡍ
࡛࠶ࡿ᭩ᘧࡢࢵࣉࢹ࣮ࢺࡢ㝿ཧ↷࠸ࡓࡔࡃ࡞ά⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
㸱㸧᪥ᮏᏛ⏕ᨭᶵᵓ ࠕᩍ⫋ဨࡢࡓࡵࡢ㞀ᐖᏛ⏕ಟᏛᨭ࢞ࢻࠖ
࡚ࡢ㞀ᐖࢆ⥙⨶ࡋࡓ࢞ࢻ࡛ࠊ㞀ᐖᏛ⏕ᨭᴗົࢆ⣔ิࡢሙ㠃୍ぴࡋ࡚ࡲࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿ࠊ㞀ᐖᏛ⏕ࡀධᏛࡋ࡚ࡽࡸࡿࡁࡇࡣ㠀ᖖከࡃ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᑡࡋ᪩ࡵ
‽ഛྲྀࡾࢀࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊࣥࢸ࣮ࢡࢩ࣮ࢺ࡛ࡣᏛධᏛ
ࡢ㠃ㄯ࡛☜ㄆࡍࡁࡇࡀࢳ࢙ࢵࢡ㡯┠࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㧗ᰯࡲ࡛ࡢᨭෆᐜ࡞ࢆ⪺ࡁ࡞
ࡀࡽࢽ࣮ࢬࢆఛࡗ࡚࠸ࡃࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ཷࡅ࡚࠸ࡓᨭࡀࡑࡢࡲࡲᏛ࡛ᥦ౪࡛ࡁࡿヂ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋ࠸ࡗ࡚Ꮫࡋ࡚ࠕఱࡶᨭࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠖゝ࠺ࡇࡣࠊ㓄៖ࡢᥦ౪࡞ࡗ
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࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵࠊࢽ࣮ࢬࢆ⪺࠸ࡓୖ࡛ᑐヰࢆ㐍ࡵ࡚⾜ࡃᡭࡾࡋ࡚ࡈά⏝࠸ࡓࡔ
ࡁࡓ࠸ࠋ
2.3 ሙࡽࡢ㉁ၥࢆཷࡅ࡚
 ㅮᖌࡽࡢⓎ⾲ࢆཷࡅࠊཧຍ⪅ࡽࡢ㉁ၥࢆఛࡗࡓࠋ
ሙ㸭ᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯᅾ⡠ࡍࡿ㞴⫈ࡢᏊࡶࡓࡕࣃࢯࢥࣥࡼࡿሗᨭࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⌧≧࡛ࡣࠊ㧗ᰯୖࡀࡿሗᨭࡀ㏵ษࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࠊᏛධࡿࡲࡓሗᨭࡀ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛධࡗ࡚ࡍࡄࢫࢱ࣮ࢺ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㧗ᰯ⏕ࡢ㛫ఱࢆࡋ࡚࠾ࡃࡁ
ࢆ୰Ꮫ⏕ఏ࠼࡚࠶ࡆࡓ࠸ࡢ࡛ࠊࡐࡦࢻࣂࢫࢆࡋ࠸ࠋ
ᅵᶫ㸭ᑠ࣭୰Ꮫᰯࡣ⩏ົᩍ⫱࡛࠶ࡿࡇࡽ୍ᐃࡢᨭࡀᩍ⫱ጤဨࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡘࡘ
࠶ࡿࠋ㧗ᰯ࡛⩏ົᩍ⫱ࡀ୍᪦㏵ษࢀࡿࡇ࡛ࠊ㝽㛫ࡀ࡛ࡁ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡢ㎶ࡾ࡛㞴ࡋࡉ
ࡀ࠶ࡿࠊᏛ࡛ࡶ⪺ࡃࡇࡀ࠶ࡿࠋ࠼ࡤ⸭⏣ࡉࢇࡀࠊᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢࡽࡇ࠺࠸࠺
ࡇࢆࡸࡗ࡚࠾ࡅࡤࡼࡗࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡇ࠺ࡍࢀࡤⰋࡗࡓࠊ࠸࠺ࡇࡀ࠶ࢀࡤ⪺
ࡏ࡚ࡋ࠸ࠋ
⸭⏣㸭ᑠᏛ㒊࣭୰Ꮫ㒊ࡢẁ㝵࡛ࠕ⪺ࡇ࠼࡞࠸⮬ศࠖ࠸࠺ࡶࡢฟࡗࡓࡇࠊࡑࢀࢆ⌮
ゎࡋ࡚⮬ᕫ⫯ᐃឤࢆࡶࡘࡇࡀ࡛ࡁࡓࡇࡀ㔜せࡔࡗࡓᛮ࠺ࠋ
Ꮫධࡗ࡚ࡽࠊ⫈ぬ㞀ᐖࡀ࠶ࡿࡇ࡛ᅔࡿࡇࡸⱞࡋ࠸ࡇࡣࡓࡃࡉࢇ࠶ࡗࡓࡀࠊ
ࡔࡽ࠸ࡗ࡚ࠕ⪺ࡇ࠼࡞࠸⮬ศࠖࡀ᎘࡞ࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋᏛධᏛࡋ࡚⫈⪅
ࡢୡ⏺㣕ࡧ㎸ࡳࠊࡋࡤࡽࡃࡣἽࡁ࡞ࡀࡽ㏻࠺ࡇࡶ࠶ࡗࡓࠋࡅࢀࡶࠊ⮬ศࡢᚰࡀᢡ
ࢀ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ㺀⪺ࡇ࠼࡞࠸⮬ศ㺁࠸࠺ࡶࡢᑐࡋ࡚ࠊ࠶ࡿព࡛ࡾࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓ
ࡽ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࠋࡐࡦᨭ➼࡛㛵ࢃࡿ᪉ࠎࡽࡣࠊᏊࡶࡉࢇᑐࡋ࡚⪺ࡇ࠼࡞
࠸⮬ศࢆ⫯ᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ኌࡅࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠺ࠋ
ᅵᶫ㸭Ꮫධࡗ࡚ࡽࡶᨭࡢࢽ࣮ࢬࡀḟࠎኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࠊࡑࢀࢆ⮬ศ࡛ࡣẼࡀࡘ
࡞ࡗࡓࡾࠊゝ࠸ฟࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿᛮ࠺ࠋࡑ࠺ࡋࡓࠊᨭᢸᙜ⪅
ồࡵࡿࡶࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢽ࣮ࢬࢆ⪺ࡁྲྀࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡇ࠺࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡗ࡚ࡋ࠸ࠊ
࡞࠶ࢀࡤ⪺ࡏ࡚ࡋ࠸ࠋᨭᢸᙜ⪅ࡋ࡚ࡣࠊᮏேࡢኌࢆࡃᘬࡁฟࡋࡓ࠸
࠸࠺ẼᣢࡕࡽⰍࠎ⪺࠸࡚࠸ࡃࠋ㏫ࠊ⫈ぬ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡉࢇࡢഃࡀࠊᩍ⫋ဨ࠶ࡿ
࠸ࡣᑠ࣭୰Ꮫᰯࡸ㧗ᰯࡢᢸᙜ⪅ࡶࡗ࡚࠸࡚ࡋ࠸⪃࠼ࡣ࠶ࡿࠋ
⸭⏣㸭⫈ぬ㞀ᐖ୍ゝ࡛ゝࡗ࡚ࡶಶேᕪࡀ㠀ᖖࡁ࠸ࡇࢆࠊࡲࡎ㢌ධࢀ࡚࠾࠸࡚࠸
ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋࡇࡢ㐪࠸ࡀࠊᨭ᪉ἲࡢ㐪࠸ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋ⚾ࡢሙྜࠊᑓᨷࡋ࡚࠸ࡓ
Ꮫ⛉⪺ࡇ࠼࡞࠸Ꮫ⏕ࡋ࡚ึࡵ࡚ධᏛࡋࠊᩘᖺᚋࡶ⪺ࡇ࠼࡞࠸Ꮫ⏕ࡀධࡗ࡚ࡁࡓࡀࠊ
⚾ᑐࡍࡿᨭࡑࡢᏛ⏕ࡢᨭࡣ㐪ࡗ࡚࠸ࡓࠋ๓ࡀࡇ࠺ࡔࡗࡓࡽࠊḟࡢࡢᏛ
⏕ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಶேᕪࡀ࠶ࡿࡇࢆ⪃࠼࡚ࡋ࠸ࠋ
ᅵᶫ㸭ᡃࠎࡶᰂ㌾ᑐヰࢆࡋ࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺࢟ࣕࣃࢩࢸࡀᚲせࡔᛮࢃࢀࡿࠋ
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3㸬฿㐩Ⅼㄢ㢟
 ᅇࡣᨭ⏝⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡽࡢ⏕ࡢኌࢆࠊᡞᝨ࠸ࡸᢡࡢ⤒㦂࡞ࡶྵ
ࡵ࡚ఛࡗࡓࠋᨭᢸᙜ⪅ࡋ࡚ࡶࠊᙜࡢᨭࡢᵝᏊࢆࡾ㏉ࡾࡘࡘࠊᏛ⏕ࡢࢽ࣮ࢬࢆᘬ
ࡁฟࡋࠊᑐヰࢆ㔜ࡡ࡚㐍ࡵ࡚⾜ࡃᨭࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᨵࡵ࡚ぢࡘࡵࡿᶵ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ
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「手話通訳ニーズに応えるためのコーディネート体制のあり方」セミナー報告
白澤麻弓 1），松﨑丈 2），中島亜紀子 1）
筑波技術大学 障害者高等教育研究支援センター1），宮城教育大学 教育学部 2）
要旨：本セミナーでは、大学における手話通訳支援を行っていくためには大学
自身が必要なリソースを生み育てていく視点が必要との認識に立ち、実際の事
例をもとによりよい手話通訳支援につなげるための体制構築のあり方について
議論を行った。ここでは、①地域センターとの連携、②大学への登録と直接依
頼、③職員としての雇用という 3 つの事例を紹介したほか、聴覚障害教職員を
中心に据えた支援体制構築の可能性について触れた。あわせて、こうした事例
の一つとして宮城教育大学における手話通訳活用事例を報告いただき、実際に
どのような工夫・指導ができるのかを学んだ。
キーワード：聴覚障害学生支援，手話通訳，コーディネート
1．はじめに
大学で学ぶ聴覚障害学生の増加にともない、手書きノートテイクやパソコンノートテイ
クなど、文字による支援については、全国的な広がりが見られている。しかし、手話通訳
を利用している大学は少なく、日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク
（PEPNet-Japan）の正会員・準会員大学を対象に行った調査の中でも、授業の中で定期的
に手話通訳を配置している大学は、70 校中わずか 8 校に過ぎなかった（白澤・吉川・江原，
2019）[1]。この背景には、技術のある通訳者の不足や地域のリソース不足等が指摘されて
おり、大学において効果的に手話通訳支援を行っていくためには、大学自身の手でリソー
スを生み育てる努力が不可欠であると考えられる。
そこで、本セミナーでは、以上のような現状をふまえ、限られたリソースの中で実際に
専門的な授業における手話通訳支援を導入している大学の事例を複数取り上げながら、手
話通訳支援を可能にする体制について議論した。セミナーの中では、まず白澤より平成 30
年度に実施した厚生労働省受託研究の結果[2]を元に、手話通訳支援を可能にするために各大
学でとられている体制について、いくつかのパターンを提示し、講師の松﨑より、宮城教
育大学における事例を報告した。以下、それぞれの講師による話題提供の内容を中心に当
日の様子を報告する。
2．話題提供 1：大学における手話通訳ニーズとコーディネート体制（白澤麻弓）
2.1

大学における手話通訳ニーズ

大学において手話通訳支援を提供する際、まず問われるのが「文字による支援では不十
分なのか？」ということだろう。実際に、現在多くの大学では手書きやパソコンによるノー
20

トテイク支援が行われており、学生によっては非常に高い技術を有している例もある。こ
れらの支援手段が普及しつつある今、それでも手話通訳が必要な理由は何なのだろうか。
この答えを見つけるためには、文字通訳と手話通訳、それぞれの長所・短所を押さえてお
く必要があるだろう。
まず、文字通訳の最大の特徴は、日本語を日本語のまま伝えられるという点にある。こ
のため、用語や用いた言い回しを正確に伝えることができるという点で非常に長けている。
一方で、即時性・双方向性という点では劣る部分もあり、自然な会話に参加しようと思う
なら、やはり手話通訳の方が向いている側面は多い。また、文字では抑揚や強弱といった
韻律情報が伝達しづらいため、言葉の内容はわかってもその裏にある話者の意図がつかみ
づらいなど、細部の表現性に欠ける部分がある。この点、話し言葉である手話は、単語に
多くの韻律情報を添えて伝える事ができるため、相手の言いたい事がはっきりわかるとい
う利点がある。さらに、話し方が伝わってくるため、聴覚障害学生にとっての言語モデル
として機能しうるという側面や、対話をしている際のちょっとしたタイミングや意味のズ
レを通訳者がカバーしたり、さりげなく修正したりしてくれるため、聴覚障害者が活躍し
やすい環境づくりにも一役買ってくれるという側面もあるだろう。
ただし、手話通訳にも当然弱点はあるため、手話通訳のみで支援が完結するものではな
い。むしろ、手話通訳と文字通訳の両方があってはじめて必要な選択肢が揃うものであり、
これらを選択あるいは併用できる環境を作っていくことが重要だと考えられる。
2.2 コーディネート事例 3 選＋1
前項で述べたとおり、文字通訳とは異なる利点をもった手話通訳であるが、大学で導入
しようとすると、人材やリソースの不足に悩まされる例が多い。そこで、本話題提供では
平成 30 年度に筑波技術大学が厚生労働省からの受託を受けて実施した調査結果を元に、リ
ソース不足の中、手話通訳支援に取り組んでいる大学の事例を 3 つのパターンにわけて紹
介したい。
2.2.1 地域センターとの連携
1 つ目は、地域の手話通訳派遣センター（以下、地域センター）と連携して手話通訳の派
遣を行い、互いに協力しながらよりよい支援に
つなげている例である。これらの事例は、地域
センターと相談して、複数名の手話通訳者によ
るチームを構成し、これらのメンバーを中心に
より質の高い支援を行っているものである。具
体的には、支援を開始するまえに、話し合いの
場を設定して、授業の内容や聴覚障害学生の
ニーズ等、詳細な事前情報を伝えるとともに、
毎回の授業でも早めに大学に来てもらうなどし
21

図 1 セミナーの様子（写真）
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て、十分な準備の上、支援にあたってもらうという方法である。また、授業終了後には、
手話通訳者同士で振り返りを行い、記録を作成して、支援室職員に伝え、職員から担当教
員や聴覚障害学生等に取り次ぐ事で、よりよい支援環境を構築している。さらに、聴覚障
害学生からもニーズを聞き取って通訳者に伝達したり、授業概要や授業の流れ、各種用語
等を蓄積して、チームの中で引き継ぐなどの工夫がなされていた。
ただ、多くの地域では、コミュニティに対する派遣だけでも手一杯な状況があり、毎週
行われる授業への派遣は、そもそも受け付けていないケースも多い。また、派遣条件に一
定の縛りがあり、思うように準備時間を取れなかったり、意見交換会への出席などは派遣
対象にならないため、別途手続きが必要になるなど、必要な環境を構築するためには超え
なければいけない壁があるのも現状である。
2.2.2 大学への登録＆直接依頼
2.2.1 で述べたような制約を解消し、より効果的に支援体制を構築しようとしている大学
の中で取られているのが、地域センターと相談の上、大学での手話通訳を担ってくれそう
な通訳者を募集して、大学に直接登録してもらう方法である。この中では、ちょうどノー
トテイカーのコーディネートを行う時と同じように、通訳案件ごとに、大学から通訳者に
連絡をして、都合がつく方の中から適任者を選んで依頼する形が取られている。
ただし、これらの手話通訳者は、地域センターを離れて個人として手話通訳活動を行う
ことになるため、大学として通訳者の身分保障や研修・相談体制について検討することも
重要になってくる。このため、実際に通訳を依頼する際には、前章と同様、授業ごとに必
要な話し合いやフォローアップを重ねたり、通訳者同士の勉強会や意見交換会を開催する
などして、手話通訳者が負担をため込まず、より質の高い支援を提供できるような環境整
備が行われている。そして、この際に重要になってくるのが、柱となる人材である。手話
通訳者が抱えがちな問題を理解し、適宜相談にのったり、必要な環境を整えたりするため
には、通訳について一定程度の知識を持った人材が必要とされる。ここには、手話通訳資
格を有するコーディネーターなどが候補とされ、実際に話を伺った中では、ほとんどの大
学でこうした方々が中心になって体制を動かしていた。
2.2.3 職員としての雇用
一方、大学の中には、前項で述べたような柱になる人材として、手話通訳者を雇用し、
OJT（現場研修）として、自身も手話通訳のトレーニングを積み重ねながら、外部通訳者
と共同で手話通訳を担当していく形をとっているところもあった。こうした人材は、登録
している手話通訳者に必要な研修を行う際の企画を担当したり、必要な OJT を提供する上
で、キーパーソンとして動いてくれる可能性があり、学内の情報保障環境充実のために、
大いに寄与しているとのことだった。また、学部教員を巻き込んで研修を行ったり、聴覚
障害学生のニーズに基づく勉強会を開催する、地域センターとの共同でより幅広い人材を
22

集めていくための中核にもなり得るもので、今後、目指していくべき方向性の一つとして
考えられるだろう。
2.2.4 さらにステップアップ
前項のような形で手話通訳者を採用したときに、最も重要に
なってくるのが、やはりこうした手話通訳者へのフォローアップ
だろう。ノートテイクと同様、手話通訳という仕事には大きな責
任がのしかかるため、本人へのメンタルヘスケアや自分自身が技
術研鑽できる環境の構築は非常に重要である。特に、大学におけ
る手話通訳は、専門性も高く、求められる内容も大きいため、常
に自分の技術では不十分という不全感を負いがちである。
こうした手話通訳者にかかる負担を軽減し、精神的・技術的な

図 2 筆者（白澤）
（写真）

支えになりうるのが聴覚障害のある教職員の存在である。実際に調査の中でも、聴覚障害
教職員を中心に据えた手話通訳体制の構築が非常に効果的とする意見も聞かれていた。こ
れは、聴覚障害学生支援の基軸になる聴覚障害者を募集し、職員または教員として採用す
ることを想定したもので、自分自身が手話通訳を利用しながら、その現場を手話通訳者の
OJT として提供し、終了後に振り返りや技術的な指導を行って、大学で求められる技術を
養成していくものである。こうした聴覚障害者の存在は、聴覚障害学生のニーズを引き出
したり、その場の教育目標等を鑑みながら、学生本人の成長に繋がる支援を提供していく
ためにも有効で、学内の理解啓発を含む情報保障環境充実のために主翼を担う存在となり
うると考えている。
実は、次に話題提供をいただく松﨑先生は、まさにそうした存在であると思っている。
もちろん、皆さんの大学の中では、即座にこうした人材を雇用したり、手話通訳者の養成
研修に寄与できるような土壌がない場合も多いと思うが、その際にも近くの拠点大学にこ
うした機能を持った大学があるとして、そうした大学との連携でできることなども想定し
ながら話を聞いていただけると良いと思う。
3.

話題提供 2：地域の人材と協同で築く手話通訳支援の事例（松﨑 丈）

3.1 自己紹介
学部から修士課程まで宮城教育大学に在学し、その後、東北大学大学院博士課程を経て、
教員として宮城教育大学に採用された。私の場合は学生時代から宮城県で過ごしていて、
長い間地域の手話通訳との付き合いがあったという背景の中で、どのようにコーディネー
ト体制を整えてきたかをお話ししたい。白澤先生から、大学での手話通訳支援の先進例だ
と紹介されたが、確かに、他の地域で全く同じ手法で臨むのは難しいかもしれない。ただ、
一連の話の中で少しでも皆さんの参考になり、取り入れていただける部分があれば嬉しく
思う。
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3.3

大学教員として採用されてから

私の大学の場合、手話通訳の
担い手は、センターから派遣さ
れる地域の通訳者と、しょうが
い学生支援室のコーディネー
ターとして雇用した手話通訳資
格を持つ職員がいて、それぞれ
役割を分けている。支援室職員
が通訳を担うのは、私が担当す
る授業の通訳のみで、その他学
内の行事関係はすべて派遣セン
図 4 ①派遣団体との関係づくり

ターから派遣を受けている。

（今日の話題提供では職員が担当する通訳業務については割愛する。
）
地域から派遣を受ける場合、まずは派遣センターのコーディネーターとの関係構築が大
切で、私は特に 3 つのことに留意していた。（図 4 スライド参照）
①

学術分野に対応できる通訳者は非常に限られるため、十分な技術のある通訳者だけに
依頼するのではなく、まだこれからという人材とペアで担当してもらい、助言しなが
ら経験を積んでもらうという長期的な視点を大事にした。こうした方針は派遣セン
ターのコーディネーターと相談の上で共有した。通訳者にとっても、コーディネート
の方針が明確であることが安心につながった。

②

コーディネーターと顔を合わせる機会にはこまめに声をかけ、通訳確保に奔走する精
神的な負担を和らげたり、通訳者の状況を共有したりするように心がけた。

③

通訳資料は必ず期日までに提供し、不必要に負担をかけないようにした。事前の情報
提供は、コーディネーターとの信頼関係づくりの観点からも非常に大切だと言える。

3.4 現場での通訳者との関係づくり
通訳の前には、通訳者が安心して現場に入れる雰囲気づくりに努め、学生たちに通訳者
を紹介したり自分から挨拶の声かけをしたりした。
通訳中は、通訳者の技量に合わせて話す速さなどを調整した。できるだけ「失敗した」
ではなく「うまくいった」と感じて通訳を終えてもらえるようにと考えた。そうすること
が次の通訳につながっていくと思っている。
通訳が終わった後の留意点としては、通訳中に行き詰まった部分をただ指摘するのでは
なく、どうしてうまくいかなかったのかまず通訳者に尋ねて一緒に課題を整理するような
やりとりをした。また通訳の反省会にはできるだけ自分も参加して、課題点について十分
掘り下げた話し合いができるよう後押ししたり、コーディネートに関する要望等について
意見をもらったりした。
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3.5 手話通訳ニーズの顕在化
手話通訳との関係づくりに関して、手話通訳を使いたいと思っている聴覚障害学生（特
にデフファミリーの学生）の存在に関して触れたい。彼らは手話はできるものの、手話通
訳に対するニーズを具体的に言語化し、表明するには至っていなかったため、どんなニー
ズがあるのか改めてヒアリングを行った。
まず学生たちに、学術レベルに対応できる通訳人材はまだまだ足りていないという現状
と、通訳者を育てるには自分たちがニーズを伝えていくことが必要であるということを説
明した。そして、PEPNet-Japan の「大学での手話通訳ガイドブック」[3] 付録の通訳映像
教材を使い、自分にとってわかりやすい通訳のタイプを選んでもらい、なぜそれを選んだ
のかを細かく確認する方法で、学生のあいまいなニーズを顕在化させていった。さらに、
うなずきが多すぎると文の切れ目がわかりにくい、専門用語の表現に口形がはっきりつい
ていると、日本語が想起しやすくノートが取りやすくなる、といった具体的なニーズまで
引き出し、文章にまとめて通訳依頼と一緒に派遣センターに提供した。同様に読み取り通
訳についても、学生へのヒアリングでニーズの掘り下げを行ったが、詳細は時間の関係で
割愛する。
3.6 通訳の質担保（技術の向上）のための取り組み
これまで自分自身が培ってきた手話言語学や手話通訳の知識、
およびコーディネートの経験などをもとに、通訳者をフォローす
るための取り組みをしてきた。次の 3 点を紹介する。
①専門用語の手話表現 DVD
例）
「かかわる」
「かかわりあう」にあたる手話表現は、コミュニ
ティ通訳の中では同じ手話表現を使っても問題ないかもしれ
ないが、聴覚障害児教育の領域では意味合いが異なるので表現

図 5 筆者（松﨑）
（写真）
とめた。担当する通訳者が変わっても表現が統一されてわかりやすいという効果もあっ
も分ける必要がある。そうした例を 170 ほど収録して DVD にま
た。
②研修等の講師として通訳者養成に貢献
例）聴覚障害のある学生はどのような手話通訳ニーズをもっているのか
高等教育で扱われる談話にはどのような特徴があるのか
研究発表の構成（研究の目的・方法・結果・考察）
論理的思考を磨くためのトレーニング など
③映像教材としてデータを提供
研修用のデータとして、授業や各種時の映像を録って派遣センターに提供した。通訳者が
読みとって日本語に翻訳したものを提出してもらい、添削して返すといった対応も行った。
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3.7 まとめ
今日話したような実践を通して、現在も、通訳者のスキルアップを図るための方法につ
いて工夫と研究を重ねている。
4．手話通訳支援を行う上での留意点
本セミナーでは、地域センターと連携しつつ、大学独自に手話通訳の登録や雇用を行う
例について紹介した。最後に、こうした取り組みを行う上で、留意すべき点があるので、
これらを掲載することでまとめに代えたい。
① 手話通訳者のほとんどは、地域センターに登録しながら、地域での活動も並行して行っ
ている方々だということを忘れないでほしい。このため、大学が何らかの取り組みを始
める際には、地域センターと良好な関係性を築いていく必要があるし、手話通訳者に対
しても、これからも地域で手話通訳を担っていく人材として、地域センターとの関係性
には十分な配慮をして欲しい。
② 大学で手話通訳を担えるレベルの手話通訳者は、非常に専門性が高く、地域の中でも主
力選手である事が多い。このため、大学の中でそうした人材を占有し、地域の手話通訳
派遣体制の機能低下を招いてしまうことのないよう、十分な配慮が必要となる。
③ 手話通訳には、頚肩腕症候群などの職業病もある。地域と大学など、依頼元が複数にな
ると、一人の手話通訳者にかかっている負担の大きさを把握できる機関がなくなってし
まうため、手話通訳者の健康管理にも十分な配慮が必要である。
④ 大学の手話通訳は、専門性も高く、求められるものが非常に大きいため、常に不全感を
抱えがちである。より質の高い支援体制を構築していくためには、こうした手話通訳者
の悩みを聞いたり、スキルアップのための研修会を開催するなど、十分な心のケアと身
分保障が不可欠になる。
参照文献
[1] 白澤麻弓，吉川あゆみ，江原こう平（2019）高等教育機関における手話通訳の利用に関
する予備的調査．第 57 回日本特殊教育学会大会予稿集，P9-30．
[2] 大杉豊（2019）専門分野における手話言語通訳者の育成カリキュラムを検討するための
ニーズ調査研究事業成果報告書，筑波技術大学．
（p.33 に報告書ダウンロードページの
QR コードを掲載）
[3] 日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク（PEPNet-Japan）情報保障評価事業（手
話通訳）ワーキンググループ（2012）大学での手話通訳ガイドブック―聴覚障害学生の
ニーズに応えよう！―．
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• ୠ७থॱشधৼभؚপ৾दभুਵৢ॑૿ढ
थऎोजअऩৢपൂखथఃஈखथुैअ

• ୠ७থॱشधৼभুؚਵৢ੍ରभ੦ກपऩॊ
ুਵৢ॑൳ૐखؚ৩धखथ఼৷

• ৢ੧੯ओधपؚপ৾ऊैৢप৴൪॑खथؚ
়ऋणऎ্भরऊैిભ॑৭॒दൂ पऩॊ

• OJTधखथঽମुॺঞॽشথॢ॑ाऩऋैؚਗৢ
धુदুਵৢ॑૿ਊ

• ౸ओधपਏऩইज़টॵ॔شউभৰ
• ૾யपૢगथਘভ٭ਔৄઐఌভभৰ

য౫भ
ਏਙ

16

• ेॉेःੲਾ৳भञीपਏऩ୭पणःथ੧खؚ
ৰਠपऐञॉੌा॑ষअ
قଢ଼ఊভ؞ਔৄઐఌভभ৫ಈؚOJTभౄৰؚઇ৩؞ലಁ
૩৾ে؞ୠ७থॱشधभુपेॊॉੌाಉك

ीैोॊૼपৄ়ढञ१এॺش৬
قଢ଼ఊৼ؞؞ମী৳ك
ਠৃभॽش६धৢभ્ਙपଦൟखञ॥ॹشॕॿॺش

17

প৾षभఃஈ٭ઉமൂ
4ૅ

ୠ७থॱشधभ৴
3ૅ

• হੲਾ॑इॊधधुपؚਵख়ःभৃ॑ਝ

15

প৾

18

17
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ीैोॊૼपৄ়ढञ१এॺش৬
قଢ଼ఊৼ؞؞ମী৳ك
18

औैप५ॸॵউ॔ॵউ
• ലಁ૩৾ে੍ରभ੦ກपऩॊലಁ૩॑൳ૐखؚ
৩ऽञमઇ৩धखथ఼৷
• ঽମपৌघॊুਵৢ॑ਠৃधखथOJT॑ষःऩऋैؚ
প৾दीैोॊুਵৢ॑ുਛ
• ലಁ૩৾েभॽش६धઇ৯ఏুؚਵৢभ્
ਙ॑ৄாीؚমযभਛশपᇽऋॊ੍ର॑
• ੲਾ৳୭ౄৰभञीपਏऩॉੌा॑੧खؚ
ৰਠपऐथྎ॑૿अ
ুقਵৢपৌघॊؚ৾भ৶ੰཟؚലಁ
૩৾েपৌघॊग़থঃডওথॺಉك

19

19

ୠभ৴पेॊ੍ର৬ౄৰ

॥থ१ঝॸথॢ

20

৴

ஜ๊ဣ؞ਆँॅा؞ਉऒअق2019كৈಉઇਃঢ়पउऐॊুਵৢभ
ਹ৷पঢ়घॊ৹ਪ. ম્ઇ৾ভਸ਼57পভ এ५ॱشৱમेॉ 20
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প৾षभఃஈൂ٭
৩धखथभ౻৷ਔघसऌਡ

॥থ१ঝॸথॢभણ৷

• ৢपधढथୠ७থॱشधभঢ়બਙमశଞप
ਏ؛ऒोऊैुୠदুਵৢ॑૿ढथःऎয౫ध
खथؚঢ়બப৲॑ഃऊऩःेअેীऩଦൟऋਏ
• প৾दৢ॑૿इॊঞঋঝभুਵৢमؚୠद
ुৡ৭ু؛जअखञয౫॑ಚથखथखऽअऒधभ
ਖਙपଦൟखञ৹ତऋਏ
• ুਵৢपम᎒๛ฏඪණऩनभ୰ुൂ؛੪
ऋളਯपऩॊऒधदؚૌ২ऩ૿ऋऊऊैऩःेअ
ଦൟऋਏ
• প৾भৢमीैोॊुभऋశଞपপऌःৢ؛
भฎा॑ୂःञॉؚ५य़ঝ॔ॵউभञीभଢ଼ఊভ
॑৫ಈघॊऩनેؚীऩॣ॔धମী৳ऋਂ૭ಳ

21

21

અધ൴
• ْमगीथুਵৢ॑ਹ৷घॊधऌभफ़ॖॻٓমലಁ૩৾েৈಉઇ
੍ରॿॵॺডشॡقPEPNet-Japanقك2015كপ৾ઇ৩भञीभୠৢ
ൂঁথॻঈॵॡʊेॉेः৴॑৯खथʊ. বয়প৾১য໒ణૼপ৾.
• ْপ৾दीैोॊুਵৢૼٓমലಁ૩৾েৈಉઇ੍ରॿॵॺ
ডشॡقPEPNet-Japanكੲਾ৳௬হق2015كপ৾दभুਵৢफ़ॖ
ॻঈॵॡʊലಁ૩৾েभॽش६पૢइेअآʊ. ໒ణૼপ৾૩ৈಉ
ઇଢ଼੍ର७থॱش.
• ْସभञीपदऌॊੵ⋇ٓஜ๊ဣق2015كপ৾पउऐॊലಁ
૩৾ে੍ରभৈ২৲पऐञॉੌाʊ৪বটॳख़५ॱੵشఐপ৾पउऐ
ॊুਵৢभॉੌाधমषभંྮʊ. ৢᄽଢ଼. ਸ਼15ಀ, 35-54.
• ْेॉेः੍ରपऐञ৬ତٓஜ๊ဣق2014كটॳख़५ॱੵشఐপ
৾॔ॡ७५१شঅ५पৄैोॊুਵৢ੍ରभਏ जभ1ʊऌीऊ
ऩ१شঅ५੍॑इॊੌ௶ध॥ॹشॕॿॺش৬ʊ. ໒ణૼপ৾ॸॡঀঞ
এॺش. ਸ਼22ಀ1ඕ, 78-82.
• ْସभञीपदऌॊੵ⋈ٓஜ๊ဣق2014كটॳख़५ॱੵشఐপ
৾॔ॡ७५१شঅ५पৄैोॊুਵৢ੍ରभਏ जभ2ʊুਵৢ
भସન৳पऐञ୭ତʊ. ໒ణૼপ৾ॸॡঀঞএॺش. ਸ਼22ಀ1ඕ,
83-89.
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αʖυΡϋʖφର͟ͳௗॶʀॶ
ஏҮιϱνʖͳ࿊ܠ

ʀஏҮιϱνʖָ͗ಝΝ
ཀྵմ͢ͱ௪༃ंΝഁ͚ͱ͢ݥΗ
ͱ͏Ηͻɼ҈ৼ͢ͱͦΔΗΖɽ
ʀஏҮસରয়ڱΝݡӿͪ͢Ϩ
λʖηഓ͗ՆͶ͵Ζɽ

ཤ఼

՟ୌ

ָౌˏғབ

ʀஏҮιϱνʖΝ௪ͤͳɼαʖ
υΡϋʖφඇ͗ਫ਼ͪ͢Εɼ࣎
ؔࢋܯ๏๑ָ͗ͳҡ͵ͮͪ
ΕͤΖ͞ͳ͍͗ΖͪΌɼಢࣙͲ
ғབͪ͢๏͗ඇ༽͗ཊ͓ΔΗ
Ζɽ
ʀָωʖθͶͪ͢घ
௪༃ंΝમ͞ͳ͗Ͳ͘Ζ͢ɼ
্ְָ֒ਫ਼ωʖθͶͯ͏ͱ
ೣͶఽ͓ͱ͏͚͞ͳ͗Ͳ͘
Ζɽ
ʀҲఈ௪༃ंͶݽఈͲ௪༃Ͷ
ͮͱΔ͑͞ͳͲɼόΤύΤ
ΝΊ͝ͱ͏͜Ζ෨͍͗
Εɼ͞Ηָ͗Ͷ͕͜Ζࢩԋର
Ͷ͗ܪΖɽ

৮ҽͳ͢ͱ༽ޑ

ʀཤ༽͗ଡ͏ͺɼ݃Վ
దͶඇ༽Ͳαηφ͗ཊ͓
ΔΗΖɽ
ʀ࣎ؔ௪༃ΏಧదͶघ
௪༃͗චགྷͶ͵ͮͪ࣎͵ʹͶɼ
ͤ͛ͶଲԢ͗Ͳ͘Ζɽ
ʀָωʖθͶͪ͢घ
௪༃ंΝમͳͳͶɼOJT Ν
௪͢ͱ͖ͮ͢Εͳͪ͢Ͷ
͝ܪΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ
ʀ෨௪༃ंͳڠಋͲ௪༃Ν
ߨ͑ͳ͘ͶɼϘΠ௪༃ं
ϓΧϫʖΝߨ͑͵ʹɼસରద͵
௪༃࣯దͶͯ͵͗Ζɽ
ʀ͠༽ޑΗͱ͏Ζघ௪༃ंΝ
αʖυΡϋʖφΏͶ
ੀ͓Ζ͞ͳͲɼָͶ͕͜Ζघ
௪༃ࢩԋରΝࡠΕ͝
Ζ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ
ʀۂແྖͲգ॑࿓ಉͶ͵Ε
͗ͬ͵Ͳɼָͳ͢ͱॉ͵
ίΠ͗චགྷɽ
ʀ௪༃ंͳ͢ͱೲΊΏ՟ୌΝ์
͓ͪͳ͘Ͷɼγϛʖφ͢ͱ͍͝
ΔΗΖର͗චགྷɽ

ʀָͶόΤύΤ͗͵͏ͳɼਕ
ຼΏๅ͗͵͚ɼਕࡒ֮ฯΏྙ
ྖۅݡΌ͗ೋ͢͏ɽ
ʀݩܨ͵αʖυΡϋʖνʖ
಼ָ͗Ͷ͏͵͏ͳɼన͵αʖ
υΡϋʖφΝߨ͑͞ͳ͗Ͳ͘
ͥɼഁݥؽփదͶ͵Ε͗
ͬɽ
ʀஏҮιϱνʖͶౌͤΖ͞ͳ
ͲगΔΗͱ͏Ζଈ͍Ζͪ
Όɼָͳંܘ༁Ͷ͵Ζ͞ͳ
ͲɼݳͲਫ਼ͣͪୌ͗௪༃ं
Ͷં߳Ε͖͖ͮͱ͢Ή͑͞ͳ
͍͗Ζɽ
ʀٽΌΔΗΖ͘͠Ͷർ͢ͱॉ͵ฯৄ͗Ͳ͘͵͏͞ͳ
ଡ͚ɼన͵ਕࡒ֮ฯ͗ೋ͢͏ɽ
ʀָͲ௪༃Ν୴͓ΖϪϗϩ௪༃ंͺɼஏҮͲकྙͲ͍Ζ͞
ͳ͗ଡ͚ɼͨ͑ͪ͢௪༃ंΝָ͗ઐ༙͢ͱ͢Ή͑͞ͳͲɼஏҮ
ιϱνʖؽఁԾΝӀً͘͢͞ͱ͢Ή͑ɽ
ʀ௪༃ंͶΓͮͱͺஏҮιϱνʖͳܐ͖ؖΔɼཱིɼݺਕ
ғབ͗Ͳ͘͵͏๏͏Ζɽ
ʀҲൢదͶͺɼஏҮιϱνʖͶౌ͢ͱ͏Ζघ௪༃ंͶғབ
ͤΖ͞ͳͶ͵ΖͪΌɼ֦௪༃ं͗ʹఖౕ௪༃Ν୴͢ͱ͏Ζ͖
ๅ͗ҲݫదͶѴͲ͘͵͚͵Ζɽ
ʀָଈ͗௪༃ंೲΊΝซ͏ͪΕɼηΫϩΠρϕͪΌݜर
ճΝ࠷ͪ͢ΕͤΖ͵ʹɼॉ͵ίΠΝ͢ͱ͏͖͵͏ͳ௪༃ं
Ϡοϗʖεϥϱ͗କ͖͵͏ɽ
ʀָ͍ͨͨΖஏҮͶϨλʖη͗ঙ͵͚ɼҲఈϪϗϩҐघ௪༃ं֮͗ฯͲ͘͵͏ɽ
ʀҲൢگद͵ۂΔർֳదଲԢՆͫ͗ɼ͗߶͚͵Ηͻ͵ΖΆʹɼ͞ΗͶԢͣͪηΫϩΝ࣍
ͮͪ௪༃ं֮ฯ͗ೋ͢͏ɽ
ʀஏҮ௪༃ंͳָͲٽΌΔ
ΗΖ௪༃಼༲ͺҡ͵ΖͪΌɼ
࣯ͶͻΔͯ͗͘Ͳ͘ͱ͢Ή͑ɽ
ʀͲ͘ΗͻݽఈοʖϞͲଲԢ
͢ͱΔ͏ͪ͏͗ɼஏҮιϱν
ʖࣆͶΓͮͱͺאΚ͵͏͞
ͳଡ͏ɽ
ʀαʖυΡϋʖφ୴ंͶָ
࣍ͯघ௪༃ωʖθ͗ఽΚΕ
ͰΔ͏ͪΌɼٽΌΖ௪༃ं͗ഁ
͠ݥΗͰΔ͏ɽ
ʀαϝϣωτΡͶଲͤΖघ௪
༃ഁͲͫ͜ݥघҲ͵য়͗ڱ
͍ΖͪΌɼғབ਼࣎ؔଡ͏
ָଲԢͺɼஏҮιϱνʖͶ
ͳͮͱෝ୴͗͘͏ɽ
ʀഁݥౕ༁ɼदۂ
Γ͑͵ఈغద͵Ͷͺघ௪
༃ഁ͗ͳ͞͏͵͘Ͳ͗ݥଡ͏ɽ
ʀഁݥড়݇ͶҲఈളΕ͍͗Ζ
ͪΌɼָͳ͢ͱචགྷ͵ߑڧ
͗ೋ͢͏͞ͳ͍͗Ζɽ

ਫ਼࿓ಉ ฑ 30 ೧্ౕ֒ं૱ෳࢳਬࣆࢨ ۂఈ՟ୌ 11ʰͶ͕͜Ζघޢݶ௪༃ंү
ΩϨΫϣϧϞΝݗ౾ͤΖͪΌωʖθࠬۂࣆڂݜʱˢๅࠄॽξΤϱϫʖχ http://u0u1.net/XCOz

33

第 15 回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム

ࠕ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢࠗཧຍ࠘ࢆᨭ࠼ࡿᨭ̿ヰࡋྜ࠸ሙ㠃ࡽ⪃࠼ࡿ̿ࠖ
య⏬ሗ࿌᭩
ᮧ⏣῟㸯㸧㸪୰㔝⪽Ꮚ㸰㸧㸪᭷ᾏ㡰Ꮚ㸱㸧㸪ᑠబ㔝㈗ᜨ㸲㸧
ி㒔Ꮫ Ꮫ⏕⥲ྜᨭࢭࣥࢱ࣮㸯㸧㸪⩌㤿Ꮫ ᩍ⫱Ꮫ㒊㸰㸧㸪
ᒣᙧᏛ 㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭࢭࣥࢱ࣮㸱㸧㸪ᒣ┴❧ࢁ࠺Ꮫᰯ㸲㸧
せ᪨㸸㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࠾ࡅࡿ㞀ᐖᏛ⏕ᨭࡣࠊᨭࡑࡢࡶࡢࢆ┠ⓗࡋ࡚
࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡢᶵ㛵࠾ࡅࡿᬑ㐢ⓗ࡞ᩍ⫱࣭◊✲ࡢᶒࢆ
㞀ᐖࡢ᭷↓ࢃࡽࡎಖ㞀ࡍࡿࡇࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋᮏ⏬࡛ࡣࠊヰࡋྜ
࠸ሙ㠃࠾ࡅࡿ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢࠕཧຍࠖࢆࢸ࣮࣐ࡋ࡚ࠊᫎീᩍᮦ࡞ࡽࡧ
⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢࣥࢣ࣮ࢺࡼࡿㄢ㢟ࡢᢳฟࠊࡲࡓⓏቭ⪅ࡑࢀࡒࢀࡢ
❧ሙ࠾ࡅࡿ▱ぢ࣭⤒㦂ࡽㄢ㢟ゎỴࡢ࣏ࣥࢺࡸᚲせ࡞ࡿ࣐ࣥࢻࢆ
ᩚ⌮ࡋࡓࠋྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢᥦ౪␃ࡲࡽࡎࠊಶࠎࡢᏛ⏕ࡀ┤㠃ࡍࡿ≀⌮ⓗ㸭
ᚰ⌮ⓗ࡞ࣂࣜࢆໟᣓⓗ࡞ほⅬ࡛ᤊ࠼ࡓᨭࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡍࡿ
ᶵ࡞ࡗࡓࡇຍ࠼࡚ࠊ࡚ࡢᏛ⏕ࡀࠕཧຍ࡛ࠖࡁࡿࡇࡢᩍ⫱ᶵ㛵
ࡋ࡚ࡢ౯್ࢆ☜ㄆࡍࡿᶵ࡞ࡗࡓࠋ
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕㸪ཧຍ㸪ࢢ࣮ࣝࣉάື
1㸬ࡣࡌࡵ
 㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࡢ⾜ᚋࠊྛ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࠾࠸࡚ࡶ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢྜ⌮ⓗ㓄៖ࡀ
㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊྜ⌮ⓗ㓄៖ࡀᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࢃࡽࡎࠊ⫈ぬ㞀ᐖ
Ꮫ⏕ࡀㅮ⩏➼࡛ࡢ㆟ㄽࡸヰࡋྜ࠸࠸ࡗࡓࠊ㞟ᅋ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࣉࣟࢭࢫࠕཧ
ຍࠖࡋࡃ࠸≧ἣࡀ⏕ࡌࠊ⤖ㄽࡸ⤖ᯝࡔࡅࢆ▱ࡿࠊ࠸࠺ࡇࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ⫈ぬ㞀ᐖࡢ
᭷↓ࢃࡽࡎࠊ♫ࡢ୍ᵓᡂဨࡋ࡚ࠊ㆟ㄽࢆ⤒ࡓ≀ࡢỴᐃࣉࣟࢭࢫཧ⏬ࡍࡿ⤒
㦂ࡣ㠀ᖖ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ≉♫ฟࡿ๓ࡢᏛ⏕௦ࡑࡢ⤒㦂ࢆ✚ࢇ࡛࠾ࡃࡇࡀࠊࡑ
ࡢᚋࡢ♫⏕άࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡀᐇ⌧ࡋ࡚ࡣࡌࡵ࡚ࠊ⫈ぬ
㞀ᐖᏛ⏕ࡶࠕᖹ➼ࠖ࡞❧ሙ❧࡚ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ᮏ⏬ࡣࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀཧຍࡍࡿヰࡋྜ࠸ሙ㠃ࡢᫎീᩍᮦࡸࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࢆᑐ㇟
ᐇࡋࡓࠕᤵᴗሙ㠃࠾ࡅࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢヰࡸάື㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺࠖࢆᇶࠊྛㅮ
ᖌࡽヰ㢟ᥦ౪ࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀᏳᚰࡋ࡚ࠕཧຍ࡛ࠖࡁࡿࡓࡵࡢᨭࡢ࠶ࡾ᪉
ࡸࠊࠕཧຍࠖࢆ㜼ᐖࡋ࡚࠸ࡿせᅉࠊࡲࡓࡑࡢࡢᚰ⌮≧ἣࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇࢆ┠
ⓗᐇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࠊྛྖ࡞ࡽࡧㅮᖌࡽࡢヰ㢟ᥦ౪ࢆᥖ㍕ࡍࡿࠋ
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2㸬㊃᪨ㄝ᫂࡞ࡽࡧヰ㢟ᥦ౪
2.1 ㊃᪨ㄝ᫂࡞ࡽࡧᩍᮦ࣭ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ⤂㸦ᮧ⏣῟㸧
 ࡲࡎࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀヰࡋྜ࠸ሙ㠃ࠕཧຍࠖࡍࡿ㝿ࡢᅔ㞴ࢆලయⓗ࣓࣮ࢪࡍࡿࡓ
ࡵࠊヰࡋྜ࠸ሙ㠃ࡢᫎീᩍᮦࢆ 2 ࣃࢱ࣮ࣥୖᫎࡋࡓࠋᫎീࡢタᐃࡣୗグࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ
Ⓩሙே≀㸸⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ 1 ྡࠊᨭᢸᙜ⫋ဨ 1 ྡࠊᨭᏛ⏕ 2 ྡ
ሙ㠃タᐃ㸸ࣃࢯࢥࣥࣀ࣮ࢺࢸࢡຮᙉࡘ࠸࡚ࡢヰࡋྜ࠸ሙ㠃
ሙ㠃 1Ѝ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀཧຍᅔ㞴㝗ࡗ࡚࠸ࡿሙ㠃
 ሙ㠃 2Ѝ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀẚ㍑ⓗཧຍ࡛ࡁ࡚࠸ࡿሙ㠃
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ≧ἣ㸸⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡣᡭヰࡸཱྀヰࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⫋ဨ࣭ᨭᏛ
⏕ࡶ⡆༢࡞ᡭヰࡀ࡛ࡁࠊᬑẁᑐ㠃࡛ࡢ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ࠾
࠾ࡴࡡࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ㸸ࡕࡽࡶ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢど⥺ࢆ⌧ࡍࡿᙧ࡛ᙳࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕
ఏࢃࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓヰࡸ⌮ゎ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡇࢁࡣ㡢ኌࡀ࡞ࡃࠊᏐᖥࡶ࡞ࡗ࡚࠸
࡞࠸ࠋ
 ࡉࡽࠊᮏࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ཧຍࡋࡓ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕
๓౫㢗ࡋࡓࣥࢣ࣮ࢺ㸦ᤵᴗሙ㠃࠾ࡅࡿࢢ
࣮ࣝࣉ࡛ࡢヰࡸάື㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺ㸧ࡘ࠸
࡚ࠊ⤖ᯝࡢᴫせࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋࣥࢣ࣮ࢺࡣᤵᴗ࠾
ࡅࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢヰࡸάືࡢཧຍࡘ࠸࡚ࠊ⮬
㌟ࡢ⤒㦂ࡸ⌧ᅾࡢ≧ἣࢆၥ࠺ࡶࡢ࡛ࠊ26 ྡࡽᅇ
⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋ⤖ᯝࡢヲ⣽ࡣู㏵ᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ཧ
↷ࡉࢀࡓ࠸㸦⏬᪨ࢫࣛࢻ 7 ௨㝆㸧ࠋ
≉≉ᚩⓗࡔࡗࡓࡢࡣࠊᤵᴗ࠾ࡅࡿࢢ࣮ࣝࣉά
ືሙ㠃࡛ࡢࠕࢧ࣏࣮ࢺࡢ‶㊊ᗘࠖࠕ⫈Ꮫ⏕ẚ

ᅗ  ➹⪅㸦ᮧ⏣㸧
㸦┿㸧

㍑ࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉάືࡢཧຍᗘࠖࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓ㸦
⏬᪨ࢫࣛࢻ 11㸧ࠋࠕࢧ࣏࣮ࢺࡢ‶㊊ᗘ࡛ࠖࡣ୰⛬ᗘ㸦4㹼7㸧㹼㧗ホ౯㸦8㹼10㸧ࢆ㑅
ᢥࡋࡓ⪅ࡀ༙ᩘࢆ㉸࠼࡚࠸ࡓࡶࢃࡽࡎࠊ
ࠕࢢ࣮ࣝࣉάືࡢཧຍᗘࠖࡀ㧗ホ౯ࡔࡗࡓ
ࡢࡣ 2 ྡࡢࡳ࡛ࠊపホ౯㸦1㹼3㸧ࡀ༙ᩘ࡛࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ‶㊊ᗘࡢࢧ࣏࣮ࢺ
ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢヰࡸάືศཧຍ࡛ࡁ࡞࠸⌧≧ࡀ࠶ࡿゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊྛㅮᖌࡽヰ㢟ᥦ౪ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡑࡢᴫせࢆ௨ୗᥖ㍕
ࡍࡿࠋ
2.2 ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢࠕཧຍࠖ㛵ࡋ࡚̿ᙜ⪅ࡢどⅬࡽ̿㸦ᑠబ㔝㈗ᜨ㸧
 ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᫎീᩍᮦࡢ࠺ࡕࠊࡲࡎሙ㠃 1 ࡛⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀࡢࡼ࠺࡞≧ἣ⨨ࢀ
࡚࠸ࡓᩚ⌮ࡋࡓ࠸㸦ᑠబ㔝ࢫࣛࢻ 2㸧ࠋሙ㠃 1 ࡛ࡣㄡࡀヰࡋጞࡵࡓࡢࡀศࡽࡎࠊヰ
ࡢෑ㢌ࡀᥗࡵ࡚࠸࡞ࡗࡓ㒊ศࡀ࠸ࡃࡘ࠶ࡗࡓᛮ࠺ࠋࡲࡓࠊ㡢ኌࡢࡳ࡛ヰࡉࢀᡭヰࡀ
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⾲ฟࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࡾࠊᡭヰࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡓࡾࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀぢ࡚࠸࡞࠸㛫ヰࡀ⥆
࠸ࡓࡾࡋ࡚ࠊㄡࡀఱࢆヰࡋ࡚࠸ࡿࡢᥗࡵ࡞࠸≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡓᛮࢃࢀࡿࠋࡶࠊ⫈
ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀヰࡢෆᐜࢆ☜ㄆࡋࡼ࠺ࡋࡓ㝿ࠊ࿘ࡾࡀᚲせࡔᛮࡗࡓሗࡔࡅࡀ࠼ࡽ
ࢀࡿᙧ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡾࠊ⪺ࡁ㏉ࡋࡓ㝿ྰᐃⓗ࡞⾲ࡸゝ࠸᪉ࢆࡉࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡓࡇࢁ
ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⤒㦂ࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡼࡾࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡣࠕศࡽ࡞ࡗࡓ⮬ศࡀᝏ
࠸ࡢࡔࠖ࠸࠺ᛮ࠸ࢆເࡽࡏ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ⤖ᯝࠊእឤࢆឤࡌࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀㅉࡵ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓᵝᏊࡀぢ࡚ྲྀࢀࡓࠋࡓ࠼࿘ࡾࡀ࡛ࡁࡿ㝈ࡾᡭヰࡸ➹ㄯࢆࡗ࡚ᑐᛂࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊ⫈ぬ
㞀ᐖᏛ⏕ࡀ㆟ㄽࡸヰศཧຍ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡣከࠎ࠶ࡿࠋ
ḟࠊሙ㠃 2 ࡘ࠸࡚㏙ࡓ࠸㸦ᑠబ㔝ࢫࣛ
ࢻ 3㸧ࠋⓎゝࡍࡿᡭࢆᣲࡆࡓࡾࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕
ࡧࡅࡓࡾࡋ࡚ࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ど⥺ࡀྜࡗ
࡚ࡽヰࡋጞࡵࡿࡇࡀဨ࡛ព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡲࡓࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀ࣓ࣔࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿ㛫ࡣᚅࡘ
ࡇࡸࠊぢ࡚࠸࡞ࡗࡓ㛫ࡢヰࡢㄝ᫂ࡶ࡞ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࠋࡉࡽࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢᛮ࠸㐪࠸ࢆᨭ
Ꮫ⏕ࡀ㈐ࡵࡿࡇ࡞ࡃࠕ⮬ศࡀఏ࠼ࡁࢀ࡚࠸࡞
ࡗࡓࠋ⏦ࡋヂ࡞࠸ࠖࠊࠕ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡁࡕࢇ
ㄝ᫂ࡋࡓ࠸ࠖ࠸࠺Ẽᣢࡕࢆᣢࡗ࡚⟅࠼࡚࠸ࡓࠋ

ᅗ  ➹⪅㸦ᑠబ㔝㸧ㅮ₇ࡢᵝᏊ
㸦┿㸧

ࡇࡢࡼ࠺⟅࠼࡚ࡶࡽ࠼ࡿࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡶ☜
ㄆࡀࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋࡉࡽࠊ࣍࣡ࢺ࣮࣎ࢻࠕ12 ᭶ࡢຮᙉࠗ   ࠘㺁᭩ࢀ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡛ࢸ࣮࣐ࡀ᫂☜࡞ࡾࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀヰཧຍࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࡋ࡚ࠊ
ሙ㠃 2 ࡛ࡣ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀ⮬ศࡽ☜ㄆࡋࡓࡾࠊᥦࡋࡓࡾࡍࡿ㞺ᅖẼࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓᛮ
ࢃࢀࡿࠋ
࡛ࡣࠊࠕཧຍࠖࡢࡓࡵ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕⮬㌟ࡀ࡛ࡁࡿ᪉⟇ࡋ࡚ࠊࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡔ
ࢁ࠺㸦ᑠబ㔝ࢫࣛࢻ 4㸧ࠋࡲࡎ 1 ࡘ┠ࡋ࡚ࡣࠊヰࡋᡭᑐࡋ࡚ࠊ⮬ศࡢど⥺ࡀࡑࡕࡽ
ྥ࠸࡚ࡽヰࡋጞࡵ࡚ḧࡋ࠸ఏ࠼ࠊ࠶ࢃࡏ࡚ࡑࡢ⌮⏤ࡶఏ࠼࡚࠾ࡃࡇࡀษ࡛࠶ࡿࠋ
ከࡃࡢ⪺ࡇ࠼ࡿேࡗ࡚ࡣࠊ⪺ࡇ࠼࡞࠸࣭⪺ࡇ࠼ࡃ࠸ࡇࡢ࣓࣮ࢪࡀࡋ࡙ࡽ࠸ࡓࡵࠊ
࠼ࡤࠕぢ࡚࠸࡞࠸ࡇࢁ࡛ヰࡉࢀࡓሗࡣࢃࡽ࡞࠸㸦ࢃࡾࡃ࠸㸧ࠖ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇ
ࡶ࠶࠼࡚ゝࢃ࡞ࡅࢀࡤఏࢃࡾ࡙ࡽ࠸ࠋࡲࡓヰࡋྜ࠸ࢆጞࡵࡿ๓ࠊ
ࠕヰࡍࡣᣲᡭࢆࡍࡿࠖࠊ
ࠕヰࡋጞࡵࡿࡣྡ๓ࢆゝ࠺ࠖ࠸ࡗࡓ࣮ࣝࣝࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃࡢࡶࡼ࠸ࠋ࣍࣡ࢺ࣮࣎
ࢻࡸࣀ࣮ࢺ࡞ࡢどぬⓗ࡞ሗࢆά⏝ࡍࡿࡢࡶࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡔࡅ࡛࡞ࡃཧຍ⪅ဨ᭷
ຠ࡞᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡣࠕ▱ࡾࡓ࠸ࠖࠕཧຍࡋࡓ࠸ࠖ࠸࠺Ẽᣢࡕࢆ࿘ࡾ
ఏ࠼ࠊ⮬ศࡢ⪺ࡇ࠼᪉ࢆ▱ࡾࠊ⮬ศ⮬㌟ࡘ࠸࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿຊࢆ㌟ࡘࡅ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ
ࠕ⪺ࡇ࠼࡞࠸࣭⪺ࡇ࠼ࡃ࠸ࡇࠖࠊࠕศࡽ࡞࠸ࡇࠖࡣỴࡋ࡚ᝏ࠸ࡇ࡛ࡣ࡞࠸㸦ᑠ
బ㔝ࢫࣛࢻ 5㸧ࠋࡑࢀྠࠊ⮬ศ࡛ࡣ⪺ࡁྲྀࢀ࡚࠸ࡿ㸦ㄞࡳྲྀࢀ࡚࠸ࡿ㸧ᛮࡗ࡚࠸
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࡚ࡶࠊᐇࡣ⪺ࡁⴠࡋࡸぢⴠࡋࡀ࠶ࡿࡶࡢࡔࠊ⮬ぬࡍࡿࡇࡶᚲせ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ⚾
⮬㌟ࠊᏛ࡛ึࡵ࡚ሗಖ㞀ฟ࠺ࡲ࡛ࡣࠊ⫈ぬά⏝ࡸཱྀヰ࡛ࡃၥ㢟ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚
࠸ࡓࠋ࠶ࡿඛ㍮ࡢ່ࡵ࡛ࣀ࣮ࢺࢸࢡࢆࡘࡅ࡚ᤵᴗࢆཷࡅࡓࡇࢁࠊ⮬ศࡀ⌮ゎ࡛ࡁ࡚
࠸ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡓሗࠊᐇ㝿ࣀ࣮ࢺࢸࢡ࡛ᚓࡽࢀࡓሗࡁ࡞ᕪࡀ࠶ࡾࠊኚ࡞
ࢩࣙࢵࢡࢆཷࡅࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࢀࡢࡶࡢࢆྲྀࡾࡇࡰࡋ࡚ࡁࡓࡢࠊ⌧ᐇࢆཷࡅṆࡵ
ࡿࡲ࡛㛫ࡀࡗࡓࠋ
⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡗ࡚ࠊ࿘ࡾ⮬ศࡢ≧ἣࢆㄝ᫂ࡋࠊලయⓗ࡞᪉ἲࢆᥦࡋ࡚࠸ࡃຊࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ⮬ศࡢࡓࡵࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࿘ࡾࡢࡓࡵࡶ࡞ࡿࡇࡔ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡼࡾࡼ࠸⎔ቃࢆసࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵാࡁࡅ࡚࠸ࡃ㝿ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᅔ㞴ࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࡀࠊ
ゎỴ⟇ࡸᵝࠎ࡞᪉ἲࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣᙉࡳ࡞ࡿࠋⓙࡉࢇࡶࡇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ୰࡛ࠊ
ሗࢆ㞟ࡵࡿ࡞ࡋ࡚ᵝࠎ࡞ゎỴ⟇ࡸ᪉ἲࢆ✚࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ࡞࡞⮬
ศࡽືࡃࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ࿘ᅖ⮬ศࡢᛮ࠸ࢆゝࡗ࡚ᦆࡣ࡞࠸ࠋࡣ࠸࠼ࠊ
ຬẼࢆฟࡋ࡚⾜ືࡋ࡚ࡶ࿘ࡾࡢ⌮ゎࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ࡇࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡶࡋ⮬ศࡔࡅ࡛ࡣ㞴
ࡋࡅࢀࡤࠊ᪉ࢆぢࡘࡅࡿࡢࡶ 1 ࡘࡢ᪉ἲࡔᛮ࠺ࠋᙜ⪅௨እࡽࡢពぢࡢ᪉ࡀ⌮ゎࢆ
ᚓࡽࢀࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡣࠊཧຍࢆㅉࡵࡎࠊຬẼࢆฟࡋ࡚ࠊ࿘ࡾఏ࠼࡚࠸ࡗ
࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ
2.3 ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢࠕཧຍࠖࢃࡿㄢ㢟ᨭ̿ᨭ⪅ࡢどⅬࡽ̿㸦᭷ᾏ㡰Ꮚ㸧
ᨭ⪅ࡢどⅬࡽࠊཧຍࢃࡿㄢ㢟ࡑࢀ
ࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ⪃࠼ࡽࢀࡿࣉ࣮ࣟࢳࡘ࠸
࡚ヰࡋࡓ࠸ࠋ2 ࡘࡢᫎീ࡛ᙉࡃឤࡌࡓࡢࡣࠕ࿘ᅖ
ࡢ⌮ゎ࣭ព㆑ࡢ㐪࠸࡛ࠖ࠶ࡿ㸦᭷ᾏࢫࣛࢻ 2㸧ࠋ
⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ఏࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠸࡞࠸ࢆ࠸
ព㆑ࡋࠊẼ࡙ࡅࡿࠊ࠸ࡗࡓព㆑ࡢ㐪࠸ࡀࠊ
⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢཧຍࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡓᛮ
࠺ࠋሙ㠃 1ࠊ2 ࡶᡭヰࡣࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ
ሙ㠃 1 ࡛ࡣ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀぢ࡚࠸࡞࠸ࡇࢁ࡛
ヰࢆ㐍ࡵࡿ࡞ࠕఏࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖࡇẼ࡙
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࠸࡚࠸࡞࠸≧ἣࡀ࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ሙ㠃 2 ࡣࠊヰࡋ
᪉ὀពࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊど⏺ධࡗ࡚ࡽヰࢆࡍࡿࠊ࣍࣡ࢺ࣮࣎ࢻࢆά⏝ࡍࡿࠊ⫈ぬ
㞀ᐖᏛ⏕ࡀࣀ࣮ࢺࢆࡗ࡚࠸ࡿ㛫ࡢሗࡀఏࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇẼ࡙ࡁ⿵㊊ࡍࡿ➼ࠊ
ࠕఏࢃ
ࡿࠖࡼ࠺ព㆑ࡋ࡞ࡀࡽヰࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢព㆑ࡢ㐪࠸࡛ࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀᚓࡽࢀࡿ
ሗࡸཷࡅྲྀࡿ༳㇟ࡣࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
ࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᨭ⪅ࡋ࡚ព㆑ࡍࡁⅬࢆ 3 ࡘᣲࡆࡓ࠸ࠋ1 Ⅼ┠ࡣࠊウㄽሙ㠃࠾ࡅࡿ
⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢሗྲྀᚓ࣭⌮ゎࡢᅔ㞴ࡉ࡛࠶ࡿ㸦᭷ᾏࢫࣛࢻ 4㸧ࠋෑ㢌⤂ࡉࢀࡓࣥ
ࢣ࣮ࢺ࡛ࠊఱࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆཷࡅ࡚ࢢ࣮ࣝࣉάືཧຍࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᅇ⟅ࡀከࡃ࠶ࡗ
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ࡓࡀࠊࢧ࣏࣮ࢺࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ 100㸣ࡢሗࡀᚓࡽࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࣃࢯࢥࣥ㏻ヂ࠾࠸࡚ᨭ
⤒㦂㇏ᐩ࡞ᨭᏛ⏕࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊෆᐜࢆ 7㹼8 ࡋఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ᭷ᾏ㸦2013㸧
㹙1㹛

ࡽࡶ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᨭࢆ㏻ࡋࡓሗࡣ࠺ࡋ࡚ࡶࢱ࣒ࣛࢢࡀ⏕ࡌࡿࠋ

᭷ᾏ㸦2013㸧㹙1㹛࡛ࡣᨭ⤒㦂㇏ᐩ࡞ᨭᏛ⏕ࡀ㐃ಀධຊࡋࡓሙྜ࡛ࡶࠊ3㹼10 ⛊ࡢࢱ࣒
ࣛࢢࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓࡇࡶ᫂ࡽࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡛⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀⓎゝࡢࢱ
࣑ࣥࢢࢆ࠺ࡀ࠺ࡢࡣ㠀ᖖ㞴ࡋ࠸ࠋෆᐜࡢ⌮ゎࡀ༑ศ࡛࠶ࢀࡤࠊ࡞࠾ࡉࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
2 Ⅼ┠ࡣࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀᵝࠎ࡞ᡭࡀࡾࢆ⏝ࡋ࡚ሗࢆᚓ࡚࠸ࡿࡇࡢ⌮ゎ࡛࠶ࡿ
㸦᭷ᾏࢫࣛࢻ 5㸧ࠋࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡽࠊከࡃࡢᏛ⏕ࡀ」ᩘࡢᡭẁࢆే⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ
ࢃࡗࡓࡀ㸦⏬᪨ࢫࣛࢻ 10㸧ࠊ」ᩘሗࡢྠฎ⌮ࡣ㞴ࡋࡃࠊど⏺ධࡽ࡞࠸ሗࡣ
ࡉࡽẼ࡙ࡁࡃ࠸ࠋᨭࡀ࠶ࢀࡤሗࡣఏࢃࡿࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡀࡕ࡛࠶ࡿࡀࠊᨭ⪅ࡣ⫈
ぬ㞀ᐖ⪅ࡢᵝᏊࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽࠊᑀሗࢆఏ࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
3 Ⅼ┠ࡣࠊሗಖ㞀ࡢᐃ⩏ࡢ☜ㄆ࡛࠶ࡿ㸦᭷ᾏࢫࣛࢻ 6㸧ࠋPEPNet-Japan ࡀసᡂࡋ
ࡓ㺀Ꮫࣀ࣮ࢺࢸࢡᨭࣁࣥࢻࣈࢵࢡ㺁㹙2㹛ࡼࢀࡤࠊሗಖ㞀ࡣࠕሙࢆඹ᭷ࡍࡿࡍ࡚
ࡢேࡀྠ㉁࣭ྠ㔞ࡢሗࢆᚓ࡚ࠊࡑࡢሙཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢάື㸦ᨭ㸧࡛ࠖ࠶
ࡾࠊሗಖ㞀ࡀࡑࡶࡑࡶ┠ᣦࡍࡇࢁࡣࠕཧຍࠖࡢಖ㞀࡛࠶ࡿゝ࠼ࡿࠋ
 ᭱ᚋࠊㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢࣉ࣮ࣟࢳࡘ࠸࡚ 2 ࡘࡢ❧ሙࡽ㏙ࡓ࠸㸦᭷ᾏࢫࣛࢻ 7㸧ࠋ
ࡲࡎ㞀ᐖᏛ⏕ᨭᢸᙜ⪅ࡋ࡚ࡣࠊ࿘ᅖࡢ⥅⥆ⓗ࡞⌮ゎၨⓎࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤ
ࠕAccess㸟⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭղࠖ㹙3㹛㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪺ࡇ࠼ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥయ㦂ࢆ
࠺࡞ࡋ࡚ࠊᩍ⫋ဨ㌟ࢆࡶࡗ࡚ሗྲྀᚓࡢ㞴ࡋࡉࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡛ࠊ⤖ᯝⓗ
ሗᥦ♧ࡢᕤኵࡸヨ⾜ࡘ࡞ࡀࡿࠋࡑࡋ࡚ᨭ⪅ࡋ࡚ࡣࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࢆ᪥㡭ࡽษࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸦᭷ᾏࢫࣛࢻ 8㸧ࠋ࠼ࡤ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢ
ཧຍࡢࡋࡸࡍࡉࢆ⪃៖ࡋࡓᗙᖍ⨨ࡸ⾲♧⏬㠃ࡢタᐃ➼ࡢㄪᩚࡀ࡛ࡁࡿࡇࡶᨭ⪅ồ
ࡵࡽࢀࡿࠋウㄽሙ㠃࡛࠶ࢀࡤࠊయᩥᏐሗࢆᥦ♧ࡋ࡚ࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢࠕཧຍࠖࡘ
࠸࡚ဨ࡛ព㆑ࢆྥࡅࡿ࡞ࠊᨭ⪅ࡢ❧ሙࡽࡶᥦࡋࠊㄝ࡛᫂ࡁࡿຊࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ
ࡶ࠶ࡿࠋᑠబ㔝ඛ⏕ࡢヰ࠶ࡗࡓࡼ࠺ࠊᮏ᮶ࡣ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀㄝ࡛᫂ࡁࡿࡢࡀᮃࡲࡋ
࠸ࡀࠊᨭ⪅ࡶࡑࢀࢆᨭ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡗ࡚ḧࡋ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
2.4 ࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࠗཧຍ࠘ࡢ㧗࠸ቨࡣ
ࡾ㉺࠼ࡽࢀࡿࡢ㸦୰㔝⪽Ꮚ㸧
ᅇࡣ≉⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢᚰ⌮㠃ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㏙
࡚࠸ࡁࡓ࠸㸦୰㔝ࢫࣛࢻ 2㸧ࠋ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡣࠊ
ࠕࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡞࡞ࡅࢀࡤࡼ࠸ࡢࠖ
࠸࠺ࡢࡀᮏ㡢࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽ
᪥ᮏࡢ㧗➼ᩍ⫱࡛ࡣࠊ㏆ᖺࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥ
ࢢࡀ᥎ዡࡉࢀࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡸࢹࢫ࢝ࢵ
ࢩࣙࣥࡀ✚ᴟⓗྲྀࡾධࢀࡽࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋᅇࡢ
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アンケート結果で非常に衝撃的だったのは、聴学生と比較して、アクティブ・ラーニング
への実質的な参加度が低いと感じている聴覚障害学生が多かった点である。文部科学省「障
害のある学生の修学支援に関する検討会報告（第二次まとめ）」［4］に「障害のある学生が障
害のない学生と平等に参加できるようにアクセシビリティを確保することが重要である」
と記載があるが、平等な参加が実現できていないことが明らかになったと言える。
ただし、「参加度」は低いと感じていても、自分が受けているサポートへの満足度は高い
傾向があった。なぜ、このような結果になったのだろうか。例えば、グループワークで受
けている支援について、聴覚障害学生に様子を聞くと「大丈夫です」と答えることがある
と思うが、それはさまざまな配慮をしてもらっていることに対する感謝の気持ちや、「支援
を受けても実質的な参加ができない部分はあきらめるべき」という気持ちからの発言かも
しれず、本当の意味では「大丈夫」ではない場合があることに留意が必要である。支援室
や大学は、聴覚障害学生の参加度を高められる有効な支援や環境調整を打ち出せていない
という現実に向き合う必要がある。
グループワークやディスカッションにおいて「参加度」を下げる最も大きな原因は、聴
覚障害学生が発言しにくい、ということにある。その背景として、大きく 4 つの要因があ
り、相互に影響しあっている（中野スライド 3）。例えば聴覚障害学生が発言のタイミング
をつかむことに関して言えば、
「複合移行適格場」
（Ford、 C.E.& Thompson、S.A.（1996）
［5］

）をとらえることの困難さが挙げられる。ああこのへんでこの人の会話が終わるな、と

いうのは、イントネーションや統語、語用論的につかむのだが、これが通訳の中に十分に
反映されていなければ、聴覚障害学生は自分の発言タイミングを逃してしまう。この他に、
情報保障を介することによるタイムラグや情報の欠如、入力と出力形式の違いも大きく影
響する。このように、グループワークやディスカッションへの参加困難さは、情報保障を
つけるだけでは解決しきれない、複雑にからみあったものであることを念頭に置く必要が
ある。
グループワークやディスカッションでの支援について考える際、聴覚障害学生だけでな
く支援室スタッフにも、心のどこかで「（参加できないのは）仕方がない」という諦めの気
持ちがあるのではないだろうか。聴覚障害学生も支援スタッフも何らかの支援を実施して
みて、「ここまでやったのだから仕方ないよね…」と心情的に納得しようとする前に、なん
となく心の隅にひっかかっている「参加を阻害している要因」を分析的に捉える姿勢が必
要であろう。
阻害要因には、①情報保障要因、②人的環境要因、③個人要因があり、特に②は①の「通
訳のしやすさ」に大きく影響し、②と③は影響しあう関係にある（中野スライド 4）。聴覚
障害学生の参加を阻害する大きな要因となっているものを探り、どれを調整すべきか検討
していく。その際、三角形の形は問わず、トータルの面積が大きくなるように調整するこ
とが重要である（中野スライド 5）。例えば聴覚障害学生が 1 年生で、場のコントロールが
まだ難しいだろうと判断した場合は、情報保障を改善したり（情報保障要因へのアプロー
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チ）、聴覚障害学生について周囲への理解を求めたりして（人的環境要因へのアプローチ）、
個人要因をカバーしていく方法が考えられる。
しかし、人的環境要因に関しては、聴覚障害者にどのような配慮が必要か頭でわかって
いたとしても、なかなか行動に結びつかないということもある。聞こえる人が聞こえない
状態をずっと意識し続けるのは難しく、また、実際に有効な配慮に結びつけて実践する力
には個人差がある。目指すべきは、その場面の構成員全員が完璧な配慮を行えていること
ではなく、配慮が漏れてしまったときに、ぎくしゃくせずにさらっと指摘しあえる関係、
あるいはお互いの得意／不得意を調整しあって落としどころを作っていける関係である。
大学での学びにおいて、他者の考えを知り、意見を交わすことによって研ぎ澄まされる
力は、非常に重要なものであり、独学では得ることができない。今のアクティブ・ラーニン
グで生じているバリアの状況について、支援室のスタッフも聴覚障害学生も、改善できる
要素は何か、を今一度考えてみてほしい。教員や周囲の学生の協力が得られにくい、すべ
て外国語でやりとりが進むなど、さまざまな超えがたいバリアが生じているケースもある
だろう。改善には時間がかかることもある。いろいろやってみたけれども、やっぱりしん
どい…。そのときに、「仕方ないよね…」のことばが、聞こえる／聞こえないに関係なく重
みを持って共有される。今回を機に、改めて「参加」の本質について考えていただければ
と思う。
3．まとめにかえて
村田／それぞれのお話は「安心」がキーワードだったように思う。最後に講師から一言ず
つお願いしたい。小佐野先生には、心理的側面について。有海先生には周囲の理解を得
ることについての利用学生の意識付けに関して。中野先生には、｢参加｣は何を生み出す
のか、なぜ我々が「参加」に拘るのかについて。
小佐野／情報保障があっても充分に「参加」できるわけではない。お互いに気持ちよく「参
加」するためにも、日頃から指摘し合える関係を作ることが大事だと思う。
有海／聴覚障害学生には 4 年をかけて、周りに説明していく力を身につけて欲しいと思う。
支援者には、聴覚障害学生と対話し、時には代弁しながら、後押しをして欲しい。
中野／様々な背景を持つ人々が議論に参加することで化学反応が生まれ、新しい知が生み
出される。それが大学での学びのおもしろさであり、ダイバーシティによる知の創出で
ある。聴覚障害学生も多様性を持つ人々の１人。聴覚障害学生が高等教育機関の教育や
研究に「参加」できることで新しい化学反応が生まれ、それが大学全体のメリットにつ
ながる。大学関係者が、それぞれの立場で聴覚障害学生の本質的な「参加」の実現に向
けた努力を継続してほしい。
村田／すべての学生は、場に参加し、お互いの関係性から学び合い、大学という場の価値
を作り出す一員であると思う。1 人の学生がそこに参加できないことは、大学としての
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価値そのものを 1 つ失ってしまうことと同義である。すべての学生が価値を生み出せる
存在であれるよう、大学として必要なことは何か、今一度考える場となることを願い、
結びとしたい。
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図 5 全体会企画の様子（写真）
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ᎮᙾᨦܹܖဃỊಮẉễầẦụửМဇẲềऴإửࢽềẟỦ
ίỴὅἃὊἚợụὸ ᵣᶖᵌᴾૅੲẆᣐ˄૰ὉᅹሁẆᛅᎍỉӝΨẆெẆԗỉಮ܇ễỄ

ئửσஊẴỦẴỔềỉʴầ
ӷឋὉӷỉऴإửࢽềẆ

ᙐૠỉऴإỉӷϼྸỊᩊẲẟ
ᙻမỆλỤễẟऴإỊỪẦỤễẟὉൢỀẨỆẪẟ

ẸỉئỆӋьỂẨỦợạỆẴỦ
ẺỜỉѣίૅੲὸ

ẲẺầẾềῒῒῒ
ẐᛅỂᛅẲềẟỦẑ
ẐૅੲửếẬềẟỦẑ

ЈχᾉଐஜᎮᙾᨦܹܖဃ᭗ሁᏋૅੲἕἚὁὊἁ ऴ̬إᨦᚸ̖ʙಅἂἽὊἩίዻὸẐܖٻἠὊἚἘỶἁૅੲἡὅἛἨἕἁẑ

ऴإầˡỪỦ
Ӌьử̬ᨦẴỦ

a ऴ̬إᨦỉἆὊἽỊẆӋьỉ̬ᨦỂẝỦ
a ऴ̬إᨦỊẆಅỉẻẬ࣏ᙲễờỉỂỊễẟ
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ᛢ᫆ᚐൿỉẺỜỉỴἩἿὊἓ
ᨦܹܖဃૅੲਃ࢘ᎍểẲề

ᛢ᫆ᚐൿỉẺỜỉỴἩἿὊἓ

ẮủộỂỉኺ᬴ử៊ộảề

ᨦܹܖဃૅੲਃ࢘ᎍểẲề

ԗồỉίዒዓႎễὸྸᚐգႆ

ẮủộỂỉኺ᬴ử៊ộảề

ԗồỉίዒዓႎễὸྸᚐգႆ

͌ ᎮᙾᨦܹܖဃỉẟỦἅὊἋՃỆݣẲề
͌ ἎἱἳὅἢὊỆݣẲề
ẐᎥẮảỉἉἱἷἾὊἉἹὅẑ˳᬴Ể
ૅੲỉ࣏ᙲࣱửྸᚐẲềờỤạ
͌ ᜒࡈỆấẟềૅੲܖဃỆݣẲề
ίᵮᵣᵮᵬᶃᶒᵋᵨᵿᶎᵿᶌ˺ẐᵟᶁᶁᶃᶑᶑᴿᎮᙾᨦܹܖဃૅੲᵢᵴᵢṟẑϋỆӓὸ

ૅੲᎍểẲề

Ӌьỉ̬ᨦửॖᜤẲẺίዒዓႎễὸݣᛅὉᛦૢ
ऴإӕࢽỉ
ᩊẰửྸᚐ

ᛢ᫆ᚐൿỉẺỜỉỴἩἿὊἓ
ૅੲᎍểẲề

ẮủộỂỉኺ᬴ử៊ộảề

Ӌьỉ̬ᨦửॖᜤẲẺίዒዓႎễὸݣᛅὉᛦૢ

͌ ᎮᙾᨦܹܖဃầૅੲỆ᧙ẴỦᙲஓửᚕẟởẴẟợạẆἅἱἷἝἃὊἉἹὅửٻʙỆẴỦ
͌ ӋьỉẲởẴẰẆૅੲỉẲởẴẰửᎋॾẲẺݣᛅὉᛦૢ
Ḙࡈࠗỉˮፗ
Ḙᘙᅆဒ᩿ỉᚨܭί૨܌ỉٻẨẰẆᘍ᧓ỉࠢẆᏑᑥễỄὸ
Ḙऴإ੩ᅆỉἑỶἱὅἂẆᙻዴᛔ ݰễỄ

͌ ἎἱὉ᚛ᛯئ᩿ίཎỆἣἏἅὅᡫᚪὸ
ḘӋьᎍμ˳ầ૨܌ऴإửᄩᛐỂẨỦợạẆἴἝἑὊởἋἁἼὊὅ৲ࢨửᘍạ
ḘᛅᎍίӸЭὸỉᄩᛐ ḵ ࡈࠗᘙỉ˺
Ḙ˂ỉӋьᎍỆᛟଢẴỦίᎮᙾᨦܹܖဃểႻᛩẲễầỤὸ
ῒῒῒૅੲầܦμỂỊễẟẮểửˡảẆႆᚕỉˁ૾ễỄỆếẟềấᫍẟẴỦ

ὉӮ˟ὉᚡửᚨẬỦ
ὉႆᚕЭỆਫὉӸЭử
ᚕạ
ὉႆᚕỉễụửᢤẬỦ
ὉӋьửᄩᛐẴỦ ễỄ
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ẐˡỪỦẑẮểử
ॖᜤẴỦ

ऴإ੩ᅆỉ
پὉᚾᘍ
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➨㻝㻡ᅇ᪥ᮏ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕㧗➼ᩍ⫱ᨭ䝅䞁䝫䝆䜴䝮

⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕䛾䛄ཧຍ䛅 䜢ᨭ䛘䜛ᨭ
䞊ヰ䛧ྜ䛔䛾ሙ㠃䛛䜙⪃䛘䜛䞊

䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䛄ཧຍ䛅䛾
㧗䛔ቨ䛿䜚㉺䛘䜙䜜䜛䛾䛛
㜰Ꮫ䜻䝱䞁䝟䝇䝷䜲䝣ᗣᨭ䝉䞁䝍䞊
୰㔝 ⪽Ꮚ
㻝

䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䛺䜣䛶䛺䛔䜋䛖䛜䛔䛔䛾䛻䈈
㧗

䛂ᤵᴗ䛻䛚䛔䛶䛿䠈ㅮ⩏䠈₇⩦
➼䛭䛾ᙧែ䜢ၥ䜟䛪䠈㞀ᐖ䛾
䛒䜛Ꮫ⏕䛜㞀ᐖ䛾䛺䛔Ꮫ⏕䛸
ᖹ➼䛻ཧຍ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䜰䜽䝉
䝅䝡䝸䝔䜱䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛜㔜
せ䛷䛒䜛䛃

‶㊊ᗘ䛻ẚ㍑䛧䛶
ཧຍᗘ䛜ప䛔ホ౯䛻

䠄ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛂㞀ᐖ䛾䛒䜛Ꮫ⏕䛾ಟᏛᨭ䛻㛵䛩
䜛᳨ウሗ࿌䠄➨ḟ䜎䛸䜑䠅䜘䜚ᢤ⢋䠅

⫈Ꮫ⏕叉ẚ㍑厹叀ཧຍᗘ

䈈䛸䛒䜛䜒䛾䛾

同吴呎吟双ᑐ去召‶㊊ᗘ

ప

㻞
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䜾䝹䞊䝥䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁䛻䛚䛡䜛ཧຍᅔ㞴䛾⫼ᬒ
ᩥᏐ㏻ヂ䛜䛒䛳䛯䛸䛧䛶䜒䈈
ྛせᅉ厮┦双ᙳ㡪

䕺ᩥᏐ㏻ヂసᴗ䛻䜘䜛䝍䜲䝮䝷䜾
䕺㡢ኌⓎヰ䛸ᩥᏐⓎヰ䛾㏿ᗘᕪ
䕺⪅䛾Ⓨゝ䛾䝫䜲䞁䝖䜔ෆᐜ䛜䛴䛛䜑䜛㏻ヂ䛻䛺䛳䛶䛔䛺䛔
䕺㡢ኌ᪥ᮏㄒ䛛䜙᭩グ᪥ᮏㄒ䜈䛾ኚ
䊻㠀ゝㄒሗ䛾ᾘኻ
䊻せ⣙䛻䜘䜛䝕䜱䝇䝁䞊䝇䝬䞊䜹䞊䛾⬺ⴠ

䕺」ྜ⛣⾜㐺᱁ሙ䠄㻯㼛㼙㼜㼘㼑㼤㻌㼀㼞㼍㼚㼟㼕㼠㼕㼛㼚㻌㻾㼑㼘㼑㼢㼍㼚㼏㼑㻌㻼㼘㼍㼏㼑䠅䠄㻲㼛㼞㼐㻌㻒㻌㼀㼔㼛㼙㼜㼟㼛㼚㻘
㻝㻥㻥㻢䠅䜢䛸䜙䛘䜛䛣䛸䛾ᅔ㞴䛥

䕺ᛂⓗ䝖䞊䜽䞁䠄㻾㼑㼍㼏㼠㼕㼢㼑㻌㼀㼛㼗㼑㼚䠅䠄㻯㼘㼍㼚㼏㼥㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻘㻌㻝㻥㻥㻢䠅䛾ᅔ㞴䛥
䕺᪥ᮏㄒ䛾ㄯヰ䛻䛚䛡䜛䝍䞊䞁䝔䜲䜻䞁䜾䛾≉ᚩ
䊻䛂⮬ᕫ䝁䞁䝔䜽䝇䝖䛃䛧䜔䛩䛥䈈ヰ䛩䛸䛝䛻࿘ᅖ䛾≧ἣ䛻ὀព䛧
䛶⮬ศ䛰䛡䜢ᙉ䛟ᢲ䛧ฟ䛩䛣䛸䜢㑊䛡䜛䝇䝖䝷䝔䝆䞊䠄䝯䜲䝘䞊䝗䠈㻝㻥㻥㻟䠅

㻟

䛂᪉䛺䛔䜘䛽䈈䛃䛾๓䛻
ཧຍᗘ䛻ᙳ㡪䛩䜛㻟䛴䛾せᅉ䜢ศᯒ䛩䜛
䕺咇叅叏せᅉ叐ᙳ㡪厹ྜ厨㛵ಀ
䕺ᵓᡂဨ双叩叄叇ᴟ叢叇吗叻吡吶吚吆双ኚື

䛆ሗಖ㞀せᅉ䛇
䕺⿵⫈ຓᶵჾ䛰䛡䛷༑ศ䛺䛾䛛
䕺䝜䞊䝖䝔䜲䜽䜔ᡭヰ㏻ヂ䛿䠈⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕䛜Ⓨゝ䛾䝫䜲䞁䝖䜔ෆᐜ䜢ⓗ☜
䛻ᢕᥱ䛧䠈䜎䛯⮬㌟䛾Ⓨゝ䛜⾜䛔䜔䛩䛔ヂฟ᪉ἲ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛛
䕺㏻ヂ䛻䜘䜛䝍䜲䝮䝷䜾䛿᭱ᑠ㝈䛻ᢚ䛘䜙䜜䛶䛔䜛䛛

㏻ヂ䛾䛧䜔䛩䛥䛻ᙳ㡪

䛆ேⓗ⎔ቃせᅉ䛇
䕺ྖ㐍⾜䜔ヰ䛾ㄪᩚᙺ䜢タ䛡䠈䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁䜔ඹྠసᴗ䛜ᵓ㐀
䛥䜜䛯㐍䜑᪉䛜䛷䛝䜛䛛
䕺ሙ㠃ᵓᡂဨ୍ே䜂䛸䜚䛜䠈㏻ヂ䛜ධ䜛䛣䛸䜔⫈ぬά⏝䛷䛾⪺䛝䛸䜚䛻㓄
៖䛧䛯ヰ䛧᪉䜔㈨ᩱ䛾♧䛧᪉䛜䛷䛝䛶䛔䜛䛛
䕺䛚䛔䛻㓄៖䛧䛒䛖㞺ᅖẼ䜢ㄏᑟ䛷䛝䜛䜻䞊䝟䞊䝋䞁䛜䛔䜛䛛䠈⫈ぬ㞀
ᐖᏛ⏕䛸䛔䛴䜒䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢䛸䛳䛶䛔䜛ே≀䛜䛔䜛䛛
䛆ಶேせᅉ䛇
䕺ෆྥⓗ䠋እྥⓗ
䕺䝇䝖䝺䝇䛜䛺䛔≧ែ䛷䛾䜰䜽䝔䜱䝤䝷䞊䝙䞁䜾䛾⤒㦂䛜䛒䜛䛛䛹䛖䛛
䕺䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䛻㐺䛧䛯㏻ヂ䝇䜻䝹䜢䜒䛴㏻ヂ䜢ཷ䛡䛯⤒㦂䛜䛒
䜛䛛䛹䛖䛛
䕺䜰䜽䝔䜱䝤䝷䞊䝙䞁䜾䛻ồ䜑䜛䜒䛾
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㻟䛴䛾せᅉ䜢䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛩䜛
ሗಖ㞀せᅉ
ሗಖ㞀ᅉᏊ
㻡
㻠
㻟
㻞
㻝
㻜

䛘䜀䈈

ேⓗ⎔ቃᅉᏊ
ேⓗ⎔ቃせᅉ

ಶேᅉᏊ
ಶேせᅉ

ሗಖ㞀せᅉ
ሗಖ㞀ᅉᏊ

ሗಖ㞀せᅉ
ሗಖ㞀ᅉᏊ

㻡
㻠
㻟
㻞
㻝
㻜

ಶேᅉᏊ
ಶேせᅉ

㻡
㻠
㻟
㻞
㻝
㻜

ಶேᅉᏊ
ಶேせᅉ

ேⓗ⎔ቃᅉᏊ
ேⓗ⎔ቃせᅉ

ேⓗ⎔ቃᅉᏊ
ேⓗ⎔ቃせᅉ

ሙ㠃䜔ᵓᡂဨ䛻䜘䛳䛶䠈ྲྀ䜚䛖䜛ᑐᛂ⟇䜢ㄪᩚ䛩䜛
㻡

ேⓗせᅉྥୖ䛾┠ᶆᆅⅬ
⌮ゎ䛸⾜ື䛾୍⮴䛿㞴䛧䛔䛛䜙䈈
 ⫈ぬ㞀ᐖ⪅䛾⪺䛣䛘䜔⌮ゎ䛾≧ἣ䛻䛪䛳䛸ព㆑䜢ྥ䛡⥆䛡䜛䛣䛸䛿ᅔ㞴
 ⌮ゎ䛜䛂䛒䜛䠋䛺䛔䛃䛾ᕪ䛷䛿䛺䛟䠈䛂Ẽ䛵䛟ຊ䛃䛂㓄៖䛩䜛ຊ䛃䛻䛿ಶேᕪ䛜䛒䜛
᭱ప䝷䜲䞁䛾ሗ䜰䜽䝉䝅䝡䝸䝔䜱䛾ᢸಖ䛿ᚲせ䛰䛜䈈

䕺㓄៖䛜༑ศ䛺䛸䛝䛻
䛞䛟䛧䜓䛟䛫䛪䛻
䛥䜙䛳䛸ᣦ䛧䛒䛘䜛
䕺ಶ䚻䛜↓⌮䛺䛟䛷䛝䜛
⠊ᅖ䜢䛴䛛䜐

⎍䛻
㓄៖䛥䜜䛶䛔䜛

㻢

58

䈈䛭䛧䛶䜒䛖୍ᗘ䛂ཧຍ䛃䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜘䛖

㻣
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ࢭࢵࢩࣙࣥ⏬ሗ࿌
㸦⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ㛵ࡍࡿᐇ㊶ࢥࣥࢸࢫࢺ 
ᩍ⫋ဨࡼࡿ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭᐇ㊶Ⓨ⾲ 
㛵㐃ᅋయάື⤂
⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ㛵ࡍࡿಶู┦ㄯ㸧
▼㔝㯞⾰Ꮚ㸯㸧㸪㛵ᡞ⨾㡢㸯㸧㸪୰ᓥள⣖Ꮚ㸯㸧
⟃Ἴᢏ⾡Ꮫ 㞀ᐖ⪅㧗➼ᩍ⫱◊✲ᨭࢭࣥࢱ࣮㸯㸧
せ᪨㸸⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭࡢ㉁ⓗྥୖࢆᅗࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᏛෆࡲࡽ
ࡎᏛእࡢᵝࠎ࡞ࣜࢯ࣮ࢫࢡࢭࢫࡋࠊຓゝࡸሗࢆᚓࡿࡇࡀࠊ㠀ᖖ
᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋᮏࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣࠊ➨ 3 ᅇ㸦2007 ᖺ㸧ࡼࡾࢭࢵࢩࣙࣥ
⏬ࢆᐇࡋࠊከᵝ࡞ᙧ࡛ᙜ⪅࣭㛵ಀ⪅ࡀὶࡋពぢ࣭ሗࡍࡿ
ᶵࢆタࡅ࡚ࡁࡓࠋᅇࡣࠊᖺᐇࡋ࡚࠸ࡿࠕ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ㛵ࡍ
ࡿᐇ㊶ࢥࣥࢸࢫࢺ 2019ࠖࠕᩍ⫋ဨࡼࡿ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭᐇ㊶Ⓨ⾲
2019ࠖࠕ㛵㐃ᅋయάື⤂ࠖຍ࠼ࠊ๓⏦㎸ไࡢࠕ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ
㛵ࡍࡿಶู┦ㄯࠖࢆᐇࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊཧຍ⪅ྠኈࡢሗ
ࡲࡽࡎࠊಶูࡢㄢ㢟ᑐࡋ࡚ሗᥦ౪ࢆ⾜࠺ሙࢆタࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊཧຍ
⪅ࡢከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿ⏬࡞ࡗࡓࠋ
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ㸪ᨭᐇ㊶㸪ᐇ㊶Ⓨ⾲㸪┦ㄯᑐᛂ

㸯㸬⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ㛵ࡍࡿᐇ㊶ࢥࣥࢸࢫࢺ 2019
1.1 ࡣࡌࡵ
 ࠕ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ㛵ࡍࡿᐇ㊶ࢥࣥࢸࢫࢺࠖࡣࠊ2008 ᖺึࡵ࡚ᐇࡋࠊ௨㝆ẖ
ᖺ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ୍⏬࡛࠶ࡿࠋᮏࢥࣥࢸࢫࢺࡣࠊᅜࡢᏛ࣭ᶵ㛵ࡀ᪥㡭ᐇ
㊶ࡋ࡚࠸ࡿᨭࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆⓎ⾲ࡋࠊཧຍ⪅ྠኈࡢሗࢆ⾜࠺ࡶࠊ㛵ಀ⪅ࡢព
ᕤኵࡸࢹࡢ᪂ࡉࢆ⾲ᙲࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᖺᗘࡣࠊ࣏ࢫࢱ࣮ࡼࡿⓎ⾲ࡔࡅ
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60

コンテスト参加団体 30 秒アピールでは、発表者が舞台上に登壇し、各 30 秒で自らの取
り組みや発表の見所を発表した。発表方法や情報保障の方法は、各団体で決定することとし
た。その結果、聴覚障害学生が手話で発表し、それを横で聴者の支援学生が読み取る団体や、
発表者全員で登壇し、全員で手話を使って大学名を表現する団体、横断幕を掲げる団体など、
様々な工夫が見られ、参加者を楽しませた。同時に、その後のポスター発表でどの団体に話
を聞きに行くかの参考にできたようだった。

図1
1.3

30 秒アピールの様子（写真）

ポスター発表及び表彰

1.3.1 方法
ポスター発表では、参加団体があらか
じめ作成したポスターを掲示し、その前
で発表及び質疑応答を行う形で実施し
た。今年度は 16 団体が応募し、これを前
半（10 時 45 分～11 時 35 分）、後半（11
時 40 分～12 時 30 分）に分けて発表す
ることとした。
参加者は、各団体の発表を見て、応援
したい、参考になるなど、良いと感じた団

図 2 ポスター発表の様子（写真）

体に対して一人 2 票投票が可能であり、得
票数の多い大学に対して表彰を行った。また、プレゼンテーション賞は、障害の有無やコ
ミュニケーション手段の違いに関わらず、全ての人に伝わる工夫を行った団体に対して授
与するもので、審査員が立場を隠して各団体の審査を行い、評価の高かった団体を受賞団体
として決定した。
全ての賞は、全体会Ⅱの表彰式（15 時～15 時 30 分）で授与を行った。
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1.3.2.

応募状況及び結果

今回は、16 大学から応募があり、投票及び審査の結果、表 1 の通り受賞団体が決定した。
表 1 投票及び審査結果

賞

1.4

受賞団体

PEPNet-Japan 賞

宮城教育大学
しょうがい学生支援室 聴覚しょうがい部会

準 PEPNet-Japan 賞

関西大学 学生相談・支援センター

グッドプラクティス賞

大阪教育大学 障がい学生修学支援ルーム

新人賞

東北大学 特別支援室 利用学生・学生サポーター

プレゼンテーション賞

九州ルーテル学院大学 障がい学生サポートルーム

奨励賞

東京学芸大学 障がい学生支援室
首都大学東京 ダイバーシティ推進室
千葉大学 ノートテイク会
九州大学 障害者支援ピア・サポーター
北星学園大学 アクセシビリティ支援室 NoteTakers
松山大学 学生支援室 障害学生支援団体 POP
日本福祉大学 学生支援センター 学生スタッフ
愛媛大学 障がい学生支援ボランティア
東北福祉大学 障がい学生サポートチーム
札幌学院大学 アクセシビリティ推進委員会
愛知教育大学 情報保障支援学生団体てくてく

発表内容

PEPNet-Japan 賞を受賞した宮城教育大学は「前進～共に歩むために～」をテーマとし
たポスターであった。利用学生、支援学生、運営スタッフが共に歩む様子をウサギとカメに
例え、新たな活動を紹介する映像や広報誌の作成など、お互いの距離を縮め、考えを共有す
るための取り組みを発表した。また、準 PEPNet-Japan 賞を受賞した関西大学は、高校ま
で支援がなかったとある聴覚障害学生と、学生を支えるスタッフの大学入学後 4 年間の歩
みを、手書きのかわいらしく、わかりやすいイラストで紹介した。
発表全体を通して見ると、情報保障の質的向上を目的とした取り組み、音声認識技術等支
援技術を用いたサポート、授業以外での支援活動など、幅広いテーマが見られたが、特に聴
覚障害学生・支援学生・教職員間のコミュニケーションを円滑にするための工夫や実践が多
く紹介されていた。
また、プレゼンテーションスキルや障害の有無、コミュニケーションモードに関係なく、
誰にでも伝わる発表を行ったのかどうかを基準とした「プレゼンテーション賞」は、多様な
背景をもつ複数の審査員が発表を見て回り、審査を行った。この結果、最も評点が高かった
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九州ルーテル学院大学が受賞した。評価の高かった大学は、一方的にパンフレットや説明資
料を渡すだけでなく、発表を聞きに来る方に対する積極的な働きかけやコミュニケーション
上の工夫が見られた。
表 1 の PEPNet-Japan 賞からプレゼンテーション賞受賞団体のポスターについては、167
ページ以降に掲載している。奨励賞も含めた全てのポスターは、当日資料及び PEPNetJapan ホームページのシンポジウム報告ページにも掲載しているため、ぜひご覧いただき
たい。
1.5

まとめにかえて

今年も様々なテーマをもとに発表、活発な情報交換がなされていたが、関係者間のコミュ
ニケーションに関する課題が多く取り上げられていた点は、昨年度と共通しており、昨今の
聴覚障害学生支援における重要なトピックスの一つと言えるのではないか。
また、本コンテストは学生が主たる発表者となって活躍しているという点で、他に類を見
ない企画となっている。事務局には「コンテスト参加を契機として、学生たちが活動を振り
返り、課題を整理し、未来に向けた議論ができる」といった、プロセスに価値を見出す大学
の声や、「学生たちの頑張りが目に見える形で承認される」といった声など、情報交換の場
としての価値だけではない、多くの肯定的な意見が寄せられている。障害者差別解消法が施
行され、合理的配慮の提供が大学の責任で行われつつある今、それを支える学生にフォーカ
スが当たる企画を今後も継続することが望まれているのではないか。

図 3 表彰式の様子（写真）

2．教職員による聴覚障害学生支援実践発表 2019
2.1

はじめに

「教職員による聴覚障害学生支援実践発表」は、2016 年よりシンポジウム内企画として実
施している。対象者は、聴覚障害学生支援に関わる教職員であり、自らの実践を報告し、参
加者と共有することで、新たな支援実践につなげることを目的としている。
今年度は 9 大学の関係者よりご発表をいただき、大変充実した情報交換の場とすること
ができた。本稿ではこの様子を報告する。
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2.2

概要

本企画は、セッション企画の一つとして、シンポジウム当日の 10 時 45 分～12 時 30 分
に実施し、うち 11 時 15 分～12 時 5 分は発表担当者による説明を必須とした。
企画実施時間の参加対象者は教職員とした。これは、本企画が教職員同士で密な情報交換
を行うことを目的としているためである。ただし、学生やその他関係者にもニーズがあるこ
とから、教職員以外の参加者が見て差し支えないと発表者が判断した場合に限り、昼休憩中
もポスター展示のみを継続し、自由に見ていただけるようにした。

図 4 発表の様子（写真）

2.3

図 5 発表の様子（写真）

発表内容及び発表者

発表内容及び発表者は表 2 の通りである。
今年度の発表も、大学における手話通訳者養成プログラム、外国語科目や実技科目におけ
る支援実践、学内外に向けた研修会等、多岐に渡るテーマで発表がなされ、どのブースも熱
心な情報交換がなされていた。
各発表の詳細は、当日資料の巻末に掲載している。ぜひお読みいただきたい。
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3．関連団体活動紹介
3.1

はじめに

本企画は、大学間・関連機関間のネットワーク形成と活性化に寄与することを目的に、
セッション企画の一部として実施したものである。聴覚障害学生や支援担当教職員等が地
域で活用可能な支援に関連する社会資源を知るための場としての効果を期待し、実行委員
会でも検討したうえで、開催地の関連団体等に呼びかけ、実施している。
3.2

内容

聴覚障害学生支援に関わる周辺領域の諸機関に依頼し、以下の団体に出展いただいた。
【関連団体紹介】
● 東京大学

障害と高等教育に関する

プラットフォーム形成事業（PHED）
● 京都大学

高等教育アクセシビリティ

プラットフォーム（HEAP）
● 関西学院大学

手話言語研究センター

● 国立民族学博物館

日本財団助成手話言語学

研究部門（みんぱく手話部門）
● 社会福祉法人

全国手話研修センター

● 公益社団法人

大阪聴力障害者協会

図 6 関連団体紹介 説明の様子
（写真）

● 全日本ろう学生懇談会
● ソノヴァ・ジャパン株式会社
【筑波技術大学

活動紹介】

● 産業技術学部
● 障害者高等教育研究支援センター
● 教育関係共同利用拠点「障害者高等教育拠点」
事業
● 聴覚障害者のための社会連携・協調型教育
拠点の構築事業（高大連携プロジェクト）
● 聴覚障害者のためのキャリアサポート
センターの設置事業（※日本財団助成事業）

図 7 筑波技術大学活動紹介説明の様子
（写真）

● 遠隔情報保障システム「T-TAC Caption」
● 誰もが学び・楽しめる博物館を！手話ガイド育成支援プロジェクト
● ISeee TimeLine によるリアルスポーツイベントの次世代の情報保障
● ウェブベース遠隔 PC 文字通訳システム「captiOnline」
● 大学院技術科学研究科「クラウドソーシングによる手話文字通訳」
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【PEPNet-Japan 紹介】
● 正会員大学・機関活動紹介
● 実行委員校・機関活動紹介ならびに各校紹介スライドショーの上映
● PEPNet-Japan 活動紹介・成果物（各種教材）展示
本シンポジウムでは、2 会場にて各種団体紹介を実施し、いずれも多くの参加者が各ブー
スに足を運び熱心に説明を聞く姿が見られた。コンテスト等と同会場に設けた会場では、大
学と聴覚障害者支援、情報保障支援に関わる各種団体が相互に活動の様子を知り、参加者と
の交流を図る場となっていた。また、筑波技術大学における各種プロジェクトの取り組み紹
介の展示にも、多くの参加者が訪れ、最先端の支援技術に関する意見交換がなされた。
コンベンションセンター1 階ホワイエでは、PEPNet-Japan や、正会員大学・機関、実行
委員校・機関の紹介のパネル展示が行われた。さらに初の試みとして「実行委員校・機関紹
介スライドショー」を上映し、各校の障害学生支援の取り組みや支援室の様子を紹介した。
直接各大学を訪問することは叶わなくとも、実際の様子や特徴を、映像を通して知ることが
でき、多くの参加者が足を止めて鑑賞している様子が見られた。本企画は、今後も各開催地
域で関連団体との連携を図りながら実施していきたい。

図 8 正会員大学・機関活動紹介
実行委員校・機関活動紹介
展示の様子（写真）

図 9 実行委員校・機関活動紹介
スライドショーの一部（写真）

4．聴覚障害学生支援に関する個別相談
4.1

はじめに

本シンポジウムは、聴覚障害学生支援に携わるさまざまな属性の方が、新しい情報や人と
の出会い、他大学での実践事例などを求めて参加されており、それらに応えるための多様な
形態の企画で 2 日間のプログラムを構成している。中でも、参加者個々が抱える支援上の
困難や悩みについて、個別に話を伺い情報を提供する場として、個別相談の企画を設けた。
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各参加者が自律的に情報収集し、必要な人材とコンタクトを取って行くのを後押しできる
よう、相談希望者には事前に相談内容を確認し、
内容に応じて相談員を割り振って実施した。
本稿では、個別相談企画の実施状況と今後の課題について報告する。
4.2

内容

4.2.1 受付と対応の体制
これまでのシンポジウムにおいても、個別の相談に対応する趣旨で「相談コーナー」（第
8 回～第 11 回）や「懇談コーナー」
（第 13 回）を設け、事前予約不要で気軽に立ち寄れる
常設企画として、対応者と 1 対 1 で話したり、複数の参加者と共に意見交換をしたり、柔
軟なやり取りができる場を提供してきた。
今回は、対応者が事前準備をして、短時間の相談時間内でも効果的な情報提供ができるよ
う、事前申込制・定員制（10 名）とし、相談したい内容をあらかじめ確認した上で実施す
ることとした。但し、事前の申込がなく当日来場して相談や質問を希望する参加者がいた場
合には、「当日受付」に案内し、改めて別の機会に相談対応できるよう、予約・調整する場
も設けた。その結果、事前申込で 9 名、当日受付で 2 名の来場があった。
4.2.2 当日の様子
個別相談は、1 件当たり 30 分とし、相談員が原則 2 名ずつで対応する形をとった。対応
体制については、助言内容に偏りが出ることを防ぐと同時に、複数から情報を得ることで幅
広い事例や情報に触れられることを相談者が体感し、積極的に情報収集することへの肯定
感につながることを期待し、2 名体制とした。相談員は、PEPNet-Japan 運営委員、相談対
応事業委員、正会員大学・機関で障害学生支援に携わる教職員から合わせて 9 名の方に担
当いただいた。
参加者は主に大学教員や支援室職員であったが、その他、聴覚障害学生が職員等と一緒に、
あるいは一人で来られたケースもあった。それぞれ現状で抱えている課題について、相談員
が基本的な情報提供を行い、例えば支援室職員の支援体制に関わる相談については、他大学
の事例を紹介するとともに、それら事例を参考として体制作りを進めるにあたってのポイン
トなどについて助言を行った。
4.2.3 相談員及び参加者の声
シンポジウム終了後、参加者全体に対して行ったアンケートでは、個別相談に関する評
価・感想として「支援担当者として日々迷うことが多いが、このような機会はありがたい」
との感想が寄せられた。また、個別相談に参加した後、学内で協議を進めたり近隣大学との
情報交換を行ったりと、具体的な体制整備の動きにつながったとの報告もいただいた。
対応した相談員からは、「事前に相談の概要を聞いておけたのである程度準備して臨むこ
とができ、限られた時間の中で必要な話をすることができた」「シンポジウムで各種資料が
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ᒎ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢥ࣮ࢼ࣮㐃ືࡍࢀࡤࠊࡑࡢሙ࡛ࡍࡄᚲせ࡞ࢥࣥࢸࣥࢶࢆ⤂ࡋࢡࢭࢫ
ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࠸ࡗࡓពぢࡀᐤࡏࡽࢀࡓࠋ
4.3 ฿㐩Ⅼㄢ㢟
ᅇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡣ㛵すᆅ༊࡛ࡢ㛤ദ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊྠᆅᇦࡽึࡵ࡚ཧຍࡍࡿᏛ
ᩍ⫋ဨࡽࡢ┦ㄯࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢᐃࡶ࠶ࡗ࡚ಶู┦ㄯࢆᐇࡋࡓࠋᐇ㝿ࠊ
ಶู┦ㄯࡢཧຍ⪅ࡢ 70%௨ୖࡀ㛵すᆅ༊ࡽࡢཧຍ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ึ
ࡵ࡚ཧຍࡋࡓ⏦࿌ࡉࢀࡓ᪉ࡶ༙ᩘぢࡽࢀࠊᐃࡋࡓཧຍ⪅ࡢࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿ⏬
࡞ࡾᚓࡓࡇࡀ࠺ࡀ࠼ࡓࠋ
 ࡲࡓࠊ๓⏦㎸ࢆཷࡅࡅࠊሗᥦ౪ࡢ‽ഛࢆࡋ࡚࠾ࡃ࠸࠺㐠Ⴀ᪉ἲࡀዌຌࡋࡓ㠃ࡀ
ࡁ࠸ࡀࠊྠࠊᙜ᪥࡞ࡗ࡚ヰࢆࡋࡓ࠸⏦ࡋฟ࡚ࡇࡽࢀࡿཧຍ⪅ࡢཷࡅ─ࡶࡁࡕࢇ
⏝ពࡋ࡚࠾ࡃᚲせᛶࢆឤࡌࡿࠋࡉࡽࠊ┦ㄯဨࡽࡢᣦ࠶ࡿ㏻ࡾࠊ
ᩍᮦࡸࢥࣥࢸࣥࢶࠊ
㛵㐃ࡍࡿᶵ㛵ࡢሗ࡞ࠊᥦ౪ࡋࡓ࠸ሗࡑࡢሙ࡛ࡍࡄࢡࢭࢫࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࠊ
㈨ᩱᒎ♧ࡸሗࣜࢫࢺࡢᥦ౪࡞ᕤኵࡶồࡵࡽࢀࡿࠋ
 ᚋࡶࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ཧຍ⪅ࡀ㞟ࡲࡾࠊከᵝ࡞⏬ゐࢀ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢຠᯝ
ࢆ᭱㝈ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࠊಶู┦ㄯࡢ⏬ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
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ࠕࢭࢫ࣓ࣥࢺᇶ࡙࠸ࡓྜ⌮ⓗ㓄៖ᨭࣉࣛࣥࡢసᡂࠖ
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉሗ࿌
୰㔝⪽Ꮚ㸯㸧㸪ㄶゼ⤮㔛Ꮚ㸰㸧㸪ụ㇂⯟㸱㸧㸪㔠⃝㈗அ㸯㸧
⩌㤿Ꮫ ᩍ⫱Ꮫ㒊㸯㸧
㜰Ꮫ ࢟ࣕࣥࣃࢫࣛࣇᗣᨭࢭࣥࢱ࣮㸰㸧
ᒸᒣᏛ 㧗᥋⥆࣭Ꮫ⏕ᨭࢭࣥࢱ࣮㸱㸧
せ᪨㸸ᮏ⏬࡛ࡣࠊ(1) ಟᏛሙ㠃࠾ࡅࡿ⫈ぬⓗᶵ⬟ไ㝈ࡢ≧ἣࢆᐇ㝿ⓗ
ᢕᥱࡋࠊྜ⌮ⓗ㓄៖ࡋ࡚㐺ษ࡞ᨭ᪉ἲࢆᰂ㌾ࡘከ㠃ⓗ⪃࠼ࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠊ(2) ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿᅔ㞴ࡘ࠸࡚ࠊ⫈ぬⓗᶵ⬟
ไ㝈௨እࡢಶேᅉᏊࡸ⎔ቃᅉᏊࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠸ࠊබᖹ
ᛶ࣭ጇᙜᛶ࣭ᩍ⫱ࡢᮏ㉁ࢆಖᣢࡋࡘࡘᨭࢆィ⏬ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠊ (3) ⫈
ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢᚰ⌮ⓗ࣭♫ⓗᡂ㛗ࢆࡩࡲ࠼ࡓࢭࢫ࣓ࣥࢺཬࡧᨭࢆィ⏬
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠊࡢ 3 Ⅼࢆ฿㐩┠ᶆࡋ࡚ࠊ㞀ᐖᏛ⏕ᨭࡢ᭱๓⥺࡛ά
㌍ࡋ࡚࠸ࡿㅮᖌ 3 ྡࡢࣞࢡࢳ࣮ࣕࠊᯫ✵ࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺཬࡧᨭィ
⏬ࢆ᳨ウࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ࢭࢫ࣓ࣥࢺ㸪ྜ⌮ⓗ㓄៖㸪ᨭィ⏬
1㸬ࡣࡌࡵ
⫈ぬ㞀ᐖࡀ࠶ࢀࡤ୍⯡ࡢ⪺ࡇ࠼ࡿᏛ⏕ྠࡌࡸࡾ
᪉࡛ࡣᅔ㞴ࠊ࠸࠺ࡢࡣㄡࡗ࡚ࡶㄆ㆑ࡋࡸࡍ࠸
ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊಶࠎࡢ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡗ࡚
⪺ࡇ࠼ࡢ≧ἣࡣ⫈ຊࡢࡳ࡞ࡽࡎ┦ᡭࡸ⎔ቃࡼࡗ࡚
ࡁࡃᕥྑࡉࢀࠊᏛᴗᡂ⦼ࡣሗಖ㞀ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ᮏேࡢᏛຊࡀᙳ㡪ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥ
ࢢ࡛ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡂ❧ࡢேⓗ࣭ືⓗせᅉ
ࡀࡁࡃᙳ㡪ࡍࡿࡓࡵࠊሗಖ㞀ࢆ㓄⨨ࡍࡿࡔࡅ࡛
ࡣゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ୍⯡ࡢ⪺ࡇ࠼ࡿᏛ⏕ࡢබᖹᛶࠊ

ᅗ  ➹⪅㸦୰㔝㸧
㸦┿㸧

ᨭࡢጇᙜᛶࠊᩍ⫱ࡢᮏ㉁ࢆಖᣢࡋࡘࡘ㓄៖ࡸᨭ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿᅔ㞴ࡘ࠸࡚ࠊ⫈ぬⓗᶵ⬟ไ㝈ࡑ
ࢀ௨እࡢಶேᅉᏊࠊࡑࡋ࡚⎔ቃᅉᏊࢆ㐺ษぢ✚ࡶࡿࢭࢫ࣓ࣥࢺຊࡑࢀࡽࡢ⤖ᯝࢆ㐺
ษࡘ᭷ຠ࡞ᨭィ⏬ⴠࡋ㎸ࡴຊࡀၥࢃࢀࡿࠋ
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2㸬ヰ㢟ᥦ౪
2.1 ᨭィ⏬సᡂ࠾ࡅࡿࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢᙺ㸦ㄶゼ⤮㔛Ꮚ㸧
 㧗➼ᩍ⫱࠾ࡅࡿྜ⌮ⓗ㓄៖ࡣࠕ࡛ࡁࡿ㝈ࡾࡢ᭱ୖࡢ㓄៖ࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᢪ
࠼࡚࠸ࡿಟᏛୖࡢᅔ㞴ࡀ㞀ࡀ࠸ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡢ᰿ᣐࡀ࠶ࡾࠊࡘᏛ⏕ࡢᶵ
⬟㞀ࡀ࠸ጇᙜ࡞ෆᐜ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᩍ⫱ࡢỈ‽ࡸᮏ㉁ࠊ࣮ࣝࣝࢆኚ࠼࡞࠸
ࡇࠊබᖹᛶࡀᦆ࡞ࢃࢀ࡞࠸ࡇࠊࡀ๓ᥦ࡛࠶ࡿࠋ
࡛ࡣ࡞ࡐ᭱ࡢ㓄៖࡛ࡣ࡞࠸ࡢࠋ㐣࡞㓄៖ࡸጇᙜ࡛࡞࠸㓄៖ࡣࠊබᖹᛶࡢၥ㢟ࢆᏎ
ࡴࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ࡢᏛࡧࡢᶵࢆዣ࠸ࠊᏛࡧࢆ㜼ᐖࡍࡿࠋࡉࡽࡣ࿘ᅖࡢᏛ⏕
ࡸᩍဨࡢ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᑐࡍࡿㄗࡗࡓㄆ▱ࢆᣑࡍࡿࡇ࡞ࡾࡡ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ㓄៖ࡀ
ྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡛ࡣࡌࡵ࡚Ꮫ⏕ࡢᏛࡧࡢᶵࡣಖドࡉࢀࠊṇࡋ࠸㞀ࡀ࠸⌮ゎࡀಁ㐍ࡉࢀ
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ⤖ᯝࡋ࡚ࠊ㓄៖ࡢྜ⌮ᛶࢆ⪃࠼ࡿࡇࡣࠊᏛ࠾ࡼࡧᏛᩍ⫱ࡢỈ‽ࢆᏲ
ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊከᵝ࡞Ꮫ⏕ࡀከᵝᏛࡿ⎔ቃࢆᣑࡋ࡚࠸ࡃࡇࡘ࡞ࡀࡿࠋ
 ᮏᏛ࡛ࡣ㞀ᐖᏛ⏕ࡀᡤᒓᏛ㒊㓄៖ࢆ⏦ㄳࡍࡿࠊ࢟ࣕࣥࣃࢫࣛࣇᗣᨭࢭࣥࢱ࣮
㸦HaCC㸧౫㢗ࡀᐤࡏࡽࢀࠊྜ⌮ⓗ㓄៖Ỵᐃࡢࣉࣟࢭࢫࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡎࠊHaCC
ᢸᙜࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡀᏛ⏕㠃ㄯࡋࠊࢽ࣮ࢬࡸᕼᮃࡍࡿ㓄៖ࢆ᫂☜ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢᚋࠊ
ูࡢᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡼࡿࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ⤒࡚ࠊྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㓄៖ࢆసᡂࡍ
ࡿࠋࡇࡢ⊂❧ࡋࡓࢭࢫ࣓ࣥࢺᶵ⬟ࡀࠊᮏᏛࡢᨭయไࡢ≉ᚩࡢ୍ࡘ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࢭࢵࢧ࣮ࡣࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢࡲࡵࡓᡤぢࢆ
ྜ⌮ᛶ࠸࠺どⅬࡽࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿᙺࢆᢸࡗ࡚࠸
ࡿࠋᚲせᛂࡌ࡚་➼↷ࡋࡓࡾࠊ᳨ᰝࢆᐇ
ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡛ࠊᏛ⏕ࡢᶵ⬟㞀ᐖࢆᐈほⓗホ
౯ࡋࠊᐇ㝿㓄៖ࡀᚲせ࡞ᶵ⬟ไ㝈ࡀ࠶ࡿࡢࠊᏛ
⏕ࡢᶵ⬟ไ㝈ᕼᮃࡍࡿ㓄៖ෆᐜᩚྜᛶࡀ࠶ࡿ
ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࢭࢵࢧ࣮ࡣᶵ⬟ホ౯ࢆ⾜࠺ࡔࡅ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋᏛ⏕ࡢᙇᩚྜᛶࡀ࠶ࡿ࠺☜ㄆࡋ࡞
ࡀࡽࠊ㓄៖ࡀᏛ⏕ࡋ࡚ࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢫࡸ࢝ࢹ

ᅗ  ➹⪅㸦ㄶゼ㸧
㸦┿㸧

࣑ࢵࢡࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ▩┪ࡋ࡞࠸ࠊࡲࡓࡑࡢ㓄៖
᪉ἲࡀᅔ㞴ᑐࡋ࡚᭱ࡶጇᙜࠊබᖹᛶࡀಖࡓࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺Ⅼࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊ㓄៖ෆᐜ
ࡢጇᙜᛶ࣭㐺ษᛶࢆホ౯ࡍࡿࡇࡶồࡵࡽࢀࡿࠋࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡣࢭࢵࢧ࣮ࡢࣇ࣮
ࢻࣂࢵࢡࢆཷࡅ࡚ࢽ࣮ࢬ࣏࣮ࣞࢺ㸦ᨭィ⏬࠶ࡓࡿࡶࡢ㸧ࢆసᡂࡋࠊࡑࢀࢆࡶྜព
ᙧᡂࡢሙ࡛࠶ࡿࠕྜ⌮ⓗ㓄៖᳨ウጤဨࠖ࠾࠸࡚Ꮫ⏕ᮏேࡸᡤᒓᏛ㒊ᩍ⫋ဨඹලయ
ⓗ࡞㓄៖ෆᐜࢆỴᐃࡋ࡚࠸ࡃࠊ࠸࠺ὶࢀ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ヲ⣽ࡣࢫࣛࢻ 5 ཧ↷㸧ࠋࡇࡢࡼ
࠺ᮏᏛ࡛ࡣࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊ㓄៖ࡢྜ⌮ᛶࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅᐈほⓗุ᩿࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉ࡚ࠊࡑࡶࡑࡶ㓄៖ࡀศᥦ౪࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡾࠊ㏫㐣࡞ࡗࡓࡾࡍࡿཎᅉࡢ㸯ࡘ
ࠊᏛࡢ⩏ົᏛ⏕ࡢ⩏ົࡀ᫂☜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᏛࡢ⩏ົࡣࠊ
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ᇶ‽ࡸ㈐௵ࡢ⠊ᅖࢆ᫂☜ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡾࠊ༞ᴗせ௳ࡸࢹࣉ࣐࣏ࣟࣜࢩ࣮࡞ࢆ᫂☜
ࡍࡿࡇࡶྵࡲࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࢆ๓Ꮫ⏕࿘▱ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊྜ⌮ⓗ
㓄៖ࡢෆᐜࢆࡋࡗࡾỴᐃࡋࠊᏛࡢ㈐௵ࡢ⠊ᅖࢆ᫂☜ࡋࡓୖ࡛ᥦ౪ࡍࡿࠋᚲせࡀ࠶
ࢀࡤᩍ⫱ⓗ㓄៖ࡶ⾜࠺ࡀࠊ࠶ࡃࡲ࡛⩏ົࡋ࡚Ꮫࡀ⾜࠺⠊ᅖࢆᐃࡵ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
୍᪉࡛Ꮫ⏕ࡢ⩏ົࡣࠊ㞀ᐖᑐࡋ࡚㐺ษ࡞㓄៖ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊᏛࡢ࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫࢱࣥ
ࢲ࣮ࢻࢆ‶ࡓࡍࡇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊ‶ࡓࡍࡁࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡀఱࢆ▱ࡗ࡚࠾
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢୖ࡛ᏳᏛ⏕⏕άࢆ㏦ࡿດຊࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ྜ⌮ᛶࡢุ᩿ࢆࡢࡼ࠺⾜࠺ࡣྛᏛࡀࡑࡢ⌧≧ྜࢃࡏ᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡛࠶
ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢ⩏ົࢆලయⓗ᫂☜ࡍࡿࡇࡣᏛᩍ⫱య࠾࠸࡚㐺ษ࡞ྜ⌮ⓗ㓄៖
ࡢᥦ౪ࡢ➨୍Ṍ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
2.2 ⫈ぬ㞀ᐖࡢᐇ㊶ⓗࢭࢫ࣓ࣥࢺ㸦㔠⃝㈗அ㸧
ึࡵཧ⪃㈨ᩱࡋ࡚ᣲࡆࡓࠊ୰ኸᑂ㆟࡛❧ࡕୖ
ࡀࡗࡓ≉ูᨭᩍ⫱㛵ࡍࡿጤဨ㸦≉≉ጤဨ㸧ྜ
⌮ⓗ㓄៖➼⎔ቃᩚഛ᳨ウ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉሗ࿌ࡢ
୍㒊ࢆ⤂ࡋࡓ࠸ࠋᑠ୰Ꮫᰯࢆᐃࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿ
ࡀཧ⪃࡞ࡿⅬࡶከ࠸ࠋ࠼ࡤմ㸦ࢫࣛࢻ 12 ཧ↷㸧
࡛ࡣࠕᑓ㛛ᛶࡢ࠶ࡿᣦᑟయไࡢᩚഛࠖ࠶ࡾࠊ㐺ษ࡞
ᑓ㛛ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡣ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ࡛ࡶ㔜せ࡞どⅬ࡛
࠶ࡿࠋࡲࡓྠ㈨ᩱࡢࠕᚰ⌮㠃࣭ᗣ㠃ࡢ㓄៖ࠖࡶ㔜
せ࡛ࠊࡣ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ྠኈࡢὶࡢሙࢆሗᥦ

ᅗ  ➹⪅㸦㔠⃝㸧
㸦┿㸧

౪ࡍࡿࡇࡀ⤖ᯝⓗ㓄៖ࡘ࡞ࡀࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊձ㸦ࢫࣛࢻ 9 ཧ↷㸧
ࠕᏛ⩦ෆᐜࡢኚ᭦࣭ㄪᩚࠖ࠶ࡿࠕእᅜㄒࡢࣄࣜࣥࢢ➼࠾
ࡅࡿᩥᏐࡼࡿ௦᭰ၥ㢟ࡢ⏝ពࠖࡣ㠀ᖖៅ㔜ࡉࡀồࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊࠕࡲࡗࡓࡃ⪺ࡇ࠼࡞
࠸Ꮫ⏕ࡗ࡚ࡢࣄࣜࣥࢢヱᙜࡍࡿᩥᏐࡼࡿ௦᭰ၥ㢟ࡣ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࠖࢆ⪃
࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺㏻ᖖᏛ⣭࡛ࡢྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡶཧ⪃࡞ࡿᛮ࠺ࠋ
 ⥆࠸࡚ࠊ⫈ぬ㞀ᐖࡢᇶᮏࢆᨵࡵ࡚㈨ᩱࡲࡵࡓ㸦ࢫࣛࢻ 2ࠊ3 ཧ↷㸧ࠋᇶ♏ⓗ࡞▱㆑
ࢆ▱ࡗ࡚࠾ࡃࡇࡣࡸࡣࡾ㔜せ࡛ࠊ࠼ࡤ⫈ຊࡘ࠸࡚ࡶᩘᏐࡽ࠶ࡿ⛬ᗘᏛ⏕ࡢ≧ἣࢆ
᥎

ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊ▱ࡗ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

 ࡓࡔࠊࡴࡋࢁᅇ⚾ࡀヰࡋࡓ࠸ࡢࡣࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࠕᐇ㊶ⓗࢭࢫ࣓ࣥࢺࠖࡋࡓࡢ
ࡣࠊホ౯ࢩ࣮ࢺࢆ༢࡞ࡒࡗ࡚࠸ࡃࡔࡅࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠼ࡤ⚾ࡣᏛ⏕ࡢࠕ┠
ࡢືࡁࠖὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡇࡽᏛ⏕ࡢ⫼ᬒࢆᐃࡋࡓࡾࠊ⌮ゎᗘࢆᅗࡗࡓࡾࡍࡿࡼ
࠺࡞ࡇࡶᚲせ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
Ꮫ⏕ࡢ₯ᅾⓗ࡞ࢽ࣮ࢬࢆぢ㏨ࡉ࡞࠸ࡓࡵࡣࠊ
ࠕᮏேࡢせᮃᛂࡌࡿࠖࡇࡢⴠࡋ✰ࢆ
▱ࡗ࡚࠾ࡃࡁ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤධᏛࡋࡓ࡚ࡢሙྜࠊᏛࡢᤵᴗࡢ࣓࣮ࢪࡀࢃࡽࡎࠊᨭ
ࡢ࡞ࢇࡓࡿࡶ▱ࡽ࡞࠸ࡓࡵࠕᨭࡣ࠸ࡾࡲࡏࢇࠖゝࡗ࡚࠸ࡿࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡔ
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ࡽࡇࡑࠊࢽ࣮ࢬࡢ᥀ࡾ㉳ࡇࡋࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊᅾᏛ୰⮬ศ࡛᭱㐺࡞ᡭẁࢆせᮃ࡛ࡁࡿࡼ
࠺Ꮫ⏕ࢆ⫱࡚࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࢽ࣮ࢬࡣಶேᅉᏊ⎔ቃᅉᏊ࡛ᡂࡾ❧ࡘࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊ⎔ቃᅉᏊࡣࡢᏛ㒊࡛Ꮫࡪࡀ῝ࡃ㛵ಀࡍࡿࠋ≉༞ᴗࡲ࡛ࡢ㛫ࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗ
ࢆᏛ⏕ࡀཷࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡿࠊ༞ᴗᚋࡢ㐍㊰ࢆぢᤣ࠼ࡓ࠺࠼࡛Ꮫ㒊ᩍဨࡢࣄࣜࣥ
ࢢࢆ⾜࠺ࡇࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋᏛ㒊ᩍဨࡀᐃࡋࡁࢀ࡞࠸㒊ศࡣࠊᨭᐊഃࡽሗ
ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ḟࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢᣦᶆࡋ࡚ࠊࢹ࣮ࢱࡋ࡚๓ࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚࠾ࡃࡇࠊ㠃ㄯ࡛
ࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࡇศࡅ࡚ࠊ⮬ศ⮬㌟ࡀࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆࡲࡵࡓࡢ࡛ཧ⪃ࡋ࡚ḧ
ࡋ࠸㸦ࢫࣛࢻ 6 ཧ↷㸧
ࠋ
 ᭱ᚋࠊᨭ࠶ࡓࡗ࡚ࡣ▷ᮇⓗᑐᛂ୰㛗ᮇⓗᑐᛂࡀ࠶ࡾࠊ▷ᮇⓗᑐᛂࡋ࡚ࡣ 4 ᭶
ࡽ⏝ពࡍࡁሗಖ㞀⪅ࡢ☜ಖ➼ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ୍᪉࡛୰㛗ᮇⓗᑐᛂࡋ࡚ࡣࠊ㧗Ꮫᖺ
ࢆぢᤣ࠼ࡓ⎔ቃᩚഛࡸࠊᏛ⏕ᑐࡍࡿ㞀ᐖㄆ㆑࣭ࢭࣝࣇࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࡢᨭ➼ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢぢ㏻ࡋࢆ❧࡚ࡿࡓࡵࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠸ࠊ⌧ᅾࡢᨭࡔࡅ࡛࡞ࡃᩘᖺᚋࢆぢ
ᤣ࠼ࡓ‽ഛࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇࡶᏛࡢ㈐ົ࡛࠶ࢁ࠺⪃࠼ࡿࠋ
2.3 ᨭࣉࣛࣥసᡂࡢᐇ㝿㸦ụ㇂⯟㸧
ࢫࣛࢻ♧ࡋࡓࢆ⪃࠼ࡿሙྜࡢ␃ពⅬࡋ
࡚ࡣࠊ
㸦ࢫࣛࢻ 2ࠊ3 ཧ↷㸧ࠊ㞀ࡀ࠸ᇶ࡙ࡃྜ⌮ᛶ
␃ពࡋࡘࡘࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤒⦋ࡸᩍ⫱Ṕࠊཷࡅ࡚ࡁ
ࡓࢧ࣏࣮ࢺࡢᒚṔࡶ┠ࢆྥࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࠼ࡤࣃࢯࢥࣥࢸࢡ࡛ሗࢆṇࡋࡃᚓࡿࡓࡵ
ࡣ┦ᙜ࡞㞟୰ຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡇࡣࡇࢀࡲ࡛
ࣃࢯࢥࣥࢸࢡࢆࡢ⛬ᗘཷࡅ࡚ࡁࡓࡢࡀ㛵ಀ
ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡑࡢᏛ⏕ሗಖ㞀ࢆά⏝ࡍࡿࢫ࢟
ࣝ㊊ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺どⅬ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ࿘ᅖ

ᅗ  ➹⪅㸦ụ㇂㸧
㸦┿㸧

ࡢᏛ⏕ࡢὶ≧ἣࡣࡢࡼ࠺࡞ᵝᏊ࡞ࡢ㸦ࣥ
ࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ሗࡢḞዴࡣ࡞࠸㸧ࡶ࠶ࢃࡏ࡚⪃࠼ࡓ࠸࣏ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕ά࠾࠸
࡚ࡣࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ሗࡶࡁ࡞㒊ศࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊ࠼ࡤᤵᴗ୰ࡣ⪺ࡁ㏨ࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊ
ᤵᴗᚋࡢேྠኈࡢヰࡽ㺀࣏࣮ࣞࢺࡢ⥾ษࡣ᮶㐌ࡔࡼࡡ㺁࠸࠺ሗࢆ⿵㊊࡛ࡁࡿࡇ
ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ⫈ぬ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ࡣࡑ࠺࠸ࡗࡓሗࡢᚓࡃࡉࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺
Ⅼࡶ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊᅔࡗࡓࡁࡢᑐฎࡘ࠸࡚ぢ㏻ࡋࡀ࠶ࡿࡢࠊ࢟ࣕࣥࣃࢫࣛࣇࢫ࢟ࣝࡢ㊊ࡣ
࡞࠸ࠊ࠸࠺Ⅼࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡍࡿవᆅࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࡇࢀࡣᥦⓗ࡞⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࡀࠊ㞀ࡀ࠸ᇶ࡙࠸ࡓࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ࠖࡑࡢࠕᚲせ࡞㓄
៖ࠖࢆ༊ศࡋ࡚⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡑࢀࡽࡀᴫᛕࡋ࡚༊ศࡉࢀ࡞
࠸ࠊ㐣࡞ᨭࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡾࠊ⌧ᅾࡢ㓄៖ࡀ㐺ษ࠺ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡀ
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༑ศ࡞ࡗࡓࡾࠊᏛ⏕ࡽ⏦ࡋฟࡀ࡞࠸ࡇࡢ⫼ᬒ➼Ẽ࡙࡞ࡗࡓࡾ࠸࠺ࡇࡀ㉳
ࡁ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ᨭࡢࣉࣛࣥࢽࣥࢢ࠶ࡓࡾࠊࡲࡎࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ࠖࡑࡢࠕᚲせ࡞㓄៖ࠖࢆࢥ࣮ࢹ
ࢿ࣮ࢱ࣮ࡣᩚ⌮ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࡇࡢࡘࡣᨭࡢᐇୖࠊ᫂☜ศࡅࡽࢀࡿࡼ࠺
࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᐇ㝿ࡢලయ⟇ࡣ୧᪉ࡲࡓࡀࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡇࢆ⌮ゎࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ࠎࡢᏛ⏕ࡢᵝᏊࢆࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡋࡘࡘࠊᐃᮇⓗᨭෆᐜࡢぢ┤ࡋࢆ
ᅗࡿࡇ␃ពࡍࡿࡇࡶษ࡛࠶ࡿࠋ
ࡣ࠸࠼ࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᏛ࠸࠺ሙࡣ⮬ศ⮬㌟࡛ఱࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇࡀ㓬㓮࡛࠶ࡾࠊ
㺀㌿ࡤࡠඛࡢ᮫㺁ࢆ‽ഛࡋࡍࡂ࡚ࠊᏛ⏕ࡀṌࡴᏛ⏕άࢆࠕᏳ࣐ࢵࢺࠖࡢࡼ࠺ࡋ࡚ࡣ࠸
ࡅ࡞࠸ࠋ࠸ࢃࡺࡿᏛࡢᮏ㉁ࡀࢧ࣏࣮ࢺࡼࡗ࡚ᦂࡽ࠸࡛ࡋࡲࡗࡓࡾࠊ㍍ῶࡉࢀࡓࡾࡍࡿ
ࡇࡀ࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵᖖࠕᚲせ᭱ᑠ㝈ࡢᨭ࡛ࠖ࠶ࡿࢆぢᴟࡵࠊㄪᩚ
ࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᨭࣉࣛࣥࡣࠊᏛ⏕ࡀ⮬ᕫࡢࢽ࣮ࢬẼ࡙࠸࡚࠸ࡃࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
Ꮫ⏕⮬㌟ࡀࢭࣝࣇࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࢆ㧗ࡵࠊ⮬ศࡗ࡚ࡢࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ࠖࡸࠊࡑࡢせㄳ᪉ἲ࣭
ά⏝᪉ἲࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡼ࠺࡞ാࡁࡅࡸᚋᢲࡋࡀࠊసᡂࡢ㐣⛬࠾࠸࡚㔜せ࡛
࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
3㸬ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ
ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊཧຍ⪅ࡢᑓ㛛ⓗ⫼ᬒࠊᏛෆࡢ㞀ᐖᏛ⏕ᨭయไ࠾ࡅࡿ❧ሙࡸ⤒㦂➼ࢆ⪃
៖ࡋ࡚ࠊ1 ࢢ࣮ࣝࣉ 6ࠥ7 ྡ࡛⦅ᡂࡋࡓࠋྛࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊཧຍ⪅ࡣูࠊ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ
ࡢ⤒㦂㇏࡞ 2 ྡࡢࣇࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࢆ࠶ࡽࡌࡵ㓄⨨ࡍࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ
࡛ࡢ᳨ウᑐ㇟ࡣࠊ⚾❧Ꮫ⌮ᕤᏛ㒊ᛂ⏝Ꮫ⛉ᅾ⡠ࡍࡿ㧗ᗘ㞴⫈ࡢᏛ⏕ A㸦ᯫ✵㸧࡛
࠶ࡿࠋධᏛ๓┦ㄯࢆࢫࢸ࣮ࢪ 1ࠊධᏛᚋ༙ᖺ㛫࡛ᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡀ㢧ᅾࡋ࡚ࡁࡓᮇࢆࢫࢸ࣮
ࢪ 2ࠊᨭⓗධࠥ◊✲ᐊ㓄ᒓࡲ࡛ࡢᮇࢆࢫࢸ࣮ࢪ 3 ࡋ࡚ࠊྛࢫࢸ࣮ࢪ࠾ࡅࡿᨭィ
⏬సᡂୖ࡛ࡢ᳨ウㄢ㢟㸦ࢫࣛࢻ 4ࠊ9ࠊ12 ཧ↷㸧ࡘ࠸࡚ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛ヰࡋྜ࠸ࢆ⾜ࡗࡓ
࠶ࠊྛࢢ࣮ࣝࣉࡢ௦⾲Ⓨ⾲ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊㅮᖌࡽࢥ࣓ࣥࢺࢆࡋࡓࠋ
ࢫࢸ࣮ࢪ 1 ࡢㄢ㢟ࡣࠊࣥࢸ࣮ࢡࡢẁ㝵࡛ࠊA ࡢゝືࡽࠊ⪺ࡇ࠼ࡢᐇែࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡋࡼ࠺ࡍࡿពḧࠊ࠶࠸ࡲ࠸ࡋࢃࡽ࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆࡋࡼ࠺ࡍ

ᅗ  ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡢᵝᏊ
㸦┿㸧

ᅗ  ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡢᵝᏊ
㸦┿㸧
76

ࡿពḧࠊேࡢ㛵ࢃࡾࢆ⠏ࡁୖࡆࡼ࠺ࡍࡿពḧ➼ࢆࠊ࠸㗦ࡃほᐹࡍࡿࠊ࠸࠺ࡇ
࠶ࡿࠋᐇ㝿ᨭࢆ⾜࠺࠺㛵ࢃࡽࡎࠊಟᏛ࠾࠸࡚ᑗ᮶⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ
ၥ㢟ࢆணぢࡋࠊA ࡑࡢࡼ࠺࡞ヰ㢟῝ࡃࡩࡳࡇࡵࡿ㛵ಀᛶࢆ⠏࠸࡚࠸ࡃࡇࡀษ࡛࠶ࡿࠋ
ࢫࢸ࣮ࢪ 2 ࡢㄢ㢟ࡣࠊA ࡢ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿᵝࠎ࡞ᅔ㞴ᑐࡋ࡚ࠊྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢ⠊ᅖࢆ㐺ษ
ุ᩿ࡍࡿࡇࠊࡲࡓࠊᩍဨ A ࡢၥ㢟ᑐࡍࡿᤊ࠼᪉ࡢࢬࣞᑐࡋ࡚ࡢࡼ࠺ㄪᩚ࣭
ධࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡀ࣏ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋ
ࢫࢸ࣮ࢪ 3 ࡢㄢ㢟ࡣࠊࣀ࣮ࢺࢸࢡࢆ㓄⨨ࡋ࡚ࡶ A ᮏேࡀ㐪࠸ࢆᐇឤ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ
ᑐࡍࡿཎᅉ⫼ᬒࡢ✲᫂ࡑࢀᑐࡍࡿᨭࡢ᳨ウࠊࡑࡋ࡚ࠊA ࡢᑐேᙧᡂࢫ࢟ࣝࡸ♫
ࢫ࢟ࣝࡢᡂ㛗ࢧ࣏࣮ࢺࢆࡢࡼ࠺ᒎ㛤ࡍࡿࠊࡀ࣏ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋ
4㸬ࡲࡵ
ඃࢀࡓࢭࢫ࣓ࣥࢺᨭィ⏬ࡢసᡂࡣࠊࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ୗグࡢࡼ࠺࡞ࢫ࢟ࣝࡀ
ᚲせࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡽࡣࠊ▱㆑ࡢ✚ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮⮬㌟ࡀᢸᙜ
ࡍࡿࢣ࣮ࢫᑐࡋ࡚ᖖ⮬ศࡢྛẁ㝵ࡢุ᩿῝࠸Ὕᐹࢆຍ࠼ࡿࡇࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡼࡾࠊ
ࢫ࢟ࣝࢆࢵࣉࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ձ࣮࢜ࢪ࢜ࢢ࣒ࣛ➼ࡢ་Ꮫⓗࢹ࣮ࢱࡽ⪺ࡇ࠼ࡢ≧ἣࢆヲ⣽ㄞࡳࡿຊ
ղ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕⮬㌟ࡢヰࡍࡇࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡉࡲࡊࡲ࡞⎔ቃୗ࠾ࡅࡿ⪺ࡁྲྀࡾࡸ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⌮ゎࡢ≧ἣࡽ⪺ࡇ࠼ࡢᅔ㞴ࢆලయⓗศᯒࡋࠊㄞࡳྲྀࡿຊ
ճ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ಟᏛୖࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚῝ࡃヰࡋྜ࠼ࡿಙ㢗㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿຊ
մ㞀ᐖᏛ⏕ᨭࡢྜ⌮ⓗ㓄៖ᥦ౪࠾ࡅࡿཎ๎ࢆ⌮ゎࡍࡿຊ
յᅔ㞴ࡢ⫼ᬒࡘ࠸࡚ࠊ⪺ࡇ࠼௨እࡢཎᅉࡶྵࡵ࡚ศᯒࡍࡿຊ
նᢕᥱࡋࡓᅔ㞴ࡘ࠸࡚ࠊྜ⌮ⓗ㓄៖ᥦ౪ࡢཎ๎ㄽࡢ୰࡛ᨭィ⏬ⴠࡋ㎸ࡴຊ
շᢕᥱࡋࡓᅔ㞴ࡘ࠸࡚ࠊࣃࢱ࣮ࣥⓗ࡞ᡭẁ࡛ࡣ࡞ࡃᰂ㌾࡞Ⓨࡸᕤኵࡼࡿᨭ
ࢆᥦࡍࡿຊ
ո┠ඛࡢᨭᑐᛂࡢせせ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢேⓗᡂ㛗ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿᨭ
ィ⏬ຊ
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㻌
฿㐩┠ᶆ㻌 䐟㻌 ಟᏛሙ㠃䛻䛚䛡䜛⫈ぬⓗᶵ⬟ไ㝈䛾≧ἣ䜢ᐇ㝿ⓗ䛻ᢕᥱ䛧䠈ྜ⌮ⓗ㓄៖䛸䛧䛶
㐺ษ䛺ᨭ᪉ἲ䜢ᰂ㌾䛛䛴ከ㠃ⓗ䛻⪃䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㻌

䐠㻌 ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕䛜┤㠃䛧䛶䛔䜛ᅔ㞴䛻䛴䛔䛶䠈⫈ぬⓗᶵ⬟ไ㝈௨እ䛾ಶேᅉᏊ
䜔⎔ቃᅉᏊ䜢⪃៖䛧䛺䛜䜙䜰䝉䝇䝯䞁䝖䜢⾜䛔䠈බᖹᛶ䞉ጇᙜᛶ䞉ᩍ⫱䛾ᮏ㉁䜢ಖ
ᣢ䛧䛴䛴ᨭ䜢ィ⏬䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌

㻌

䐡㻌 ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕䛾ᚰ⌮ⓗ䞉♫ⓗᡂ㛗䜢䜅䜎䛘䛯䜰䝉䝇䝯䞁䝖ཬ䜃ᨭ䜢ィ⏬䛩
䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌

㻌
⏬㊃᪨㻌
⫈ぬ㞀ᐖ䛜䛒䜜䜀୍⯡䛾⪺䛣䛘䜛Ꮫ⏕䛸ྠ䛨䜔䜚᪉䛷䛿ᅔ㞴䠈䛸䛔䛖䛾䛿ㄡ䛻䛸䛳䛶䜒ㄆ㆑䛧
䜔䛩䛔ᐇ䛷䛩䚹䛧䛛䛧䠈ಶ䚻䛾⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕䛻䛸䛳䛶⪺䛣䛘䛾≧ἣ䛿⫈ຊ䛾䜏䛺䜙䛪┦ᡭ䜔⎔
ቃ䛻䜘䛳䛶䛝䛟ᕥྑ䛥䜜䜎䛩䚹Ꮫᴗᡂ⦼䛻䛿ሗಖ㞀䛰䛡䛷䛺䛟䠈ᮏே䛾Ꮫຊ䛜ᙳ㡪䛧䜎䛩䚹䜎
䛯䠈䜰䜽䝔䜱䝤䝷䞊䝙䞁䜾䛷䛿䠈䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ᡂ❧䛾ேⓗ䞉ືⓗせᅉ䛜䛝䛟ᙳ㡪䛩䜛䛯䜑䠈
ሗಖ㞀䜢㓄⨨䛩䜛䛰䛡䛷䛿ゎỴ䛧䜎䛫䜣䚹୍⯡䛾⪺䛣䛘䜛Ꮫ⏕䛸䛾බᖹᛶ䠈ᨭ䛾ጇᙜᛶ䠈ᩍ
⫱䛾ᮏ㉁䜢ಖᣢ䛧䛴䛴㓄៖䜔ᨭ䜢⾜䛳䛶䛔䛟䛯䜑䛻䛿䠈⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕䛜┤㠃䛧䛶䛔䜛ᅔ㞴䛻
䛴䛔䛶䠈⫈ぬⓗᶵ⬟ไ㝈䛸䛭䜜௨እ䛾ಶேᅉᏊ䠈䛭䛧䛶⎔ቃᅉᏊ䜢㐺ษ䛻ぢ✚䜒䜛䜰䝉䝇䝯䞁䝖
ຊ䛸䛭䜜䜙䛾⤖ᯝ䜢㐺ษ䛛䛴᭷ຠ䛺ᨭィ⏬䛻ⴠ䛸䛧㎸䜐ຊ䛜ၥ䜟䜜䜎䛩䚹㻌
ᮏ⏬䛷䛿䠈➨ 㻝 㒊䛷䜰䝉䝇䝯䞁䝖䛸ᨭィ⏬సᡂ䛾ᇶ♏䛻䛴䛔䛶 㻟 ே䛾ㅮᖌ䛛䜙ヰ㢟ᥦ౪䜢
⾜䛔䜎䛩䚹➨ 㻞 㒊䛷䛿ᯫ✵䜢䜒䛸䛻䜰䝉䝇䝯䞁䝖ཬ䜃ᨭィ⏬䜢᳨ウ䛩䜛䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䜢⾜
䛔䜎䛩䚹㻌
㻌
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䠄➨ 㻝 㒊䠖㻝㻟㻦㻜㻜䡚㻝㻟㻦㻡㻡䠅㻌
䐟 ᨭィ⏬సᡂ䛻䛚䛡䜛䜰䝉䝇䝯䞁䝖䛾ᙺ㻌 䛆ㄶゼ⤮㔛Ꮚ䛇㻌
㜰Ꮫ䛾ྜ⌮ⓗ㓄៖ᥦ౪䜎䛷䛾䝥䝻䝉䝇䜢⤂䛧䛺䛜䜙䠈䜰䝉䝇䝯䞁䝖䛾ᙺ䛻䛴䛔䛶ゎ
ㄝ䛧䜎䛩䚹㻌
䐠 ⫈ぬ㞀ᐖ䛾ᐇ㊶ⓗ䜰䝉䝇䝯䞁䝖㻌 䛆㔠⃝㈗அ䛇㻌
ಟᏛ㠃䛻䛚䛡䜛⫈ぬ㞀ᐖ䛾䜰䝉䝇䝯䞁䝖䛾䝫䜲䞁䝖䛻䛴䛔䛶⤂䛧䜎䛩䚹㻌
䐡 ᨭ䝥䝷䞁సᡂ䛾ᐇ㝿㻌 䛆ụ㇂⯟䛇㻌
䜰䝉䝇䝯䞁䝖⤖ᯝ䜢䜒䛸䛻ᐇ㝿ⓗ䛺ᨭ䝥䝷䞁䛸䛧䛶ⴠ䛸䛧㎸䜣䛷䛔䛟㝿䛾␃ព㡯➼䛻䛴䛔
䛶䜢ᣲ䛢䛺䛜䜙⤂䛧䜎䛩䚹㻌
㻌
䠄➨ 㻞 㒊䠖㻝㻠㻦㻜㻡䡚㻝㻢㻦㻜㻜䠅㻌


㻝 䜾䝹䞊䝥 㻤䡚㻥 ྡ䛪䛴䠈㻡 䛴䛾䜾䝹䞊䝥䛻ศ䛛䜜䛶䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䜢⾜䛔䜎䛩䚹䜾䝹䞊䝥
䛿䛒䜙䛛䛨䜑Ỵ䜑䜙䜜䛶䛚䜚䜎䛩䛾䛷䠈ᣦᐃ䛥䜜䛯䜾䝹䞊䝥䛾ሙᡤ䛻╔ᖍ䛟䛰䛥䛔䚹㻌



ྛ䜾䝹䞊䝥䛻 㻞 ྡ䛾䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍䞊䛜㓄⨨䛥䜜䛶䛚䜚䜎䛩䚹᳨ウㄢ㢟䛻䛴䛔䛶䝣䜯䝅䝸䝔䞊
䝍䞊䜢୰ᚰ䛻㆟ㄽ䜢⾜䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌



ᯫ✵䛿 㻝 ே䛾⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕䛻䛴䛔䛶㏙䜉䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹ධᏛ๓┦ㄯ䛛䜙ጞ䜎䛳䛶
㛫⤒㐣䛻క䛔 㻟 䛴䛾䝇䝔䞊䝆䛻ศ䛛䜜䛶䛚䜚䠈䛭䜜䛮䜜䛾䝇䝔䞊䝆䛻䛴䛔䛶᳨ウㄢ㢟䛜ᥦ
♧䛥䜜䜎䛩䚹䜾䝹䞊䝥䛷ヰ䛧ྜ䛳䛯ᚋ䠈㐺ᐅⓎ⾲䛧䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹㻌

㻌
㻌
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ཧ⪃㸸ᙜ᪥㓄ᕸ㸦ࢫࣛࢻ➼㸧
➨㻝㻡ᅇ᪥ᮏ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕㧗➼ᩍ⫱ᨭ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䠄㻼㻱㻼㻺㼑㼠㻙㻶㼍㼜㼍㼚䠅䝅䞁䝫䝆䜴䝮
㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻝㻚㻞㻟㻌㜰Ꮫ䝁䞁䝧䞁䝅䝵䞁䝉䞁䝍䞊

䖣䖣㞀ᐖ䠛

䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥
䜰䝉䝇䝯䞁䝖䛻ᇶ䛵䛔䛯ྜ⌮ⓗ㓄៖䛸ᨭ䝥䝷䞁䛾సᡂ
⏬㊃᪨ㄝ᫂



















㜰Ꮫ䜻䝱䞁䝟䝇䝷䜲䝣ᗣᨭ䝉䞁䝍䞊
୰㔝 ⪽Ꮚ

1

⫈ぬ㞀ᐖ䛛䜙䛟䜛ᅔ㞴

ᒚಟⓏ㘓䛜䛷䛝䛶䛔䛺䛔
䝺䝫䞊䝖䛺䛹䛾ᥦฟᮇ㝈䛜Ᏺ䜜䛺䛔䠈⿵ㅮ᪥䜔ヨ㦂᪥䛻Ḟᖍ䛩䜛
༢䜢ⴠ䛸䛩
䛂せ㡿䜘䛟䛃䛣䛺䛩䜔䜚᪉䜢▱䜙䛺䛔
ே䛜䛔䛺䛔
ᤵᴗ୰䛿⇕ᚰ䛻ᩍဨ䛻㉁ၥ䛩䜛䛜䠈Ꮫ⏕ྠኈ䛷䛿䜋䛸䜣䛹ヰ䛥䛺䛔
䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䛺䛹䛷ඹྠసᴗ䜔ヰ䛧ྜ䛔䛻㛵䜟䜝䛖䛸䛧䛺䛔
┦ᡭ䛜ゝ䛳䛯䛣䛸䜢Ꮠ⩏㏻䜚䛻ཷ䛡Ṇ䜑䛶䛧䜎䛖
⼥㏻䛜䛝䛛䛺䛔
ே䛾ゝ䛖䛣䛸䛻⪥䜢㈚䛥䛺䛔
⮬ศ䛾䛣䛸䜀䛛䜚ヰ䛩
✵Ẽ䜢ㄞ䜎䛺䛔Ⓨゝ䜔⾜ື䜢䛩䜛
ぢ㏻䛧䜢❧䛶䛪ᛮ䛔䛴䛝䛷⾜ື䜢䛩䜛
ே䛸䛾䛂㊥㞳䛃䛾䛸䜚᪉䛻㐪ឤ䛜䛒䜛
◊✲ᐊ䛷ᑐே㛵ಀ䝖䝷䝤䝹䜢㉳䛣䛩
ᖺ㱋┦ᛂ䛾ᡂ⇍ᛶ䛜ឤ䛨䜙䜜䛺䛔
㛗ᮇḞᖍ䛜⥆䛟

2

ᅔ㞴䛾⫼ᬒ䛻䛒䜛䠏䛴䛾せᅉ

⫈ぬ㞀ᐖ䛾䛝䛣䛘
䛆⫈ぬⓗᶵ⬟ไ㝈䛻䜘䜛ᅔ㞴䛇
䠙ྜ⌮ⓗ㓄៖䛾┤᥋ⓗᑐ㇟
䕺ヰ⪅䛾ኌ㉁䜔ヰ䛧᪉䠈ேᩘ䠈ᤵᴗ
ᙧᘧ䠈ᩍᐊ⎔ቃ䠈ෆᐜ䠈ᩥᏐ㈨ᩱ䛾
ᥦ౪䛺䛹䛻䜘䛳䛶䠈䛝䛣䛘䛾≧ἣ䛿
䛝䛟␗䛺䜛

ヰ⪅䛾ኌ㉁䜔ヰ䛧᪉䠈ேᩘ䠈ᤵᴗᙧᘧ䠈ᩍ
ᐊ⎔ቃ䠈ෆᐜ䠈ᩥᏐ㈨ᩱ䛾ᥦ౪䛺䛹䛻䜘䛳
䛶䠈䛝䛣䛘䛾≧ἣ䛜䛝䛟␗䛺䜛

⫈ぬ㞀ᐖ䠙䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁㞀ᐖ
䠄ඛኳᛶ䛾ሙྜ䠅
䕺ゝㄒⓎ㐩
䠄⌮ゎ䞉⾲⌧䞉ᛮ⪃䠅
䕺ㄆ▱Ⓨ㐩

䛻ᙳ㡪
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⮬ศྥࡅ࡚ヰࡉࢀࡓヰ௨እࡣ㸪⪺ࡁྲྀࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
Ѝࠕሗࠖ㸦࿘ᅖࡢヰ㸧ࢡࢭࢫ࡛ࡁ࡞࠸





⫈ぬ㞀ᐖࡀࡶࡓࡽࡍᅔ㞴ࡉ

⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡗ࡚ࡢᏛ
㏻ᖖᏛᰯ༞ࡢᏛ⏕ࡗ࡚ࡣ㸪ࡢ⫏࣭㞴⫈Ꮫ⏕ࡢ
ฟ࠸ࡢሙ㸪⫏ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ᥋Ⅼ
⫏Ꮫᰯ༞ࡢᏛ⏕ࡗ࡚ࡣึࡢࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᑐฎ᪉ἲࡀᙺ❧ࡓ࡞࠸࣐ࢫࣉࣟᤵᴗ
Ѝ ሗಖ㞀ࡢᚲせᛶࡢẼ࡙ࡁ㸦Ћࢽ࣮ࢬࡀ₯ᅾ㸧
࡚ࡀぢ࡚ࢃࡿᤵᴗࡢฟ࠸㸪⾪ᧁ
Ѝࠕࢃࡿࠖࡇࡀࢃࡿࠋ
ࠕࢃࡽ࡞࠸ࠖࡇࡀࢃࡿࠋ
㸦㞴⫈⪅≉᭷ࡢ㸧ࠕ┠ࡀὋࡄࠖヰࡽࡢ⬺༷
Ѝ┠ࢆྜࢃࡏ࡚ࠕ࢟ࢳࣥヰࢆࡍࡿࡇࠖࢆ▱ࡿ
ࡇࢀࡲ࡛✚ࡳୖࡆࡓࢹࣥࢸࢸࡢⴱ⸨ࡶ

⪺ࡇ࠼࡞࠸ࡓࡵᤵᴗࡀࢃࡽ࡞࠸
ࡋࡋ㸪ࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ゝㄒ⋓ᚓࡢᅔ㞴͐Ⓨ㡢ࡶ᭩ࡁゝⴥࡶᚓᡭ
ሗࡣ⪥ࡽఏࢃࡿ͐♫ᖖ㆑㏻ࡌࡿࡇࡢᅔ㞴㸪
ࠕ✵Ẽࢆㄞࡴࠖࡇࡢ㞴ࡋࡉ
㞟ᅋࡢ୰ࡽࡢᏙ❧࣓͐ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢၥ㢟ࡶ
ᡭヰゝㄒ㸪ࢁ࠺ᩥ࠸࠺␗࡞ࡿᩥ⫼ᬒ
͐᪥ᮏㄒ㸪᪥ᮏᩥ≉᭷ࡢゝ࠸ᅇࡋࢬࣞࡀ⏕ࡌࡿ
ᅔ㞴ࡉࡢከᒙᛶࡢࡇ㌑࠸࡚࠸ࡿࢆᢕᥱࡍࡿᚲせ




₯ᅾⓗࢽ࣮ࢬࢆぢ㏨ࡉ࡞࠸ࡓࡵ

ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢᣦᶆ

ࠕᮏேࡢせᮃᛂࡌࡿࠖࡇࡢⴠࡋ✰

ࢹ࣮ࢱࡋ࡚๓▱ࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࡇ
 ᕥྑࡑࢀࡒࢀࡢ⫈ຊ㸦࣮࢜ࢪ࢜ࢢ࣒ࣛࢆࡶ㸧
 ኻ⫈ᮇ

࣭ධᏛࡋࡓ࡚ࡢ㞀ᐖᏛ⏕ࡣ㸪Ꮫࡢᤵᴗࡢ࣓࣮ࢪࡶ
ࢃ࡞࠸ࡋ㸪ᨭࡢ࡞ࢇࡓࡿࡶ▱ࡽ࡞࠸

 ⿵⫈ჾ➼⏝㛤ጞᮇࠊ ᚲせᛂࡌ࡚ ᶵჾࡢᶵ⬟
 ᩍ⫱Ṕ㸸⫈ぬ㞀ᐖࡢᑓ㛛ᩍ⫱ᨭࡢ㛤ጞᮇࠋ㏻ᖖᏛᰯ⫏
Ꮫᰯࠋ⫏Ꮫᰯ⤒㦂ࡀ࠶ࢀࡤ࠸ࡘ㡭ࠋࡑࡢ⫏Ꮫᰯࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⎔ቃࡣ㸽
㠃ㄯࡢ㝿ࡢࢳ࢙ࢵࢡ
 ┠ࢆぢ࡚ヰࡏࡿ
 ᡭヰࡢ⏝≧ἣ
 ࡢ⛬ᗘࡢ㡢ኌࢆ⪺ࡁศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ
 ⮬ศྥࡅ࡚ヰࡉࢀ࡚࠸ࡿヰ௨እࡢヰ㛵ᚰࢆྥࡅ࡚࠸ࡿࠊ
ᛂࡋ࡚࠸ࡿ

͐ࠕ⮬ศࡣᚲせ࠶ࡾࡲࡏࢇࠖゝ࠸ษࡗ࡚ࡋࡲ࠺Ꮫ⏕ࡶ

Ѝ

⮬ศ࡛᭱㐺࡞ᡭẁࢆせᮃ࡛ࡁࡿࡼ࠺⫱࡚࡚࠸ࡃ

࣭ࢽ࣮ࢬࡣಶேᅉᏊ⎔ቃᅉᏊ࡛ᡂࡾ❧ࡘࠋ
͐ྠࡌ㞀ᐖࡢ⛬ᗘ࡛ࡶ㸪Ꮫ㒊㸪ᑓᨷࡼࡗ࡚ࡶ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿ

⎔ቃᅉᏊࡣ㸪࿘ᅖࡢࢧ࣏࣮ࢺዴఱ࡛ኚ࠼ࡽࢀࡿ㸟
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▷ᮇⓗᑐᛂ୰㛗ᮇⓗᑐᛂ
㸲᭶ࡽ⏝ពࡍࡁࡇ
 ሗಖ㞀⪅ࡢ☜ಖ㸦ࢇ࡞㸽ࡢ⛬ᗘ㸽㸧

ཧ⪃

 ᩍᐊ⎔ቃ➼ࡢᩚഛࠊ☜ಖ
 ࡑࡢࠊㅖࠎࡢ㓄៖㡯

≉≉ጤဨྜ⌮ⓗ㓄៖➼⎔ቃᩚഛ᳨ウ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉሗ࿌ࡼࡾ

㏻ᖖᏛᰯ࠾ࡅࡿྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢ

୰㛗ᮇⓗᑐᛂࡋ࡚
 㧗Ꮫᖺྥࡅࡓᡭヰ㏻ヂ⪅➼ࡢ☜ಖ㸦ᆅᇦࡢὴ㐵ࠊ㣴ᡂ
㛵ಀ⪅ࡢᣵᣜᅇࡾ࡞ࡶ㸧
 ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢ㞀ᐖㄆ㆑ࠊࢭࣝࣇࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࡢᨭ
 ࡑࡢࠊᩘᖺᚋྥࡅ࡚ࡽ‽ഛࡍࡿࡇ
ࡇࢀࡽࡢぢ㏻ࡋࢆࡓ࡚ࡿࡓࡵࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ





㏻ᖖᏛᰯ࠾ࡅࡿྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢձ

㏻ᖖᏛᰯ࠾ࡅࡿྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢղ

≉≉ጤဨྜ⌮ⓗ㓄៖➼⎔ቃᩚഛ᳨ウ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉሗ࿌ࡼࡾ

≉≉ጤဨྜ⌮ⓗ㓄៖➼⎔ቃᩚഛ᳨ウ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉሗ࿌ࡼࡾ

Ꮫ⩦ୖཪࡣ⏕άୖࡢᅔ㞴ࢆᨵၿ࣭ඞ᭹ࡍࡿࡓࡵࡢ㓄
៖㸸⪺ࡇ࠼ࡃࡉࢆ⿵࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓ
ࡵࡢᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ㸦⿵⫈ჾ➼ࡢຠᯝⓗ࡞ά⏝ࠊ┦ᡭ
ࡸ≧ἣᛂࡌࡓ㐺ษ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡭẁ㸦㌟
ࡾࠊ⡆༢࡞ᡭヰ➼㸧ࡢά⏝㛵ࡍࡿࡇ ➼㸧

ሗ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥཬࡧᩍᮦࡢ㓄៖㸸⪺ࡇ࠼
ࡃࡉᛂࡌࡓどぬⓗ࡞ሗࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺ࠋ㸦ศ
ࡾࡸࡍ࠸ᯈ᭩ࠊᩍ⛉᭩ࡢ㡢ㄞ⟠ᡤࡢ⨨ࡢ᫂♧ࠊせ
Ⅼࢆどぬⓗ࡞ሗ࡛ᥦ♧ࠊ㌟ࡾࠊ⡆༢࡞ᡭヰ➼ࡢ
⏝ ➼㸧ࡲࡓࠊ⪺ࡇ࠼ࡃࡉᛂࡌࡓ⫈ぬⓗ࡞
ሗ࣭⎔ቃࡢᥦ౪ࢆᅗࡿࠋ㸦ᗙᖍࡢ⨨ࠊヰ⪅ࡢ㡢㔞
ㄪᩚࠊᮘ᳔࣭Ꮚࡢ⬮ࡢࣀࢬ㍍ῶᑐ⟇㸦⏝῭ࡳࢸ
ࢽࢫ࣮࣎ࣝࡢ⏝➼㸧ࠊ㜵㡢⎔ቃࡢ࠶ࡿᣦᑟᐊࠊᚲ
せᛂࡌ࡚)0ᘧ⿵⫈ჾ➼ࡢ⏝ ➼㸧

Ꮫ⩦ෆᐜࡢኚ᭦࣭ㄪᩚ㸸㡢ኌࡼࡿሗࡀཷᐜࡋ
ࡃ࠸ࡇࢆ⪃៖ࡋࡓᏛ⩦ෆᐜࡢኚ᭦࣭ㄪᩚࢆ⾜࠺ࠋ
㸦እᅜㄒࡢࣄࣜࣥࢢ➼࠾ࡅࡿ㡢㉁࣭㡢㔞ㄪᩚࠊ
Ꮫ⩦ᐊࡢኚ᭦ࠊᩥᏐࡼࡿ௦᭰ၥ㢟ࡢ⏝ពࠊ⌫ᢏ➼
㐠ື➇ᢏ࠾ࡅࡿ㡢ࡼࡿྜᅗࢆどぬⓗ⾲♧
➼㸧





㏻ᖖᏛᰯ࠾ࡅࡿྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢճ

㏻ᖖᏛᰯ࠾ࡅࡿྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢմ

≉≉ጤဨྜ⌮ⓗ㓄៖➼⎔ቃᩚഛ᳨ウ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉሗ࿌ࡼࡾ

≉≉ጤဨྜ⌮ⓗ㓄៖➼⎔ቃᩚഛ᳨ウ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉሗ࿌ࡼࡾ

Ꮫ⩦ᶵࡸయ㦂ࡢ☜ಖ㸸ゝㄒ⤒㦂ࡀᑡ࡞࠸ࡇࡼ
ࡿࠊయ㦂ゝⴥࡢ⤖ࡧࡁࡢᙅࡉࢆ⿵࠺ࡓࡵࡢᣦᑟ
ࢆ⾜࠺ࠋ㸦ヰྜ࠸ࡢෆᐜࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ᭩࠸࡚ᥦ♧
ࡋㄞࡲࡏࡿࠊ័⏝ྃ➼ゝⴥࡢ⾲グពࡀ␗࡞ࡿゝ
ⴥࡢᣦᑟ➼㸧ࡲࡓࠊ᪥ᖖ⏕ά࡛ᚲせࡉࢀࡿᵝࠎ࡞
࣮ࣝࣝࡸᖖ㆑➼ࡢ⌮ゎࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀᇶ࡙࠸ࡓ⾜
ືࡀᅔ㞴࡞ሙྜࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᐇ㝿ࡢሙ㠃ࢆᐃࡋࠊ
⾜ືࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࠋ

ᚰ⌮㠃࣭ᗣ㠃ࡢ㓄៖㸸ሗࡀධࡽ࡞࠸ࡇࡼࡿ
Ꮩ❧ឤࢆឤࡌࡉࡏ࡞࠸ࡼ࠺࡞Ꮫ⣭ࡢ㞺ᅖẼసࡾࢆᅗ
ࡿࠋࡲࡓࠊ㏻ᖖࡢᏛ⣭࡛ࡢᣦᑟຍ࠼ࠊ⫈ぬ㞀ᐖ
ࡀ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐ➼ࡀ㞟ࡲࡿὶࡢᶵࡢሗᥦ౪ࢆ
⾜࠺ࠋ
ᑓ㛛ᛶࡢ࠶ࡿᣦᑟయไࡢᩚഛ㸸≉ูᨭᏛᰯ㸦⫈ぬ
㞀ᐖ㸧ࡢࢭࣥࢱ࣮ⓗᶵ⬟ཬࡧ㞴⫈≉ูᨭᏛ⣭ࠊ㏻
⣭ࡼࡿᣦᑟ➼ࡢᑓ㛛ᛶࢆ✚ᴟⓗά⏝ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
⪥㰯⛉ࠊ⿵⫈ჾᗑࠊ㞴⫈ඣぶࡢࠊ⫈ぬ㞀ᐖ⪅༠
➼ࡢ㐃ᦠࡼࡿࠊ⌮ゎၨⓎࡢࡓࡵࡢᏛ⩦ࡸࠊඣ
❺⏕ᚐࡢࡓࡵࡢὶࡢά⏝ࢆᅗࡿࠋ
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ڸඟΪ⇝ࡐ
Ḓ᷒ᷚḊ᷺ᷦ
᷅ᷞᷜḄḖᷫᶛРᶕᵴᶏ൛ਘଅ൴ᶘ˽ڛ᷺ḌḖᶞْࡆ

Ϊۀᶛడ֖۴ᶘെॾᶇᲢߌషడᶞ߷ᶇݎᵼᵲᶓᶏᲣܘҴᶛᶟ
ࢪᶖ⇼⇯ᷱᷫᷩ᷇᷒ᶛᶸᶻڼড়ᵼ̸૧ᶗᵲᶻਮ᷂ࡺೀᶉᶻ
ᶘᲢ᳕ᶍᶼᵼᵲᶼᶠऻ߂ᶗᶉ᳖ᶘᵴᵶᶃᶘᶗᵲᶓᶏᲣ

᳕˽ڛ᷺ḌḖْࡆᶞۢف᳖

̠ऻٵΪ ࡴऻרइᲦΪࡐ˽ڛᷞḖᷢ
অढ़ ͤט

ࢪᶖᶞܘҴᶛ⇼⇯ᷱᷫᷩ᷇᷒ᵼᶺᲢԱࡢᶲᶚᵿܘҴᶛ̷ٴᶇ
ᶖᵴᶻᲣܘҴ०ҡʯᵻᶹᲢ̷ٴपੇᶟඅ֫ᶘᵴᵶᶃᶘᵼΠᶗ
ᵽᶏᲣ
ᶇᵻᶇᲢѧೀᶁᶛᶚᶓᶖ౾ࠇᵻᶹᲢ᳕ஒവᶚފḏḀ᷂ᷫਃݎ
ᶗᵽᶚᵻᶓᶏᶞᶗᲢܘҴ᷂ʤᶔᶴᶱᶻᶃᶘᶛᶇᶮᶉ᳖ᶘᵴᵶോ
ᵼᵲᶓᶏᲣ

ϭ

Ϯ

ڸඟΪ⇝ࡐ

ᶃᶞΪࡐᶞ᷅ᷞᷜḄḖᷫᶗஒവᶚᶃᶘ

౾ࠇᶛΠᶉᶻᶘᲢ
᳕ۋ௰ᵼḏḀᷫᶞਃૈݎᶛвᵼᵻᶊᲢᲺࡲᵼᶘᶓᵿᶛ͕ᵾᶖ
ᶇᶮᶓᶏ᳖ᶘᵴᵶᶃᶘᶗᵲᶓᶏᲣ
چᶓᶖᵴᶏᷩ᷇᷒ᶞḐ᷂ᷓՓᶻᶘᲢފḏḀᷫ͑ाᶞમതᶘᵲ
ᶿᶋᶖਃૈݎᶲணۈᶅᶼᶖᵴᶏᶃᶘᵼ௰ᵻᶓᶏ


ᵼ
ᵴ
ᶛ
Р
ᶕ
ᵿ

൛
ࡅ

൛ਘଅ൴ᶟᵲᶻᶞᶐᵻᶹᲢ
᳕ہᵻᶹᶑᶳ᷃ᶘՓᶘᵻᶚᵽᶳᷣḄᶐᶸ᳖
ᶘᵴᵶᶃᶘᶗᶸᵴᵻᶙᵶᵻ

ऻΪᵻᶹܘҴᶛᷩ᷇᷒ᵼᵿᶃᶘᶛᶚᶓᶏᵼᲢ
᳕કᶱᶖ᳖ᵴᶻᶞᵻᲣ
ߌషడ᷂κയᶉᶻ᷐ᷜḎᶞँᶟᶚᵴᵻ
ܞʇᶞΪࡐᶘᶞ֚൪ߑңᶟᶙᶞᶸᵶᶚഫڔᶚᶞᵻᲣ
᷇Ḗ᷸᷌ḁḎᶚߌషᶞԱોᶟᶚᵴᵻ
؈ᶓᶏᶘᵽᶞतݦᶛᶔᵴᶖՓড়ᶇᵼᵲᶻᶞᵻᲣ
᷐ḆḖᷴᷜḌ᷐᷸᷇ᷜḎᶞँᶟᶚᵴᵻ

ϯ

ϰ

Ӕ௰ᶅᶼᶚᵴᶃᶘᶛᶸᶻा

᳕൛ਘଅ൴᳖ᶘᶍᶞऒ᳕ஒവᶚଅ൴᳖
ᵼᵴᶛРᶕᵴᶏ᳕൛ਘଅ൴᳖
ڼড়
ښࡢئ৺
̷ڳൽ

ᵲ᳕ᶗᵽᶚᵴᶞᶚᶹ᳖ೈݺᲦ∀⇭ᵼᶩᶓᶏᶺ
᳣᳣᳣͕߆ᶚ˽ڛᶛᶚᶓᶖᵴᶚᵴᵻᲩ

ᶍᶞऒ᳕ஒവᶚଅ൴᳖
৺Ьೌॾ

ഃࢀਘߌషਃҍ

ᵴڼড়ᶔᵴᶖᵴᶻ᷃ᶐᵻᶹᶿᵻᶻᶟᶊᲦᶗᵽᶖᵴᶻᶟᶊ
᳣᳣᳣ḅᷮᷢḍḖᷓᵼᶗᵽᶖᵴᶻᵻᲩ

᷎ᷩ᷇Ϊࡐᶘᶞ֚൪

ᵶ߷ᶇݎᵼᶚᵴ᷃ᶐᵻᶹऻ߂
᳣᳣᳣߷ᶇݎ᷂ᶇᶚᵴଂԔᶛ൭ʍᶗᵽᶖᵴᶻᵻᲩ

ᷓḎ᷺ᶨᶞЈഝ

ϲ

ϱ
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ᶏᶐᶇᲢ᳕ਬᶠᶜࢀᶞߏ᳖ᵼࣳᵸᶉᵾᶖᲢ
᳕ɺࢪḁ᳖ᷦᷫᶛᶚᶹᶚᵴᶸᵶᶛ
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1

グループワーク

架空事例をもとにしたアセスメント及
び支援計画の検討

2

聴覚障害学生Aのプロフィール

偏差値50.0〜55.0の私立Z大学理工学部応用化学科に在籍。
1歳6ヶ月児健診で聴覚異常の可能性を指摘され，大学病院
の耳鼻咽喉科で精密検査の結果，両耳に75dBの感音性難聴
があることがわかった。聴覚特別支援学校早期教育相談を紹
介され，補聴器のフィッティング，母子コミュニケーション指導を
受ける。両耳にデジタル補聴器を装用。その後，聴覚特別支援
学校幼稚部を経て・小学校からは通常学校。Z大学には一般
入試で入学した。片言の手話は使えるが，ふだんは家庭でも
学校でも聴覚口話法で コミュニケーションをとっている。

88

3

ステージ1
X年3月，理工学部および共通教育の支援に関わる教職員，障害学生支援室
のコーディネーター（以下，Co），本人と母親で入学前相談を行った。母親が言う
ことはよくわかっているようだったが，女性Coの音声は少し聞き取りづらそうで
あった。また，理工学部のカリキュラム説明のようなこみいった話は，はい…は
い…わかりました，とうなずいてはいるものの，しばしば目が泳いでいた。母親
が熱心にメモをとり，本人は何もしないで聞いているだけであった。
Coから，高校と大学の学習内容や進め方の違いなどについて説明するが，こ
れまでずっと独学でやってきてテストもちゃんといい点がとれていたし問題ない
ので，支援は全くいらないとのこと。
教職員の中には，本人がそのように言うのであれば全く心配ないと考える人も
おり，逆にAとのやりとりの様子から本当に大丈夫なのかと心配する人もいた。
Coは，ひとまず前期の授業を受けてみてからその後の支援について改めて検
討すること，2週間に1度定期面談を受けることに同意してもらったうえで，Aの意
思を尊重し，支援なしで新学期がスタートした。

ステージ１における検討課題
アセスメントに向けて

4



プロフィールおよび入学前相談のときのAの発言や行動から，
入学後，修学面と学生生活の上で，どのような困難が予想
されるでしょうか。



Aについて支援計画作成に必要なアセスメントを行うために，
入学後，(1)どのような観点に注目し， (2)誰に，どのようにし
て，どのような「情報」を得る必要があるでしょうか。
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5

ステージ2（1/4）
ステージ１で話し合ったアセスメントの観点にたって
ステージ２のエピソードを読み解きましょう。

Aは，支援室からメールを送っても返事がない，定期面談を無断
キャンセルするなど，非常に連絡がとりにくいことが多かった。
X年5月，母親から支援室に連絡があり，「Aが語学のリスニングが
全くわからないと言っている。そもそも高校までリスニングはずっと免
除してもらっていた。なぜ大学では免除にならないのか。おかしい」と
言われる。
X年6月初め，クラス担任の教員が，Aが提出したレポートの例（別
紙参照）を持参して支援室を来訪した。Aの学力が他学生に比べて
著しく低いように思う。授業が聞き取れていないせいなのか，本人の
能力の問題なのかわからなくて困っているとのこと。

6

ステージ2（2/4)

X年7月，共通教育の基礎化学実験の教員から支援室に相談
があった。Aは「大丈夫です」「わかります」と言っているが，
ちょっとしたやりとりでも，通じているときと通じていないときが
あるように思う。化学実験は危険性の高いもので，安全に配慮
して作業するなど重要な説明や指示が聞き取れていないことで，
いつ事故を起こすのではないかとヒヤヒヤしている。同じグ
ループの学生とも全くコミュニケーションがとれていないようだと
のこと。
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7

ステージ2（3/4）

Aは，定期面談の中では，「大丈夫です」と言いつつも，わからない
ことがあったり，グループワークで疎外感を味わったりすることがある
という気持ちを吐露することもあった。しかし，Aはすべて諦めの境地
で「そういうものだと思っています」「どうしようもないし仕方ない」とい
うように，自分の気持ちの折り合いをつけていた。
友人はあまりいないという。サークルは，テニス部と漫画部に入っ
たが，テニス部は「おもしろくない」ので１ヶ月くらいでやめてしまった。
漫画を書くことが好きなので漫画部は続けている。ネット上に自分の
作品をあげて批評しあう形で，オフラインで集まったりしないので，コ
ミュニケーションで苦労しないとのこと。

8

ステージ2（4/4)

X年8月，前期の成績が出た。定期面談の中で，Aに成績がど
うだったか聞いてみたところ，ほぼすべて出席していたにも関
わらず必修科目で2つほど単位を落としてしまったとのことで
あった。
そのため，Aは，積極的にというところまではいかなかったが，
支援を受けることに同意し，Coは，授業担当教員向けの配慮
依頼文書案を作成することになった。
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ステージ2における検討課題
支援計画を作成する

9



授業担当教員に送付するAの配慮依頼文書の「1.障がいに
ついて」「2.授業時の配慮事項」「3.その他（必要であれば）」
を完成させてください。



上記の配慮依頼文書に記したこと以外に，(1)Aにとって必要
だと考えられる支援・教員への情報提供・環境調整，（2)(1)
であげた内容を，公平性や妥当性の均衡を維持しつつ実施
するための具体的なやり方，について考えてください。

10

ステージ3（1/2)

X年10月より，補聴援助機器の使用をメインに，一部はノートテイク
を配置し始めた。しかし，X年3月に出た後期の成績では選択科目で
はあるが1科目単位を落としていた。このため，X+1年4月より，受講
する授業のすべてにノートテイクをつけることになった。A本人として
は，ノートテイカーがつけばいろいろと連絡など面倒も増えることも
あって積極的というわけではなかったが，単位を落としていることを
心配した母親からうるさく言われて，しぶしぶ受け入れたという側面
もある。しかし，ノートテイクがある/ないによって，自分に伝わる授業
の情報がどれくらい違うかとか，ノートテイクをつける意味については
あまりよくわからないと言う。 ただ，単位はなんとか履修した科目の
すべてでとれるようになった。
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11

ステージ3（1/2）
X+2年2月，Aが配属された研究室の指導教員より支援室に相談があった。A
は，研究室のゼミにノートテイクをつけて参加しているが，じっとだまっていて何
を考えているのかよくわからないと思ったら，急に場の雰囲気や他の人の話，そ
のときのトピックスに関係なく，1人よがりで的外れなことを発言したりするという。
また，研究室全体の研究計画や役割分担に関係なく，大学院生の指示も無視
して自分で勝手に実験室の器具や試薬を使ってめちゃくちゃな実験を行ったりと，
研究室のトラブルメーカーになっている。
A自身，研究室の仲間とうまくやっていきたいと思っているのに，どうしてこのよ
うになってしまうのかわからないといって悩んでいるようだ。
ゼミでのAの発表はかなりレベルが低く，応用化学の基礎的なことも身につい
ていないおらず，このままでは卒業論文を書き上げるのも難しいと思われる。た
だAの自己評価は他の学生に比べて平均的という認識で，危機感が感じられな
いという。

12

ステージ3における検討課題



研究室のトラブルについて，(1)聴覚障害という機能制限に
由来する原因，(2)A自身の学力や社会性の獲得に由来する
原因の2つの観点から，支援計画の見直しを行ってください。



Aに対する心理支援の観点から支援計画の見直しを行って
ください。
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2．内容
本企画は以下の司会・講師により進められた。
司会：楠敬太氏（大阪大学 キャンパスライフ健康支援センター）
仲兼久知枝氏（京都産業大学
講師：岡田孝和氏（明治学院大学
太田琢磨氏（愛媛大学

障害学生教育支援センター）
学生サポートセンター）

バリアフリー推進室）

三好茂樹氏（筑波技術大学

障害者高等教育研究支援センター）

今回取り上げた支援技術について、各講師から活用事例を報告してもらいながら進行さ
れた。
2.1 遠隔情報保障支援技術の活用例
2.1.1 システムの紹介
現在活用されているシステムのうち、三
好氏により開発された遠隔情報保障システ
ム「T-TAC Caption」について説明がなさ
れた。
三好／T-TAC Caption システムの概要とし
ては、教室の先生の音声をタブレットで拾
い、異なる場所にいる 2 人の入力者に対し
てインターネット上で映像・音声を送信する。

図 1 企画の様子（写真）

入力者はインターネット上で連係して１つの文章を作成し、タブレットに文字が表示され
るという仕組み。これは同様の遠隔情報保障システムでも基本的に変わらない仕組みと
なっている。
T-TAC Caption システムは現在、一般高校の 6 校が年間 2,100 時間ほど使用している。
一般の大学では約 10 校で年間 1,300 時間使用されている。全ての情報保障が必要な場面に
対して、｢遠隔｣という方法で支援している訳ではない。現地で見聞きして取得できる情報
はとても大きいので、できる部分は現地でやる。現地で入力できないような場合、例えば
大学の中の異なるキャンパス間での支援者共有を目的とするなど、特別な例だけ遠隔とい
うシステムが使われている。高校での支援では、支援者は地域の要約筆記団体やボランティ
ア等の有償・無償の入力者で成り立たせている例が多い。
2.1.2 明治学院大学

海外研修での運用事例紹介

岡田／本学で情報保障を使う時の考え方と、北欧に学生が行った際に T-TAC Caption を使
用してサポートした時の様子を報告したい。
まず本学においての基本的な考え方について。遠隔情報保障支援をすること自体は簡単。
Skype でも携帯でも今あるものを組み合わせれば何らかのシステムは組める。でもキチン
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と支援として成立させるためには、聴覚障害学生だけでなく教員や支援者も含めて入念な
準備が必要になる。
本学では学生が北欧に 1 週間研修に行った際に利用した。時差が７時間なので、現地の
午前中が日本時間では夕方や夜早めの時間なので、何とか大学に集まってサポートできる
が、現地の午後の時間になると日本時間では真夜中になってしまうことがネックだった。
そのため、支援者それぞれが自宅など離れた場所にいてもできる手段として T-TAC
Caption を使用した。
本番までの流れについて。本番は 2 月だが、春学期の間にどのようなシステムを使うの
かを先生に説明し、デモンストレーションをして実際に見て頂いた。実際に懸念を示され
たことはないが、デモをすることで、情報が外に漏れるのではなどの心配に対する説明の
機会となると思う。その後、旅行会社とも話をして、こういうシステムを使用する、現地
コーディネーターや通訳者とも共有して頂きたいと、細かいことは具体的になっていない
段階から情報の共有を図った。
秋学期に入ったら、学生とも本格的に打合せをして、このシ
ステムを使うにあたって自分自身が準備しなければならない
ことを整理して、それにどう対応するのかを話し合った。具体
的には学生が現地で自分の携帯を表示機として使うのか、その
場合キャリアの料金プランはどうなっているのか、モバイル
ルーターを持って行くとか通信方法はどうするのかなどを、自
分の責任で調べさせている。その過程の中で、学生にも自分の
図 2 筆者（岡田）
責任の一環で支援システムを使うという考え方が少しずつ生
（写真）
まれてくるのではないかと思う。同時に、うまくいかない時の対応についても、学生・先
生と相談を重ねていく。これまで北欧研修の支援を３回程実施したが、いずれもトラブル
が起きた場合には現地でクラスメイトに手書きでサポートしてもらうことになった。当然、
そのためにはスキルの伝授が必要なので、授業内で各回 20 分ほど数回、ミニテイク講座を
やったりしている。聴覚障害学生もその際に自分でできるところは説明したり、手伝った
りしながら、クラスの中での雰囲気作りも行った。この頃になると実際に行く施設や街も
決まってくるので、現地のネットワーク環境も確認した。携帯が通じないということはな
いが、見学ルートに地下があるか、圏外の場所があるかなどを、可能な限り確認を行った。
このような準備を重ね、本格的に一気に動き出すのは 1 ヶ月くらい前になる。秋のうち
にこんなことをやるよと予告していたが、現地スケジュールの確定と並行して改めて支援
学生を募集し、システムの説明会を実施した。そこからリハーサルとテストを繰り返して
いく。普通の教室の中でやってみたり、大学近くの道路脇でやってみたり、学生が遊びに
行ったテーマパークでもリハーサルを行った。これらを通して、例えば、普段使っている
IPtalk と T-TAC Caption の違いを認識してもらい、いつもと違うところや、どんな工夫や
対応をしなくてはいけないのかを考えてもらう。聴覚障害学生には、特にマイクの特性を
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把握してもらう。現地に行った時に、話者のどのくらい近くにいればいいのか、携帯での
集音では難しい時に外付けのマイクを使うか使わないか、どうやって使うかなどを試行さ
せた。そこでの気付きを Excel で作成した「振り返りシート」に学生それぞれが書き込む。
すべてのリハーサルに参加することは難しいので、このシートを見ることでシステムの特
性や状況に応じた動きが分かり、イメージの共有が進む。こうして積み重なった経験から
抽出してその年のルールを作っている。システムが繋がっていることの確認の手順はどう
するか、音が聞こえないに日本から現地にどうやって伝えるか？などをルール化していく。
これらの準備を重ねてようやく本番を迎える。ここまでの事前の準備がしっかりできて
いれば、本番は成功できると思う。ほぼ成功したようなもの。現地のネットワーク環境が
だめになるとかはもう運任せになる。現地での 1 週間で特に大事なのが、支援が始まって
からのこまめな連絡と現地からの情報共有。突然現地で新たな予定が入ることもあれば、
次の施設に行く時間が遅れそう、予定よりも時間が伸びそうなど、細かな連絡も重要にな
る。ただこれも学生が LINE グループを使って自発的にコミュニケーションを取りあって
いるので、ほぼ問題ない。本当に細かいところまで連絡を取り合ったり、お互いに状況を
伝えているのを見ているので安心して任せている。場合によっては、私共コーディネーター
があるトラブルを知らずに 1 週間が終わることもある。色々トラブルは生じていたようだ
が、クラスメイトの中からコーディネートを担う学生が出てきて、例えば「今日何かあっ
たらあなたが担当ね｣と人材を振ってくれていたようで、聴覚障害学生からも非常に安心し
て過ごせた、との感想も聞かれた。
遠隔情報保障をする時の成否は事前のこのような準備がすべてだと思っている。準備は
システム的なこともそうだが、シミュレーションをいかに何度もやれるかということと、
聴覚障害学生が積極的にそのシステムに関わるかどうか。そしてある意味で聴覚障害学生
の人間性がなければ無理だと思う。例えばクラスメイトの中からコーディネーター役の学
生が出てきたのも、聴覚障害学生がこれまで他の学生とちゃんと関わっていたから、この
学生のためならサポートしようという雰囲気が自然と醸成されたのかなと思う。
ただ、こういうことはいきなりできるわけでもない。結局
は普段のノートテイクや手話通訳などの支援をいかに丁寧に
していくか、丁寧に使うかが大事で、つまりは「支援制度」
があるというベースの上でこそ遠隔情報保障の成功に結び付
くのではないかと思う。
楠／遠隔情報保障、実際には様々な例があると思う。今回は
特殊な例だと思うが、大事にしたい点は共通しているだろう。

図 3 筆者（楠）
（写真）

2.1.3 遠隔情報保障支援技術の困難例
今回の企画にあわせて募集した事例や、普段から PEPNet-Japan に寄せられる相談例な
どの困難例について、講師それぞれから回答を得た。
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࣭Ꮫෆ࡛ࡢᨭ⪅☜ಖࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ㐲㝸ሗಖ㞀ᢏ⾡ࢆά⏝ࡋ࡚Ꮫእࡽᨭࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺
ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸㸽
ኴ⏣㸭㑅ᢥ⫥ࡢ㸯ࡘࡋ࡚ࡣⰋ࠸ᛮ࠺ࠋᐇ㝿㐲㝸࡛ࡢሗಖ㞀ᨭࢆᥦ౪ࡍࡿ♫ࡶ
࠶ࡿࡀࠊ㈝⏝ࡀ㧗㢠࡛࠶ࡿࡇࡀࢿࢵࢡ࡞ࡿࠋឡᏛࡢሙྜࡣࠊ⌧ᅾ 200 ேࡢᨭᏛ
⏕ࡀ࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶࡃ㊊ࡾ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᏛ⏕ࡢሙྜࡣᤵᴗࡢከ࠸㛫ᖏࡀ㔜࡞
ࡿࡇ࡛ᨭ⪅ࡀ㊊ࡍࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢ㛫ࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ᪉ἲࡋ࡚ࠊᆅᇦࡢ᪉ឡᏛ
ࡢᡤᐃࡢ㣴ᡂㅮᗙࢆཷࡅ࡚ࡶࡽ࠸ࠊᨭධࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕ࡣ㸲ᖺ㛫࡛༞ᴗࡋ࡚
ࡋࡲ࠺ࠊୖᡭ࡞ࡗ࡚ࡁࡓ 3 ᖺ⏕ᚋᮇࡽ 4 ᖺ⏕࡞ࡿࠊከࡃࡢᏛ⏕ࡀᑵ⫋άືࡸ◊✲
࡞࡛ᨭධࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵࠊᨭ⪅ࢆ㣴ᡂࡋ࡚ࡶ⤊ࢃࡾࡀ࡞࠸≧ἣࡢࡓࡵࠊ
Ᏻᐃⓗᨭ⪅ࡢᥦ౪ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࢆጞࡵࡓࠋ
2.2 㡢ኌㄆ㆑ᢏ⾡ࡢά⏝
௰වஂ㸭㡢ኌㄆ㆑ᢏ⾡࡛ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢ୍ࢆ⤂ࡍࡿࠋUD ࢺ࣮ࢡࠊAmiVoiceࠊ
Google ࡀᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ Google Live TranscribeࠊJV2T ࡞ࠋࡓࡔࡋࠊࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡋ
࡚ࡶ⾲♧ࡉࢀࡿᩥᏐ㔞ࡢከࡉࡸࠊㄗᏐ⬺Ꮠ࣭ㄗኚࡽᐇ㝿ࡢᨭά⏝ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸࡞
࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࠋࡑࡢ㎶ࡾࡶྵࡵ࡚ά⏝ࢆ⤂ࡍࡿࠋ
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2.2.1 ឡᏛ࡛ࡢ㐠⏝⤂
ኴ⏣㸭ᮏᏛ࡛ࡣࠊ⌧ᅾ 13 ேࡢ⫈ぬ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡀᅾ⡠ࡋࠊ࠺ࡕ 11 ேࡀᨭࢆ⏝ࡋ࡚
࠸ࡿࠋᮏᏛࡢᨭ࡛ࡣ㺀ᩥᏐ㏻ヂ㺁࠸࠺ᣓࡾࡢ୰࡛ࠊᡭ᭩ࡁࣀ࣮ࢺࢸࢡࠊIPtalk ࢆࡗ
ࡓࣃࢯࢥࣥࣀ࣮ࢺࢸࢡࠊࡑࡋ࡚㡢ኌㄆ㆑ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㡢ኌㄆ㆑ࡣ UD ࢺ࣮ࢡࡢἲே
ዎ⣙⿵⫈ຓࢩࢫࢸ࣒ࡢ Roger ࣌ࣥࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚⏝ࠊ㐲㝸ሗಖ㞀ࡣࠊcaptiOnline
ࢩࢫࢸ࣒㸦㛤Ⓨ㸸⟃Ἴᢏ⾡Ꮫ ⱝ᭶Ặ㸧ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≧ἣᛂࡌ࡚ᩥᏐ㏻ヂࡢ᪉ἲ
ࢆᰂ㌾ኚ᭦ࡋ࡞ࡀࡽ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡣᡭヰ㏻ヂᨭࠊ㍍ᗘࡢ㞴⫈Ꮫ⏕ᑐ㇟௦➹ᨭ
ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ 4 ✀㢮ࡢᩥᏐ㏻ヂࡢ㐪࠸ࡘ࠸࡚
㸦ᅗ 4㸧ࠋ⚾ࡢឤぬ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡒࢀ
ࡢ᪉ἲ࡛ᕥᲬ⥺ࡀせ⣙⋡ࠊྑࡢᲬ⥺ࡀ
ሗ㔞ࢆ♧ࡋࡓࠋ୍␒ᕥࡢᡭ᭩ࡁࡢሙྜࠊ
せ⣙⋡ࡣୖࡀࡾሗ㔞ࡋ࡚ࡣୗࡀࡗ࡚
ࡃࡿࠋࣃࢯࢥ࡛ࣥせ⣙ࡋ࡞ࡀࡽධຊࡋࡓ
ሙྜ࡛ࡣࠊయࡕࡽࡶ 50㸣ࡄࡽ࠸ࠋࣃ
ࢯࢥࣥࡢ࣋ࢱᡴࡕ㸦ᩥ㏆࠸ධຊ㸧࡛
ᅗ  ࡑࢀࡒࢀࡢᩥᏐ㏻ヂࡢ㐪࠸

ሗ㔞ࡣࡔࢇࡔࢇቑ࠼࡚ࡃࡿࠋ᭱ᚋࡢ㡢

ኌㄆ㆑࡛ࡣሗ㔞ࡀ 100㸣࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᇶᮏⓗせ⣙ࡢసᴗࢆࡏࡎࠊ⪺ࡇ࠼ࡓࡲࡲ
࡚ᩥᏐࡀฟ࡚ࡃࡿࡢࡀ≉ᚩࠋࡑࡢ๓ᥦ࡛ヰࢆ㐍ࡵࡓ࠸ࠋ
㡢ኌㄆ㆑ᨭࡀ᭷ຠ࡞ࡿࠊࡲࡎ⯉ࡢࡼ࠸ᩍဨࠊヰࡢ㛫ࢆࡗ࡚ศࡾࡸࡍ࠸ヰ
ࡋ᪉ࢆࡍࡿᩍဨࡣࠊㄆ㆑⋡ࡀ㧗࠸ഴྥ࠶ࡿᛮ࠺ࠋࡣࠊᑓ㛛⏝ㄒࡢࢫࢺࢵࢡࡀ࠶ࡿ
࠺ࠋࡑࡋ࡚ᩍᐊෆࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ⎔ቃࠊWiFi ࡢࢡࢭࢫ࣏ࣥࢺࡽ㞳ࢀ࡚࠸ࡿ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ᥋⥆ࡀ㏵ษࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࡢ㝿ࡣ࢟ࣕࣜዎ⣙ࡢࣔࣂ࣮ࣝࣝ
ࢱ࣮࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⏝୰ఱࢺࣛࣈࣝࡀ㉳ࡇࡗࡓᏛ⏕⮬㌟ࡀ⮫ᶵᛂኚ
ᑐᛂ࡛ࡁࡿຊࡀ㔜せ࡞ࡿࠋᐇ㝿⏝ࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃࡛ࢺࣛࣈࣝࡀ⏕ࡌࠊ᧯సࡀศࡽࡎ
ᤵᴗ㞟୰࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࠋ
᭱ᚋࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢㄞゎຊࡀồࡵࡽࢀࡿ࠸࠺ⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᮏᏛࡣ UD ࢺ࣮ࢡࢆᑟධ
ࡋࡓࡢࡣ࡞ࡾ๓ࡔࡀࠊ⌧Ⅼ࡛ࡣṇᘧ࡞ᨭࡋ࡚ࡣᥦ౪ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ⌮⏤ࡣࠊ᪥ᮏㄒ
ࡢㄞゎຊࡀ༑ศ࡞Ꮫ⏕ࡣࠊሗࡀከࡃ࡞ࡾࡍࡂ࡚ᤵᴗ࡛ఱࢆヰࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌮ゎ࡛ࡁ࡞
࠸࠸࠺ࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠋඛ⏕ࡢ⯉ࡸヰ㏿ࡶ☜ㄆࡋࠊㄆ㆑⋡Ꮫ⏕ࡢ㐺ᛶࢆᨭᐊ
࡛☜ㄆࡋࠊ㔞ࡢሗࢆ㢌ࡢ୰࡛⪃࠼࡚ࡲࡵࡽࢀࡿ࠸࠺Ꮫ⏕࡛࠶ࡿሙྜά⏝ࡍࡿᙧ
ࡀⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ᮏᏛࡢ㐠⏝࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠊㄆ㆑⋡ࢆୖࡆࡿࡓࡵࡢᕤኵࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋᬑẁࡢᩥᏐ㏻
ヂ࠾࠸࡚ࡶࠊ࡚ࡢᤵᴗ࡛ᨭ⪅ࡢࡓࡵࡢ㈨ᩱࡸᤵᴗࡈࡢᘬࡁ⥅ࡂ㡯࣭ᑓ㛛⏝ㄒࢆ
グ㘓࣭ಖ⟶ࡍࡿࡓࡵࡢሗඹ᭷ࣇࣝࢆసᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊ㞟ࡲࡗࡓ༢ㄒࣜࢫࢺࡣᏛᮇࡈ
⫋ဨࡀ㞟⣙ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ㔜せ࡞༢ㄒࢆྛᏛ㒊ࡢ UD ࢺ࣮ࢡࡢࢧࣈ࢝࢘ࣥࢺࡈ
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とに、またパソコンの単語辞書にも学部
ごとに分けて専門用語を登録し、必要に
応じて切り替えられるよう工夫をしてい
る。実際の利用にあたっては、突然マイ
クだけを渡されて困った、という先生か
らの指摘を受けて、利用方法やシステム
の説明などをまとめたファイルを作成し、
学生から授業前に先生に提示をして説明

図 5 音声認識の効果を上げるために

するようにしている（図 5）。ファイルに
はもう 1 つ、グループワークの時に周り
の学生の協力を得るために、情報をまと
めており、この資料を活用して聴覚障害
学生自身が説明して理解を得ることを大
切にしている。
試験的に行っている運用形態を紹介す
る（図 6）。教室内での利用では、学内無
線 LAN に接続して利用し、2 名の支援者
を修正者として配置しているが、学外で

図 6 愛媛大学の運用形態 学外【試験運用中】

の運用では現地には利用者（聴覚障害学生）だけが行くというケースが多い。県外で山や
川に入る授業もあり、そこには支援者を同行できないので、現地に利用者だけが行き、送
られてくる音声を大学内で聞きながら入力をしている。状況に応じて captiOnline システム
を使うこともあれば、UD トークのみを使用して表示される文字を修正するなど、柔軟に対
応している。
また、毎年英語のみで進められるシンポジウムが学内で開かれており、その際には
Microsoft Translate を活用している。アメリカのロチェスター工科大学では多くの授業で
使われているため、理系の専門用語もかなり正確に認識・表示される。音声認識が得意な
分野・不得意な分野もあることを知っておいて欲しい。英語の授業での活用の際に難しい
のは、基本的には英語で進む中で時々日本語が出てくる場合。その場合には、語学の堪能
な職員が教室に行き、認識率を確認し、概ね 75％以上の認識率の場合は音声認識を使って
いる。支援学生も工夫をしており、英語が発せられている場合には Microsoft

Translate

を使用、日本語が発せられた時には UD トークに切り替え、ペアワークが始まった時には
手書きをするなどしながら活用をしている。
最後に、音声認識技術を活用した支援のための課題について。
利用する聴覚障害学生については、まず要約されていない日本語を理解する力が必要で
あること。次に、自分でセッティングが可能であり、システムで生じるトラブルなどの特
性を理解できる学生を育てていかなければならない。
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修正を担う支援者側は、通常のパソコン通訳よりも聞き溜
めが必要になること、トラブルが生じた場合にも慌てずに対
応できるスキルが求められることを踏まえた養成が必要に
なるだろう。情報保障としての質の保証も欠くことが出来な
い。情報量が多く文字がキレイに表示されている、それがイ
コール良い支援かどうかは、利用する聴覚障害学生側に委ね
られなければならない。学生としっかりコミュニケー
ションを取った上で、授業をキチンと理解できる支援方法

図 7 筆者（太田）
（写真）

を探すことが必要だろう。その点、本学では１年次から支援内容について提案をしつつも、
学生本人に決定させるようにしているが、その際には必ず｢トラブルがあったらどうした
い？手書きに切り替えてもらう？｣など、現場で判断ができる力を身に付けられるように支
援を行っている。
2.2.2 明治学院大学での運用事例紹介
岡田／本学の音声認識の基本的な考え方、特に UD トークを活用した音声認識技術をどの
ように使っているか説明する。音声認識は、
「話し方に気をつけて声をキレイに入れる」
「修
正者を入れる」「辞書登録をする」が一般的に「正しい」とされる方法だと思うが、本学で
はちょっと特徴的な考え方でしているかもしれない。まず一番気を使っている部分が、音
声をいかにキレイに入れるかということ。逆に言えば、音声入力がキレイにできないなら
音声認識は使わない、というのが本学の考え方。よくあるのが学生にタブレットだけを渡
して、使ってみたら認識率が悪かったから使えない、という例。それは当然で、そんな万
能のシステムではない。音をキレイに入れるための工夫として、Bluetooth のマイクを使っ
て先生が話している声を直接できるかぎりキレイに入れることや、補聴援助システムの
Roger から iRig2 を通してタブレットに入れるなど、機材も色々使用しながら活用している。
また、当然ながら滑舌の良くない先生には使わないことにしている。よく言われるのが、
UD トークがあることを前提に話し方を意識しましょうということ。でも現実的に、｢キレ
イに話して｣と言われても無理がある。基本的には認識させやすい話し方の先生を選んで使
用している。また、今年から学内の施設管理部門に依頼をして、音響システムから直接音
を取れる仕組みを作っている。音響システムの出力端子から音を取れるようにしておき、
その端子とつないだケーブルを学生が触れる場所においている。聴覚障害学生は必要なと
きにそのケーブルをつないで使っている。こうすればマイクを複数本使ったり、学生にマ
イクを渡すときも音が入るようになる。現在６つの教室に整備できたので、来年度は教務
課と相談しながら、これらの教室に音声認識システムや Roger を使う聴覚障害学生が受講
する講義を優先的に割り当てる予定にしている。
2 つ目の修正者に関してだが、本学では修正作業は基本的にはしていない。というのは、
修正はノートテイクより簡単と言われることが多いが、言うほど簡単ではないと思う。こ
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れについては色々な考え方はあると思うが、本学の考え方としては、結局人の養成が必要
ならばその労力はノートテイカーの養成に使いたいと考えている。また、利用している聴
覚障害学生にとっても修正されたものを読むのは結構大変だと思う。今認識しているとこ
ろが次々と表示され、上の方で文字が修正され、しかも修正するところとしないところは
まちまち。そういう中でキッチリ読んでいくこと、特に授業のスピード感の中で読んでい
くことは実際はきついのではないか。そのため、具体的な事例は後で話すが、本学では音
声認識そのものを頑張って良くするのではなく、シンプルに認識されただけの範囲で使え
るのであれば使う、そしてもしそれで不十分であれば、修正を入れたりして改善するより
は、他の方法をプラスして質の担保をしよう、という考え方をとっている。また、このよ
うに組み合わせて使うなど、支援技術をあれこれと考えながら使う経験を通して、学生や
先生にも教育的な視点でアプローチをしていこうというのが本学の考え方。例えば、単語
登録についても言える。それをするかどうかは、利用する学生の判断に任せている。学生 1
人 1 人にサブアカウントを与えているので、自分が受ける情報保障の質にこだわりたい学
生は単語登録をしっかりやるし、そうではない学生は適当にしているが、それも学生の選
択権の 1 つと思っているし、使っていく中で効果を感じられれば自主的にするようになる
と思う。
他に留意しているところは、音声認識は結構リスキーな手段である、ということ。これ
は忘れてはならないと思う。誰かがそばで確認してくれない限りは、出てきた文字が合っ
ているかどうかを誰も保障してくれない。これはかなり怖いということをコーディネー
ターや支援者が把握しておく必要があると思う。
もう 1 つが、学生の聴力や配布資料など補完的な手段の有無で誤認識の許容度が大幅に
変わるということ。大体同じくらいの認識率の文字を、難聴学生が見た時には、｢これいい、
使う｣と言っていたが、聴力を活用していないろう学生が見た時は｢怖い、使えない｣と言っ
ていた。支援者側が「このくらいであれば使えるかな」と思っても、聴覚障害学生もそう
受け取るとは限らない。
そのくらい違うとい
うことを踏まえて考える必要がある。要する
に、ノートテイカーがいないから、足りない
から代わりに使うということではなく、ノー
トテイクや手話通訳にプラスされる別の手
段と考える必要がある。
代わりではなく、
「ほ
ぼ加工しない生に近い文字が出る」
「よりリ
アルタイムで文字が出る」など、これまでの
ノートテイクができないことができるかも
しれない別の手段としてリスクも考えなが
ら考えて使っていくことが大事だと思う。
いくつか具体例を話す。まず、パソコン
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図 8 運用/工夫事例
パソコンノートテイクとの併用

ࣀ࣮ࢺࢸࢡ㡢ኌㄆ㆑ࢆే⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 8㸧ࠋඛ⏕ࡢヰ㏿ࡀ┦ᙜ㏿ࡃࠊ3 ே࡛ࡢ㐃
ಀධຊ࡛ࡶ㛫ྜࢃ࡞࠸ࠋຍ࠼࡚ࠊࣛࣈឤࡢ࠶ࡿヰࡋ᪉࡛Ꮫၥⓗ࡞ヰࡋࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡑࡢ㠃ⓑࡉࢆ࠺ࡋ࡚ࡶᡭࢆຍ࠼ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࣃࢯࢥࣥࣀ࣮ࢺࢸࢡࡔఏ࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠊ
࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊࣃࢯࢥࣥࣀ࣮ࢺࢸࢡࡣࡑࡢࡲࡲࡗ࡚ࠊ⾲♧⏝ PC ࡢ⏬㠃
ࡢ๓ UD ࢺ࣮ࢡࢆ⾲♧ࡋࡓࢱࣈࣞࢵࢺࢆ⨨࠸࡚ే⏝ࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊࢱࣈࣞࢵࢺࡣඛ
⏕ࡢヰࡋ࡚࠸ࡿኌࡀࡰࡑࡢࡲࡲᩥᏐ࡛⾲♧ࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊࣛࣈឤࡸᚤጁ࡞ࢽࣗࣥࢫ࡞
ヰࡋゝⴥࡢゝ࠸ᅇࡋࡀఏࢃࡾࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡣඛ⏕ࡢヰࡋ᪉ࡀ࡚ࡶ࢟ࣞࡔࡗ
ࡓࡢ࡛ࠊෆᐜ⌮ゎࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢㄗㄆ㆑ࡣ࡞ࡗࡓࡀࠊࣃࢯࢥࣥࣀ࣮ࢺࢸࢡࡣࡑࡢࡲ
ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢఱ⛊ᚋฟ࡚ࡃࡿ IPtalk ࡢ⏬㠃ࢆྥࡇ࠺ഃなࡁぢࡿࡇ࡛ᑐ
ᛂ࡛ࡁࡓࠋࣀ࣮ࢺࢸ࣮࢝ࡗ࡚ࡶࠊ㡢ኌㄆ㆑ࢆධࢀ࡚ࢫࣆ࣮ࢻࡸゝ࠸ᅇࡋࡣ௵ࡏ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࡇࡀ᫂☜࡞ࡗࡓ⤖ᯝࠊヰࡢ➽ࡸᑓ㛛⏝ㄒࠊᩘᏐ࡞ࢆⴠࡉࡎᑀᡴ࡚ࡤ࠸
࠸ᚰ⌮ⓗᴦ࡞ࡗࡓࠋ
ࡣࠊࢮ࣑࡛ࡗࡓࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢ
ࡣࢮ࣑⏕ဨࡀ⮬ศࡢࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ
UD ࢺ࣮ࢡࢆࣥࢫࢺ࣮ࣝࡋࠊQR ࢥ࣮ࢻ࡛
⧅ࡆ࡚ά⏝ࡍࡿ᪉ἲࢆ⾜ࡗࡓࠋᙜึࡣᡭヰ
㏻ヂࢆධࢀࡿࡇࢆ⪃࠼࡚࠸ࡓࡀࠊᢸᙜᩍ
ဨࡽࠊ4 ᖺ⏕࡛ࡢᐇ⩦ࡸᑵ⫋ᚋࢆ⪃࠼࡚ࠊ
ᨭ⪅ࡀ࠸࡞࠸≧ἣ࡛┤᥋ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࢆྲྀࡿ᪉ἲࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇࡶ
ᅗ  ⏬ࡢᵝᏊ㸦┿㸧

࡛ࡣ࡞࠸ࡢពぢࢆཷࡅ࡚ᐇࡋࡓࠋᩍ
ဨࡽᏛ⏕ୖグࡢ⪃࠼ࢆヰࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ

ᮏேࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ㛫࡛ࡶヰࡋྜ࠸ࢆ㔜ࡡࠊᏛ⏕ࡶ⣡ᚓࡋࡓୖ࡛ᐇࡋࡓࠋᐇ㝿
ጞࡵࡿࡣࠊࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡶ 2㹼3 ᅇㄝ᫂ࡢࡓࡵࢡࣛࢫ⾜ࡗࡓࠋࢮ࣑⏕ࡣࡑࡢ
ሙ࡛ࣉࣜࢆࣥࢫࢺ࣮ࣝࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊᡭࢆືࡋ࡞ࡀࡽࡸࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ࣐ࢽࣗࣝࢆ
సᡂࡋ࡚Ώࡍࡔࡅ࡛ࡣࠊࡕࡻࡗ࠺ࡲࡃ࠸࡞࠸㺀࠶࠶ࠊ࣒ࣜࡔ࡞㺁㺀㠃ಽࡔ࡞㺁ᛮࢃࢀ
ࡿࡢ࡛ࠊᐇ㝿ࡑࡢሙ୍࡛⥴ࡸࡗ࡚ࠊ᧯స㠃࡛✺ࡗࡿࡇ࡞ࡃࠊࡲࡓᐇ㝿㡢ኌㄆ
㆑ࢆࡉࡏ࡚ࡳ࡚㺀ពእ࠸࠸ࡶ㺁ᐇឤࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡛ࠊࢫ࣒࣮ࢬ࡞㐠⏝⛣⾜࡛ࡁࡓࠋ
ࡉࡽࠎᵝᏊࡶぢ⾜ࡗ࡚ࣇ࢛࣮ࣟࡶࡋࡓࠋ┦ࡢࡸࡾྲྀࡾࡀ㓬㓮ࡢࢮ࣑࡞ࡢⓙ⮬
ศࡢࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ⏬㠃ࡋぢ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ㺀ࡑࡇࡲ࡛ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ
ኵ㺁ࠕࡇࢇ࡞ឤࡌ࡛⮬↛ࠖ≧ἣᛂࡌ࡚㌶㐨ಟṇࡶࡋࡓࠋࡓࡔࠊࡇࡢࡶ㡢ኌㄆ㆑
ࡔࡅ࡛ࡍ࡚ࡣ㞴ࡋࡃ࠺ࡋ࡚ࡶ㏻ヂࡀᚲせ࡞ሙ㠃ࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࠊᡭヰ㏻ヂࡶ㸯ே㓄⨨ࡋ
࡚ᑐᛂࡋࡓࠋ
ᇶᮏࡣಟṇ⪅ࡣධࢀ࡞࠸ࡅࢀࡶࠊධࢀ࡚⾜ࡗࡓࡶ࠶ࡿࠋ⤒῭Ꮫࡢᤵᴗ࡛ࠊඛ⏕ࡢ
ヰࡀ㏿ࡃ࡚ሗࡢᐦᗘࡀ㧗ࡃࠊῐࠎヰࢆࡍࡿࡢ࡛ࠊࣀ࣮ࢺࢸࢡࡀ࡞࡞㞴ࡋࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ≉Ṧ࡞グྕࡸㄞࡳ᪉ࡀࢃࢀࡿࡇࡀከࡗࡓࡢ࡛ࠊࡑࡇࡢᑐᛂࡶⱞປࡋ࡚࠸ࡓࠋ
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ࡓࡔࠊඛ⏕ࡢ⯉ࡣ࡚ࡶⰋࡃࠊࡲࡓ㓄㈨ᩱࢆ 2㹼3 ᪥๓ࡣᥦ౪ࡋ࡚ୗࡉࡗ࡚࠸ࡓ࠸
࠺ࣉࣛࢫ㠃ࡶ࠶ࡾࠊࡑࢀ࡞ࡽ㡢ኌㄆ㆑ࢆࡗ࡚༢ㄒⓏ㘓ࡶά⏝ࡋ࡚࠸࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ
࡛ࡣ㸽⏝ࡋࡓࠋ
㐠⏝ࡢ࣏ࣥࢺࡣ 2 ࡘ࠶ࡾࠊ㸯ࡘࡣᩍᐊࡢ㡢㡪ᶵჾࡽ㡢ኌࢆྲྀᚓࡍࡿࡇࠋࡶ࠺ 1
ࡘࡣࠊಟṇ⪅ࡣࡇࡇࡔࡅࡣಟṇࡋ࡞࠸⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ᡤࡔࡅ⤠ࡿࠊࡑࡢ௦ࢃࡾࠊ≉Ṧ
࡞グྕࢆゝࢃࢀࡓࡾࢢࣛࣇࡢㄝ᫂ࡀ࠶ࡗࡓࠊᡭ᭩ࡁࣀ࣮ࢺࢸࢡࡢࣇ࢛࣮ࣟࡢࡼ࠺
㓄㈨ᩱ᭩ࡁ㎸ࡴ࡞ࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ୖᡭࡃධࡗࡓࡀࠊḟⓗ࡞
ຠᯝࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ࡛ࡣඛ⏕ࡀ UD ࢺ࣮ࢡ⯆ࢆᣢࡗ࡚ࡃࡔࡉࡾࠊ
㺀⚾ࡶᡭඖࡢࢱࣈࣞࢵ
ࢺ࡛ᩥᏐࢆぢࡽࢀࡿ㸽㺁ࠕᡭඖ࡛ぢࡽࢀࢀࡤᑡࡋࡣᕤኵ࡛ࡁࡿࡶࠖゝࡗ࡚ୗࡉࡗࡓࡢ
࡛ࠊᩍ༟ࡶࢱࣈࣞࢵࢺࢆ‽ഛࡋࡓࠋࡲࡓࠊࣟࢢࡶ㒊ඛ⏕Ώࡍࡇ࡛ࠊࢀࡄࡽ࠸ࡢ
ㄆ㆑⋡࡞ࡢࡶศࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡓࠋࠎᤵᴗࡢᵝᏊࡶぢ⾜ࡗ࡚Ꮫ⏕ຓゝࡶࡋࡓࠋ࠼
ࡤࠊᏐᖥࡀ⾲♧ࡉࢀࡿ⏬㠃ࢆࡎࡗぢ࡚࠸࡚ࠊඛ⏕ࡀᯈ᭩࡛ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡇẼࡀ࠸
࡚࠸࡞ࡗࡓࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊᏛ⏕ࡣど⥺ࡣ࠶ࡆ࡚࠾࠺࠺ࡀ࠸࠸ࡼຓゝࡍࡿࡶ
ࠊඛ⏕ࡣࡇࢇ࡞ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡶࡋࡓࠋࡍࡿࠊඛ⏕⮬㌟ࡀ㺀ࡌࡷ
࠶ࠊࡽࢢࣛࣇࢆ᭩ࡁࡲࡍ➼࠶࠼࡚ゝࡗࡓ࠺ࡀ࠸࠸࡛ࡍࡡ㺁࡞Ẽ࠸࡚ୗࡉࡿ࠸
࠺ࡇࡶ࠶ࡗࡓࠋ㡢ኌㄆ㆑ࡋ࡚ࡶᬑ㏻ࡢࣀ࣮ࢺࢸࢡࡋ࡚ࡶࠊ༢ධࢀࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ࠶ࡽࡺࡿᶵࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⏕ࡸඛ⏕Ẽࡁࢆᗈࡆ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࡀࡔ
ᛮ࠺ࠋ
௰වஂ㸭࠾ேࡢヰࡽࠊ๓ࡢ‽ഛࡀᚲせࡔᨵࡵ࡚ศࡗࡓࠋ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ㛵ࡋ࡚ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊඛ⏕ㄝ᫂ࡍࡿ࣏ࣥࢺ
ࡸᏛ⏕⮬㌟ࡀ⌮ゎࡋ࡚᧯సࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࡢ㔜せᛶࡶឤ
ࡌࡓࠋ
Ꮫࡢᤵᴗࡣ 1 ࢭ࣓ࢫࢱ࣮15 ᅇ࡞ࡢ࡛ࠊึᅇࡢᤵᴗࡽ᳨ド࣭
ヨ⾜ࢆࡋ࡚࠸ࡿ 15 ᅇ┠࡛ࡸࡗ᪉ἲࢆ☜ᐃ࡛ࡁࡿࡇ࡞ࡿࡔ
ࢁ࠺ࠋ࡞ࡾィ⏬ⓗ‽ഛࢆࡋ࡚ࠊࡢᤵᴗ㡢ኌㄆ㆑ࢆධࢀࡿ
ࡶ᳨ウࡋࡓୖ࡛㐍ࡵ࡞࠸ࠊᤵᴗ࡛ᨭ࠺ࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࡇ

ᅗ  ➹⪅㸦௰වஂ㸧
㸦┿㸧

ࢆᨵࡵ࡚ᛮࡗࡓࠋ
2.2.3 㡢ኌㄆ㆑ᢏ⾡ࡢᅔ㞴
⥆࠸࡚ࠊ㡢ኌㄆ㆑ᢏ⾡ࡢᅔ㞴ࡘ࠸࡚ࠊㅮᖌࡽຓゝࢆᚓࡓࠋ
࣭ึࡵ࡚⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀධᏛࡍࡿࡇ࡞ࡾࠊᩥᏐࡼࡿᨭࢆᮏேࡀᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛ
ෆ࡛ᨭ⪅ࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡀ㞴ࡋࡃ࡚ࠊ㡢ኌㄆ㆑ࡢࣉࣜࢆࣥࢫࢺ࣮ࣝࡋࡓ➃ᮎࢆᏛ⏕
㈚ࡋฟࡋ࡚ᚲせ࡞ᤵᴗࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ
࣭㡢ኌㄆ㆑࡛ࡢᨭࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡉࢇࡽࠊㄗㄆ㆑ࡀከ࠸ࡢ࡛ᤵᴗෆᐜࡀ⌮ゎ࡛ࡁ
࡞࠸ࠋࣀ࣮ࢺࢸࢡࡢᨭࢆࡋ࡚ࡋ࠸ࠊᕼᮃࡉࢀࡓࡀࠊࣀ࣮ࢺࢸࢡࡀ࡛ࡁࡿᏛ⏕ࡀ
࠸࡞࠸ࡢ࡛࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸ᅔࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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ᒸ⏣㸭ࡇࢀࡲ࡛ UD ࢺ࣮ࢡࢆࡗ࡚ࡳࡓ࠸࠸ࡃࡘࡢᏛࡽ┦ㄯࢆཷࡅࡓࡇࡀ࠶ࡿࠋ
ከ࠸ࡢࡀࠊࣀ࣮ࢺࢸ࣮࢝ࡀ࠸࡞࠸ࡽ㡢ኌㄆ㆑ࢆά⏝ࡍࡿࠊ࠸࠺Ꮫࠋࡑࢀࡒࢀࡢ
Ꮫࡀ࠶ࡾࠊࡓ࠼ࡤኪ㛫㒊࡛Ꮫ⏕ࡀ࠸࡞࠸࡞ࡢࡀ࠶ࡿࡢࡣศࡿࡀࠊ㡢ኌㄆ
㆑ᢏ⾡࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㐲㝸ሗಖ㞀ᢏ⾡࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⤖ᒁࡣࣀ࣮ࢺࢸࢡไᗘࡀ࣮࣋ࢫࡋ࡚
ᚲせ࡞ࡢࡔᛮ࠺ࠋ㐌 1㹼2 ࢥ࣐࡛ࡶࣀ࣮ࢺࢸࢡࡀࡃ୰࡛⏝ࡍࡿࡢࠊࡃ࠸࡞࠸
୰࡛ࢩࢫࢸ࣒ࡔࡅࢆ⏝ࡍࡿࡢ࡛ࡣ㐪࠺ࠋ1 ᖺᚋࠊ3 ᖺᚋࢆ⪃࠼ࡓࠊ㠀ᖖᕪࡀฟࡿ
ᛮ࠺ࡋࠊᏛయࡋ࡚ࡢᨭไᗘᵓ⠏࠸࠺ព࡛ࡣࡼࢁࡋࡃ࡞࠸ᛮ࠺ࠋ㡢ኌㄆ㆑
ࢆࡲࡎࡣㄗㄆ㆑ࢆ࡞ࡿࡃฟࡉ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ㡢ࢆ┤᥋ධࢀࡿ࡞ࢆࡋࡓୖ࡛ࠊୖᡭά⏝
ࡋࡘࡘࠊࣀ࣮ࢺࢸࢡࡘ࠸࡚ࡶఱ㡹ᙇࡗ࡚ 1 ࢥ࣐࡛ࡶ 2 ࢥ࣐࡛ࡶᑟධྥࡅ࡚ດࡵ
࡚ࡋ࠸ᛮ࠺ࠋ
࣭ⱥㄒ᪥ᮏㄒࡀΰࡊࡿᤵᴗ࡛ࠊ࠺ࡲࡃㄆ㆑࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ኴ⏣㸭⌧ᅾࡢ㡢ኌㄆ㆑ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣࠊゝㄒࢆ⮬ືⓗ㑅ᢥ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ」ᩘゝㄒࡀྠ
ࡊࡿࠊタᐃ࡛㑅ᢥࡋࡓゝㄒ࡛ኚࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ࣓࡛ࣥ㡢ኌㄆ㆑ࡉࡏࡿゝㄒࡣఱ
ࢆ☜ᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋⱥㄒ࡛ヰࡋ࡚࠸ࡿࡢࠊᢡ࣏ࣟࢵ᪥ᮏㄒࡀฟ࡚ࡃࡿࡇࡀ
࠶ࡾࠊᨭ⪅ࡀᡭ᭩ࡁࡸ UD ࢺ࣮ࢡ࡛ಟṇࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋඛ⏕ࡢᤵᴗࡢࢫࢱࣝྜࢃࡏ࡚ࠊ
ඛ⏕㐃ᦠࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせࡔࢁ࠺ࠋ
୕ዲ㸭ኴ⏣ࡉࢇࡢヰࡢ୰࡛⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡑࢀࡒࢀࡢ᪥ᮏㄒ⬟ຊࡼࡗ࡚ሗಖ㞀ࡋ࡚㑅
ᢥࡍࡁࡶࡢࡀఱ࠸࠺ヰࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛㛵㐃ࡋ࡚ࠋ௨๓ࠊ࣓ࣜ࢝ࡢどᐹ⾜ࡗࡓ㝿ࠊ
ሗಖ㞀ࡢᡭẁࢆࡰ 100㸣㏆࠸Ꮠᖥࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡢࠊࡑࢀࡶ༙ศ⛬ᗘせ⣙ࡋࡓᏐ
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れているのは Roger のシステムで、PEPNet-Japan 作成のマニュアルに詳しく操作方法が
載っているので参考にして欲しい。
2.3.1 明治学院大学

学生自身の選択肢を広げる活用例

岡田／大前提として、学生の聴力とのマッチングと使用環境の調整は必要だと思っている。
最近は人工内耳の装用学生が増えてきているし、
「人工内耳があるから特に配慮はいらない
でしょう。大丈夫でしょう」という誤解も多いが、そんなことはない。補聴器であっても
人工内耳であっても聞こえない部分はあるし、そこを補聴援助システムで補うことが大事。
逆に補聴援助システムを使っても不十分な場合もある。その場合にはノートテイク等を使
用すべきで、その意味でも聴力とのマッチングは不可欠である。
Roger は非常に進歩していると感じる。私自身、以前 FM 補聴システムを使用したこと
があったが、気持ち悪いきこえ方で全く合わなかったが、学生のために導入した Roger を
使ってみたら、とても良いきこえ方で今では私自身も頻繁に使用しているくらいである。
そんな進化している Roger であっても、環境調整は必須。例えば、グループで使う時に周
りの声が入って聞こえにくいこともある。その場合には教室の隅にグループを配置する、
間隔を一列空けるなどが必要。補聴援助システムを使っているからといって問題が全部解
消されるわけではないので、残る問題をいかに丁寧に潰していけるかが大事だと思う。
そして使う時は、各機器の特性の把握も大切になる。Roger の送信機も色々な機種があり、
それぞれの聞こえ方の特徴や得意な場面・苦手な場面が異なっている。そこを考えながら
使うことが大事になる。ただ、コーディネーターが何かをするというよりは、学生が自分
で試して自然にこの授業ではこれの方が合う、この授業ではこれが、と特徴を把握して使
いこなせるようになってくるようだ。学生任せではダメだが、一方で学生が自分でできる
ところはお任せする、ということだと思う。
特段の活用事例としては、音声認識の時と同じだが出力端子の活用がまず 1 つ目。先生
に Roger を掛けてもらっても当てられた学生の声が入らないといった問題があったため、
音響機器から出力ラインを使用し、音声を一本化して対応するときもある。または複数台
を同時に利用することも多い。使い方は説明書を参照していただきたいが、時にはタッチ
スクリーンのグループと、Roger ペンのグループを同時に使いたい時もある。その場合は単
純に受信機のマイリンクを２つ首に下げて使っている。もちろんここまでの内容は、音声
を分岐すれば音声認識と同時に使えるので、音声認識と併用している学生も多い。
分岐するという意味では、英語の授業での事例もある。ある学生は、通常は Roger のみ
を使用して授業に参加しているが、英語の授業の際にスピーカーから流れるリスニング音
源が聞き取れないという状況が生じた。そのため、この時は先生のスマートフォンが音源
だったが、二股のオーディオ分配ケーブルを利用して、スマートフォンから教室のスピー
カーシステムに流れるラインと、Roger タッチスクリーンマイクに入っているラインの 2
つに分けることで、教室内に流れるスピーカーの音声は確保しつつ、聴覚障害学生には
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Roger を通して音が届くようにした。当該学生からは「今振り返ると、ケーブルを抜き差し
したときに数秒間の無音部分が出てしまうことに気がついたので、それを早く先生に伝え
られれば良かったけれど、授業が何回か進んでから気が付いたので言いにくかった。逆に
言えばもっと早くからリハーサルなどを重ねておけばよかった」、「もう 1 回同じ方法で使
用するのであれば、先生にも「これが私の聞こえ方です、聞いてみてください」と実際に
聞いてもらうようにする」といった振り返りがあった。やはり機器を使っておしまいでは
なく、キチンと振り返りをしながら、次に繋げていくことが大事だと思う。
2.3.2 補聴援助技術の困難例
補聴援助技術に関する困難例について、講師から助言を得た。
・人工内耳装用学生から文字による支援希望の申し出があった。人工内耳で聴き取れてい
るのなら、文字の支援まではいらないのでは？
太田／私も人工内耳を利用している。最近入学してくる人工内耳の学生の傾向を見ると、
両側とも人工内耳を使っていて、かなり普通に話しをする学生もいる。「なぜ聞き取れない
のか」という質問も多く聞かれるが、私自身も 1 対 1 で話すことは困難ではないけれども、
授業中になると難しい。先生の口も見て内容を理解しているので、ノートをとるために下
を向いていると先生の声が聴き取れなくなる。人工内耳をしていても、必ず本人が何の情
報を落としているのかを確認して、必要に応じて文字通訳をつけたほうが良いのではない
かと思う。
楠／大阪大学でも人工内耳装用の学生も入ってきている。全てにノートテイクを配置して
いるのではなく、この授業はあったほうが分かりやすいとか、この授業ならノートテイク
がなくても大丈夫などを本人との面談で確認しアセスメントした上で配置している。人工
内耳を装用しているから問題はない、ということではなく、本人のニーズを把握しながら
支援調整をすることが大事だと思う。
2.4

映像教材の字幕作成

仲兼久／映像教材の字幕作成に関しては、
どこまでの支援をしているのかが大学に
より大きく分かれるところだと思う。
一般的な字幕作成の流れを確認したい。
まず、映像を見ながら文字起こし作業をす
るテキストデータの作成をする。次に、映

図 11 映像教材の字幕作成 工夫点

像と字幕を同期するタイムコードの作成
をする。最後に、映像と字幕の同期作業で映像への字幕付与をする。
このステップのどこまでをやるのかは、大学それぞれ対応が異なっていると思う。
図 11 は正会員大学を対象に行ったアンケートをまとめたもの。京都産業大学では、
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STEP1 のテキストデータ作成までを行っている。テキストデータを作成しておき、映像を
使用する授業で IPtalk の「前ロール」機能を使って字幕テキストを表示させていく、とい
う支援をしている。
2.4.1 明治学院大学の字幕付与の考え方と対応事例
岡田／本学の字幕付与または文字起こしでは、できる限り一字一句忠実に文字化すること
を基本にしており、それは聞こえる学生が聞こえている情報は、たとえ聞いていないとし
ても、支援側としてはイコールのものを伝えたいと思っているため。
また、教育的な意味合いもある。例えば英語が聞こえるときに、そこに日本語字幕があ
れば文字起こししない大学もあるかもしれないし、聞こえる学生も英語を聞かずに日本語
字幕を見ていることも多いと思う。しかし、そこで書かなければ情報としては無いことに
なってしまう。逆に、見ないかもしれないけれどキチンと英語の部分も文字に起こしてお
けば、「こういう言い回しをしているのか」「こういう表現があるのか」と勉強になるはず
である。労力はかかるが教育機関の支援のあり方としてこうした点は大事にしたいと思っ
ている。
また、ここまで細かく行う理由として、聴覚障害学生が場所を見失わないようにするとい
う配慮の意味もある。ノートテイクを使わずに文字起こしだけ利用している学生もいるが、
こうした学生が映像のときだけ誰かに指差しをしてもらわないとわからなくなるというの
も変な話である。できるだけこの紙だけを見てついていけるように工夫して表記している。
とはいえ、作業はできるだけ効率的に行いたいので、次のような流れで作業している（図
12）。まずは、教材として利用する場合には字幕付きの映像を利用して下さい、と教員には
再三アナウンスをしている。1 つは市販の
教材で、字幕がついているものを活用して
もらう。もう 1 つは、地上デジタル放送
でクローズドキャプションが付いている
番組の場合には、録画して Blu-ray レコー
ダーで字幕を表示して再生してもらう。こ
ういう方法がありますよということを積
極的に伝えるようにしている。この段階で
上手くいけば、学生サポートセンターへの
連絡もなく、先生自身が字幕付の教材を用

図 12 作業チャート

意してくれることになる。もしその段階を

超えて学生サポートセンターに問合せ、相談があった時は、まず映像メディアを確認し、
Blu-ray で録画されている場合にはクローズドキャプションの機能と表示方法を伝え、教室
のプレイヤーも対応していれば、そのまま使って下さいと伝えている。ただ、Blu-ray で録
画されていても教室の機材が対応していない場合は、文字起こしをしている。あるいは学
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生サポートセンターにある Blu-ray レコーダーで、字幕を焼き付けた DVD をダビングして
使ってもらうこともある。学生サポートセンターでも NHK の福祉番組など授業でよく使う
番組は自動録画しておき、それを使用して字幕付き DVD を作成することもある。
このような方法でも無理な場合は、最終手段として文字起こしの作業をするが、効率化
のために音声認識をさせたテキストをベースに活用する場合もある。または、NHK の番組
などはウェブサイト上に書き起こしがある場合もあるので、検索してみる。そして、最終
的にできた文字起こしのデータは先生に渡し、授業で使用する際にプリントアウトして聴
覚障害学生に直接渡してもらうようにしている。他に使う機会があればご自由にどうぞ、
と渡している。その理由は 3 つあり、1 つは授業の進捗に応じて活用して頂くため。いつ使
うと決め打ちしないで、必要な時に使ってもらうことで、教員の授業を裏でサポートして
いる。2 つ目は、実際の文字起こしを見て頂けるので、これは大変な作業だと分かってもら
う機会になる。そこから早く教材を貸してもらえるようになったり、ある意味で学生サポー
トセンターは自分（教員）のためにも使えるなと思ってもらい、協力体制の強化につなが
ているつもりである。そして、3 つ目に先生が自分で用意して学生に渡すという形に持って
行くことで、先生にもサポートの当事者という意識・気持ちになってもらいたいと思って
いる。1 つ 1 つのことを見れば単なる文字起こし作業だが、積もり積もって Universal
Design in Learning や基礎的環境整備という大きなものとして残っていくように心がけて
いる。
2.4.2 愛媛大学

字幕入りビデオ作成の流れ

太田／本学では毎学期末に教職員に対し
て「映像を使う場合は必ず字幕入りの映
像を使って下さい｣と周知をしている。中
には先生が作成した文字起こしが用意さ
れている場合もあるが、読んでいる最中
に画面の映像が変わってしまい、結局内
容が分からなくなることがあるため、字
幕付映像の提供を原則にしている。

図 13 字幕入れまでの流れ

文字起こし作成の流れについて。ま
ずは映像にクローズドキャプションの有無を確認する。字幕付与の作業は、図 13 の通りか
なり複雑な手順を踏んでいる。
文字起こしの部分では、認識率が高い場合には音声認識を活用したデータを修正してい
る。学生が作業した後に、職員が内容の確認をしている。
次に、表示する字幕のタイミングで文字区切りの作業を進めるが、ここまで学生が行っ
た後に職員が確認をする。最後に、私が音なしで字幕を全部見て、読む時に分かりやすい
区切りに直した上で、映像と合成して先生に引き渡す用意を進めている。映像の形式は先
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生の希望に可能な限り対応している。
本学の基本的な文字起こしルールは、
図 14 の通り。音楽などは曲名が分かれば
可能な限り入れてもらうようにしている。
最近の授業形態ではオンラインラーニン
グを活用することも増えているが、字幕
が入っていない映像が使われる時には時
間に猶予を頂いて作業を行っており、試
図 14 文字起こしの基本ルールの説明

験時期をずらしてもらった経緯もある。

優先順位としては、全学生が受講する必修の授業、オンラインラーニングのある授業、各
学部の必修の授業などの順で対応している。
2.5.

全体を通して

楠／今回様々な支援技術を紹介した中で、いずれも魔法のアイテムではなく、これを使っ
たから情報保障を全て提供できた事にはならないことが伝わっただろう。ノートテイクや
パソコンノートテイクが基本の支援方法としてあり、それと組み合わせて音声認識や遠隔
情報保障を使っていく、あくまでも合理的配慮として提供できる支援技術の１つだとご理
解頂けたらと思う。
音声認識技術の体験の部分では、機器トラブルやネットワーク接続のトラブルが発生し
ていたグループもあったと思うが、そうしたトラブルが生じることも踏まえての支援技術
なので、今回紹介した音声認識等の支援技術を使うかどうかを、関係者間で判断して活用
して欲しい。
3．まとめにかえて
本企画では、講師からの支援技術活用事例について、実践例のみならず導入の判断基準
など詳細な報告を得ることができた。特に遠隔情報保障技術や音声認識技術については、
「ノートテイクやパソコンノートテイクでは対応できない場面での支援」であるという考
えに基づき活用されている点が共通しており、学内での支援体制を基盤とするからこそ円
滑な活用に至っていることが確認された。1 つひとつの活用例を掘り下げて参加者との議論
の時間を設けることができなかった事、そして機器操作体験の時間が十分に確保できな
かった点をふまえ、今後も同様のテーマ
で先端の情報保障支援技術について扱っ
ていきたい。なお、機器操作体験につい
ての報告は別途掲載しているので、あわ
せて参照されたい。

図 15 企画の様子（写真）
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قਊேजऒपमॿफ़ॸॕঈऩએुँॊك





ઈ৷ੵহ؟ঃ९॥থঀॸॺشॖॡधभಡ৷

ઈ৷ੵহ؟५আشढ़ش३५ॸऊैઉமఠଢ॑੭
厳 ৾েभଢऋোैऩःҩҩҩ
厳 েऋঐॖॡ॑৾েपघҩҩҩ
厳 ളਯযऋਵघऋঐॖॡ॑घ
भऋዢහҩҩҩ
厳 ঐॖॡ॑ളਯমઞअ؛৸भ
ଢ॑ॉञःҩҩҩ
厳 5RJHUधঁথॻঐॖॡऋঁक़
জথॢ॑କऒखथखऽअҩҩҩ

ůƵĞƚŽŽƚŚ䝬䜲䜽

z ਵख্मज॒ऩपइैोऩः

दमऩऎآ
३५ॸ॑ઞअञीप RU ઞअ৽ୡ॑ৢखथ

ZŽŐĞƌ㏦ಙᶵ

5RJHUଛਦਃ॑ણ৷

厳 ৢभଝૄटऋؚে
भਵघசऔऋৼਊசः
قৎमؚয৴બোৡ॑
खथःञك

ੲਾ७থॱشपੈৡखथुैःؚ
ఠ३५ॸभഫऊैলৡ॑
ॉ५ॸঞड़ॣشঈঝ॑पਝ઼
ലಁऋः৾েऋਏऩधऌप
5RJHUଛਦਃ॑ዠखؚঐॖজথ
ॡ৽द8'ॺشॡपुپقठौ
॒5RJHU৬दुઞइॊك

厳 ෞपசःटऐदमऩऎؚ
ছॖঈभँॊਵख্॑घ
ॊ

ঐॖॡऋ୦মदुঢ়બऩऎఠଢ
੭૭ચ؛ঐॖॡटऐदमऩऎ
'9'ऩनभਃஓभఠु؛

厳 ऽञؚपੴ॑घॊ
ेअऩਵख্दमऩऎؚ৾
ਖऩਵख্॑खथःॊ

ਠڲઇ
ਟফ২मহप
ઇभસਊथ॑
उൢःघॊ

َقછऌऒधयُद੶घॊॸॖॡ
दजभએஜऔؚൔऔऋइॊभम
রرखःكؼ
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厴 ਵख্मधथुᐱदୂ
ऌृघः
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ઈ৷ੵহ؟ঃ९॥থঀॸॺشॖॡधभಡ৷

ઈ৷ੵহ؟ॡছ५৸৩ऋঽীभ५ঐप॔উজ॑োोथ
৾েभ८

ലಁऋः৾েमؚ8'
ॺشॡ॑ৄॊऒधदઓઅऋ
َਵखऒधयُঔॻشप؛
ছॖঈृฺऩॽগ॔থ
५ؚःखुॎॉृघ
ऎ؛

૿ਊઇ৩َৰಆपऐथઉம॥গॽॣش३ঙথ॑घॊ
্ੁ॑અइथःऎऒधुপજदमُء

 ফ২ڮাگعাपઇ৩ऊैലಁऋः৾েपઅइ॑इॊ
 ലಁऋः৾েध॥ॹشॕॿشॱشदु୦২ऊৼؚਔઓન
ੳभदৰ
 ीभڮڭؚॡছ५दॖথ५ॺছॡ३ঙথ

ෙੳृੳऋखःुभ
قಕથဨृढ़ॱढ़ॼୁك
मؚखोथંऔोॊ
3&ॸॖॡ॑ৄथ৶ੰ؛

ৢଞभ৴બোৡ॑ଋखञऽऽ8'
ॺشॡ॑ুपਝ઼قఊਫऩख
েपम%OXHWRRWKঐॖॡك

 धऌनऌ॑ৄपষढथஃ

z ৎୁرఃஈुষअ

َਏਰपએᅼଳखथखऽढथःॊऐनਏऩःे؛िखौउ
൩ःभ౿ৄथबُ



૽સऋનपऩॊऒधदؚ
ॸॖढ़ੱुش৶प௫प؛

3&ॸॖॡम૮৶पে॑୯ःऊ
ऐङपॣؚংॉृତધखऩऋ
ैഛႠपল

जभৃदॲक़থটَقॻشোोथऌथबُधढथुृढथऒऩः
৾েुःॊਈੂऊैু॑ऊखथঽীदृढथःऐयَदऌॊُ
َःःऊुَُऺشढُآधৰڀ५ش६ऩਹ৷पك



धमःइؚఠଢੳटऐद৸थम૮৶

ق૮৶दमऩःऊुटऐन౸भ५ش६औुপহك



ুਵৢुযଦ઼



ઈ৷ੵহ৾ੋ৽؟भ౸दણ৷
厳 েभਵमசः্ ഡ২ऋ
ৈःك
厳 ્ऩ੶ಀؚഭा্ऋऎ
थౙௌ
厳 ਯૄ॑છऎधऌृजभହ
ुँॊ ॢছইुः
厳 ঃ९॥থदৰपखऩ
ऋैुँॉ
厳 3&ॸॖॡؚঽীभঃ९॥
থؚৱમऩनऩन౦ৄرॊ
भदপ ၱुः

ઈ৷ੵহ৾ੋ৽؟भ౸दણ৷

厴 ਵख্मधथुᐱदୂऌ
ृघः

ে
ৎুر੪भॱঈঞॵॺद
નੳखऩऋै౸

ਏਈ৵भఊਫदੋाजअ

厴 ଦഘৱમुহपुै
इॊ

ৱમभ
হ

লৡছॖথऊ
ैఠଢ੭

ୁఃஈदऌॊ
ෙੳभढ़ংشदऌॊ

厴 লৡছॖথुઞइॊઇ
टढञ

হभ
ୁఃஈ

ఠଢ॑ेॉᐱपोॊ

ലಁऋः৾ে
8'ॺشॡٔఊਫ॑ৄऩऋै
ঽীभঃ९॥থदुৰૼ





೫࿒ੲਾ৳੍ର

ఊਫ
ਏਈ৵भఊਫ
ଦഘৱમषभછऌा
ুછऌঀॸॺشॖॡद१এॢقॺشছ
ই્ؚؚऩ੶ಀऩनك

ਨଢ଼ఊ؟77$& &DSWLRQਹ৷

೫࿒॑ृॊटऐऩैල
z ५ढ़ॖউؚఝؚ৾/$1ؚ
]RRPءء

दु੍ؚରधखथઞअञी
पमোऩऋآ
z ലಁऋः৾ে
z ੍ର ൨্प

ৼুऋৄइऩःऋॅइप
ॳشডشॡҩฑໞਙপજ

ᕪϳ㛫
ϵ͗ϬϬͲϭϮ͗ϬϬ
ϭϯ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬ
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ϭϲ͗ϬϬͲϭϵ͗ϬϬ
ϮϬ͗ϬϬͲϮϯ͗ϯϬ

dͲd ĂƉƚŝŽŶ ᢏ⾡䝬䝙䝳䜰䝹 ⟃Ἴᢏ⾡Ꮫ ୕ዲⱱᶞඛ⏕సᡂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚƐƵŬƵďĂͲƚĞĐŚ͘ĂĐ͘ũƉͬĐĞͬǆŽŽƉƐͬĨŝůĞͬĞŶŬĂŬƵͬƚĞĐŚͲŵĂŶƵĂůͲ
ƚƚĂĐĐĂƉƚŝŽŶ͘ƉĚĨ

ਨଢ଼ఊ؟77$& &DSWLRQਹ৷
ফع

ਨଢ଼ఊ؟77$& &DSWLRQਹ৷

নাع

३५ॸ৭ؚেषभହؚ
ৃ়पेढथमॹঔথ५ॺঞش
३ঙথु
ষভ॑ৢखथਠੲਾभઽ
ૐधੲਾુથ
৾েऋघसऌऒध॑ତ৶धનੳؚ
ਔ

z મসউছথનੳ
z ঔংॖঝঝ شॱشRU ਲਗটش
থॢء

ুऎःऊऩऊढञधऌभ৻౹
ੁुਫ਼ୈقਠदॡছ५ওॖॺपे

ॊঀॸॺشॖॡك

ম
z َखोथःॊेُ
z َ০ऒ॒ऩग؛ऒोऊैऒऒ
पষऎ؛ၴرऋਵघُ

ॸ५ॺभॉନखधਖਡभຸ
ःলख

z ஷॉନॉ३ॺشभਹ৷धુથقग़
ॡ७ঝभ༮प୯੶ك
z ॸॖढ़كش,3WDONधभୀःभ৶ੰؚ
ৌૢੁभਫ਼ୈ
z ലಁऋः৾েكঐॖॡ્ਙभ৶
ੰध৭ؚऌ্भનੳ
z ુৢঝشঝু؞ದभੁधુથ



ॺছঈঝ

ऊऩ৴൪؞ৱમभଛહ

ॸॖढ़شभ൳ૐधହভ

भইॕॻشংॵॡ
ऒोै॑/,1(ॢঝشউ॑
ણ৷खथ৾েऋঽप
ق॥ॹشॕॿुشॱش৸थ
मੴैङك

ৎभનੳभুದ
ॸॖढ़شऊैওॵ७ش४॑इॊ
धऌभ੶্১੶قಀभણ৷ك

ऊैभाब
২ଡണ

ਠ॥ॹشॕॿৢृشॱش
पହધછଛહ



ఠଢਂᐱमँढञऋ୶ؚ
मਈ৵प

z ॸॖढ़شऋघएपइॊ
z ലಁऋः৾েऋਠदऎ

ঀॸॺشॖॡ॑घॊৃએम
૮ऊढञ

z ॥ॹشॕॿ૽ॺشभ৾েऋঽ
ேपেऽोؚનप୷ଦ

೫࿒भਛ౯मَُऋघसथآ





३५ॸ
ਊभ३গঞش३ঙথ
ലಁऋः৾েभாਙযਙ
ॸॖढ़شभऊऊॎॉ



ଓലରஃ३५ॸ

ઈ৷ੵহ؟ఠଢभম৲؞ളਯਹ৷

ലৡृઞ৷୭धभঐॵॳ
থॢ॑खञदਹ৷ऋ

ਃரभ્ਙभཔधઞः
ীऐੌؚा়ॎचु

z ৾েभ૾யृਔઓपेढथ
मؚधॉँइङઞअৃ়ु
ँॊऋؚਈીपमঽীभ
ലৡभ્ਙध३५ॸभ
ટ॑ેীप࿃ੴखञदभ
ਹ৷॑യघ

z ৾েऋَँँदुऩःؚऒ
अदुऩःُधृॉऩऋै
ಁइथःऌऽघ؛

厳 েभଢमୂऒइॊऐन৾েभ
ଢऋୂऒइऩःҩҩҩ
厳 েभଢध৾েभृॉॉ
भ্॑ৎपୂऌञःҩҩҩ

FI ఠଢੳ३५ॸ

厳 ఢॉभଢऋဪဗ॑घॊҩҩҩ
厳 ્भযभଢ॑ুऎ࿆इऩः

ളਯৎਹ৷
z ॱॵॳڮण ॱॵॳधঌথ
ॱॵॳध७ঞॡॺ ऩन

z ৃ়पेढथमَؚযभু
॑ॉॊ੍ରٙঀॸॺشॖ
ॡুؚਵৢभਹ৷യघ

z َॱॵॳॢঝشউُधَঌথ
ॢঝشউُ॑ৎपઞःञः
धऌमؚঐॖজথॡुڮणऊ
ऐॊऒधुق५ঐॺشऩ্১
दमऩःऐनुكؼ

३५ॸभੀ॑৶ੰघॊ
ऒधु
z ୭भ৹ତقౠఆਜ਼઼ऩ
न॑كघॊऒधम੯




ઈ৷ੵহ؟ఠଢੳ३५ॸधಡ৷
厳 ऺऻऺऻୂऒइॊऐनठॆढध
డखःधऌुҩҩҩૐরৡऋਢऊऩ
ःधऌुҩҩҩ

লৡছॖথभਹ৷
ఠଢभম৲ك

ઈ৷ੵহ؟ஶୁभ౸दभজ५ॽথॢ
ਊჾ৾েमযੵປಎ৷؛
ৢଞभ౸दम5RJHUઞ৷؛
ୁ৾भ౸ु؛

ZŽŐĞƌ㏦ಙᶵ

厳 ঃ९॥থঀॸॺشॖॡटधୂऒ
इऩऊढञधऒौऋંऔोऩ
ःधऌुҩҩҩ

㏻ᖖ

䝸䝇䝙䞁䜾

厳 ஶୁभ౸भজ५ॽথॢद
ୂऌोऩःقেभ५ঐ
ऋఠ౺؛ਊੂम५ঐध५আش
ढ़ش३५ॸ॑ᇽःदఠ॑ख
थःञك

厳 ປदୂऒइॊुभधঃ९॥থद
ંऔोॊुभऋฺपୀअऊ
ैਞपऩॊҩҩҩ
厴 েभଢमᐱऩ্

ఠଢ॑घधऌपেऋ
ॣشঈঝ॑௷ऌዠख
৸৬षभఠଢ॑৳ढञऽऽؚ
5RJHU৽दലಁऋः৾
েपुॡজ॔ऩఠଢ॑؛
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ஊొ؞ધஊକऒख

ॳকقॺشदऌोयஊొ৻ؚ౹धखथધஊକऒखك

दऌॊॉஊजभऽ
ऽକऒघ

൸ઇ౫भ१এॺشटऐਹ
৷घॊ৾েुःॊ

z ୂقःथःॊऊनअऊमશਖ
टऐनୂكऒइॊ৾েऋୂ
ऒइॊभदँोयؚजोम
इॊसऌ

z ୷खऩखदुৃએ॑ৄଷॎ
ऩःेअपघॊऒधऋਏ
ॸقॖॡ॑ઞॎऩःभपધஊ
କऒखटऐၴऊभஃऐऋःॊ
भमऩਵदमكء

z ੂीथੴॊ୴ୁ؞৷ुँॊ
मङقऒोऽदୂऒइथऒऩऊढ
ञ୴؛كऒोैपமघॊਃভ
॑৳घॊऒधुপহऩઇ
दमء
z ્पॿॖॸॕঈभஶୁमലಁ
ऋः৾েऋ॔ॡ७५ख
पऎः୴

ஊొ॑ਹ৷खथःञटऎञीप
yஊొહऌઇ౫॑ઞ৷खथऺखःऒध॑ఢੴ
yঈঝشঞॖदஈखؚৌૢखथःॊঈঝشঞॖঞ॥شॲشदગেघोयॡটش६ॻ
य़কউ३ঙথऋઞइॊऒध॑ఢੴ

৾१এ॑
ஂऔङ

&&पणःथउइघॊ
َقઇइॊُك

धमःइؚमदऌॊट
ऐ૨पষःञः

ઇभਝ
ి় RU ਂి়

$OWHUQDWLYHઇ౫भणध
खथનয়औचञः
z

েऋ൸॑৾१এपउठऎटऔॊ؛
ঈঝشঞॖ RU '9'

&&॑ਹ৷ख
थःञटऎ

ઇ৩ऋঽীद৷ਔघॊप

z 8QLYHUVDO'HVLJQ LQ
/HDUQLQJ पᇽऑॊ



ஊొ൏હऐ'9'ਛ

৾१এदஈखञुभऋँ
ोयਛखؚেपँऑॊ
েपஊొ॑൏હऐथॲঅথॢघॊ্
১॑उइघॊ  ڀঽ୧दृढथऎ
ोॊ্ु؛


ஊొહऌदઞ৷





ম৾भધஊକऒख
 ৣ

ધஊକऒख१থউঝ
 ॹॱشঋش५पোৡ

z 8'ॺشॡदੳ॑ऊऐॊ
z ঁؚॺॵॿॺشॡটਠऩन1+.௺
म+3॑ർघॸآय़५ॺ৲खञु
भऋँॊऒधु؛

z

ৎؚرધஊକऒखऋँॊ൸
༮॑েपऒठैऊैநघ
ऒधुقH[ ভૣක৾ఐك

 ੶؟ঝشঝमय़ॵॳজ
FI ઃ५ছॖॻ१থউঝ

 েपॹ॑ॱش
z ੦মमেऋഀླྀखथ౸ৎ
पലಁऋः৾েपଦഘ




౸भਤ⎃मऔऽकऽ
েঽମऋ౸दઞअ॑
৷ਔघॊधःअ॑
ٙ মਟँॊसऌ
ઃফ২ਰఋऩनঽपઞढ
थःञटऎ

8QLYHUVDO'HVLJQLQ /HDUQLQJ
੦ຊ୭ତ
َঽীुृैऩऌूُآ
َ৾१এઞइॊऩُآ
ҩҩҩधઓढथुैइोय؛




ऐढऒअপऩटधৰ
पৄथुैअऒधद
ॡड़জॸॕभৈऔ॑ৄथुै
अऒधद





੍ର॑થपઞअञीप
੍ରभిજऩ৭උ

قदऌोयਈੂऊैऩ৭උ॑औचऩःك

ো৾ऊैඡोॊਃভ॑

z ৰभ౸पৄؚ৾ਸ
z ৾१এधभৼभਃভपં
z ঀॸॺشॖॡౠؚઐভؚड़
জग़থॸش३ঙথऩनदुदऌ
ॊटऐৄचॊ
ലಁऋः৾ে੍ରभ৶ੰയਤ
भञीपु
 ലಁऋः
 যऋਏ
৾েु॥
 ੵुਏ
ॵॺਏ
 ুऊऊॊ
ऒोैमَ২ُभपᅿਛ

३५ॸَ॑৹৶घॊُ
قেभऽऽदमखःك

न॒ऩपಞอैखः३५ॸद
ुَؚजभপُ৾Ҧजभ૾யُ
َजऒपःॊযُपधखी
ॊभमजभৃपःॊَযُ؛३
५ॸटऐभઈ৷मँॉइऩः؛
َঀॸॺشॖॡभ৻ॎॉभ३५
ॸُदमऩऎؚҦঀॸॺشॖॡ
प୯ਸघॊ३५ॸَُऒोऽ
दুऋඍऊऩऊढञधऒौ॑ඇ
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「支援技術のさらに効果的な利用に向けて
―活用事例紹介・利用体験を通して―」
機器操作体験報告
磯田恭子¹⁾，三好茂樹¹⁾
筑波技術大学¹⁾
1.

目的
前日特別企画「支援技術のさらに効果的な利用に向けて―活用事例紹介・利用体験を通

して―」の中では、遠隔情報保障支援技術、音声認識技術、補聴援助技術、映像教材への
字幕挿入の４つの支援技術を取り上げ、講師からの運用事例を紹介した。その後、実際の
利用体験を通して、効果的な支援技術の利用に必要な事柄を把握してもらった。本稿では、
実施した利用体験の概要と、活用した教材の詳細、ならびに参加者からの感想をまとめる
ことで、同様の体験を各大学でも提供できるようにすることを目的とする。
2． 概要
今回の機器操作体験では、
「音声認識アプリを使用したグループ内会話」の体験を行った。
ここでは、音声認識を活用した会話に、聴覚障害学生が参加しやすくなるためにはどんな
工夫や配慮が必要になるのかを、失敗経験をもとに考えてもらうことを目的とした。進行
は三好が担当し、本企画講師４名には全体を見回りつつサポート役を担ってもらった。
2.1

使用機材

体験で使用した機材は下記の通りである。
・音声認識アプリ「UD トーク（Shamrock Records, Inc）」をインストールした iPad
・タブレット接続用マイクロホン
①iRig Mic（IK Multimedia）：タブレットの音声端子に直接接続
②AmiVoice Front WT01（株式会社アドバンスト・メディア）
：タブレットと Bluetooth
接続
③補聴援助システムのロジャータッチスクリーンマイク（Phonak）をマイクロホンと
して使用し、ロジャーマイリンク（Phonak）を受信機として利用し変換アダプタ・
音声ケーブルを介してタブレットに接続
・インターネット接続用のモバイル WiFi ルーター
・マルチトーカーノイズ再生用 iPod shuffle・イヤホン
※マルチトーカーノイズ音源は PEPNet-Japan 事務局より提供可能
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2.2

グループ構成

参加者約 60 名を 8～9 人ずつの 7 グループに分けて、体験を進めた。グループ内ではディ
スカッションも行うことから、情報保障を利用する参加者への配慮として文字通訳付グ
ループを 1 つ、手話通訳付グループを 2 つ設けた。おおよそのグループの位置をスライド
に提示して移動を促したが、参加者の円滑な移動が難しかったこともあり、司会のほうで
声掛けを行いながらグループに分かれてもらった。
各グループ内では、さらに「会話に参加する人」を 4～5 人、「会話の様子を観察する人
（観察者）」を 4～5 人と役割を分けて体験を進めた。聴覚障害のある方は「会話に参加す
る人」に積極的に参加してもらうように声掛けを行った。この際にも初対面の参加者同士
ではすぐに決めることが難しかったため、決まっていなかったグループについては司会の
ほうで役割を決めた。
グループ内の役割のうち、「会話に参加する人」の
中からさらに難聴のシミュレーションとして「ノイズ
音声を聞きながら会話に参加する人（ノイズ体験者）」
を決めてもらった。この体験をしている人は会話音声
の聴き取りが困難な状況になる。また、「会話の様子
を観察する人（観察者）
」は、グループ内会話の様子
や字幕を観察して記録する役割を依頼した。
2.3

図 1 機器操作体験

グループ内会話体験

会話体験は約 45 分のスケジュールを予定し、以下の
構成で実施した。
＜１回目＞
・会話テーマの選択
・グループでの会話体験（８分間）
・評価シートへの記入（３分間）
・会話体験者同士での評価や感想の共有（５分間）

図 2 機器操作体験の様子
（写真）

・うまくいかなかった点の整理と、どんな改善をすることでノイズ体験者や聴覚障害当
事者が会話に参加しやすくなるのかの相談（３分間）
＜２回目＞
・会話テーマの選択
・グループでの会話体験（８分間）
・評価シートへの記入（３分間）
・グループ内での評価や感想の共有（２分間）
＜全体＞
・各グループで出された感想の共有
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進めた。また、手話通訳付のグループでは参加者の発話を同時に手話通訳を行うことで、
音声認識で表示される文字との比較をしながら観察していた。
グループによってはマイクがうまく認識されずに文字化されない、インターネット接続
が不安定になるなどトラブルが生じていたが、複数台を同時に運用していることにより
様々な要因の混線が生じていたものと思われる。
2.4

グループ会話の評価シートから

各グループでの体験を通して、「グループ会話体験者」「観察者」それぞれの立場から得
られた感想を以下に記載する。
2.4.1 １回目の体験から
【グループ会話体験者】
・周りの（健聴の）学生の協力が不可欠。利用学生だ
けが認識結果を見るのではなく、他の学生にも見え
るようにするのは効果的だと感じた。
・ゆっくり、はっきり話すと文字表示が上手くでき、
コミュニケーションもスムーズだった。
・ノイズ体験の役割になり、聞こえない人がグループ
の会話に入ることに難しさを感じた。
・ノイズ体験をして、きこえない不安や伝わる喜びが
体験できた。

図 4 機器操作体験の様子
（写真）

・ノイズがあると文字にしか頼れないので、誤変換の
ため理解できないまま話が進んでいくのが不安感を生んだ。
・普段の早口の会話だと文字変換は難しい。
・普通に話が出来ないと思った。
・アイコンタクトがなくなった。
・話の内容を文字にすることに集中してしまい、
「あと８分」などの情報を伝え忘れてしまっ
ていた。
・機器のトラブルに備えて使い方を学んでおかなくてはならないと思った。
【観察者】
・マイクを持っている話者以外の人が話すと、ノイズ体験者は状況把握が困難な様子。
・マイクが口から離れていると、正確な音声認識が難しくなっていた。
・修正が入らないと会話のテンポが遅い。
・画面を見ながらの会話になるので、相手が顔を見て話してくれているのに、もったいな
いと思った。
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 ࡇࢀࢆཷࡅࠊ௨ୗࡢࢥ࣓ࣥࢺࡀ୕ዲࡽ࡞ࡉࢀࡓࠋ
ࡈᣦࡢ㏻ࡾࠊ㡢ኌㄆ㆑࡛ࢧ࣏࣮ࢺࢆࡋࡼ࠺ࡋ࡚ࡶࠊ࠺ࡋ࡚ࡶࢧ࣏࣮ࢺࡋࡁࢀ࡞࠸
ࡇࢁࡀ࠶ࡾࠊࠕ㓄៖ࢆࠖ࠸࠺Ẽᣢࡕࢆࠊ࡛ࡁࡿࡇ࡞ࡽ⮬↛࡞ヰࡶࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
⪺ࡇ࠼࡞࠸᪉ࠎࡶྵࡵ࡚άẼ࠶ࡿヰධࢀ࡚࠶ࡆࡓ࠸ᛮ࠸࡞ࡀࡽࠊ࡛ࡶࡑ࠺ࡍࡿࡇ
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で、逆に会話から置いていくような形になってしまう。また、話者交替のタイミングも難
しかったのではないだろうか。
具体的な方法としては、字幕を一緒に見ているからこそ誤字脱字等に気がつくことがで
きるので、発生した文字のエラーを共有する。そしてそのエラーにどう対応しようかと考
えていくことになる。誤字脱字が出た時、どうやって直したら良いか、手話で話す・メモ
で補う、又はそういうのはちょっと面倒だから言い直しで頑張る、などいろいろな方策が
あると思う。
例えば手書きノートテイクをする場合は、特別な技術はあまり必要ではないが、書き続
けなければならないことで人の負担が大変多くなる。それに比べると、音声認識であれば、
人の負担がちょっと軽くなる、でも誤字脱字が多く出てしまうので修正作業は必要。では
技術的にもっと工夫をしてみよう、と考えてノイズができるだけ入らないようにマイクを
使う。それにより隣の人の声も入らなくなり、少し人の負担が減る。こうした工夫を加え
ることでどんどん楽になるが、やはり話者交代への配慮や誤変換を気にすることなどから
自然な会話が続かなくなり、場合によっては孤立感を深めていく。だからこそ、技術を使
いながらも、
「配慮する気持ち」は取り除いてはいけないものだと思っている。音声認識を
使えば「配慮する気持ち」をも取り払えるという幻想を持たれてしまっている印象を受け
るので、その部分を大事にして活用して欲しい。
3．まとめ
今回の体験では、支援技術を円滑に活用するためのシステム面での工夫という点だけで
はなく、「ノイズ音声体験者や聴覚障害学生が会話に参加できていたか」という視点を持っ
て進めたことで、システム特有の課題だけでなく会話に参加する人がどのような意識を持
ち、工夫をすることでより活用の幅が広がるのかを体験・観察してもらうことができたと
考える。体験者からの感想にもあるように、周囲の配慮があってこそ支援技術はより有効
に活用できるものであることが共有できるような働きかけとともに、活用場面が広がって
いくことを期待したい。
尚、今回は時間の関係上グループ内会話体験の時間を十分に設けることができなかった
が、体験者・観察者の役割を交代して体験の共有をするところまで実施できることが望ま
しく、その場合には 2 時間程度の時間を要するものと思う。各大学で同様の体験をされる
場合の参考にして頂きたい。
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ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊከᵝ࡞⫼ᬒࢆᣢࡘཧຍ⪅ࡀከゅⓗ࡞⪃࠼᪉ࡸ࣮ࣟࣝࣔ
ࢹࣝࡢጼゐࢀࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ㸪࢟ࣕࣜᙧᡂ㸪࣮ࣟࣝࣔࢹࣝ
1㸬ࡣࡌࡵ
 ᮏ⏬ࡣࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࢆᑐ㇟ࠊ࢟ࣕࣜᙧᡂࢆࢸ࣮࣐ࡋࡓศ⛉ࡋ࡚ᐇ
ࡋࡓࠋ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀ⮬㌟ࡢ㞀ᐖྥࡁྜ࠸ࠊ࢟ࣕࣜࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ㝿ࠊྠࡌ⫈ぬ㞀ᐖ
ᙜ⪅ࡢඛ㍮ࡢ⤒㦂ࡸ⏕ࡁ᪉ࡽᏛࡪࡇࢁࡣࡁ࠸ࠋᅇࡢ⏬࡛ࡣࠊᏛᖺࡸᑓᨷࠊࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡭẁࡸ⫈ຊ࡞ከᵝ࡞⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕୍ேࡦࡾࡀࠊ⮬㌟ࡢᢪ࠼ࡿᝎࡳࡸ
ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ᑡࡋ࡛ࡶࣄࣥࢺࢆᣢࡕᖐࢀࡿࡼ࠺ࠊ⏬࣭㐍⾜࠾࠸࡚௨ୗࡢⅬ␃ពࡋࡓࠋ
1.1 ࣮ࣜࣞࢺ࣮ࢡ
ඛ㍮ࡽࡼࡾⱝ࠸ୡ௦ࡢࢻࣂࢫࡢ࣮ࣜࣞࠊ࠶ࡿ࠸ࡣⱝ࠸ୡ௦ࡽඛ㍮ࡢ㉁ၥࡢ
࣮ࣜࣞࢆព㆑ࡋࠊ㧗ᰯ⏕࣭Ꮫ⏕࣭♫ேࡋ࡚ࡢ࣭Ꮚ⫱࡚࠸࠺ὶࢀ࡛ヰࡀ⪺ࡅࡿ
ࡼ࠺ࡋࡓࠋ♫ேࡣୡ௦ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢱࣉࡢ␗࡞ࡿ 2 ྡࢆᣍࡁࠊ㧗ᰯ⏕ࡘ
࠸࡚ࡣᙜ⪅࡛ࡣ࡞ࡃᩍ⫱࣭ᨭᦠࢃࡿ❧ሙࡢㅮᖌࡀㄒࡿᙧࡋࡓࠋᏛ⏕ࡘ࠸࡚ࡣ
ᡂຌయ㦂ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᝎࡳࡶྵࡵᅾᏛ୰ࡢ⮬㌟ࡢ⤒㦂ࡸኚࢆ⋡┤ㄒࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
1.2 ㉁ၥࢥ࣮ࢼ࣮
 ཧຍ⪅㸦≉⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕㸧ࡀ㐲៖ࡏࡎ㉁ၥࢆฟࡏࡿࡼ࠺ࠊ㉁ၥ࣮࢝ࢻࢆ㓄ᕸࡋࠊㅮ₇
ࡢᚋᅇࡋ࡚ࠊྖ⪅ࡀࡾࡲࡵ࡚ㅮᖌᑜࡡࡿ᪉ἲࢆ᥇ࡗࡓࠋ㉁ၥ࣮࢝ࢻࡣ༏ྡ࡛
ࡶྍࡋࠊᅇ⟅ࡍࡿㅮᖌࢆᣦྡࡋࡓ࠸ሙྜࡣグධ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋᙜ᪥ࡣࣇࣟࡽᣲ
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手で質問を募る機会も設けたが、手を挙げたのは教職員等のみであった一方、カードでは
学生からと思われる無記名のものを含め 20 以上の質問が寄せられた。
1.3 ワーク
講師の話からヒントを受け取った後、自分自身の具体的な将来像や行動計画に目を向け
られるよう、
「10 年後のわたし」というワークシートを用意した。このシートは聴覚障害学
生エンパワメント研修会（PEPNet-Japan,2013）で用いたワークシートをもとに、学年を
問わず短時間で記入できるシンプルな様式と支援者用の様式を本企画用に作成した。当日
は 10 分程度の時間を設け、参加者各自がリレートークの内容を振り返りながら記入した。
2．内容
2.1 リレートーク

（司会：阪田真己子（同志社大学））

2.1.1 高校生の声①（講師：中島亜紀子（PEPNet-Japan 事務局））
PEPNet-Japan 事務局に寄せられる中高生やその保護者からの相談として、
「支援体制が
整った大学を教えてほしい」「入学が決まる前から支援の相談をしてもいいのか」といった
例を紹介。支援の有無でなく、自分のやりたい事ができる大学かという視点で志望校を選
んでほしいし、また、大学でやりたいことを実現するためにはどんな支援が必要なのかと
いうことを、ぜひ自ら発信してほしい。
2.1.2 高校生の声②（講師：井坂行男（大阪教育大学））
大学とはどのような場か
事務局からの報告を踏まえ、ろう学校教員の経験、そして現在大学で聴覚障害教育の研
究に携わる立場から、皆さんに思いをお伝えしたい。
まず大学生の皆さんへ。大学はみずからの適性に応じて学びたいことを積み上げ、将来
の自分を構築するための歩みを進めていく場。自分だけでなくさまざまな関係者や友達と
歩んでいくことになる。ただし、障害者差別解消法が施行されたとはいえ、障害学生支援
の経験がまったくないという大学もある。皆さんにとって大事なのは、大学と建設的な対
話を進めること。更に対話をする上では、上手に交渉していくことと、自己分析をして必
要な支援が何かを考えることも必要とされる。交渉術としては「スモール・イエス」、つま
り最初から大きな目標を達成しようと交渉しても難しいので、相手側に少しずつ納得して
もらう方法なども、ぜひ学んでいただきたい。
大学の学びと情報保障
大学での授業は、教養教育から専門教育に進んでいくにつれて、少人数になり、専門性
が高まり、それに伴って授業形態も、プレゼンテーションやディスカッションなど、集中
的な対話型になっていく。つまり、大学で 4 年間学んで行く中で、どのような情報保障が
必要なのか、参加のあり方とは何か、ということを、皆さんからその場の関係者に伝え求
めていくことは欠かせない。
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情報保障から社会参加へ
今、教育の方法として、
「主体的」「対話的」「アクティブラーニング」といった視点が重
視され、集団での議論や情報交換を通してより多くを学ぶ姿勢が、求められている。これ
は、Society5.0、超スマート社会、AI 社会など世の中が変化していくことに伴い、人間の
強みを生かし対話の中から何かを創造する力が求められることとつながっている。
このような社会で自立するために、皆さんは、情報保障やコミュニケーションを自分か
ら引きつけていく必要がある。そうでないと、共に働く中で自分の力を活かすことが難し
くなってしまう。今日はぜひ、協働し対話しながら新たなものを創出していく、そんな将
来の姿を描きながら参加していただきたい。
2.1.3 聴覚障害学生の声（講師：濱松晃大（関西学院大学 学生））
自己紹介
私は関西学院大学総合政策学部国際政策学科の 3 年生。生まれ
つき耳が聞こえず、幼稚園時代は言語訓練に通い、その後はろう学
校の小学部を経て、もっと新しい環境にチャレンジしようと受験を
して中高一貫校に進学した。大学でこの学科を選んだ理由は、以前
から国際協力やソーシャルビジネスに関心があり、フィールドワー
クでたくさんの人と交流したいと思ったこと。独自の英語教育プロ
グラムで、週 4 回ネイティブスピーカーによる授業があることも

図 1 筆者（濱松）
（写真）

魅力の一つだった。
情報保障の必要性
関西学院大学では、支援室の方と個別に相談した上で支援方法を決定している。実は高
校までは支援を受けた経験がなく、大学でもなんとかなるだろうと思っていた。しかし、
大学では先生の口形を読み取ることは難しく、学ぶためにはサポートが不可欠だと感じる
ようになった。現在、ふだんの授業ではパソコンノートテイカー2 名とノートテイカー1 名
の体制で、基本的にすべての授業に情報保障をつけている。
ゼミでの情報保障
3 年生からゼミが始まり、ディスカッションやグループワーク、プレゼンテーションの機
会が増えた。パソコンノートテイクの支援だけでは限界があり、どのような配慮があれば
授業に参加できるのか、ゼミの先生と相談を重ねた。その結果、ゼミ生全員で議論を交わ
すのではなく、小グループに分かれて話す方法に変えてもらったり、ブギーボードを使っ
て筆談しながら話したり、発言の際は必ず挙手するというルールを作った。
海外でのフィールドワーク経験
また、ゼミの先生の専門が国際協力なので、海外研修にも参加した。フィリピンの農村
部に行って、現地の人にインタビューする活動だったが、その時にどうコミュニケーション
をとるか事前に考え、自己紹介カードを作っておいて耳が聞こえないことを伝えるように
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した。初めて会う人にはカードを見せてからやり取りを始めたが、もちろん英語力も必要
とされる。筆談を交えながらコミュニケーションすることで、さまざまな経験を得ること
ができたと思っている。
英語の授業での情報保障
ネイティブスピーカーによる英語の授業では、相談を重ねた結果、情報保障のサポート
を受けないという選択をした。授業は少人数制でペアワークが多く、サポーターが入ると
どうしてもペアの学生との間に距離ができてしまう。代わりに、「ペアの学生にあらかじめ
聴覚障害について説明する」「先生へ定期的に質問に行く」「多少わからなくても気にしな
い」「リスニングは免除してもらい代替授業を受ける」といった工夫をして進めている。
情報に対する考え方の変化
以前は、すべてのことをきちんと理解しなければならないと思っていた。でもいつから
か、
「聴者も常に 100％の情報を得ているわけではなく、文脈や雰囲気からなんとなく察し
てコミュニケーションをとることもあるらしい」と気づき、多少わからないことがあって
も気にしないという態度で臨めるようになった。それで随分気が楽になったと思う。
「自分らしい助けられ方」とは
大切なのは、学びたいことややりたいことがある時、諦めてしまうのではなく、どうい
う支援があればそれが達成できるかを考えること。そして、状況に応じて最良と思える方
法を主体的に選択すること。たとえば英語のクラスでは、情報保障をつけなかった結果、
同級生たちとのつながりが深まり、良好な関係を結ぶことができたと思っている。関西学
院大学は情報保障の面で大変恵まれているのだと思うが、支援メニューにあるから使うの
ではなく、自分のニーズに合わせて選択していくべきだと思う。
先輩に聞きたいこと（就職に向けて）
いま不安に思っているのは、就活と進路に関すること。職場では、自分の希望を伝える
ことがわがままと捉えられてしまうのではないか、聴覚障害という自分の特性とどう向き
合えばよいのか、聞こえのことをどう説明してコミュニケーションをとればいいのか、耳
が聞こえないことで業務が限定的になるのではないか･･･。そうしたことについて、先輩方
からぜひ話をうかがいたい。
2.1.4 社会人から①（講師：志磨村早紀（元早稲田大学障がい学生支援室コーディネーター））
自己紹介
今年の 9 月まで早稲田大学の障がい学生支援室でコーディネー
ターをしていた。出身は宮崎で、小学校から高校まで地域の学校に
通い、早稲田大学を卒業後、国立障害者リハビリテーションセン
ター学院（国リハ）の言語聴覚学科で 2 年間勉強した。
保育園に通っている頃から右耳が聞こえにくいと自覚していた
が、ある程度聞き取れるので周りには言わず過ごしていた。ある
図 2 筆者（志磨村）
（写真）
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ࡓࠋᅜࣜࣁࡢ༞ᴗ◊✲࡛ࡲࡵࡓෆᐜࢆ᭱ึࡢ⫋ሙᣢࡗ࡚࠸ࡗࡓࡀࠊᑓ㛛ⓗࡍࡂ࡚▱㆑
ࡀ࡞࠸ㄞࡵ࡞࠸ゝࢃࢀࡓࠋࡑࢀ࡛ࠊㄡ࡛ࡶࢃࡾࡸࡍࡃ⪺ࡇ࠼ࡘ࠸࡚ఏ࠼ࡿࡓࡵࠊ
⫈ຊࣞ࣋ࣝࢆᩘᏐ࡛⾲ࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠕࡇࢀࡃࡽ࠸ࡢ㡢ࡣ⪺ࡇ࠼ࡃ࠸ࠖࠕኌ࡛ヰࡋ࡚࠸ࡿࡅ
ࢀᐇࡣࡁࡇ࠼࡞࠸ࠖࠕᡭヰࡀ࠶ࡿศࡾࡸࡍ࠸ࠖ࠸ࡗࡓ᭩ࡁ᪉ኚ᭦ࡋࡓࠋ
⮬ศࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡢᕤኵ㸦ࢺࣜࢭࢶ௨እ㸧
 ⮬ศࡀఱ⪅࡞ࡢࢆᚲせᛂࡌ࡚㛤♧ࡍࡿࡇࡣࠊ㞀ᐖࡢ᭷↓㛵ࢃࡽࡎ࡞ࡇࠋ
࠾㓇ࢆ㣧ࢇࡔࡾࠊࡢྜ㛫ୡ㛫ヰࢆࡋࡓࡾࠊ୍⥴࠸ࡿᶵࢆቑࡸࡋ࡚ࠊࠕᚿ☻ᮧࡣࡇ
࠺࠸࠺ࡁ⪺ࡇ࠼࡞࠸ࢇࡔࠖ࠸࠺ࡇࢃࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊാࡁ࡞ࡀ
ࡽẼ࡙࠸ࡓࡇࡣࢺࣜࢭࢶࡢෆᐜᫎࡋࠊࢵࣉࢹ࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⫈ぬ㞀ᐖᙜ⪅ồࡵࡽࢀࡿࡇ
ࠕࡣᴦࡋ࠸ࡀ⌮ゎࡢ࡞࠸ேࡀ୍ே࠸ࡿࠖ࠸࠺ࡇࡣࡼࡃ࠶ࡿࡀࠊ⮬ศࡋ࡚ࡣࡑ
ࡇ㈇ࡅࡓࡃ࡞࠸ࠋࡑࡢࠕ୍ேࠖ࠺⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺࠸࠺ጼໃࡀࠊ࠸ࡲࡢᙜ⪅
ࡣồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣࠋ୍⥴࠸࠸♫ࢆసࢀࡿࡼ࠺⚾ࡶ㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
2.1.5 ♫ேࡽղ㸦ㅮᖌ㸸ᘅ⏣႐㸦බ┈♫ᅋἲே㜰⫈ຊ㞀ᐖ⪅༠㸧㸧
࣮ࣟࣝࣔࢹࣝࢁ࠺⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ
⚾ࡣࢁ࠺⪅ࡢ୧ぶࡢඖ⫱ࡕࠊࡣ 3 ேࡢᏊࡶࢆᣢࡘぶ࡛ࡶ
࠶ࡿࠋ⚾ࡗ࡚∗ࡣࠊぶ࡛࠶ࡿྠࢁ࠺⪅ࡢඛ㍮࠸࠺
ࡘࡢഃ㠃ࢆࡶࡘᏑᅾࡔࡗࡓࡀࠊ⚾ࡀᏛ 3 ᖺࡢ∗ࡣஸࡃ࡞ࡗ
ࡓࠋⴿ࡛ࡣㄞ⤒ࡢኌࡶ⮬ศࡣ⪺ࡇ࠼ࡎࠊࡑࡢሙࡽษࡾ㞳ࡉ
ࢀࡓࡼ࠺࡞Ẽᣢࡕࡀࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ ∗ࡢ⪺ࡇ࠼࡞࠸௰㛫ࡀࡓࡃࡉࢇ
ཧิࡋ࡚ࡃࢀ࡚ࠊ⏕๓ࡢ∗ࡢ㛵ಀ࡞ࢆ⚾࠸ࢁ࠸ࢁヰࡋ࡚ࡃ
ࢀࡓࠋࡑࢀ࡛ࠊ
ࠕ⮬ศࡣ୍ே࡛ࡣ࡞࠸ࠊ⪺ࡇ࠼࡞࠸ேࠎࡢ୰⮬ศ
ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸࡀ࠶ࡿࡢࡔࠖึࡵ࡚Ẽࡀࡘࡃࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡳ
࡞ࡉࢇࡶࠊࡁࡗࡓࡃࡉࢇࡢ௰㛫ࡀ࠸ࡿࠋࢁ࠺⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ
ࡣᑠࡉ࠸ࡽࡇࡑࠊᶓࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᣢࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ
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ሗࡢྲྀࡾ᪉ࠊேࡢ᥋ࡋ᪉
⚾ࡀ⪺ࡇ࠼࡞ࡃ࡞ࡗࡓ⤒⦋ࡣ᫂ࡔࡀࠊ⏕ࡲࢀࡓࡁࡽࡎࡗ୧ぶࡢᡭヰࢆぢ࡚࠸࡚ࠊ
ሗࡣࡍ࡚┠࡛ぢ࡚ᚓࡿࡢࡀᙜࡓࡾ๓ࡢ⎔ቃ࡛⫱ࡗࡓࠋᏊࡶ௦ࡢ㏻ಙᡭẁࡣ FAX ࡛
㟁ヰ࣮ࣜࣞࢧ࣮ࣅࢫ࡞࡞ࡗࡓࡀࠊࢇ࡞౽࡞㏻ಙ᪉ἲࡀ࠶ࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊࢃࡽ
࡞࠸ࢆࡑࡢࡲࡲࡏࡎ⮬ศࡢ㊊ࢆࡗ࡚┤᥋ே࠸ࠊ✚ᴟⓗሗࢆࡘࢇ࡛࠸ࡃࡇ
ࡀษࡔᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮚࡶ௦ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⎔ቃ
ᑠᏛ⏕ࡢ㡭ࡢ⚾ࡣࠊຮᙉࡀ᎘࠸࡛࠾ࡋࡷࡾࡀዲࡁࡔࡗࡓࠋᆅᇦࡢᏛᰯ⾜ࡃࡇࢆ
່ࡵࡽࢀ࡚ࡶࠊ㐩ヰࡀࡋࡓࡃ࡚ࢁ࠺Ꮫᰯࢆ㑅ࢇࡔࠋ⏕ࡁࡿࡓࡵࡣ▱ᜨࡶᚲせ࡛ࠊࠕᡂ
⦼ࡀⰋ࠸ࡢࡔࡽᆅᇦࡢᏛᰯ⾜ࡗࡓࡽ࠺ࠖゝࢃࢀ࡚ࡶࠊ▱㆑ࡤࡾࢆワࡵ㎸ࡴࡇ
ࢇ࡞ពࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺ឤࡌࠊ⤖ᒁࠊ㧗➼㒊ࡲ࡛ࢁ࠺Ꮫᰯ㏻ࡗࡓࠋ
Ꮫ࡛ᨭࢆồࡵ࡚
ࡑࡢᚋࠊᏛ㐍Ꮫࡋࡓࠋᙜࡣࢁ࠺⪅ࡀᏛධࡿࡣࡲࡔᑡ࡞ࡃࠊཷ㦂ࢆ᩿ࡽࢀࡿ
ࡇࡶ⌋ࡋࡃ࡞ࡗࡓࠋࡣ㞀ᐖ⪅ᶒ᮲⣙ࡢᢈࠊ㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲ࠸ࡗࡓἲᩚഛࡀ
࠶ࡾࠊᏛ࡛ࡶྜ⌮ⓗ㓄៖ࡀᥦ౪ࡉࢀࡿ௦ࡔࡀࠊᙜࡣࠕ⫈ぬ㞀ᐖ⪅ࡣ↓⌮ࠖゝࢃࢀ
ࡿࡇࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࢇ࡞୰୍࡛ேࡢຊ࡛ືࡃࡇࡣ㞴ࡋࡃࠊሗಖ㞀ࢆồࡵ࡚Ꮫヰࡋ
ྜ࠺ࡣ㞀ᐖᏛ⏕ྠᖍࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡓࠋሗಖ㞀ࡢయไࡀ࡛ࡁ࡚ࡶࠊࢁ࠺Ꮫ⏕ࡀ༞ᴗ
ࡍࡿ❧ࡕᾘ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡀᖖࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊ PEPNet-Japan ࡢࡼ࠺࡞Ꮫྠኈࡢࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࡀ࠶ࡿࡢࡣࠊᮏᙜ⣲ᬕࡽࡋ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⮬ศࡽືࡃࡇࡢษࡉ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤒㦂ࡽᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࡇࡢ୍ࡘࡣࠊ࡛ࡁࡿࡇ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࢆࡁࡕࢇ
ᩚ⌮ࡋࠊ⮬ศࡽ✚ᴟⓗືࡃࡇࡢษࡉࠋேᑜࡡࡿࡢࡀⱞᡭ࡞ேࡶ࠸ࡿࡶࡋࢀ࡞
࠸ࡀࠊࠕ⪥࡛⪺ࡃࡇࡣ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡶ㉁ၥࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡿࠖᛮࡗ࡚ࢇࢇ㉁ၥࡋࡓ
࠺ࡀࡼ࠸ࠋ
ே┤᥋࠺ࡇࡢษࡉ
ࡘ┠ࡣࠊ┤᥋ேࡗ࡚ヰࡍࡇࡢษࡉ࡛ࠊேࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ࠶ࡗ࡚ࡇࡑࠊࡑࡢඛ
ࡀࢫ࣒࣮ࢬ㐍ࡴࡇࡀ࠶ࡿࠋ࡛ࡣ࣓࣮ࣝࡢࡸࡾྲྀࡾࡀ୰ᚰ࡛ࠊே࠺ሙ㠃ࡣῶࡗ
࡚࠸ࡿࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ┤᥋ヰࡍࡇ࡛ே㛫㛵ಀࡀ࡛ࡁࠊ࠺ࡲࡃ࠸ࡃࡇࡀᚲࡎ࠶ࡿࠋ
ክࢆᣢࡗ࡚㇏⏕ࡁࡿࡓࡵ
᪥ᮏ࡛ࡣࠊἲࡢୗࡢᖹ➼ࡸᩍ⫱ࢆཷࡅࡿᶒ࡞ࡀ᠇ἲグࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊࡑࢀ㛵ࢃࡿ
ࡉࡲࡊࡲ࡞ἲᚊࡶᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊࡑࢇ࡞♫ࡢ୰ࡶ࠾ࡋ࠸ឤࡌࡿࡇࡀ
࠶ࡗࡓࡽࠊ⮬ศࡓࡕࡢຊ࡛ኚ࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᡭヰゝㄒἲࡸሗࢡࢭࢩࣅࣜ
ࢸ㛵ࡍࡿἲᩚഛࡶࡲࡔࡇࢀࡽࡢẁ㝵ࠋ⮬ศࡓࡕࡢຊ࡛ࠊ㇏⏕ࡁࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊ
ⓙࡀክࢆᣢࡗ࡚⏕ࡁࡽࢀࡿ♫ࡋ࡚࠸ࡅࡓࡽᛮ࠺ࠋ
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2.3 ㉁ၥࢥ࣮ࢼ࣮
 ㅮ₇ࡢᚋࠊ㉁ၥ࣮࢝ࢻ࡛ᐤࡏࡽࢀࡓ㉁ၥࢆྖ⪅ࡀᩚ⌮ࡋࠊㅮᖌ㝕ᢞࡆࡅࡓࠋྛㅮ
ᖌࡽࠊ๓༙ࡢㅮ₇ෆᐜ⤡ࡵ࡞ࡀࡽ♧၀ᐩࡴᅇ⟅ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ௨ୗࠊ㉁ᛂ⟅ࡢᵝ
Ꮚࢆᥖ㍕ࡍࡿࠋ






ᅗ  ➹⪅㸦ᘅ⏣ࠊ℈ᯇࠊᚿ☻ᮧࠊᆏࠊ᪥ୗ㒊㸧
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࠙㉁ၥ㸯ࠚ
Ꮫࢆ㑅ࡪせᅉࡘ࠸࡚ࠊࠕᨭయไࡀ࠶ࡿࠖ࠸࠺⌮⏤࡛Ꮫࢆ㑅ࡪேࡢྜࡣఱ㸣ࡃ
ࡽ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡲࡓࠊ⮬ศࡢࡸࡾࡓ࠸ࢆ➨୍ඃඛ࡛㑅ࡪேࡣࢀࡃࡽ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ᆏ㸭㜰ᩍ⫱Ꮫࡢሙྜࡣᩍဨ㣴ᡂࡢ༢⛉Ꮫ࡞ࡢ࡛ࠊཷ㦂⏕ࡶࠕᩍဨࢆ┠ᣦࡍࠖ࠸
࠺ࡇࡀ࠶ࡿ⛬ᗘࡣࡗࡁࡾࡋ࡚࠸࡚ࠊᏛ࡛ࡢᨭࡶ࠶ࡿ⛬ᗘ࣓࣮ࢪ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺
ᛮ࠺ࠋࡴࡋࢁࡑࡢඛࡢࠊࠕᩍဨ࡞ࡗࡓࡁᮏᙜࡀ࡛ࡁࡿࡢ㸽ࠖ࠸࠺ၥྜ
ࡏࡢ᪉ࡀᐇ㝿ࡣከ࠸ࠋ
ᚿ☻ᮧ㸭ᩘ࡛ࡣࡗࡁࡾ⟅࠼ࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ᪩✄⏣Ꮫ࡛ࡢ⤒㦂࡛ゝ࠺ࠊ࣮࢜ࣉࣥ
࢟ࣕࣥࣃࢫࡸಶู┦ㄯ⏦ࡋ㎸ࡴ㧗ᰯ⏕ࡢࢇࡀࠊᨭయไࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆᚿ
ᮃ⌮⏤ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡓࠋ⮬ศࡀఱࢆࡋࡓ࠸✺ࡁワࡵࡿẁ㝵ࡲࡔ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࠊ⮬ศࡢ⯆ࡼࡾࡶࡲࡎᏳᚰࡋ࡚Ꮫࡿሙᡤࢆ㑅ࢇ࡛ᒃࡿࡼ࠺ឤࡌࡓࠋ
ࡲࡓࠊᨭయไ㛵ࡍࡿሗࡣ≉ูᨭᏛᰯࡢ⏕ᚐࡉࢇࡢ࠺ࡀࡓࡃࡉࢇᣢࡗ࡚࠸࡚ࠊ
ຮᙉࡋࡓ࠸ࡇࢆ᫂☜ᣢࡗ࡚࠸ࡿேࡣᆅᇦࡢᏛᰯࡢ᪉ከࡗࡓ༳㇟ࡀ࠶ࡿࠋᩍ⫱⫼
ᬒࡼࡗ࡚ࡶࠊᏛࡢ㑅ࡧ᪉㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡢ࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ྖ㸦㜰⏣㸧㸭ᮏࢸ࣮࣐ࡢ⏬ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ᪥ୗ㒊ࡉࢇࡣẸ㛫ᴗࢆ⤒࡚ࠊ⌧ᅾࡣ
ྠᚿ♫Ꮫࡢᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡔࡀࠊࢆ㑅ࡪࡁᨭࡢ᭷↓ࡸ㞀ᐖࡢࡇࢆ
࠺⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
᪥ୗ㒊㸭⚾ࡣࠊᨭࡀ࠶ࡿᏛࢆ㑅ࡪ࠸࠺⪃࠼ࡣྰᐃⓗࠋࡑࢀࡣ✺ࡁワࡵࡿࠊࠕᨭ
ࡀ࠶ࡿࡽࡇࡢ♫⾜ࡃࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕᡭヰࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡃࢀࡿࡽࡇࡢே⤖፧ࡍࡿࠋࠖ
࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋᐇ㝿ࠊ⮬ศࡢࡸࡾࡓ࠸ࡀ୍␒ࡣࡌࡵ࠶ࡿࡁ࡞ࡢࠊ
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就職活動で企業に対していきなり「どんな支援がありますか」と聞いてしまう障害学生
は結構いるようだ。企業側から見れば「この学生は入社して一体何がしたいのだろう」
ということになってしまう。大学に入るときは支援を理由に選んだとしても、卒業する
ときまでには、
「自分がやりたいことをやるために支援が必要だ」
という考え方に修正していってほしい。卒業、つまり出口までサ
ポートするのが私達の仕事だと思っている。
司会／数字で回答するのは難しい質問だったが、少なくとも 3 名の
講師からは、支援の有無よりもまず、自分は何をしたいのかを
考えてほしいというメッセージだった。

図 5 筆者（阪田）
（写真）

【質問２（濱松さんへの質問）】
自分で選択した支援の例として、英語の授業の情報保障をやめたという話がありました。
ベストだと思う方法を主体的に選択する時、支えとなった体験や環境要因はありましたか。
濱松／これという一つの体験ではないが、高校時代に経験したことが大きいと思う。英語
教育に力を入れている学校だったが、わからなくてそのままにしていると、「どうしたら
良いか」と先生のほうから心配して声をかけてくれた。たとえばリスニングのときには、
先生と一対一ですればいいのか？紙を出して文字で読むほうがいいのか？と、いろいろ
な方法を考えて提案してくれた。そこでいろいろな選択肢があると知ることができたの
で、大学に入ってからもたくさんの選択肢から選ぶという考え方ができたのだと思う。
司会／大学に入る前の時期に、周りの方の支えがあったと。志磨村さんは中学時代、まさ
に人生を変える理解者と出会ったとのことだったが、その出会いがなかったとしたら？
志磨村／そのことは常々考えている。もし聞こえていたら、言語聴覚士の先生と会うこと
もなく、人生の転機となるような出会いを経験することもなかった。そういう意味では、
聞こえなくてよかったと思うくらい、今では社会に貢献できることが持てている。この
先生との出会いがなかったら、自分は今もちゃらんぽらんだったのでは。
【質問３】
-1 コミュニケーションをとっていてわからないことが出てきたとき、何度も聞き返すべき
かどうか大変迷います。
-2 自分の聞こえ方をどう説明していいかわかりません。長すぎず短すぎず、人に伝えると
きに気をつけることや押さえるべきポイントについて、アドバイスをお願いします。
-3 聞こえないことを説明しても理解してもらえないとき、諦めるべきなのでしょうか。
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࡞ࡿࡢ࡛ࡣࠋ➹ㄯࡸࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕ࡞᪉ἲࡣⰍࠎ࠶ࡿࡀࠊ᭱ึࡽࠕ⪺ࡇ࠼࡞࠸ࡽ
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᪥ୗ㒊㸭⮬ศࡗ࡚ᚲせ࡞ࡇࢁࡣࡁࡗࡕࡾ㣗࠸ࡘࡁࠊྲྀᤞ㑅ᢥࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ
ࠋྲྀᤞ㑅ᢥࡢ୍ࡋ࡚ࠊ⚾ࡢሙྜࡣᡭヰࢆぬ࠼ࡿྰࢆ㑅ᢥࡋࡓ⤖ᯝࠊᡭヰࢆぬ
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࡞ࢻࣂࢫࡣ㸽
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井坂／大学では、支援する・されるの関係性が学生間で生じている。志磨村さんが言われ
たように、お互いがより良い関係を構築しながら育ち合うために、支援する学生と支援
を利用する学生が話し合う時間を持ったり、利用する学生が手話講座の講師を担当した
りと、お互いに貢献し合うことを心がけている。関係性は決して一方通行ではない。支
援活動に関わる中で双方向の関係性を構築し、学び合うことに意義があると思っている。
司会／「お互いに学ぶ」「お互いに貢献する」「関係性を作る」と大変重要なキーワードが
出てきた。志磨村さんのお話の内容とも共通している。
【質問４】
聴者が聴覚障害者に対してできることはたくさんあるのに、私たちからできることは少
ないという現実に悲しくなります。みなさんはどう考えていますか？
日下部／少し悲しい質問ですね。
「自分にできることが少ない」
というのは、おそらく若いからまだ経験が少ないのだと受け
取った。私の経験として、聞こえる部下に囲まれて働いてい
たとき、上司から「日下部は背中で見せることができるマ
ネージャーでかけがえのない存在だ」と言ってもらったこと。
みなさんも絶対にそのような経験ができるときがくる。だか
ら自信を持ってやっていってほしい。
廣田／聞こえないと困ることがいろいろあると思うが、それを
聞こえる人と共有することが大事。たとえば東京オリンピッ
クに向けて誰にでも伝わりやすいピクトグラムを作ろうと
する、その時に聞こえない立場からの意見が役に立つのでは
ないか。世の中で何かシステムを作る時、ろう者だから気づ

図 6 筆者（日下部）
（写真）

くことを伝え、貢献できるのだと思っている。
司会／年長の講師お二人が手を挙げて回答してくださった。長いご経験から「できること
が少ない」という言葉を否定したかったのではないかと思う。実際、同志社大学の支援
室業務では、私は日下部さんに助けてもらいすぎて、彼が聴覚障害ということを忘れて
しまっている。社会に出れば多くの先輩たちが、周囲の人の支えとなって働いている。
そのことをぜひ知っていただきたい。

【質問５（フロアから志磨村さんへ）】
キャリア形成の中には育児も入ってくると思いますが、子育てをするとき、どんな工夫
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や困難があるか、
体験を伺いたいです。また、通訳の力を借りる場面はどんな時でしょうか。
志磨村／聴覚障害当事者研究という活動の中で、先日、聞こえない母親の子育てをテーマ
に発表した。目下の困難は、子供から発信される SOS に気づけないこと。子どもが熱を
出したとき、妹から「呼吸が荒いね」と言われて初めて苦しいのだということがわかっ
たり、周りの人に指摘してもらいながら、自分で気付けるポイントを増やしている。
情報保障については、保育園の関係で特に意識している。保護者の懇談会などでは手話
通訳を入れる場と入れない場を区別して、あえて通訳を頼まず親同士で話す時間を増や
してわかってもらえるようにするなど、工夫している。
【質問６（フロアから講師へ）】
高校生の難聴の息子が、友だちとの何気ない会話が聞きづらくて、話を合わせて笑って
しまったり、将来に対しても不安になっています。そうした漠然とした不安を抱える瞬間
があったとき、どのように対処したり、気持ちを整理しているのかお聞きしたいです。
濱松／私も高校時代にはよくわかったふりをしていた。無理をしてその場に合わせること
が多く、同じように地域の学校に通っている難聴の友人と、悩みを話し合うこともあっ
た。今は、相手ともっときちんと関わりたいと思うなら諦めないし、そんなに関係を深
めなくてもよいと思えばそのままでいい、という判断をしている。本音や愚痴を言える
友達はそんなに多くないが、一人でもそういう相手がいることが、とても大事だと思う。
日下部／私が同志社大学の社会人大学院にいたとき、仲の良い同級生が授業の後に楽しそ
うに話していたので、私は彼らの邪魔をしてはいけないと思い挨拶もせずに帰ったこと
があった。翌日、
「昨日はどうしたの？探したんだよ」と言われ、
「聞こえない自分が入っ
ていって楽しい時間を奪っては申し訳ないので帰った」と答えると、当時 25 歳くらいで
私よりずいぶん若かった同級生から「情けない」と怒られた。日下部からそんなふうに
思われている自分たちが情けない、そして遠慮している日下部自身も情けない、と。
友達の中での寂しさは私もよくわかる。でも友達なら遠慮せず、正直に「なになに？」
と突っ込んでいけばいい。それで関係がだめになるなら、もうお友達でいなくてもいい
ではないですか。自分から関係を閉ざすのではなく、広げるほうに賭けて良いと思う。
私も若い頃はそれができなかったが、若い子に叱られながら学んできた。
2.4 まとめ（各講師からの一言）
井坂／お互いわかり合うための努力をすること、魅力的な自分、興味を持ってもらえる自
分を作っていくこと、自分からコミュニケーションしようという思いを大切にすること。
これらは何も特別なことではなく、みんながともに生きていく当たり前の営みだと思う。
濱松／今日のために今までの自分のことを振り返り、これからどうあるべきかを考えるい
148
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ࡑࡢ⟅࠼ࢆ᭱ᚋࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡋࡓ࠸ࠋ
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ࢇࡔࡁࠊࠕ࡞ࢇࡍࡿᏛࠖ࠸࠺Ꮫၥࡀฟ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣࠋࠕ࡞ࢇࡍࡿຊࠖ㛗ࡅ
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࡞どⅬࡀⓏቭ⪅ࡋࡓඛ㍮ࡓࡕࡽᥦ౪ࡉࢀࡓࠋ
⫈ぬ㞀ࡀ࠸ࡦࡃࡃࡾࡉࢀࡿ୰࡛ࡶࠊࡑࡢ⪺ࡇ࠼ࡢࣞ࣋ࣝࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ
ᡭẁࡶከᵝ࡛࠶ࡿࡢྠᵝࠊࡑࢀࡒࢀࡢṌࡳࡢ㐣⛬ࡶࡑࡢ࢟ࣕࣜࡢ᪉ྥᛶࡶࡲࡓከᵝ
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ඛ㍮ࡽࡢ࠶ࡓࡓ࠸࣓ࢵࢭ࣮ࢪ‶ࡕࡓ㛫࡛࠶ࡗࡓࠋ
Ⓩቭ⪅ࡽࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪඹ㏻ࡍࡿࡢࡣࠊ⫈ぬ㞀ࡀ࠸࠸࠺⮬ຊ࡛ࡣ࠸ࢇࡶࡋࡀࡓ
࠸ᒓᛶࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡣỴࡋ࡚ࡑࡢேࢆ≉ᚩ࡙ࡅࡿࡍ࡚࡛ࡣ࡞ࡃ༢࡞ࡿ㒊ศ㐣ࡂ
࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⪺ࡇ࠼࡞࠸ࡇࢆゝ࠸ヂࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ⮬ࡽࡢດຊࢆᣐࡾᡤࡋ࡚ࡑ
ࡢேࡽࡋࡉࢆⓎࡍࡿ࢟ࣕࣜࢆᥥ࠸࡚ࡁࡓࠊྖ⪅ࡢ⾲⌧ࢆࡾࡿ࡞ࡽࡤࡑࢀࡒࢀࡢᒁ
㠃࡛ࠊ୍᪉ⓗຓࡅ࡚ࡶࡽ࠺ࡤࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡣຓࡅࡿഃᅇࡾ࡞ࡀࡽࠊࠕ࡞ࢇࡍ
ࡿຊࠖࢆⓎࡋ࡚ࠕ࡞ࢇࡋ࡚ࡁࡓࠖ࠸࠺⤒㦂๎࡛࠶ࡗࡓࠋ
ົᒁࡋ࡚ࡣࠊࡇࡢ㛫࡛ᥦ౪ࡉࢀࡓࡢࡣⓏቭ⪅ࡑࢀࡒࢀࡢ⤒㦂ࡶ࡙ࡃලయⓗ࡞
ࢻࣂࢫ࡛࠶ࡗࡓࡇࡢឤㅰྠࠊࡑࢀ௨ୖ㞀ࡀ࠸ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶỴࡋ࡚ᛧẼࡿࡇ
࡞ࡃࠊ♫ࡢⲨἼࢆࡾ㉺࠼ࡼ࠺ࡍࡿẼᴫࡸᐇ㝿ࡾ㉺࠼࡚ࡁࡓ⮬ಙ࠸࠺ࠊ࠸ࢃ
ࡤ࣐ࣥࢻࢭࢵࢺࡶ࠸࠼ࡿࡶࡢࢆᥦ౪࡛ࡁࡓࡇࢆ႐ࡧࡓ࠸ࠋ
ࡶࡕࢁࢇࠊᅇⓏቭࡋࡓඛ㍮ࡓࡕࡢ⤒㦂ࡶࡲࡓከࡃࡢ⫈ぬ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡢ࢟ࣕࣜࡢ
୍㐣ࡂ࡞࠸ࡇࡣᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣࠊ㐺ษ࡞ᨭࢆཷࡅࠊ࢟ࣕ
ࣜ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿྠ㞀⪅ࡢሗࡀ࢟ࣕࣜ㛤Ⓨᝎࡴᚋ㍮ࡓࡕࢆࢀຬẼ࡙ࡅࡿࢆ
ᨵࡵ࡚☜ㄆࡍࡿዲᶵ࡞ࡗࡓࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࢆᚋࡢࡼ࠺㞟ࠊⓎಙࡋ࡚ඹ᭷ࡋ
࡚࠸ࡃࠋ
ࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡣゝ࠸ࡘࡘࡶࠊࡸࡸࡶࡍࢀࡤ㐣ᗘ࡞ಶேሗಖㆤࡶゝ࠼ࡿ≧ἣࡶ
ቑ࠼࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊ♫࡛ά㌍ࡍࡿྠ㞀⪅ࡢලయⓗ࡞ሗࡀࡲࡍࡲࡍᚓࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࢆỴࡋ࡚ゝ࠸ヂࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊሗࢆฟࡋࡿඛࡣᚲせᛂࡌ࡚ࠕࡑࢀࡣ࣮࢜
ࣂ࣮ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ㐣࡞ไ⣙࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡍ㸽ࠖၥ࠸ࡓࡔࡍẼᴫࢆࡶࡗ
࡚㐺ษሗ㞟ࡋࠊࡑࢀࢆ㐺ษࡘ᭷ຠ࡞᪉ἲ࡛ᥦ౪ࡍࡿࡇࡶົᒁࡢࡁ࡞ᙺ࡛
࠶ࡾᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ☜ㄆࡋ࡚ᮏ✏ࢆ㛢ࡌࡿࠋ

ཧ↷ᩥ⊩
[1] ᪥ᮏ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕㧗➼ᩍ⫱ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦PEPNet-Japan㸧࢚ࣥࣃ࣓࣡ࣥࢺᴗ
࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ㸦2012㸧⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢ࢚ࣥࣃ࣓࣡ࣥࢺࣔࢹࣝ◊ಟሗ࿌᭩㸬⟃
Ἴᢏ⾡Ꮫ㸪204㸬
[2] ᪥ᮏ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕㧗➼ᩍ⫱ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦2015㸧⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢ࢚ࣥࣃ࣓࣡ࣥࢺ
㞟㸬᪥ᮏ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕㧗➼ᩍ⫱ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸪2015 ᖺ 2 ᭶㸪
http://www.pepnet-j.org/web/modules/tinyd7/index.php?id=42&tmid=354
㸦2020 ᖺ 3 ᭶ 6 ᪥㜀ぴ㸧
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ཧ⪃㸸ᙜ᪥㓄ᕸ㸦⏬㊃᪨㸧

㻌㻌
㻝㻟㻦㻝㻜㻌 䡚㻌 㻝㻠㻦㻟㻜㻌 㻌 䝟䞊䝖 㻝㻌 䝸䝺䞊䝖䞊䜽㻌
䠍䠊㧗ᰯ⏕䛾ኌ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᆏ⾜⏨㻌
䠎䠊⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕䛛䜙㻌 ℈ᯇ㻌
䠏䠊♫ே䛛䜙䐟㻌 㻌 㻌 㻌 ᚿ☻ᮧ᪩⣖㻌
䠐䠊♫ே䛛䜙䐠㻌 㻌 㻌 㻌 ᘅ⏣႐㻌
㻌
㻝㻠㻦㻟㻜䡚㻝㻠㻦㻠㻜䠄ఇ᠁ 㻝㻜 ศ㛫䠅㻌
㻌㻌
㻝㻠㻦㻠㻜䡚㻝㻡㻦㻞㻜㻌 㻌 㻌 䝟䞊䝖 㻞㻌 ㉁ၥ䝍䜲䝮㻌 㻌
㻌
㻝㻡㻦䠎㻜䡚㻝㻢㻦㻜㻜㻌 㻌 㻌 䝟䞊䝖 㻟㻌 䝽䞊䜽㻌 㻌
㻌

151

第 15 回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム
ཧ⪃㸸ᙜ᪥㓄ᕸ㸦ࢫࣛࢻ➼㸧
ী⏤⏜ڸ۴␆ڭਮ⏣␡␆ૈࢦ⌱ݯЛ͜ ≽ ␃У⏳⏾⌲≪
Л͜⌤⌤⑊⌤≪ ૈ̰≪ ൰ࣻ≪

ী⏤⏜۴␆⑪⑰⌤⑂⑲⑾߁␆͑ा␇⌊⏜⏼⌊␁␂ߑң⏿⏚⏻⏾␚̯ࡔ␆⑪⑰⌤⑂⑲⑾
⏞␡␚⏾⏩ݳஒവ⏤⏚␣⏫␀⏸␀ͦ⌋⏱␖⏜ڙԲ␆ు֦ࡅ␆ʤ⏼␇⌊⌽⏫␆ࠇ␀⑪⑰⌤⑂⑲⑾⏯⏷⏜⌾
␀␇␤⏫⌊␢⏚␃␀⏫⏞␡␚⏾⏻ڙ⏫⏠␣ࠇॕ␁⏞⏯␆⑪⑰⌤⑂⑲⑾⏿⏚⏻⏾␚⏰␇⏲⏿⏱⌋≪
⏿␇⌊⌽⏫␆ࠇ␀⑪⑰⌤⑂⑲⑾⏯⏷⏜⌾␊⏜⏾␇⌽⏫␆ࠇ␚⏻␀ঀ␢⏷⏜⌾⌽⑪⑰⌤⑂⑲⑾ݳ
⏩⏾⏚⏪⏷⏜⌾␀⏞ڙв⏾⏯␃⏞␠␆␁⌊␇⏹ڿн⏫␣␆⏿⏯␟⏞⏣⌋≪
⏵⏫⏿⌊⏫␆ۀІ␇⌽⑮⑵⌾␆⏫␀␇⏿⏫⏫⌱␃␚␀␀␣⏠ד⌽⑮⑵⌾⌊ऻ␚⏾⏻⏚⏿ࡐׁרΪࡐ
⏿⏚⏻⏾␚⌊⏫␤⏣␡␁␂ઇద⏿⏜⏧␆⏣⌎⌎⌎␀⏜⏞⏫␀␀̲ঈ⏥⏯⏾⏢⏥␖⏱⌋⏷␀⏠␈⌊⏻⏸ࡐׁר
⏷␡⌊ऻΪ⏿␁␂ఝқ⏯⏷⏜␆⏣⌑⏵␆⏷␙␃⌊؇␁␂ఝқ⏱␣ஒവ⏤⏚␣␆⏣⌋␖⏷⌊ऻΪࡐ␃
⏢⏜⏾␇⌊␁␆␠⏞␂ߠҴࠇࡐద⏿⏜⏥⏷⏜␆⏣⌋⏵␆⏷␙␃ஒവ␂⏣␆␂̳␇ݞ੧⌋⌲⌊⏤⏹⏷ڦ
̯ࡔ␃߈␆⑾⑲⑂⌤⑰⑪⏷⏻ڊঈ⏣␤⏷␀⏥␆ࢦਃߎԹ␀␂␣⏿⏚␥⏞⌊⏵␤⏶␤␆ϴҙ␜լࡅ␃
⏷⏻⌽⏞␡␚⏾⏩ݳඋ⌾␃⏼⏜⏾␚≪⌋⏱␖⏜ڙ␀⏜⏷⏠ד
␀⏫⏜␂⏥⏿␃⏠␞⏜⏤⏤⏹⏷ڦ⌽␀⏫⏞␡␚⏾⏩ݳ⌾␇Բ⏯⏾৺ਘ␃␀␡⏠␡␤␣␚␆⏿␇␂⏧⌊
␘⏯␥߹ࡍೌ⏣␡֦⏥ࡩ⌊⏜␠⏾⏻ҷਘ␃␇ئל␆⏫⏿␀␚␆⏠ד␆␀⏸␆␚⏜␠⏾⏠דയʍ⏭␤⏾⏜␖
⏱⌋⌊␃ࠇ␆␢ܞ⌽⏫␆ࠇ␆⏫␀␚⏻␀ঀ␢⏷⏜⌾⌽⑪⑰⌤⑂⑲⑾⏜⏷⏪⏚⏾⏩ݳ⌾␀␣⏠␡␚⏾⏻ڙ
උ␇⌊⏫␤⏣␡␆⑮⑵␃⏢⏜⏾ஒ⏲ऻ⏥␂П␃␂␣␀≪⌋⏱␖⏜⏾⏠ד␇ڦ
ӝढਘ␃␇ʤࠇʤࠇ␆լࡅ␃␠⏻⏾␤␡⏩ݳు␇ʛ⏜␖⏱⏯⌊ߑ⏞␡␚⏾⏩ݳң␃␠⏻⏾␚⌊␤␡⏩ݳు
␇ʛ⏻⏾⏥␖⏱⌋⏷⏸⌊␁␂␇␃ࠇ␣⏳ڙ␀⏜⏷⏪⏚⏾⏩ݳ⌊␚⏾⏻⏚⏿ۀሀ⏧ը⏜ઽ⏜⌽̳⏣⌾⏤⏚␣
␆␚␃فۢ⌱⌋⏱␖⏜⏾⏻ڙ␀⏞␥⏸ۢڸओ⏧␆⏫⏠␣ࠇ⏤⏫␆␠⏞␃ը⏻⏾⏜␖⏱⌲≪
⏿␇⌊⏵␤␇̳⏿⏯␟⏞⏣⌋␁␂⏫␀⏿⏯␟⏞⏣⌋؇ૈ⌊⏫␆߈⏿̳⏣ͦԲ⏱␣␀⏜⏞␠␢␚⌊؇ૈ␆߈
⏿⑾ઌ⏾⌊⏵␤⏶␤⏤⏹ڿа⏻⏾ʡ⏾⏾␓⏯⏜␀⏜⏞␆⏤Л͜⌤⌤⑊⌤␆≪⌋⏱⏿⏜ڙ
⏵␆⏷␙␃⌊⏵␤⏶␤␆⏢⏤ڗלෝ␆ঘ␃⏜␥␂⑾യʍ⏯⏾⏧␤⏾⏜␣␆⏿⌊⏥൪⏱␆⏿␇␂
⏧⌊ʤࠇʤࠇ⏤⌽␢܈␤␡␤␣⏫␀⌾⌽①␃⏣⏣⏻⏷⏫␀⌾ஒ⏲⑮③⌱ߣ⏜⏼⏜⏾⌲⏯⏾␓⏯
⏜⌋⏵␆⏷␙␃␇⌊⌤␀␣⏫␀␇ࡼतߎԹ⏸␥⏞␀⌊⏿␆⏱␖⏜⏾⏻ڙвԽ␅⏳⏲␃␁␁⌤␀
⏻⏾␓⏯⏜⌋␖⏷⌊ࡩҷਘ␃ۡ␜ʍՓ③⏯⏾␓⏯⏜⌋؇ૈ␆⏫␆߈␇⌊␁␂ۡ␜ʍՓ␆
③␚⏯⏾␚⌊␣⏠␡␚⏾␙ڡ⏩ܕ⌽ɺ߮⏿⏥␣⌊ɺࢪ␂߈⌾␀⏯⏷⏜␆⏿⌊␁⏞⏶␗␂⏭␆⏢උਨ⏠
⏢К⏜⏯␖⏱⌋≪
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⌋␃֍ث؇ૈ⏫␆ۀІ⏤ഋʍя␂␚␆␃␂␣⏣␁⏞⏣␆ࡆ֡␆␇⌊⏵␤␇⏷␤⏭̷ٴ⏭␆ࣺ␃
⏚␣␀⏢⌋⏱␖⏜⏾⏻ڙʤࠇ⏢ʤࠇ␆උ⏿␠⏜ۀІ␃⏯⏾⏧⏸⏭⏜⌋␠␥⏯⏧⏢К⏜⏯␖⏱⌋≪
≪
Л͜⌤⌤⑊⌤≪
ૈ̰≪ ൰ࣻ⌱⏧⏭⏣␑≪ ⏷⏣␆␢⌲≪
≪
⌱եߠ⌲ژ۲ऻΪ≪ Ϊࡐ⏜⏤ ≪⌤⑊⑾⑆˽ڛΪࡐ ≻≻≸⊂≻≺≼⌱⌤⑊⌤⌤①⌤ ≪ۜ˽ڛԸ〈⌲≪
⌱Խߠ⌲ژ۲ऻΪ≪ ࢪΪҒড়ҡഺҡʡ⑆⑾⑊⌤≪ ≪ڗל
⌱ࢦߠ⌲ி⑄⑸⑇ڐφͥې۲⍯ி②⑵⑄⌤⑀⑄⑸⑇ڐφͥې۲≪
ী⏤⏜ڸ۴⌱ؒࡅઽী ≼ ѷ⌲⌋⏧␀⏥␇ஔॾ⏢К⏜⏯⌊ෝ⏱␀⏥␇֥ෝ⏤⑬⑾⌋≪
⏤⏜⏩ܕ␤␣⏫␀⏤⏿⏥␂⏣⏻⏷ऻΪۀह␆⌽ɽ⌾⌋۲֍␃ࢀ␆⑄␃␠⏻⏾⏤⏜
⏩ܕ␤⌊۲֍ ≻≺ ␃ࠄ⏸۲ͥࠇऻΪʷۀह␆⌽ೀ⌾⌋⏫␤␡␆Ԛ՛⏣␡⌊⏤⏜ܕത⏚␣⏜
␇ܼത⌱⏯␟⏞␠⏞⌲⏱␣ഄв␀ʤదࢦ␃ࠄ␘ഄв␆݃വࡅढ՛ਘ␃ঀ␣⌋⌊␃ۀ⌽⏞␡␚⏾⏩ݳ⌾⏫␀
␐␆Ϧ۵␀⌽␀⏫⏞⏩ݳ⌾␆݃വࡅ⏤⑬⑊⑧⑵␂⏵␆ࠂढ␃⏱␢⏫␖␤⏾⏜␣⌋≪
⏵␆ࡆ̀␇⌊ࢦߠ⏿␆⌽⏫⏠␣̰⌾⏸⏩␆ࢾߟ␃⏢⏩␣⌽⏫⏠␂⏜߁ڌ⌾␀⏯⏾␆⏜⑩⑃⑬⑾Ԛ
՛␃ե␤␣␀⌊␃ۀ०⏱␣ܘҴ␜ʅൈ⏭␤␣⌤⌤␆ߋૈ␢␠̳⏾⏯⏵⌊˿לҴಳড়⏯⏾⌊
⏫␤␖⏿⏷⏻⏭⏸⏧⏾⏩ݳు⌡␐␆⌽̬చ⏯⌾␆ʍ≪⌋␣⏜⏾␤⏭③⏿␀␚␆ۑ
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ᾋឋբỽὊἛỆếẟềᾍ

ἼἾὊἚὊἁ

Ꭽבᇍ֩Ւಱኴցֱ֛֮ി֖֟
֥։փ֥֎֟֔փՓଢ଼֦ആֽ֘׀Փ
Քၟ࿊֭౧֪ᇍ֞փՒးևֺ֥֖փ֧֒
Çಱኴנ՛

ʽφʖέΝ͚࣎͘ϩʖϩʾ
ʀࣆͳࢧͮͪ͞ͳͺϟϠ͢͵͗Δ͑͘͞
ʀʰͮͳ͚͢ซͪ͘͏ʱͳࢧͮͪ͞ͳΏɼ
࣯ͪ͢͏͞ͳ͞ͳ͗ड़ͱͪ͘ΔɼʹΞʹΞ࣯ΩʖχͶॽ͑͞

Քౄइೄ֪֩ג־ᇍփ֥֞־փՒዛ֖֞փ֧֒
Çִ֚ג




ᵮᵣᵮᵬᶃᶒᵋᵨᵿᶎᵿᶌỉႻᛩࣖݣʙಅỆếẟề
• 㻞㻜㻜㻣ᖺ䡚 ົᒁ䛾䛒䜛⟃Ἴᢏ⾡Ꮫ䛜୰ᚰ䛸䛺䛳䛶
⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ䛻㛵䛩䜛┦ㄯ䜈䛾ᑐᛂ䜢ᐇ
• 㻞㻜㻝㻢ᖺ 㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲ⾜ ┦ㄯ䛾ቑຍ䞉ከᵝ
• 㻞㻜㻝㻥ᖺ 㻼㻱㻼㻺㼑㼠㻙㻶㼍㼜㼍㼚䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢ά䛛䛧䛯
┦ㄯᑐᛂయไ䜢䝇䝍䞊䝖䈜

ṞܖٻửႸਦẴ᭗ఄဃὉ
ܖٻỆλܖẲẺૼλဃỉ٣
ḘᵮᵣᵮᵬᶃᶒᵋᵨᵿᶎᵿᶌỆ݃ẶỤủỦႻᛩẦỤḘ
ೖຌ্ְָ֒ਫ਼߶گүࢩԋϋρφϭʖέʤ3(31HW-DSDQʥࣆແۃ

䈜┦ㄯᑐᛂᴗ䛻䛴䛔䛶䚸ヲ䛧䛟䛿䚸䛂➨㻝㻡ᅇ᪥ᮏ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕㧗➼ᩍ⫱
ᨭ䝅䞁䝫䝆䜴䝮ᙜ᪥㈨ᩱ䛃㼜㻟㻠䜢䛤ぴ䛟䛰䛥䛔䚹




᭗ఄဃίởẆẸỉ̬ᜱᎍὸẦỤỉႻᛩᵽᵏ

᭗ఄဃίởẆẸỉ̬ᜱᎍẦỤỉႻᛩὸᵽᵐ

Ꮫ䛻ධᏛ䛧䛯䜙䝜䞊䝖䝔䜲䜽䛺䛹䛾ᨭ䛜䜋䛧䛔䛡䜜䛹䚸
䜎䛰ྜ᱁䜒䛧䛶䛔䛺䛔䛖䛱䛛䜙䚸ධᏛᚋ䛾䛣䛸䜢┦ㄯ䛧䛶䜒䛔
䛔䛾䛷䛧䜗䛖䛛䚹

ධᏛணᐃ䛾Ꮫ䛻䝟䝋䝁䞁䝜䞊䝖䝔䜲䜽䜢䛴䛡䛶䜋䛧䛔䛸せᮃ
䜢ఏ䛘䛯䛔䛜䚸䛖䜎䛟ㄝ᫂䛷䛝䛺䛔䚹ཧ⪃䛻䛺䜛㈨ᩱ䜔ᩍᮦ
䛜䜋䛧䛔䚹

䛂ධᏛᚋ䛿ఱ䛛ᨭ䜢ཷ䛡䜙䜜䜎䛩䛛䠛䛃䛸Ꮫ䛻┦ㄯ䛧
䛯䛜䚸䛷䛝䜛䛸䛸䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜛䚸䛸ゝ䜟䜜䛯䚹䜒䛧ᨭ
䛜ᚓ䜙䜜䛺䛛䛳䛯䜙⮬ศ䛷㡹ᙇ䜛䛧䛛䛺䛔䛾䛷䛧䜗䛖䛛䡡䡡䡡䚹

Ꮫ㐍Ꮫ䜢┠ᣦ䛧䛶䛔䜛䚹
ᨭయไ䛜ᐇ䛧䛶䛔䜛Ꮫ䛿䛹䛣䛛䚸ᩍ䛘䛶䜋䛧䛔䚹
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᭗ఄဃỉႻᛩẦỤᙸảềẪỦẮể

ṞܖٻửႸਦẴ᭗ఄဃὉ
ܖٻỆλܖẲẺૼλဃỉ٣ử
ӖẬề

• 䛂ᨭ䛾䛒䜛Ꮫ䛻⾜䛟䛃䛾䛷䛿䛺䛟䚸⪺䛘䜛Ꮫ⏕䛸ྠ䛨䜘䛖
䛻䚸䛂⮬ศ䛾Ꮫ䜃䛯䛔ศ㔝䜔ᑓᨷ䛜䛒䜛Ꮫ䛃䛂䜔䜚䛯䛔䛣
䛸䛜䛷䛝䜛Ꮫ䛃䜢䜎䛪㑅䜣䛷䜋䛧䛔䚹
䠄䛭䜜䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䚸Ꮫഃ䜒ດຊ䛧䛯䛔䠅
• Ꮫ䛷Ꮫ䜃䛯䛔䛣䛸䜢Ꮫ䜃䚸䜔䜚䛯䛔䛣䛸䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛻䚸
䛹䜣䛺ᨭ䛜⏝䛷䛝䜛䛾䛛䚸⮬ศ䛻䛿䛹䜣䛺ᨭ䛜ᚲせ
䛺䛾䛛䠄ྜ䛳䛶䛔䜛䛾䛛䠅䜢▱䛳䛶䚸࿘䜚䛻ఏ䛘䛶䜋䛧䛔䚹
䠄Ꮫഃ䜒୍⥴䛻⪃䛘䛶䛔䛝䛯䛔䠅

ʟקᘍဏ ί᧵ٻᏋ ܖٻᏋܖᢿ ὸ
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ᎏऻ־⇌ޚ
ࢦૈЛ͜

• ЈࡖΪʷऻΪࣣࡇٚΪࡇفٚΪ̾⇟

ࢀᵻᶹΪᶬᵶᲪ

• ఀճՑߺյীએఐ˽ڛΪׁފΪईҴᶞᶑᲢڦᶞঘרʤ
Ѓׁᶛড়ᵴᲢ⇞⇜⇝⇣ЈࡖΪʷऻΪΪ

ऻΪᶗᶞΪᶣᶘ᷐Ḇḍ᷅ԋࡆ

ЈࡖΪʷऻΪ⇟ ᎏऻ־ޚ

• ݨऄᲧ⇱∏∛⇙⇴∍∎∕∠∍∠ЈࡖΪʷᲦࢪૈ౾ᶽᵶΪࡐͥॾ؍
• ܑಣᲧͶ൵ך

ࡇفٚΪ̾

ЈࡖΪʷऻΪ

ᵼԑᶂᶻ⇟ᶔᶞ͑ा

ࣣࡇٚΪ̾
ੂࡇږٚΪ̾

ࣣࡇٚΪ

⇝⇚ف۲ͥᶛᵺᶁᶻఃො׃
⇞⇚فଷਦᶘͽଷ
⇟⇚ࠇՊᶞന֖

Ḅᷪ᷆᷅ࡇٚΪ̾
ࡇفٚΪ̾

ژౠЯ

એষ
ओذᶚ᷸᷆ḎᷬḒ᷒

• فҔඋᶛҩಣᵼᵲᶻ

͌ ֳᵴඊʠᶗךᶿᶼᶖᵴᶻઔۋᶞ᷺ḐᷓḌḃ

• ᷠᷚḆḎᷛᷰᷜ᷶ᶛᶔᵴᶖΪᶣᶏᵴ

ઔۋᶞ˧֔ҡʡ᷺ḐᷓḌḃ

• ᷸᷆ḎᷬḒ᷒ᶛ̷ٴᶇᶖᶯᶏᵴ

͌ ܳ⇠ૈᲦ᷎᷹᷷ᷰ᷇ᷩ᷆ᷜᶞҡʯ
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ேॼᶞܘҴᶗᶟᲢᲢᲢ

ЈࡖΪʷऻΪᶞ˽ڛढࡁ

• ᷴᷠᷖḖᷩ᷇᷒⇞ಾ⇗ᷱᷫᷩ᷇᷒⇝ಾढࡁ⇔⇵⇼ᷫ᷒⇕
• ࢪᶖᶞܘҴᶗߌషడᶞᷘḀ᷂ᷫܕᶁᶖᵴᶻ
• അॕᶘʤݭᶛܘҴ᷂ܕᶁᶛᵿᵴᶘᵴᵶᷪḄḍᷦᷫ
• ᳕ࢄ೧യ֔ᵼओᵴ᳖Ღ᳕ୌݯವᶇ᳖ᶚᶞᶗᲢ
ᷘḀᷫᶟವᵿᶖᶟᶚᶹᶚᵴऻࡲᶚऌك

•ᷱᷫᷩ᷇᷒
•ᷴᷠᷖḖᷩ᷇᷒
•ᷪ᷶᷍ҡلᶞڼнᶃᶇᲦڼࣔ
•ЯПᶞڊയ⇔∁⇰ᷫ᷒੧⇕
•৺Ьڰ՛੧ᶞଅ൴
•լఐ࣠ॾ

ᷟḂᶗᶟᲢᲢᲢ

• ͶՎ̷ٴܢஒࠖ⇔եঁᶗᶞᷖḂḈᷮᷔᷚḊḖుృ⇕
• ࢀࡐᶘೌॾ᷂݃ᶝᲢଅ൴ᶇᶖᶫᶇᵴᶃᶘ᷂ਯᵸᶻ
ࡢᶞଅঈᲢᷓḎ᷎᷺ᷪ᷆ᷜᷦᷚḊḖᶞࠄᶱు੧

˧֔ᶞܘҴᶛЈᶇᶖᲢᲢᲢ
᷽᷅ᶞΪࡐᶛᵲᶹᵻᶈᶱী΄ᶛᶔᵴᶖࡺೀᶉᶻ
ߌషడᶞᷘḀ᷂ᷫܕᶁᶚᵴ ᶘᵴᵶࢠॆ᷂ᶘᶓᶏ

ࢀࡐᶞᶘᶃᶽᶛ৺ЬਘᶛۡᶇᶛᵴᵿᲦլࠇೌॾ

൛
ࠇދᶞ᷒ḌᷜᶗᲢΪࡐڐᶞ᷽᷅Ḓ᷒ᵼओᵴ
ܘҴᶚᶞᶗᷘḀᷢᵼІᶛᶻᶘᲢ
ܞᶺᶘᶞІᶛ҅ൡᵼݎെᶻᶘדᵸᶏᶏᶱ

ओދ௰ᵻᶹᶚᵴᶃᶘᵼᵲᶓᶖᶲвᶛᶇᶚᵴ
ḍᷜᷮḖᷓᶟೈݺᶇᶖᶲᶹᵴᲢहबܘҴ᷂ܕᶁᶻ

ɺ᳠ܠκᲦࠄස

ۋ௰ᶹᶇᵴݳᶁᶹᶼుᶘᶟ
ݎെᶚᵴᶃᶘᵼᵲᶻᶞᶟᶏᶺࢦ

• ۋ௰ᶞڿᶔী΄ᶘᵴᵶએࡅᶘ
ᶙᶞᶸᵶᶛ֦ᵽᶓᶖᵴᶻᵻ

• ᶙᶞᶸᵶᶚᷘḀᷫᲦ˽ڛᵼᵲᶼᶠᲢᶴᶺᶏᵴᶃᶘᵼݎെᶻᵻ
• ߑңᶛ̔ᶈᶖᲢᷜᷫ᷼ᶐᶘڙᵶుృ᷂܇ढਘᶛࢠॆᶉᶻᶃᶘ

• ܞʇᶘᶘࢋ
ᶞᶸᵶᶛᶇᶖ
ᷖḂḈᷮᷔᷚḊḖ᷂ᶘᶻᶩᵽᵻ⇌
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յೖຌ্ְָ֒ਫ਼߶گүεϱϛζΤϞ

ೖةժ

়ࣙހղʀ͓͘͞ਬҢ
˙ࢤٸݟٸड़ਐ
˙ঘָߏʛ߶ߏΉͲஏҮָߏͲگүΝण͜Ζ
˥

ʰഒ͖Δָ·͑ʄʷָͲָ;ͳΫϡϨΠܙʷʱ

˙ҶీָਕؔՌָ෨݊߃ෳࢳՌָՌ ଖۂ
˥

ऀճਕཱི͖Δʤͨᶅʥ

 ݫҶీָ

˙ࠅ্ཱི֒ंϨύϑϨτʖεϥϱιϱνʖָӅ
ޢݶְָՌ ଖޢݶ ۂְ࢞໖ڒखಚ

˥
˙໌ݻԲָָਫ਼૮૱ιϱνʖ ্ָ֒ਫ਼ࢩԋ࣪
˥

্͗͏ָਫ਼ࢩԋ࣪

ࢦຑଞ ن

˙ҶీָηοϣʖυϱφξώʖετΡιϱνʖ
্͗͏ָਫ਼ࢩԋ࣪ʤʛ೧݆ʥ

1

়ࣙހղʀ͓͘͞ਬҢ

ՁΝָΞͲɼՁΝ͖͖ͪͮͪ͢ʃ

˙ฯүԄ

ʰޢݶְ࢞Ͷ͵Ε͖ͪͮͪʱ

ӊࣘ͗ซ͓͞ͱ͏͵͏͞ͳΝְࣙ

˙ঘָߏ೧࣎

ซ͓͞͵͏͞ͳΝఽ͓ΖʤӊʁG%

˙ָߏ೧࣎

ึ༽ૹحΝࢾΊΖʤӊʁG%
͖͢͢ɼ࠵

ӊʁG%

ʷ ޢݶְ࢞՟ఖ͍Ζָߨ͚͖ʃ
ʷ ָଖޛۂͶָߏߨ͚͖ʃ

ࠪʁG%ʥ

ࠪʁG%ʥ

˙ָ೧࣎
ึحʤࠪʥ࣎ૹ༽Ν࢟ʤӊʁG%
˙ࡑݳྙ

2

ʷ ָમخ६ͺʃ݀Όघͺʃ
ʷ หکͺͨͨ͞͞ͶɼγʖέϩಊͶ೦

ࠪʁG%ʥ

ࠪʁG%

ˠೋݬҾͺʤҪఽࢢࢬࣰࠬݗʥ

ʷ ࠅϨύͲͺɼ͑͏ͳݑΆʹหک௰͜ຘೖʞ

3

ࣙΔ͢͏ʰঁ͜ΔΗ๏ʱͳͺʃ

ࣙΔ͢͏ʰঁ͜ΔΗ๏ʱͳͺʃ
˙ࢩԋंͳܐؖʤָ࣎େʥ

ʰঁ͜ΔΗ๏ʱʞʃʃ

ʷ ಊదͶࢩԋΝʰ࢘͑ʱ
ʷ ࢩԋंͳҲॻͶɼΓΕྒྷ͏๏๑Νߡ͓Ζ
ʷ कରͺ͍͚ΉͲʰࣙʱ

ʷ ਕघΝईΕ͵͏ͳਫ਼͘ͱ͏͜͵͏ͺɼ
ร͓ΔΗ͵͏ࣰݳ
ʷ ʰঁ͜ΔΗΖʱͳ͏͑Ͳ͏Ζͳɼ͵͚͢ۦΖ
ʷ ʰࢩ͓ͮͱਫ਼͘ͱ͏Ζʱͳ͏͑͞ͳ
ʷ ʰࣙ୯͖ࢩ͓Ͷ͵ͮͱ͏Ζʱͳ͏͑
ݩܨΝͯ͞ͳ
ʷ ͖ࣙΔबΕͶؒࢡ͚͏ͱ͢ݫ

4

˙έϧηϟʖφͳܐؖʤࠅϨύ࣎େʥ

ʷ έϧηϟʖφγϛʖφʤͨͨև67Νࢨ͢ͱ͏Ζ͢ʥ
ʷ ඬͶ͖ͮͱΊΞ͵Ͳঁ͑͜ͳ͏͑ฉҕـ

˙ਕͳਕͳܐ͖ؖͫΔɼɼɼ

ʷ૮घͶرΕశ͏ɼ૮घཱིΝߡ͓ΔΗΖྙ

5
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6

্ְ֒ͳʹΓ͑Ͷ͖͑͘ʃ
͓ࣙ͘͞͞ͳΝஎͮͱΔ͏
ҲॻͶͬ࣍ـΓ͚ಉͪ͘͏͖Δ

7

্ְ֒ͳʹΓ͑Ͷ͖͑͘ʃ

8
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্ְ֒ͳʹΓ͑Ͷ͖͑͘ʃ

बҕͳαϝϣωίʖεϥϱͺʃ
˙ ݶΚ͵͏ʀซ͖͵͏ͺʰψεʱ

ʹΞ͵ਕͶͲ͖ΕΏ͚ͤɼಣΊΏ͚ͤ

ʷ ࣙͺʹ͑͢ͱΔ͏ͪ͏͖
ʷ ૮घ͖Δซ͏ͱΔ͑ͪΌ

ʰ͞Ξ͵෫Ͷࣖ͢ͱ͚ΗͪΔ͏͢ذʱ

˙ ࣆΝ͢ͱ͏͚ͲɼͲ͘Ζ͞ͳʀͲ͘͵͏͞ͳ
͖͗ͮͱ͚Ζ͞ͳ͍Ζ
ˢࣙͲݸֆΝ݀ΌͥͶɼοϡϪϱζ͢ͱΊͱͺʃ

ʰ্ְ֒ཀྵմ͗ΉΖʱ
ʰΊΞ͵͗ࡠͮͱ͚ΗͪΔ͏͏Ͷʄʱ

˙ ͳڧਕͶࠪӊ͠ΗΖͺɼ͢Β͑͗͵͏
ˣ্ְ༙֒ໃͶؖΚΔͥɼ୯ͶͲ͍Ζ͞ͳ

ˢ্͗͏ָਫ਼ΫϡϨΠࢩԋҲࡠͱ͢ͳࢨ
্ְ֒Ί͵Δͥɼଠ্֒ͲްՎͱ͘ΌΞ

9
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10

2019/11/23 ʴೖಝพةժʵʰഒ͖Δָ·͑ʄʗָͲָ;ͳΫϡϨΠܙʗʱ

ͽ Θ ͪ Γ͢ͺΖ

ీ جॡ

ʀΘ͑ɼ3 ࣉɽ
ʀՐࢃͲݟүͬɼָΓΕࡗͲΔͤɽ
ʀɼಝͶͳ͢ͱΘ͑ഒͳ͢ͱʰഐʤਫ਼͘๏ʥʱΝͱݡɼߡ͓ͦ͠ΔΗͱɼਫ਼͘
ͱ͏Ζೖʓɽ
ʽνʖωϱήϛϱφʾ
12 ࡂ ߏ
15 ࡂ ࿑ʤࣙހમɼࣙ݀ހఈʥ
18 ࡂ ͗܇େʀࠅܟظ༴
19 ࡂ ʤָʥๅฯ্
21 ࡂ ࢰ

ʽਕਫ਼ϓϫʖʾ
ָणݩ
ᵈᴺᴺᶄᴺᴺᵌ
ࠅ ࡃܨช ෳࢳ
ᴼ
ᴼ
ᴼ
ᴼ
ʃ
ʃ
म৮
ᴼ
݃࠙
ᴼ
ड़ࢊʤүࣉʥ
ᴼ
৮
ᴼ
ࡑݳ

ঘ͠͵ऀճαʖϩՊଔʤྈʀੲʥ͖Δʰڠਫ਼ʱқັΝָʀߡ͓Ζ
ΠυΡϱτΡτΡʁαʖϩόρφʰ݊ंʱ
ʰ௪ʱ
ʰͪΕʱɼαʖϩʰΘ͍͑ंʱ
৮ 1 յɼΠϩώφͳݩܨਜ਼ऀҽʤਜ਼৮ҽʥ
ɼۊແʀ಼༲ҡಊ
ˢೖʓɼਫ਼ָ֖सɼύϱήϨʖਈ
ʰջ͢͏ʱ͏͗ʰౘΕʤΦϋϩάʖʥ
ʱΝਫ਼Ίड़ͤɽ
ଠਕͶབΖʀ৶ͣΖ͞ͳ͗ɼʰ͖Δ͵͏ʱ͞ͳΝմ݀͢ͱ͏͚
ݸఈʀ༁αʖϩऀճదߑଆୌ
ʰͲ͘Ζ͞ͳʱΝஎΖαʖϩʰາཔΝஎΖʀ୕͚ʱͶ͗ܪΖɽͶࡑݳߨͲܙɽ
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સೖຌΘָ͑ਫ਼ࠛճ
ޮӻऀ๑ਕ ࡗྙ্֒ंڢճ
ʤۛقΘ͍͑࿊ɼҲൢࡔ๑ਕસೖຌΘ͍͑࿊ʀֆΘ͑࿊ΠζΠஏҮʥ
ָߏ PTAʤୱ PTAɼۛقஏָۢߏ PTA ࿊ڢ٠ճɼસࠅΘָ͑ߏ PTA ࿊ճʥ

घ௪༃ᶚʤਫ਼࿓ಉघ௪༃ंΩϨΫ
ϣϧϞଲԢʥτΫηφ
ऀճෳࢳ๑ਕ સࠅघݜरιϱνʖ ߨ

 קلMIMI 2012 व 137 ߺ P28 Ҳൢࡔ๑ਕ સೖຌΘ͍͑࿊ ߨ
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➨15ᅇ᪥ᮏ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕㧗➼ᩍ⫱ᨭ䝅䞁䝫䝆䜴䝮
๓᪥≉ู⏬䛂ඛ㍮䛛䜙Ꮫ䜌䛖䟿䛃

Ặྡ

⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕⏝

10ᖺᚋ䛾⮬ศ

䛂䛣䜣䛺䛻ᑵ䛔䛶䛔䜛䛃 䛂䛣䜣䛺ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䛶䛔䜛䛃
䛂䛣䜣䛺䛣䛸䛻⇕୰䛧䛶䛔䜛䛃䛺䛹…

ᚲせ䛺ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䜛䛯䜑䛻᪥䛛䜙ᐇ⾜䛷䛝䜛䜰䜽䝅䝵䞁
䜻䝱䝸䜰ᙧᡂ䞉䜻䝱䝸䜰䜰䝑䝥䛻
㛵䛩䜛䛣䛸

ᨭ䛾䛔᪉䞉ຓ䛡䛶䜒䜙䛖ຊ䞉
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛻㛵䛩䜛䛣䛸

ㅮᖌ䜔௰㛫䛛䜙䛾ពぢ䞉䝁䝯䞁䝖䚸䛭䛾Ẽ䛵䛔䛯䛣䛸
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๓᪥≉ู⏬䛂ඛ㍮䛛䜙Ꮫ䜌䛖䟿䛃

Ặྡ

ᩍ⫋ဨ䞉ᨭᏛ⏕⏝

10ᖺᚋ䛾⮬ศ

䛂ᨭ䜔䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝖䛷䛣䜣䛺䜅䛖䛻䜢䛧䛶䛔䜛䛃
䛂ᨭ⪅䛸䛧䛶䛣䜣䛺ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䛶䛔䜛䛃
䛂⫈ぬ㞀ᐖ⪅䛸䛣䜣䛺ὶ䠄䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠅䜢䛧䛶䛔䜛䛃

ᚲせ䛺ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䜛䛯䜑䛻᪥䛛䜙ᐇ⾜䛷䛝䜛䜰䜽䝅䝵䞁
䜻䝱䝸䜰ᙧᡂ䞉䜻䝱䝸䜰䜰䝑䝥䛻
㛵䛩䜛䛣䛸

ᨭ䞉䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛻
㛵䛩䜛䛣䛸

ㅮᖌ䜔௰㛫䛛䜙䛾ពぢ䞉䝁䝯䞁䝖䚸䛭䛾Ẽ䛵䛔䛯䛣䛸
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๓᪥≉ู⏬

Ꮫ⏕ὶ⏬
 ẖᖺࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ཧຍࡋ࡚ୗࡉࡿᏛ⏕ࡉࢇ㐩ࡀ
ᴦࡋࡳࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚࠸ࡿ⏬ࡀࠊ
ࠕᏛ⏕ὶ⏬ࠖ
࡛ࡍࠋᖺࡣ᪥ᮏࢁ࠺Ꮫ⏕᠓ㄯࡢ᪉ࠎࡈ༠ຊࢆ
㡬ࡁࠊ⏬ࢆ㐍ࡵࡲࡋࡓࠋᅜྛᆅࡽ 72 ྡࡢཧຍ
ࡀ࠶ࡾࠊኚ┒ἣ࡛ࡋࡓࠋ
ᅇࡣࠕᬑẁࡣ㏫ࡢ❧ሙ࡞ࡗ࡚ሗಖ㞀ࢆࡸࡗ
࡚ࡳࡼ࠺࣭ཷࡅ࡚ࡳࡼ࠺㸟ࠖࢆࢸ࣮࣐ࠊᬑẁࣀ࣮ࢺ

ᅗ  యㄝ᫂ࡢᵝᏊ㸦┿㸧

ࢸࢡ➼ࡢᨭࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀࣀ࣮
ࢺࢸ࣮࢝ᙺ࡞ࡾࠊᡭヰ࡛ࡢㅮ₇ࢆ⪺ࡇ࠼ࡿᏛ⏕ࡉࢇఏ࠼ࡿࡓࡵࡢࣀ࣮ࢺࢸࢡ࣭ࣃ
ࢯࢥࣥࣀ࣮ࢺࢸࢡࢆᢸᙜࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓࠋᡭヰࡀศࡽ࡞࠸ཧຍ⪅ࡢࡓࡵࠊㅮ₇ෆ
ᐜࡣྠᩥᏐ࡛ࡶ⾲♧ࡋࠊࣀ࣮ࢺࢸ࣮࢝ᙺࡢᏛ⏕ࡔࡅࡀࡑࡢᏐᖥࢆぢ࡚ఏ࠼࡚㡬ࡁࡲ
ࡋࡓࠋయ㦂ࡢᚋࡣ➹ㄯ࡛ࡢࢢ࣮ࣝࣉࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ㐍ࡵࠊሗಖ㞀ࡢឤࠊඹ᭷ࡋ
ࡓၥ㢟Ⅼࡢᨵၿࡢᥦࢆ⟢ࡸᶍ㐀⣬ࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽヰࡋྜ࠸ࡲࡋࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢヰ
ࡋྜ࠸ࡢ⤖ᯝࡣࢫࣛࢻࡲࡵࠊࢢ࣮ࣝࣉࡈⓎ⾲ࢆ⾜࠸ඹ᭷ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡽࢆ⪺
࠸࡚ࠊ᭱ᚋࡣࠕ⮬ศࡀព㆑ࡍࡿࡇ or ࡸࡗ࡚ࡋ࠸ሗಖ㞀࣋ࢫࢺ㸱ࢆసࢁ࠺㸟ࠖ࠸
࠺࣮࢝ࢻྛ⮬ࡀグධࡋࠊྛᏛᡠࡗ࡚ᐇ⾜࡛ࡁࡿࡼ࠺࠾ᅵ⏘ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ኤ㣗ࡢ㛫ࡶᝰࡋࡲࢀࡿὶࡣ┒ࡾୖࡀࡾࠊࢆ⣙᮰ࡋ࡚ゎᩓ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ᚋࡶෆᐜࢆኚ࠼࡞ࡀࡽὶ⏬ࢆᐇࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊከࡃࡢ᪉ࡢࡈཧຍࢆ࠾ᚅࡕࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᅗ  ࣀ࣮ࢺࢸࢡయ㦂ࡢᵝᏊ㸦┿㸧

ᅗ  ⇕ᚰ࡞ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡢᵝᏊ㸦┿㸧

ᅗ  ኤ㣗ࢆ㣗࡞ࡀࡽ
ὶࡍࡿᵝᏊ㸦┿㸧

ᅗ  ሗಖ㞀࣋ࢫࢺ㸱࣮࢝ࢻ
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