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①A33 福永映万理 

企業が行っている環境問題への取り組みは本当に効果があるのか、また、企業にとってメリットはあるのか 

 

第 1章  

私は、企業が行っている環境問題への取り組みは本当に効果があるのかという問いを立て、効果はあると結論づけた。ま

た、企業にとってもメリットはあると考える。私がこの問いを立てた理由は、将来マーケティングや企業活動について学びた

いと考えているため、企業がどのような狙いで戦略を立て、その戦略がどのような効果を生み出すのか興味を持ったから

だ。私は企業の活動が環境問題に及ぼしている効果だけでなく、環境問題というテーマにおける企業の戦略とその狙い、メ

リットについて考えた。現在、多くの企業が使い捨てプラスチックの削減や、燃料の見直し、石油使用量の削減など、さまざ

まな環境問題への取り組みを行っている。一方で、不便になっただけではないか、代替品は使いにくいなど、不満の声や取

り組みの成果を疑問視する声や、企業の社会的責任を果たすための形だけのものではないのかという声も上がっている。

しかし、私は企業の環境問題への取り組みは一定の成果をあげており、企業にとってもメリットのあることだと考えている。 

 

第 2章 現状 

まずは企業の環境問題における取り組みの現状について説明する。現在、多くの企業が環境問題に取り組んでいる。代表

的な取り組みをいくつか上げていく。使い捨て資材の使用量が業界最大であるスターバックスのプラスチック削減の取り

組みでは、リユーザブルカラトリーという採用可能なグラスや、100％植物由来素材のカラトリーによって、使い捨て資材を

年間最大 44％削減、年間約 60 トンの石油由来のプラスチック削減が可能としている。また、花王は薄いフィルムに空気

を入れる新型プラスチック容器の開発により、本体容器でありながらプラスチック使用量を詰め替え容器と同じ量にまで

削減した。アートグループでは、紙資源を使わないエコ楽ボックスの開発や、使用済み段ボールの回収、再利用によってご

みの削減を行っている。このように、様々な企業が環境問題への取り組みにおいて、一定の成果を上げている。しかし、私は

企業の環境問題への取り組みは、数字上の効果だけでなく、消費者に環境問題をより意識させ、社会全体の意識改革を

促すという点で役立っているのではないかと考える。 

 

第 3章 根拠 

企業の環境問題への取り組みが、消費者の環境問題への意識改革に役立っているという根拠を説明する。 

図 1  
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図 2  

グラフから分かるように、現在、環境問題に関心を持つ人は 66％となっている。また、環境問題について意識したきっかけ

として、「ゴミ袋・レジ袋の有料化が始まったから」や、「環境問題に取り組む企業が増えたから」など、実際の取り組みを通

して環境問題を意識した人は 65％となっている。このことから、環境問題についての取り組みは、消費者に環境問題をより

意識させ、社会全体の環境問題に対する意識改革に繋がっていると言える。 

 

第 4章 企業のメリットについて 

ここからは企業のメリットについて説明する。企業のメリットは大きく分けて 3つある。一つ目は環境問題に取り組むことで、

企業のイメージ向上につながることだ。図 1から分かるように、環境問題に関心を持つ人が増えているため、環境問題に

取り組む企業は多くの人にプラスのイメージを持ってもらえるようになり、自社商品を選んでもらうきっかけのひとつとなる。

二つ目は企業の知名度アップにつながることだ。環境問題への取り組みがメディアに取り上げられることで、企業の名前

が多くの人の目に留まり、知名度アップにつながる。また、タレントの起用や映像制作などに多くの費用を必要とする CM

などと違い、費用を抑えて企業宣伝ができることも大きなメリットである。 

図 3 
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図 4 

 

三つ目は環境問題への取り組みそのものが新たなビジネスチャンスになることだ。図 3、図 4から分かるように、環境問題

に対し今まで以上の対策が必要と考える人は 67％、自身の生活や慣習を変えなければならないと考える人は 73％もい

るため、環境に配慮した取り組みや商品は消費者の興味を引きやすいといえる。キャッチコピーなどによる宣伝は、売上を

14倍にもするというデータもあるため、消費者の興味を引きやすいテーマを立てたビジネスを始めることは、企業にとって

重要なことである。また、環境問題に関心のある消費者が多いということは、ターゲットになる人間が多いということであり、

企業にとって魅力的なことである。これらのことから、環境問題に取り組むことは企業にとって大きなメリットである。 

 

第 5章 結論とまとめ 

私は企業の環境問題への取り組みは本当に効果があるのかという問いに対し、消費者の環境問題に対する意識改革に

役立っているという結論を出した。また、環境問題への取り組みは企業のイメージ向上や知名度アップ、新たなビジネスチ

ャンス獲得につながるなど、企業にとってもメリットがあると結論づけた。私たち消費者は企業の取り組みに関心を持ち、環

境に配慮した企業を選ぶことが大切であり、そうすることでより多くの企業が環境問題への取り組みに参入したり、その取

り組みを活性化させることにつながっていく。この繰り返しこそが、環境に配慮した社会の仕組みを作り出す一つの方法で

あると私は考えた。 

 

参考文献 

スタバ「使い捨て資材削減」に 4つの施策、樹脂製グラス、フタなしドリンク、植物由来カトラリー、“借りるカップ”エリア拡

大/スターバックス https://www.ssnp.co.jp/foodservice/221430/ 

【2021最新】企業の SDGsの取り組み事例 17選｜17の目標達成のために行われている取り組みを紹介！ 

https://www.trans.co.jp/column/sdgs/sdgscase2021_02/ 

日本人の環境意識に関する世論調査結果について 

https://www.nies.go.jp/whatsnew/2016/20161006_2/20161006_2.html 

環境のために日頃からできるエコな活動とは？(意識調査）https://gurilabo.igrid.co.jp/article/340/  

キャッチコピーの極意 弓削徹 明日香出版社，2019 

 

https://www.ssnp.co.jp/foodservice/221430/
https://www.trans.co.jp/column/sdgs/sdgscase2021_02/
https://www.nies.go.jp/whatsnew/2016/20161006_2/20161006_2.html
https://gurilabo.igrid.co.jp/article/340/
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②A34 加藤乃莉 

アスリートはスポーツを通してレジリエンスを高めることができるのか 

 

序章 

スポーツをしている人、あるいはスポーツをしてた人は悔しかったり、辛い思いをして落ち込むことがあるだろう。その時すぐ

に立ち直ることができるのか。またすぐに立ち直る力が欲しいと思ったことはないだろうか。そこで私は、アスリートはスポー

ツを通してレジリエンスを高めることができるのか。という問いを立てた。先に結論を述べるとレジリエンスを高めることがで

きると考える。なぜ私がこの問いを立てたかというと、私は小さい時からたくさんのスポーツをしてきて、今はバスケットボー

ル部に所属している。その部活動で私自身が悔しい思いをしたり諦めそうになったりした時、そこから立ち直ることが難しい

と思ったからだ。他にも、現在高校三年生で受験勉強を行なっている。そこで将来のことを考えた時に社会に出た時でもレ

ジリエンスは大切だと考えた。ここでレジリエンスの説明をすると、レジリエンスとは困難や脅威に直面している状況に対し

て、「うまく対応できる能力」「うまく対応していく過程」「対応した結果」という意味だ。さらに私たち高校生で例えると、部

活動や勉強で例えることができる。特に部活動では、自分の思うようにいかないことや、やる気はあるけど殻回ってしまう。

いっぱい練習してきたのに本番で間違えてしまった。など、自分が落ち込んだり、なかなか立ち直れなかったりする時のマイ

ナスな状況から立ち直るための回復力、復元力のことをレジリエンスという。 

 

第 1章 

根拠の一つ目として、たくさんの挫折をするからだと考える。ここで大事なのは、プロスポーツ選手や、オリンピック選手のよ

うなトップアスリートでも挫折をすることはあるということだ。例えば、バスケの神様と呼ばれたマイケル・ジョーダンは、

「9000回以上シュートを外し、300試合の勝負に敗れ、勝敗を決めるシュートを任されて 26回も外した。人生で何度も

失敗した。それが成功の理由だ。」と、ある取材で話されている。また、競泳の池江璃花子さんは 2019年 2月に白血病を

公表した。闘病中、「思っていたより、数十倍、数百倍、数千倍しんどい」「3日間以上ご飯を食べられない日が続いてい

る」や、闘病後は「本当に辛かった。人生で初めて死にたいと思った」など、闘病の経験を語っている。しかし、その挫折を乗

り越え第二の水泳人生をスタートさせた。そして、約 1年 7 ヶ月ぶりにレースに復帰し、東京オリンピックの出場を決めるな

どレジリエンスを高めることができた。ここで私は、歴史に残るようなスーパースターでもオリンピックで何個も金メダルを獲

得する選手でも挫折をすることがあるんだと知りました。しかし、そこから立ち上がるための努力と覚悟は、人一倍していた

り持っていたりするんだなと感じました。 

 

第 2章 

根拠二つ目は、 様々な経験を積むからだと考える。スポーツは勝利、敗北、緊張、優勝、接戦、達成感、怪我、集中などの経

験を積むことができる。このことから、レジリエンスにはプラスの経験はプラスなりの高まり方、マイナスの経験はマイナスな

りの高まり方があると考えられている。ここでマイナスの経験はマイナスなりの高まり方ってどういうことだと、疑問に思う人

もいるだろう。確かに、勝ち負けが決まるスポーツに関して負けというものはあまり良いものではないかもしれない。しかし、

負けたことによって気づくことや成長することはあると考える。私は高校三年生の夏、インターハイ予選の県大会決勝で 8

点差で優勝し、インターハイに出場した。しかしインターハイでは一回戦で負けてしまった。負けてからチームみんなの意識

が変わり、冬のウィンターカップ予選の県大会決勝では、同じ相手に 51点差をつけて優勝することができた。このことから

インターハイで負けたからこそウィンターカップ予選の県大会の決勝で成長できたと感じられた。 

 

結論 

これら２つの根拠から、アスリートはスポーツを通して、たくさんの挫折をすることや、様々な経験を積むことによってレジリエ

ンスを高めることができると考える。また、高校生である私たちにできることは、積極的にスポーツを楽しむことだ。積極的に
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スポーツを楽しみレジリエンスを高めることで、将来社会に出た時に役立つと考える。そこで、スポーツを楽しむだけでレジ

リエンス向上に繋がるのかと不安や疑問に思う人もいるだろうし、「簡単すぎる」「それだけでレジリエンスが高まるはずが

ない」という反論もあるだろう。しかし、私たち女子バスケットボール部では「余裕と遊び」という言葉をモットーに部活動を

行っている。「余裕と遊び」を持ってバスケットボールを行うことで、体の力が抜け視野が広がることに繋がる。結果的に良

いプレーが生まれたりチームの雰囲気が良くなったりする。これらのことから、積極的にスポーツを楽しむことが私たちにで

きることだと考える。 

 

参考文献 

【図書】 

1.加藤諦三どんなことからも立ち直れる人株式会社 PHP研究所、2019年 

 

【新聞】 

1.東京新聞 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/95796 

 

【ウェブサイト】 

1.カオナビ https://www.kaonavi.jp/dictionary/resilience/レジリエンスとは 

2.VITUP! 

https://vitup.jp/20210715_word-nutrition39/ 

3.mxtv.jp 

https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjNhp613IT

8AhWoklYBHV4_CUAQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fs.mxtv.jp%2Fmxnews%2Fkiji.html%3Fda

te%3D46513667&usg=AOvVaw3Ix21DzPg3qgNe4-50PfUU 

  

https://www.kaonavi.jp/dictionary/resilience/%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%A8%E3%81%AF
https://vitup.jp/20210715_word-nutrition39/
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③A32 前田龍星 

企業の産業用ロボット導入。これによる弊害はなくせるか 

 

第一章 産業用ロボットとは 

まず産業用ロボットとは何かの解説から行う。産業用ロボットとは 

 

「産業用ロボットは、主に工場での搬送・加工・組立・洗浄・バリ取り作業など、人間に代わって様々な作業の自動化を行う

ロボットのことを指します。 産業ロボットともいわれます。」① 

 

とされており、現在自動化が進む工場などにおいて世界的に広く使われているものである。 

最近の工場などのモノづくりの場では「ファクトリーオートメーション」つまり生産の自動化が進められている。産業用ロ

ボットが使われているのは食品、車、服など多岐にわたる。産業用ロボットを作っている会社にはファナック、安川電気、エプ

ソンなどがあり一般消費者の知名度は低いが世界的な活動を行なっている企業である。産業用ロボットは現在右肩上が

りで需要が増えていっている業界でこれからもますますその流れは進むだろうと予測する。実は日本は産業用ロボットのシ

ェア第二位を占める国でありモノづくりを支える機械を多くの国に輸出している 

では次にこのような産業用ロボットの値段について解説を行う。 

 

具体例として Funai soken 社の塗装用ロボットは二千三百五十万円ほどだ。 

内訳は 

 

防爆ロボット ¥5,000,000 

付帯設備 ￥5,000,000 

ロボット架台 ￥1,000,000 

制御装置 ￥4,000,000 

設置工事費 ￥7,000,000（試運転調整費含む） 

設計費           ￥1,500,000 

合計           ￥23,500,000 

 

となっている。 

これは一例だが非常に価格が高いことが分かるだろう。このような高価な買い物は会社にとって大きな負担となる。よっ

て企業はメリットデメリットを考えた上での導入を行なっている。 

 

第二章 産業用ロボット導入のデメリット 

さて第一章で解説した産業用ロボットを実際に導入する際に困る点はなんだろうか。私は主にこの四点をあげる。 

⒈初期費用が高額 

⒉不具合への対応が困難 

⒊操作や検査に資格が必要 

⒋雇用が失なわれるのではないか 

という点だ。 

便利なものにもやはりデメリットはあり、産業用ロボットも多くのデメリットがあるように見える。このようなデメリットを解決

することは可能なのだろうか。 
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第三章 解決策 

では産業用ロボットの導入におけるデメリットを無くせるのかについて説明しよう。結論から言うとほとんどのデメリットは

解決できると私は考える。では先ほど挙げた問題点一つ一つに解決策を示していこうと思う。 

最初に初期費用が高額という問題についてだ。この点については長期的な回収で解決できると私は思う。企業にとって

一番のコストは人件費である。しかし産業用ロボットを導入すれば単純に人手を減らせる。例を挙げると年間四百万ほど

の給料を支払う作業員の稼働時間は約 8時間である。しかし産業用ロボットを使えば理論上二十四時間の稼働が可能

である。これは人間の三倍の作業効率である。先ほどの塗装用ロボットであっても約二年で回収が可能である。これは企

業の財政に大きな価値を与えるのではないだろうか。 

次に不具合への対応が困難という点、そして操作や検査に資格が必要という点だ。この二点は「オフラインティーチング」

というソフトを使うことで解決できると考える。②まず産業用ロボットを操作するには「ティーチングペンダント」と呼ばれる

装置を使い、動作を記憶させ、完成すると動作プログラムが構成される。しかし作るものや生産環境の変化で修正が必要

になる時がある。この修正を行うのはティーチングマンと呼ばれる人が行うのだが、資格が必要であり、一日二、三十万ほ

どかかりかなり高額である。また生産ラインもとまるので不便である。 

これを解決するために「オフラインティーチング」を使うのである。このソフトはパソコン上で架空上の世界で修正が可能

でありメリットとして生産ラインを止めなくていい、簡単にできる、パソコンでどこでもできるというメリットがある。また一度ソ

フトを導入すると費用がかからないので外注するよりは安く済むだろう。 

最後に雇用が失われるのではないか、という点だ。この点に関してはあまり心配しなくても良いのではないだろうか。そも

そも現在働き手となりうる子供の数は減少しており、働き手の減少も加速的に進んでいる。二千十年から二千三十年まで

に千三百万人ほどの働き手が減少している。また二千十年から二千五十年までには三千百万人の減少が行われると予

測されている。このことから雇用数に対する働き手の減少が予測されるため雇用が失われることに対して過度に怯える必

要はないのではないだろうか。③むしろ産業用ロボットのおかげで働き手が減っても生産ラインが止まらず消費者が常に

欲しい商品を得ることが出来るのではないだろうか。 

 

第四章 まとめ  

これからのモノづくりの現場はさらに自動化、ファクトリーオートメーション化が進むだろう。生産環境の向上により消費者

はより安定した質の商品をえることができ、企業もお金の消費を減らせるだろう。産業用ロボットによって将来的には工場

に人がいなくなる可能性もあるだろう。人の手が一切加えられていない商品を見る事もあるだろう。この便利な産業用ロボ

ットといい道具をどのように使っていくのかはモノづくりの現場を変えていくだろう。 

①  
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② 

 

③ 

 

参考文献 

・IFR World Robotics 2020 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjhsfOEpZn7AhWrnFYBHZ24Aho

QFnoECA4QBQ&url=https%3A%2F%2Frobokaru.jp%2Ffundamental-knowledge%2Findustrial-robot-

market-share%2F&usg=AOvVaw3gD9-B0rsaUzSZ2R2nxNok 

・https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjhsfOEpZn7AhWrnFYBHZ24Ah

oQFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Froboin-fa.com%2F2021%2F09%2F21%2F4-major-maker-i

n-the-world%2F&usg=AOvVaw1lv4QGSi1OtTe8K254uvF8 

・https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj1g7yyuJn7AhX9tVYBHVZ4Cx

sQFnoECCMQAQ&url=https%3A%2F%2Fsmart-factory.funaisoken.co.jp%2F201009-2%2F&usg=A

OvVaw097cqtNkpPirE3Ihv473z3 

・「ロボティクス最前線」 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj1g7yyuJn7AhX9tVYBHVZ4Cxs

QFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Frobokaru.jp%2Ffundamental-knowledge%2Findustrial-robot-

estimate%2F&usg=AOvVaw1fOebgn0_UZT6FLOHXbnXE 

・https://robokaru.jp/fundamental-knowledge/industrial-robot-merit/ 

「ロボットが日本を救う」  



12 

 

④A31 松波陽翔 

情報教育の充実はエンジニア不足を解決することができるのか 

第 1章 序論 

 現在、日本ではエンジニア不足が問題とされており、経済産業省の予測によると 2030年までに最大で 79万人不足す

ると言われている。このエンジニア不足を解決するために、情報教育を充実させる。情報教育を充実させることによって IT

関係の知識をつけることができ、IT エンジニアの仕事がキツイというイメージも解消することができる。結論として情報教

育の充実によってエンジニア不足を解決することができる。 

 

第 2章 エンジニア業界の現状 

 まず最初にエンジニアというのは、「工学(エンジニアリング)に関する専門的な知識やスキルを持った人材を指す言葉で、

日本では技術者とも呼ばれる」(IT 業界まるわかりガイド)というもので、エンジニアには様々な種類があるが、この論文で

扱うエンジニアというものは、コンピューター開発やプログラミングに携わるなど、IT業界で活躍するエンジニアを指すもの

とする。 

 エンジニア業界の現状として、現在エンジニア不足の傾向にある。(経済産業省 図 1)図 1 より、2030 年には IT 人材

が高位シナリオで約 79万人不足すると予測されている。また、低位シナリオでも約 16万人の不足が予測されている。 

 

図 1 2030年までに予測される IT人材の不足人数 経済産業省 

 

このまま不足が続くことになれば、世界の IT化が進む中で日本だけエンジニア不足により IT化が遅れるという問題が

予測される。その他にも、JBS によると、エンジニア不足により、情報セキュリティ事故発生のリスク増加、システム開発の遅

れ、不備のあるシステム、最先端の IT 技術を活用した他社差別化や新ビジネス創造が困難といった問題が挙げられる。

(JBS) 

 エンジニア不足の原因として考えられるのが、TECH CAMPによると、IT関係の知識がない、IT業界が急成長している、

IT 技術の急速な変化、少子高齢化による人材不足、IT エンジニアは仕事がキツイイメージがあるといった 5 つの原因で

ある。(TECH CAMP) 

 今回、エンジニア不足を解決するために、IT 関係の知識がない、IT エンジニアは仕事がキツイイメージがあるというとこ

ろに焦点を当てたいと思う。なぜなら、IT 業界が急成長している、IT 技術の急速な変化、少子高齢化による人材不足、こ

の 3つの原因は、私たちにはどうすることもできない規模の原因であるから。 
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第 3章 情報教育の充実 

 それでは、1 つ目の原因である、IT 関係の知識がない、はどのようにして解決したらよいのだろう。それは情報教育の充

実である。義務教育や高等学校での情報教育の充実によって、IT関係の知識をつけることができる。また、IT関係の知識

がついたことによって、今までのエンジニアの負担が軽減され、結果として IT エンジニアの仕事がキツイイメージを解消す

ることにも繋がる。 

 実際に、高等学校の新教育指導要領では、必須科目として情報 I、選択科目として情報 IIが追加されている。このことか

ら政府も情報教育の充実がエンジニア不足解消に繋がると考えていることが分かる。情報科が目指すものとして 

 

  情報科は、他の教科等の学びとあわせて、Society 5.0に向けて大きく変化する社会で子供たちが生きていくための資

質・能力を育むものでなければならない。情報科では、情報に関する科学的な見方・考え方を重視。問題の発見・解決に

向けて情報と情報技術を適切かつ効果的に活用するための知識および技能を身に付け、実際に活用する力を養うととも

に、情報社会に主体的に参画する態度を養うことを目指している。(ReseEd) 

 

とある。このように教育が進めば、IT 関係の知識が十分についた人材が増加し、エンジニア不足が解決されていなくとも、

エンジニア以外の人たちで協力し、エンジニアの負担を和らげることができると考える。 

 また、家庭でできることとしては、子どもが小さいうちからコンピューターなど IT 機器を触らせ、コンピューターなどに対す

る抵抗をなくすことだ。小さいうちからコンピューターなどを触らせることによって、情報教育などでコンピューターを使うとき

にスムーズに授業に入ることができると考える。 

 

第 4章 ITエンジニアの仕事がキツイイメージを払拭する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 マイナビのアンケートによると 

  SE というお仕事、とにかく「激務」「多忙」というイメージを真っ先に思い浮かべる人が多かった。朝早くから夜遅くまで

働き、徹夜勤務や休日出勤も当たり前、「IT 土方」として酷使されている、という回答がほとんどだった。(マイナビニュー

ス) 

 

とある。第 2章で言った通り、エンジニアには仕事がキツイイメージがある。このキツイというイメージがエンジニア不足を加

速させているとも考えた。 

 図 2、図 3 よりエンジニアは世間がイメージしているよりも仕事がキツくないということが分かる。この事実を伝えるために

学校の LHR などである進路講演みたいな形でエンジニアの方に来ていただきお話をしていただく。そうすることによって、

高校生たちが持っているエンジニアの仕事がキツイイメージを払拭することができ、エンジニアを目指す人が増加すること

が期待できる。 
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第 5章 結論 

 「情報教育の充実はエンジニア不足を解決することができるのか」という論題を立て、情報教育によって、どのような効果

があるのかを調べた。 

 第 3章の情報教育の充実によって、エンジニアの負担を減らすことができる。第 4章のエンジニアの方を招待しお話をし

ていただくという解決策より、IT エンジニアの仕事がキツイイメージの解消をすることができ、結論として情報教育の充実

により、エンジニア不足をかいけつすることができる。 

 また、今後は今回触れることができなかった、IT 業界の急成長、IT 技術の急速な変化、これらをどのようしたらエンジニ

アがスムーズに取り入れることができるのかを考えていきたい。 

 

参考文献 

 

【図書】 

1.坂村健 「IoT とは何か」 角川学芸出版 2016年 3月 

 

【ウェブサイト】 

1.「エンジニアとは何をする人？エンジニアの種類・仕事内容・適性をご紹介！」  『IT 業界まるわかりガイド』

https://www.internetacademy.jp/it/programming/programming-basic/work-and-annual-income-

types-of-engineer.html  参照日:2022年 12月 18日 

2. 「 IT 人 材 育 成 の 状 況 等 に つ い て 」 『 経 済 産 業 省  商 務 情 報 政 策 局  情 報 処 理 復 興 課 』

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/daiyoji_sangyo_skill/pdf/001_s03_00.pdf 参照日:12月 18

日 

3.「深刻化する IT技術者の人材不足問題が企業に及ぼす影響と対策」『JBS』 

https://www.jbsvc.co.jp/useful/management/itjinzai.html 参照日:12月 18日 

4.「2030年には 79万人の不足」IT人材不足の背景・エンジニアの将来性について解説」『TECH CAMP』 

https://tech-camp.in/note/careerchange/93882/ 参照日:12月 18日 

5.「ITエンジニアは楽しい？きつい？やりがいや未経験転職での年収の変化も公開」『TECH CAMP』 

https://tech-camp.in/note/careerchange/103930/ 参照日:12月 18日 

6.「「情報 I」2022年 4月スタート、目的・学ぶ内容は？」『ReseEd』 

https://reseed.resemom.jp/article/2022/01/21/3169.html 参照日:12月 18日 

  

https://www.internetacademy.jp/it/programming/programming-basic/work-and-annual-income-types-of-engineer.html
https://www.internetacademy.jp/it/programming/programming-basic/work-and-annual-income-types-of-engineer.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/daiyoji_sangyo_skill/pdf/001_s03_00.pdf
https://www.jbsvc.co.jp/useful/management/itjinzai.html
https://tech-camp.in/note/careerchange/93882/
https://tech-camp.in/note/careerchange/103930/
https://reseed.resemom.jp/article/2022/01/21/3169.html
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⑤A34 近本萌 

高校の英語の授業をリスニングとスピーキングを中心にすると英語を使えるようになるか 

第一章①   序論 

 私は「高校の英語の授業をリスニングとスピーキングを中心にすると英語を使えるようになるのか」という論題を立てた。

私が考えるこの論題の結論は「使えるようになる」である。今の日本の英語教育はリーディングとライティングを中心に行

われている。今の日本の英語教育の状況をサッカーに例えてみる。サッカーのルールやコツを教科書やノートを使い、実践

練習をせずに学んだとする。そうすれば、プロのサッカー選手と同じようなプレーができるようになるだろうか。実際にプレー

をできるようになるには、実際にボールに触れ、練習することが必要である。これと同じように、英語を使えるようになるには

英語を聞き、話す実践練習が必要だと考える。 

 

第一章②   基本知識 

 基本知識の一つ目として、ASC3年生に取った英語に関するアンケートをあげる。*1)私は ASC3年生に英語に関するア

ンケートを実施した。「英語は好きですか」という問いに対して、63.3%の人が好きと答えた。しかし、75.8%の人が英語の

授業は嫌いだと答えた。ここから、英語の授業に問題があると分かる。授業が嫌いと答えた人の 1 番多かった理由は、”授

業に対して興味が湧かないから”だった。「英語を使えるようになるには何が必要か」という問いの答えは 1 番がスピーキ

ング、2番がリスニングだった。(以下、リスニングを L、スピーキングを S、リーディングを R、ライティングを W とする)*2)二

つ目に文部科学省が実施したアンケートをあげる。文部科学省が中学 3 年生、高校 3 年生を対象に実施した英語力調

査結果によれば、中学生と高校生の英語力を「聞く」「話す」「読む」「書く」の 4 技能別全ての技能で目標値に達してい

ない。中でも、「聞く」「話す」といった、英語でのコミュニケーション能力に課題のあることが判りました。 

 

第二章 根拠①-1 英語を話せる日本人の割合 

 *3)純ジャパとは、留学や海外生活の経験がなく、日本の学校で英語を学んだ人のことを指す。2016 年、講談社が純ジ

ャパの 20代から 60代の男女 1000人を対象に外国人とのコミュニケーションに欠かせない英会話力についてのアンケ

ートを実施した。問 1は「外国人とコミュニケーションを取りたいか」、問 2は「外国人と満足にコミュニケーションを取れた

ことがあるか」だ。問 1 では、約 70%の人が取りたいと答えた。しかし、問 2 では、30%以下の人しか満足にコミュニケー

ションを取れたことがないと答えた。この 2 つのアンケートの答えから、留学や海外生活の経験がなければ、日本の学校の

英語教育で、英語を使って外国人とコミュニケーションを取れるようになるのは難しいことだとわかる。すなわち、今の英語

教育を改善すると英語を使えるようになるかもしれないと言うことである。 

 

第三章 根拠①-2 日本人が英語を使えるようになった方法 

 *4)私は「5 教科が仕事につながる！英語の時間」を参考文献として使った。この本は、英語を主に使い、仕事をしている

人の特集である。この本に出てくる人の共通点は「英語を使えるようになるにはコミュニケーションが大切だ」と述べている

という点だ。コミュニケーションとは相手の話を聞き、相手に意見を伝えるということである。これを英語に置き換えると、L と

Sになる。 

 

第四章 根拠② 人間の言語の習得方法 

 *5)人間の母語（第一言語）の習得方法は聞く、話す、読む、書くの順番が一般的である。一方で第二言語（母語以外の

言語）の習得方法は聞く、読む、話す、書くの順番が最も効果的な方法だと第二言語習得研究で報告されている。日本の

学校の英語教育は第二言語習得研究に基づき、一般的には聞く、読む、話す、書くの順番で行われている。しかし、多くの

純ジャパはこの方法で英語を学んでいるが、実際に外国人と満足にコミュニケーションを取れたのは 30％以下である。つ

まり、今の英語教育を変える必要があると考えられる。 
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第五章 結論 

 根拠①、②から英語を使えるようになるには L と S が必須だと言える。今の中高生が英語を使えるようになると、SDGs8

「働きがいも 経済成長も」の解決につながると考える。しかし、英語の授業を改善しても、きちんと授業を受けなければ意

味はない。また、高校での英語の授業を L と S を中心にし、使えるようにするためには中学校で最低限の単語力と文法力

を身につける必要がある。 

 

第六章 解決案 

*6)ベネッセ教育総合研究所によると、中学校 3 年間、高校 3 年間それぞれの平均的な登校日数は約 600 日前後とさ

れている。中学校の授業の中で英語の授業が 1日 1 コマだとすると、3年間で約 600時間、高校の授業が 1週間 7 コ

マだとすると、3年間で 840時間になる。すなわち、中学校、高校の 6年間の合計英語学習時間は約 1440時間となる。

*7)しかし、アメリカの外国語研究機関 FSI は、英語ネイティブが日本語を習得するのにかかる時間は 2200 時間だと発

表している。英語ネイティブが日本語を習得するのに 2200 時間かかるため、日本人が英語を習得するのにも、同じ時間

が必要と考えられる。今の日本の英語教育の学習時間だと、あと 760 時間必要だ。そのため、朝礼の時間を有効活用す

ることを提案する。毎日 5分間の朝の単語テストを実施する。これは論題の L と S とは反対の行為だが、高校での授業を

L と S を中心にして英語を使えるようにするためのものだ。実施後の残り時間は 660 時間。この残り時間を活用するため

に加えて Monoxer を使う。中学校、高校の 6年間で 1日 30分 Monoxer をすると、1095時間になる。これを行うこと

で目標の 2200時間を超え、プラスアルファの時間が生まれる。また、高校での英語の授業を L と S を中心にするなら中

学校で今までよりも多くの R とW を学ぶ必要がある。朝礼で単語テストを実施することで、授業中の小テストを省くことが

でき、文法学習の時間を持つことができる。私が考える理想の中学校の英語の授業の 4 技能の割合は L:S:R:W＝

2:2:3:3 である。これを修学した高校では実践型授業で活かす。具体例としては、オールイングリッシュの授業、英語での

ディベートがある。理想の高校の英語の授業の 4 技能の割合は 3:3:2:2 である。英語の授業の改善と同じように大切な

のは生徒の自主的思考だと考える。私たちの「自ら学ぶ」という思考が本当の国際的に活躍できる人材につながる一歩な

のかもしれない。 

 

 

参考文献 

*1)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdflVx1by3_WtbbM_D-

CkJgPJ3oVReSwBwuZsSEksqzpbWHAQ/viewform?edit_requested=true#responses 

*2)https://eikaiwa.weblio.jp/school/information/4skills/four-skills-test/ 

*3)https://kyodonewsprwire.jp/release/201701057627 

*4)5教科が仕事につながる！英語の時間 

 著者:小林良子 

 発行者:廣嶋武人 

 出版社:株式会社ぺりかん社 

 2007年 4月 25日発行 

*5)https://english-club.jp/blog/english-four-skills/ 

*6)https://berd.benesse.jp/berd/center/open/report/shidou_kihon5/sc_hon/pdf/data_09.pdf 

*7)https://toraiz.jp/english-times/business-english/2511/ 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdflVx1by3_WtbbM_D-CkJgPJ3oVReSwBwuZsSEksqzpbWHAQ/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdflVx1by3_WtbbM_D-CkJgPJ3oVReSwBwuZsSEksqzpbWHAQ/viewform?edit_requested=true#responses
https://eikaiwa.weblio.jp/school/information/4skills/four-skills-test/
https://kyodonewsprwire.jp/release/201701057627
https://english-club.jp/blog/english-four-skills/
https://berd.benesse.jp/berd/center/open/report/shidou_kihon5/sc_hon/pdf/data_09.pdf
https://toraiz.jp/english-times/business-english/2511/
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⑥A33 杉田麗奈 

空港職員が安心して働くために 

#基本知識 

私の話を聞く前にこれらの言葉、特にグランドスタッフとキャビンアテンダントの仕事内容の違いについて理解してほしいと

思う。 

１.日本航空 

  日本航空株式会社 

     (「Japan Airlines」→「JAL」) 

２.全日空 

  全日本空輸 

  (「All Nippon Airways」→「ANA」) 

３.グランドスタッフ 

  空港のチェックインカウンターや搭乗ゲートで、お客様が 

  航空機に乗るまでの各種サポートをする仕事 

４.キャビンアテンダント(客室乗務員) 

  航空機の中で乗客に食事や飲み物をサービスしたり、 

  急病などのトラブルに対処したりする職業 

 

#序章 

 突然ではあるが、旅行は好きだろうか。コロナが流行り始めて数年が経つが、少しずつ以前のように旅行をする人が増加

している。 

 私自身旅行が好きで、その中で利用するのが「空港」である。私たちの研修旅行では海外に行くことはできず、空港を利

用することはなかったが、中学の修学旅行などで利用したことがある人は多いのではないかと思う。そして、空港や飛行機

などの航空機関を利用する際に私たちの旅のサポートをしてくれるのが、キャビンアテンダント(CA)やグランドスタッフであ

り 1番、目が留まる存在なのではないかと考える。 

 今回はこのような方々、特にグランドスタッフの方々に注目して話を進めていこうと思う。 

 問題背景として、コロナが流行り始めてから旅行もできず、利用客が減少するに伴って、仕事が減少していった職員の

方々はリストラにあったり、そもそもの雇用募集がなくなるという状況が続くということがあった。また、今回この話題を取り

上げたのは私自身がこの職業に興味があり、私も将来空港で働きたいという理由がある。 

 広い空港もがらん(資料 I)とし、世界的に見てもリストラに合う職員がいたり、政府からの支援が必要になるという事態に

なった。(資料 II) 

 グラフ(資料Ⅲ)を見ても、利用客と業績が極端

に悪化していることがわかる。これは深刻な事態

だと私は考えた。 

 現在では少しずつ改善されているが、変異株な

どが新たに発見されている中で、今も油断は許さ

れない状況だ。 

 そのような中で、私が考えた論題は「空港の衛

生管理が整うことで、航空業の雇用率は以前の

ように戻るのか」というものである。もちろん答えと

して、「戻る」と私は考えている。                                                (資料 I 引用:nippon.com) 
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(資料 II 引用:毎日新聞) 

 

 

(資料Ⅲ 引用:読売新聞オンライン) 
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#第二章 根拠① 「空港で 1番危険なのはグランドスタッフ」 

 根拠の 1つ目として挙げられるのが、空港で 1番危険なのはグランドスタッフである、ということだ。 

 羽田空港付近の病院に勤務する医師は、「空港従業員のコロナ患者が増加している」と証言した。 

 この医師はワクチン外来や発熱外来を担当しているのだが、空港内のレストラン従業員や帰国者を案内するグランドスタ

ッフ、所謂空港の第一線で活動する人々の間でコロナ感染患者が増加しているのだと言う。 

 

#第三章 根拠② 「衛生管理を行うことが旅行客増加につながる」 

 根拠の二つ目に挙げられるのが、衛生管理を行うことが旅行客増加につながる、ということだ。 

 グラフ(資料Ⅳ)を見るとわかるように、コロナの感染状況が落ち着いたら旅行に行こうと考えている人は多くいる。また逆

に言うと、２つ目のグラフ(資料Ⅴ)のようにコロナのことを懸念して旅行を控えている人がいると言うことなのだ。つまり、衛

生管理や感染対策が整うことが利用客 1人ひとりが安心して空港を利用し、旅行に行く条件になると言うことだ。 

 

 

(資料Ⅳ 引用:PR TIMES) 

 

(資料Ⅴ 引用:nippon.com) 
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#第四章 解決策 

 根拠①と②を踏まえて私は 2つの解決策を考えた。 

 １つ目は、航空券の料金の値上げを図るというものだ。コロナが始まってから約 3 年が経った。その間外出を控え、コロナ

の感染状況が落ち着いたら旅行に行こうという人が多いのではないかと思う。それを踏まえると、多少航空券の料金が値

上がりしても、旅行に行こうとする人は多いはずだ。1 枚の航空券に対し 1,000 円から 2000 円値上げをするだけでも、

感染対策などの衛生管理を整えるための十分な資金が貯まるのではないかと考える。 

 ２つ目は、株を買ってもらうようにするというものだ。株を買うということに関しては、投資をすることで一時的に航空会社に

資金が渡る。その資金で衛生管理を整えることで、安全面が整い利用客が安心して利用できるということで徐々に利用客

が増加して以前のように戻っていく。利用客が増加することで、航空会社の仕事も元に戻り職員も増加する。そこから株主

優待が株主に配られるが、このようにして企業と株主や利用客の利害が一致していくことで良い循環が生まれていくので

はないかと考えた。 

 その中でも 1 つ目として、株主優待のグレードアップを図るというのを考えた。今現在航空会社の株主優待の品は、航空

券の 50％値下げ券だ。そこにプラスして何か特典をつけると、より興味を持って株式を買う人が増加するのではないかと

考える。 

 また２つ目として、ストックオプション制度の導入も考えた。これは企業の従業員があらかじめ定められた金額(権利行使

価格)で自社株を買うことができるという制度(資料Ⅵ)で、将来株価が上昇しても権利行使価格で自社株を買い時価で

株式を売却し、権利行使価格と株価上昇分の差額が利益となる報酬制度のことだ。この制度を利用することで、「会社の

価値を上げる」という一致した目標を持ちやすくなり社員のモチベーションアップにつながるというメリットがある。その一方

で、株価の下落に応じこのストックオプション制度目当てで入社した者のモチベーションが下がるのは否めないことである。

だが、それよりも権利付与された従業員のリスクがないというのは大きいと考える。万が一、株価が暴落しても権利を行使

しなければ損失はゼロであるというのは、安心できる点ではないだろうか。 

 このような制度を整えることで、資金につながるのではないだろうか。ここから空港の衛生管理を整えることができたり、

従業員の給料の確保ができるのだと思う。それが旅行客の増加につながり、そこからグランドスタッフの需要が高まってリ

ストラの減少や以前のような雇用募集の数に戻るのではないかと考える。 

 

(資料Ⅵ 引用:ビジドラ) 
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#第五章 最後に 

 是非大学生や社会人になった時、時間やお金に余裕があれば海外に行ってみてほしいと思う。そこにしかない文化や価

値観、人に出逢うことができ、それぞれの世界観が広がるからだ。 

 そして是非、視野を大きく広げようと自分から行動を起こしてほしいと思う。 

 

#参考文献 

 /図書 

 中村正人『しごと場見学！ー空港で働く人たち』株式会社ぺりかん社,2013 

 /ウェブサイト 

   毎日新聞 (参照日:2022.10.20) 

 https://mainichi.jp/articles/20201027/k00/00m/020/319000c 

 nippon.com (参照日:2022.10.20) 

   キャリアセンター ここだけの話!?衝撃の「ANA採用中止」 

   コ ロ ナ に 振 り 回 さ れ る 就 活 生 都 内 ・ 某 共 学 大 進 路 指 導 担 当  ( 参  照 日 :2022.10.18) 

https://mainichi.jp/premier/business/articles/20200715/biz/00m/020/007000c 

   Japan Data 新型コロナの不安が旅行意欲に 

   影落とす  : 米国人より慎重な日本人  (参照日 :2022.10.18) https://www.nippon.com/ja/japan-

data/h00754/ 

 東洋経済オンライン   医師が証言｢羽田空港関係者の感染が増加｣の悲鳴 

 (参照日:2022.11.1) 

https://toyokeizai.net/articles/-/443712 

   PR TIMES (参照日:2022.10.20) 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003926.000002581.html 

 ビジドラ   ストックオプションとは？仕組みやメリット、種類から導入の 手続きや注意点まで解説(参照日:2023.1.2) 

https://www.smbc-card.com/hojin/magazine/bizi-dora/finance/stockoption.jsp 

  

https://mainichi.jp/articles/20201027/k00/00m/020/319000c
https://mainichi.jp/premier/business/articles/20200715/biz/00m/020/007000c
https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00754/
https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00754/
https://toyokeizai.net/articles/-/443712
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003926.000002581.html
https://www.smbc-card.com/hojin/magazine/bizi-dora/finance/stockoption.jsp


22 

 

⑦A35 中嶋冬音 

高齢者の運転講習を強化することで高齢者による車の事故は減るのか 

私は高齢者の運転講習を強化することで高齢者による車の事故は減るのかと言う問いを立てた。なぜこの問いを立て

たのかと言うと最近ニュースで高齢者による自動車交通事故を目にすることが多いからだ。まず、結論から言うと可能であ

ると考える。この問題は運転する側だけでなく周りにいる人のことも巻き込み命に関わるので今すぐ見直すべき非常に重

要な問題である。私はこの問題をいち早く解決する為にこの問いを立て詳しく考えてみた。 

 

第一章 高齢者事故の予備知識 

自動車の死亡事故件数は高齢者が最も多く、80歳以上の死亡件数は 16歳から 24歳の死亡事故件数の約 2倍の

数である。(図①)また、年々交通事故発生件数自体は減少している傾向にあるが高齢者運転関与事故の件数は増加して

いる。(図②)この 75 歳以上の高齢者運転関与事故の主な原因は操作ミスである。このうちブレーキとアクセルの踏み間

違いが最も多い。75 歳未満はブレーキとアクセルの踏み間違いが 0.8%に対して 75 歳以上の高齢者は 6.2%である。

次に多く見られるのが信号ミスなどの安全不確認である。(図③) 

 

第二章 高齢者運転講習の現状 

現在、高齢者運転講習というものが設けられている。高齢者運転講習は 75 歳以上の人が免許を更新する際に設けら

れる制度である。まず最初に認知機能検査で認知症の恐れがないかを確認する。そこで合格した者は講習を受けること

が可能である。講習の主な内容の一つ目は交通事故の実態や運転者の心構え、安全運転の知識などといった座学講義。

二つ目は動体視力、夜間視力、視野検査などの運転適性検査。最後は S 字カーブや一時停止など課題に沿った実車指

導である。 

 

第三章 根拠①認知症の確認が甘い 

先程上記で述べた通り、高齢者運転講習の前に認知機能検査を通して認知症の恐れがないかを確認する。検査の種

類は二種類あり一つ目は検査時点での年月日や曜日、時間を回答する時間見当識。二つ目は十六種類のイラストを記憶

し、後から思い出して回答するという手がかり再生の二種類である。これらのテストでは判断力や記憶力が試され認知症

の恐れがないかを確認することができる。この検査で 36 点未満の者は認知症の恐れがあるとされ病院での診断が必要

である。36 点以上は認知症の恐れなしとなり講習を受けることができる。ここで 36 点未満の者は病院で認知症検査を

行うがここで認知症と診断されると免許更新不可になる。逆に認知症でないと診断された場合 36 点以上の者と同様に

運転講習に参加することが可能になる。しかし私は、最初の認知機能検査の段階で認知症の恐れありでも十分危険だと

考える。最初の認知機能検査に合格していないということは記憶力や判断力が低下しているということを示す。例え、医師

に認知症でないと診断されたとしても信号無視やブレーキとアクセルを踏み間違えるといった判断ミスを起こし事故を起こ

す可能性が非常に高くなると考えられる。実際に第一章で述べた通り高齢者運転関与事故の主な原因は操作ミスが最も

多いので認知機能検査を強化する必要があると考えられる。 

 

第四章 根拠②実車指導の意味がない 

実車指導とは実技のことであり第二章で述べた通り教習所のコース内を実際に運転し、課題に応じて安全運転ができ

るか指導員が隣に付き添い確認しながら行う。ここで実際に運転講習の実技に参加した人の感想を見てみた。実車中に

何度も縁石に乗り上げ車庫入れを三回もやり直していた女性が一人、そして車庫入れが苦手な男性が一人いた。しかし、

隣に付き添っている指導員はこの二人に適切なアドバイスは何もなかった。そしてそのまま講習は終わり免許更新へと進ん

だ。これではせっかくの実車指導の意味が何もないと思われる。このように何度も縁石に乗り上げ車庫入れを三回もやり

直した女性や車庫入れが苦手な男性に適切なアドバイスがないと、実際同じようなことをしてしまう可能性があり事故を起

こす確率は非常に高まると考える。 
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第六章 解決策 

まずは認知機能検査と実車指導を強化することだ。具体的に言うとまず認知機能検査で認知症の恐れありの者の指導

を徹底することだ。第三章で述べた通りやはり認知症の恐れありの時点で判断力、記憶力は欠けているので非常に危険

であり事故を起こす可能性は高まると考えられる。したがって医師に認知症でないと診断されたからと言ってそのまま講習

に参加させるだけでなく、一度テストに落ちている者は特別講習として運転技術や知識を丁寧に教えることが大切である。

そうすることで事故を起こしやすい傾向や危険性を自覚することができ、日頃から慎重に運転する高齢者は増加すると考

える。次に強化すべき点は実車指導は現在何の意味も持たないくらいの緩さであるので安全運転でない場合はしっかりと

その者に合う適切なアドバイスを指導員がすることだ。そもそもアドバイスがないまま免許更新を進めることは非常に意味

がなく危険である。安全運転ができるようになる為に設けている実車指導なのでこのような制度を設けることが大切であ

る。そしてこのように高齢者の運転講習を強化するとともに高齢者運転講習の年齢を引き下げることが必要だと考える。現

在、高齢者運転講習は 75 歳以上からとなっている。しかし、乱暴な運転が癖になっている場合、すぐに癖が直るとは考え

にくいと思われる。したがって高齢者運転講習の年齢を引き下げることが大切だと考える。 

 

第七章 サポカーについて 

ここまでを見て自動運転であったりセンサーによって前方の障害物を発見する機能を持つ車、通称サポカーを導入する

ことで解決するのではないかと考える人も多いと思う。確かに衝突の可能性がある場合に運転者にブザーで警告をしてく

れたりそれでも回避操作が行われない場合に自動でブレーキを作動させるなどと言った機能、また追加機能としてペダル

踏み間違い時に加速を抑制する装置などがついているため安全に見える。しかし、それを実現するためには、沢山の技術

と更なる開発が不可欠となる。このことを考えると運転する側を強化する方が早いと同時に重要になってくる。また、自動運

転はあくまで補助であり完璧に事故を防ぐものではない。だが、勘違いをして安心しきって気が緩む人が増加する恐れが

あると考える。このことを踏まえ、サポカーを導入することで事故を防ぐ補助をしてくれるため安全性は上がるが運転する側

も危機感を持ち変わらなければ事故は減少しないと考える。したがってまずは高齢者運転講習を強化し、一人一人が危機

感を持つことが大切だ。今のうちに強化することでもし将来、サポカーが世界で広まった時に事故はより減少するだろう。 

 

参考文献 

高齢者運転講習内容 https://ziplus.jp/licenserenewal 

認知適性検査内容 https://ziplus.jp/cognitivetest 

実車指導の実際の感想 https://www.automesseweb.jp/2019/07/13/175847 

自動運転について https://toyokeizai.net/articles/-/294057?page=6  

(図①) 

  

 

https://ziplus.jp/licenserenewal
https://ziplus.jp/cognitivetest
https://www.automesseweb.jp/2019/07/13/175847
https://toyokeizai.net/articles/-/294057?page=6
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(図②) 

 

(図③) 
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⑧A35 下岡玲音 

フェアトレードラベル刷新によってフェアトレードを拡大することで大量生産大量消費を防ぐことに繋がるか 

  

第 1章 

 近年私たちには持続可能な社会が求められている。その中で私は大量生産、大量消費について注目した。 

 ファストファッションや食など様々な商品が大量生産、大量消費され、今や近年のトレンドとも言える。世界が頼りきってい

ると言っても過言では無い。その影響は大きく、具体的な例を挙げると食品ロスや環境汚染、SDGs12「作る責任使う責任」

などだ。そこで私は、解決策としてフェアトレードについて考えた。フェアトレードにおけるポイントは様々である。参考文献に

よると、 

 

フェアトレードとは、対話・透明性・尊重の理念に基づいた取引関係のこと。フェアトレードは、国際貿易の場におけるより大

きな公平性を追求する。(フェアトレード・リソースセンター 2008、 p.18) 

 

とあり、またフェアトレードの 11 のポイントの一つより「持続可能な生産と生活に必要とされるフェアな対価を支払うこと」

(フェアトレード・リソースセンター 2008、 p.20)とある。すなわちフェアトレードとは、生産者が公正な利益を受けられる様

にする活動又は組織のことである。フェアトレードは当初、ワールドショップでの販売を行なっていたが、ワールドショップ以

外でのフェアトレードコーヒー販売を可能にするために、フェアトレードラベルが生み出された。そのためラベルは、生産者

がフェアトレードの社会的、経済的、環境的な基準を遵守していることの証明として使われている。しかしフェアトレードの課

題点として、認定の手続きに費用がかかるためラベルがついていないフェアトレード商品もあり認知に繋がりにくい点やフ

ェアトレードラベルによって新しくできた市場に営利目的で参入する企業が出てくる危険性があるため時間がかかる、また、

扱いにくいと言った点がある。 

 実際に企業が参入した例として、2005年 9月イギリスの新聞ガーディアンには「疑うべきか喜ぶべきか」という見出しで

ネスレへのフェアトレードラベル導入について意味深な見出しをつけ、フェアトレード市場への介入を危惧した。その他にも

スターバックスでは、一部フェアトレードラベルを貼ったコーヒーが売られており、マクドナルドでは 2005 年の秋からフェア

トレードコーヒーを米国の 658 店舗で展開することを発表したと言った事例がある。(フェアトレード・リソースセンター 

2008、 p.23) 

それらを踏まえた上で論題の解決のため 2つの根拠から説明する。 

 

第 2章 

 一点目はフェアトレードによって大量生産大量消費は防ぐことができるのかである。しかしこれに関しては、フェアトレード

の存在そのものが大量生産大量消費を防ぐ要因の 1 つになっているといえる。大量生産、大量消費は安い価格を実現す

るため、農薬や農品を多く使用している。 

 そこで示すのはフェアトレード機構が定めている国際フェアトレード基準である。それぞれ 3 つの観点があり、経済的基準、

社会的基準、環境的基準である。その 1 つ、環境的基準には、農薬、薬品の使用削減と適正使用、有機栽培の奨励、土壌、

水源、生物多様性の保全、遺伝子組み換え品の禁止がある。そのため、薬品の抑制によって大量生産、大量消費は防ぐこ

とができるといえる。 

 

第 3章 

 ニ点目にラベルの刷新はフェアトレードの拡大につながるのかを根拠に挙げる。目から得られる情報は多く、約 80%と言

われている。ではいいデザインとはどのようなものなのか。そこで私は二つの根拠から考える。 

 スターバックスは2011年にロゴを変更した。売り上げを見てみると前年度、前々年度と伸び悩みがあったものの変更後、

増加傾向になっている。(2015年に上場を廃止変速決済のため省略されている) 
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 ユニクロでは 2006 年にロゴを変更したのち、業績を伸ばし今では、国内売り上げを海外売り上げが上回るという結果

をもたらした。近年の需要増加に加え、ロゴの改変によって認知が広まったと考えられる。さらにデザインの観点から見ると、

二つの事例にはどちらにも彩度の高い色が使われている。そういった意識をせず人目を引く目立ち方を誘目性という。(永

田 2007、p.60)つまり、企業イメージに沿ったデザインは人の心理的影響力があると考える。 

 このように組織の顔になる刷新はとても重要である。下図は、現在のフェアトレードラベルとフェアトレードラベルの起源を

元にして考案したデザイン案である。上 9 枚は誘目性の高い色を集めたもの、下 9 枚はそれぞれの背景での誘目性を比

較したものである。やはり彩度の高い色がより認識されやすい傾向にあるのがわかる。 

 2つの根拠から、現在のデザインではなくよりフェアトレードの顔になるようなデザインの必要性は高いと言える。 

 

第 4章 

以上の根拠から結論として、第 2章での大量生産、大量消費におけるフェアトレードの有効性や第 3章のフェアトレードラ

ベルの刷新の必要性を踏まえ、ラベルによって１つのブランドとして確立することでラベルを認識へと繋げ、フェアトレードの

拡大を消費者に補助してもらう。 

すなわち、ラベルの刷新というマーケティングはフェアトレード拡大につながり、大量生産、大量消費を防ぐことは可能であ

る。 

国際フェアトレード基準 
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裁判員法第六七条は、改正するべきか 
～日本・アメリカ・フランスを比較する～ 

近江兄弟社高校 
A31 22番　辻　奈穂彦 
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要約 
　本論文では、裁判員制度の評決方法を改めるべきかと、どのように改めるべきかを研究
した。現在、日本では市民参加型の裁判、 裁判員裁判を行っている。3人の裁判官と18歳
以上の選挙権を持つ市民から無作為に選ばれた6人の市民が話し合い、判決をする。過半
数以上の多数決制について、私は問題点があると考え、良策を検討した。まずは、アメリ
カ合衆国とフランスの2つの評決方法と裁判員制度を比較し、考えた。次に、裁判以外の
さまざまな決定方法から多数決制と全会一致制のメリット・デメリットを探り、150人を
対象に行ったアンケート結果から再度考察し、結論を出した。そして、「裁判員の参加す
る刑事裁判に関する法律（以下、裁判員法）」第六七条は、改正するべきだと考えた。評
決方法は、「3分の2以上の賛成を要する多数決制」に変え、より少数意見、裁判官の考え
を反映できるようにしていくべきだという結論に至った。 

断り書き 
　本論文は、裁判員制度の評決方法のみを論じており、人数に関しては現行の裁判員制度
と同様に裁判官3人と裁判員6人、計9人で考えている。 
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第1章　はじめに 

　私は、大学に進学し、法学について学んでいくつもりだ。理由は、法曹の活躍の場であ
る「裁判」に興味を持ったからだ。そこで、私は日本の「裁判員の参加する刑事裁判に関
する法律（以下、裁判員法）」の第六七条に示されている裁判員制度の評決方法に疑問を
持った。なぜ日本は、評決方法を過半数以上の賛成による多数決制にしているのか。裁判
官3人、裁判員6人の合計9人という少ない人数で行われるこの評決方法が、被告人の人生
を左右するにあたってふさわしいものなのか甚だ疑問であった。伊藤 真の「なりたくな
い人のための裁判員入門」では、この評決方法について『裁判員という「国民」の多数意
思によって、被告人という少数者の人権が脅かされる可能性がある』（伊藤　2009, 
p.123）と強く批判されている。18歳以上の誰もが参加する可能性のある裁判員裁判であ
るため、現在の裁判員裁判について知り、考えることは重要だ。こういうわけで、私は本
論文で評決方法の改定を論ずるに至った。 
　2022年4月1日より「民法の一部を改正する法律」が施行され、成年年齢が18歳に引き
下げられた。同時に、裁判員に選ばれる年齢も「20歳以上」から「18歳以上」に引き下
げられた。言い換えると、私たち高校3年生も、2022年秋に作成される2023年分の裁判員
候補者名簿に記載され、選任される可能性があるということだ。高校や大学の学生などは
辞退することも可能になっている。改正少年法も同年4月1日より施行され、私たち18歳は
「裁かれる立場」「裁く立場」の両方に就き、今まで以上に社会の一員としての責任が重
くなった。「裁判員裁判」という言葉は聞いたことがあるけれど、よく知らないという人
には、ぜひ多くのことを知ってもらいたいと思う。 

第2章　本論文で使用する諸概念 

　第1節　裁判員制度とは 

　　（1）概要 
　裁判員法の施行は、2009年5月21日より始まった。目的は、裁判に対する国民の理解を
広げ、司法への信頼を高めることだ。令和3年における裁判員裁判対象事件の新受人員1

は、793人で、地裁刑事通常第一審事件全体の約1.2％を占めている(図α）。罪名別にみ
ると、殺人罪が最も多く、次に強盗致傷罪、現住建造物等放火罪となっている。このよう
に、裁判員裁判の対象事件は、一定の重大な犯罪かつ地方裁判所で行われる刑事事件であ
る（図β）。 

 起訴された被告人の員数又は他の裁判所から移送等によって受理した被告人の員数。1
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　　（2）裁判員法第六七条 
　第六十七条　前条第一項の評議における裁判員の関与する判断は、裁判所法第七十七条
の規定にかかわらず、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の
意見による。 
２　刑の量定について意見が分かれ、その説が各々、構成裁判官及び裁判員の双方の意見
を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは、その合議体の判断は、構成裁判官
及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで、被告人に最も不
利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による。 

　　（3）職務内容 
　日本は、裁判員制度という諸外国の陪審制度や参審制度とは異なる独自の制度を採用し
ている。第六七条を要約する。事件ごとに18歳以上の市民から無作為に選ばれ任命された
6人の裁判員と3人の裁判官が、合議体を形成し、被告人が有罪か無罪かの判断、有罪の場
合にはどのような法令を適用するか、どのような種類・重さの刑を科すのかの決定に、対
等の権限を持って関与する。評決 方法は、過半数以上の賛成を要する多数決だ。しか2

し、被告人にとって不利益な決定をする場合は、裁判官が必ず多数意見に1人以上賛成し
ていることが必須とされている。 

　第2節　アメリカ合衆国の陪審制度とは 
　陪審制度は、戦前の日本、現在ではアメリカ合衆国やイギリスなどで採用されている。
アメリカ合衆国では、イギリスの植民地時代から陪審制が導入されていたが、独立後も多
くの州で維持され、1787年にアメリカ合衆国憲法で正式に制定され、運用された。アメリ
カ合衆国の陪審制度では、事件ごとに18歳以上の市民から無作為に選ばれた12人の陪審員
が、重大事件の公判審理に参加し、陪審員のみによる評議を行い、起訴事実について被告
人が有罪か無罪かを判断するものである。陪審裁判が行われるのは被告人が無罪を主張し
た事件についてのみである。有罪とされた場合、どのような種類・重さの刑を言い渡すか
は、裁判官によって決められる。評決は、全員一致 であることが必要とされている。 3

　第3節　フランスの参審制度とは 
　参審制度は、フランスやドイツ、イタリアなどで採用されている。フランスでは、1941
年のヴィシー政権化で、初めて参審制度が導入された。フランスの参審制度では、23歳以
上の市民から無作為に選ばれた参審員が任期制で務める。6人の参審員と3人の裁判官が合
議体を形成し、被告人が有罪か無罪かの判断、有罪の場合にはどのような法令を適用する

 裁判において、判決を合議により決めること。2

 一部の州では、10票以上の賛成を必要としている。3
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か、どのような種類・重さの刑を科すのかの決定に、対等の権限を持って関与する。評決
方法は、多数決で行い、有罪には6人（3分の2）以上の賛成、量刑 には過半数以上の賛成4

を必要としている。 

第3章　本論 

　第1節　3か国の比較・検討 

　　（1）3か国の比較から分かること 

　まず、第2章で記したことをまとめた（図γ）。オレンジ色の文字で書かれているとこ
ろは、3か国の中で唯一異なる部分を示している。評決方法に関しては、3か国すべての国
で異なるため、緑・黄・青で表している。3か国の比較から分かることの1つ目は、3か国
すべてで評決方法が異なっている点だ。2つ目は、日本とフランスは似ている点が多い点
である。評決における賛成人数以外は、ほとんどが同じだ。3つ目は、3か国とも有罪・無
罪を決めるのは市民である点だ。 

　　（2）日本はなぜ多数決制なのか 
　3か国を比較してみて、日本は最も市民参加制度を導入したのが最も遅かったのに、あ
えて2か国と違う過半数以上の多数決制にしたのか疑問に思った。例えば、アメリカは、
旧宗主国のイギリスの影響を受け、陪審制を採用している。では、なぜ日本は、前例が
あったのにも関わらず、独自の制度を選んだのだろうと考え、2人の弁護士に質問をし
た。1人目の回答は、「民主主義のもとでは、最終的に、正しいかどうかは別にして、多
数意見で決めるほかに方法はないものと考えているから」だった。2人目の回答は、「憲
法で、国民は裁判を受ける権利を有しているので、全員一致で結論が出ない場合、人を裁
けないことになる。過半数の多数決については、市民の意見を尊重しているという面があ
る。もし裁判官3人が有罪を支持しても、市民が多数で無罪を支持すれば、市民の多数意
見の結論になる」だった。よって、多数決制は、日本の民主主義、憲法が裁判にも影響し
た結果だと考えられる。しかし、日本国憲法は、終戦後アメリカのGHQが草案したた
め、ある意味アメリカに間接的に影響を受けているとも言えるのではないだろうか。 

　　（3）裁判員経験者の評価 
　次に、それぞれの国で裁判に参加した人々の参加後の感想を比較する。令和3年度の日
本の裁判員経験者に対するアンケート調査結果を調べた。まず、「議論における充実度」

 裁判所が、被告人に対して言い渡す刑を決めること。4
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をみてみる(図δ)。回答者5051人の中で、「十分に議論できた」と答えた人は全体の76.9%
で、多くの人が議論に満足していることが分かる。次に「裁判員として裁判に参加した感
想」をみてみる(図ε)。回答者5051人の中で、「非常によい経験と感じた」と答えた人は、
全体の64.4%である。裁判に参加してみて、よい経験だと感じた人は、合計で97.1%にも
及ぶ。この２つのデータから、日本の裁判員制度に対する評価は高いと言える。 

　　（4）陪審員経験者の評価 
　2014年の調査からアメリカ合衆国の陪審員経験者の感想をみてみる。ほとんどの陪審員
の中で最もストレスに満ちた局面は、陪審評議だという。評議が困難を伴った時、裁判官
は評議への干渉を避けるため、陪審員だけで評議を進めていかなければならない。評議の
長期化、誤判に対する恐怖、陪審員間の論争、と陪審員が過ごさなければならない評議室
は、このような困難に満ちている。裁判官からの説示も十分にされていない陪審員が、こ
の点にストレスを感じることに疑問の余地はない。裁判が終わると、多くの陪審員は、達
成感や安堵感を覚えるという。しかし、その一方で陪審義務に対する不満の声も多くある
と某州の裁判所が行った出口調査では確認されている。つまり、アメリカ合衆国の陪審制
度は、国民の批判も少なくはないということだ。 

　　（5）参審員経験者の評価 
　フランスの参審員経験者の感想をみてみる。2009年にフランスでインタビューされた
記事を調べた。「多くの人々が参加してよかった」、さらに「中には、司法制度に対する
信頼が高まった」との感想を述べている。また、サントメールの参審員の方は「評議では
必ずしも意見が一致したわけではないが、参審員の間に団結意識が感じられ、判決はみん
なで出したと実感できた」と述べている。合議体として行った議論の充実度が、参審裁判
への評価を良好にしていると考えられる。こちらの記事は、2009年と古いデータである。
しかし、フランスは1941年に参審制度が始まって、すでに60年以上が経っている。60年
経ってもなお変わらないのは、国民の評価が高いからだと考えられる。 

　　（6）第1節のまとめ 
　3か国の比較、評価をみてきた上で、良策を考える。裁判員制度と参審制度は似ている
点が多く、どちらも評価は高かった。しかし、2か国と異なっていたところが多かった陪
審制度の評価は低いという違いが出た。裁判員制度と参審制度は、評価も高く、議論も充
実しているので、最終的な評決に良い影響を齎していると言えるだろう。 
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　第2節　裁判以外の意思決定手法 

　　（1）国際連盟 
　裁判以外の意思集約方法の例、1つ目は国際連盟を挙げる。国際連盟は、第1次世界大戦
後の1920年に設立された国際機関だ。「国際協力を促進し、平和安寧を完成する」を目
的として設立された。総会は一国一票で、決議は「全会一致の原則」を根底にしていた。
国際連盟は、地域紛争の解決などに一定の成果を挙げたものの、ファシズムの台頭や第二
次世界大戦の勃発を防ぐことができなかった。その原因と言われる一つが、「全会一致の
原則」だと考えられている。一国でも反対すれば重要な事項であっても何も決められず、
迅速に有効な対応が取れなかったからだ。このように、決定に時間がかかるところは、全
会一致の一つの弱点と言える。 

　　（2）国際連合 
　2つ目は、国際連合を挙げる。国際連合は、国際連盟での失敗を踏まえ、国際の平和の
安全を維持するため、1945年に設立された。総会は、すべての加盟国の代表から構成さ
れ、各国はそれぞれ1票の投票権を持つ。平和と安全保障、新加盟国の承認、予算のよう
な重要問題についての決定は3分の2の多数を必要とする。安全保障理事会は、常任理事国
5か国（中国、フランス、ロシア連邦、イギリス、アメリカ）と、総会が2年の任期で選ぶ
非常任理事国10か国で構成されている。実質事項に関する決定には、5常任理事国の同意
投票を含む9理事国の賛成投票が必要だ。常任理事国の5か国は、「拒否権」を持つ。拒否
権の行使は、決議を拒否する力を持ち、結果的に決議は否決される。これは、裁判や国連
総会にはみられなかったポイントだ。実際に、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をめ
ぐり、2022年2月には「ロシア軍の即時撤退などを求める決議案」、同年10月には『ウク
ライナ東・南部州で親露派が強行した「住民投票」を非難する決議案』が安全保障理事会
に提出されたが、ロシアが拒否権を行使し、決議は否決となっている。このように、特定
人数に「拒否権」を持たせることは、要人の意見を反映させることができる反面、物事が
決まりにくいところがある。 

　　（3）国会 
　3つ目は、国会を挙げる。ここでは、法律が成立するまでの流れに注目する。まず、法
律案は衆議院、参議院いずれかの議院に提出され、本会議で審議される。議院としての最
終的な結論を出すため、採決を行い、出席議員の過半数が賛成すれば可決となる。最初の
審議が終わった法律案は、もう一方の議院に送られ、同じ流れで最終的な結論を出す。衆
議院、参議院の両院の議決が一致すると法律として成立する。一致しない場合は、衆議院
での再議決や両院協議会の制度が定められている。「多数決の原理」は、民主政治の原則
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に基づいている。日本は間接民主主義国家で、国民が選挙で議員を選ぶ。しかし、「一票
の格差」が大きい現状では、民主主義自体が実現できていないのではないかという指摘も
ある。 

 　第3節　調査結果 
　 

　　（1）調査概要 

　150人を対象に、Google Formsでアンケート調査を行った。最初に、回答者の年齢、職
業、自己評価で知識のレベルを聞いた。次に、旅行に行く場所の決め方、裁判員裁判の評
決方法で最も良いと思うものを聞いた。その後、現行の過半数・多数決の問題点を提示
し、それに対する意見を聞いた。それを踏まえた上で再度、最も良いと思う評決方法を尋
ねた。いずれも、9人で話し合うことを想定にした。最後には、「もしあなたが裁判員に
選ばれたら、参加したいか」ということを尋ねた。以上、7問の質問をアンケート調査で
行った。 

　　（2）年齢・職業－質問① 
　回答者の年齢層は、10代が51％で最多、50代が18％、40代が12％と順に続いている
（図ζ）。職業層は、高校生が47%で最も多く、会社員・公務員が7%、弁護士が6%と続
いている（図η）。職業のさらなる詳細は、人数で示している（図θ）。年齢層は、10代
から60代まで幅広く、職業も学生から弁護士まで、さまざまな職業の方々に答えていただ
いた。 

　　（3）法律に関する知識レベル－質問② 
　法律に関する知識量で後の回答が変わるのではないかと考えたため、自己評価で法律に
関する知識レベルを聞いた。レベルは、1～5まで設定した。レベル1は、「裁判官、検察
官、弁護士などの司法に関する用語を知っている、耳にしたことがある」という程度。レ
ベル2は、「レベル1～3の間→レベル1の用語の意味が分かる」という程度。レベル3は、
「『現代社会』を履修した程度の知識がある。三審制や控訴、上告などの意味が分かる」
という程度。レベル4は、「レベル3～5の間→レベル3より発展した知識がある。殺人罪
と傷害致死罪の差などがわかる」という程度。レベル5は、「法曹、法学部生→法律に関
して十分な知識がある」という程度。結果、レベル3が47.3%で最も多かった（図ι）。
回答者は、平均的な知識を持った上で、以下の質問に回答している。 
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　　（4）旅行の行き先の決め方－質問③ 
　人々が、日常生活の場面で行う決め方はどのようなものなのか、またそれは裁判での決
め方と違うのかを調べたかったため、9人で旅行に行く場所の決め方を3択で聞いた。選択
肢1つ目は、「5人（過半数）以上の賛成を要する多数決」、2つ目は、「9人全員一致」、
3つ目「6人（3分の2）以上の賛成を要する多数決」である。結果は、50.0%で「9人全員
一致」が最も多かった。2番目は「6人以上の賛成を要する多数決」で、「5人以上 
の賛成を要する多数決」が最も少なかった（図κ）。全員一致を選んだ人の理由を紹介す
る。「せっかく旅行に行くなら全員が納得した場所で楽しみたいから」という理由が多
かった。他には、「旅行はお金を払っていくので、みんなが納得した場所に行きたいか
ら」という理由もあった。 

　　（5）評決方法1回目－質問④ 
　ここから本題の評決方法に入っていく。あなたが裁判員に選ばれ、裁判官3人、裁判員6
人で、被告人の有罪・無罪と量刑を決めるとき、全員が納得できる最も良い方法はどれか
尋ねた。3つの選択肢は、質問③と同様である。結果は、48.0%で、「6人以上の賛成を要
する多数決」が最も多かった（図λ）。多かった理由は、「全員一致は時間がかかって難
しいが、過半数では不安要素があるから」というものだ。他には、「全員一致には、同調
圧力が働いてしまう」という懸念の声もあった。次に多かったのは、「9人全員一致」で
42.0%だった。また、予想通りに旅行の行き先の決め方とは異なり、裁判という被告人の
人生を決める場面では判断が慎重になることが分かった。 
　 
　　（6）問題点に対する意見－質問⑤ 
　裁判員制度で問題視されている点についての意見、感想を尋ねた。過半数の多数決制で
評決を行った場合、プロの裁判官は「2対1」で無罪のほうが多くなっていても、5対4で、
結論は有罪（図μ）。差は1票分である。被告人にしてみれば、専門家の過半数が無罪と
言っているのに有罪にされるのは納得がいかないのではないかという点について尋ねた。
様々な意見があったが、多かったものをいくつか紹介する。1つ目は、「専門的な知識の
ない市民が単なる情に任せて、誤った判断が下されることがあってはならないので、最終
的には、裁判官の判断が優先されるべき」という意見。。2つ目は、「納得いかなければ、
控訴すればいいから、問題ない」という意見だ。3つ目は、「裁判官の判断と市民の判断
内容に優劣はないため、この結果は仕方がない」という意見だ。納得、不服さまざまに意
見は割れたが、納得できない側の意見の方が多かった。 

　　（7）評決方法2回目－質問⑥ 
　質問⑤を踏まえた上で、再度、質問④と同じ質問をした。すると、最多は「6人以上の
賛成を要する多数決」で変わらなかったが、46.7%に減少した（図ν）。そして、「9人
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全員一致」が、46.0%に増加した。先ほどの問題点を知ると、より一層1人の意見を大切
にしたいと考える人が増えたからかもしれない。 

　　（8）裁判員への参加意欲－質問⑦ 
　この質問は、少し論題とは離れるが、裁判員に選ばれても辞退する人が多いと言われて
いる現状を知りたかったので、調べた。参加したいと答えたのは、150人中39人で、その
他は参加したくないと答えた。参加したい人は、「裁判に興味がある」や「選ばれたなら
参加するのが、国民の義務だ」という理由だ。参加したくない人は、「単純にめんどくさ
い」という理由や「人の人生を決めるようなことに責任が重すぎる」、「事件資料を見た
りすることで、精神的に病みそうだ」という心配を抱えている。 

　　（9）第3節のまとめ 
　結果、アンケートで最も多かったのは、「6人（3分の2）以上の賛成を要する多数決
制」を支持する回答だった。生活の中では、多数決も多く使われているが、裁判という責
任の重い場では、人々は慎重に、判断を吟味する傾向があると分かった。質問⑤で、「納
得いかなければ、控訴すればいい」と答えた人がいたが、一度有罪判決が出たものを完全
に消すことはできない。四代死刑冤罪事件の1つ、免田事件の元被告人、免田栄さんは、
再審無罪を勝ち取ってもなお、元死刑囚という烙印は消えず、中傷に苦しんだという。ゆ
えに、三審制だからといって、判決は軽視するべきではない。 

第4章　おわりに 

　第1節　結論 

　私は、裁判員法第六七条は、一部改正するべきだと考える。評決方法は、現行の「過

半数以上の賛成を要する多数決制」から「3分の2以上の賛成を要する多数決制」に変える
べきだ。現行の制度と同様に、裁判官3人と裁判員6人で合議体を形成するところと、被告
人に不利益な決定をする場合は、裁判官が必ず多数意見に1人以上賛成していることが必
須とする取り決めは変えるべきではない。根拠の1つ目は、裁判以外の意思決定方法から
みえたメリット・デメリットだ。やはり、全員一致の1番のデメリットは、時間がかかる
という点だ。各々が評決に拒否権を持っていることで、1人が賛成しなければ、説得にか
かる時間はどうしても増えてしまう。また、日本人の文化的に、集団主義が根付いていた
り、バンドワゴン効果 と呼ばれるものもある。もし1人が賛成していなくても、同調圧力5

 多数がある選択肢を選択している現象が、その選択肢を選択する者を更に増大させる効果。5
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に潰されてしまえば、1人の貴重な意見がないものとされてしまう。だから、日本人には
不向きではないかと考えた。過半数以上の多数決は、1票の差の重要さが感じられなかっ
た。例えば、量刑の決定で5対4票になった場合、1票の差で死刑が決まる。本来、多数決
は、少数意見を多数意見に反映するための決め方であるはずだが、この決まり方では、4 
人の意見を抹殺したことになる。選挙も同じで、死票と呼ばれる所以はここにある。だか
ら、過半数の多数決は、良案ではないと考えた。2つ目の根拠は、アンケート調査の結果
だ。実際、裁判員を務めるのは、市民であることから、このデータは論理立っていると言
える。根拠3つ目は、3か国の裁判に参加した経験者の評価だ。裁判官の説示が十分にない
と市民がストレスを抱えてしまう。議論の充実度を上げるためには、合議体であることが
必要だと考えた。以上の理由によって、裁判員法第六七条は、改正するべきという結論に
至った。 

　第2節　所感 
　今回の論題とは違ったところにもさまざまな課題が発見できた。驚くことに、回答者の

弁護士の9割が、現行の制度に反対する回答だった。実際、裁判で仕事をしたり、法律を
勉強すると、考え方は変わっていくのだろうかと思った。大学で勉強した後の自分の価値
観と今で、相違は生まれるのか、比較するのが楽しみだ。また、裁判員への参加意欲だ
が、やはり低いことが分かった。参加したい人が少ない現状でも関係なく、運次第で私た
ちも裁判員に選ばれる。どのようにすれば、市民の参加意欲が上がるのかを私も考えてい
きたいと思う。人を裁くのは、神ではなく、あくまで人だ。それゆえ、冤罪が生まれるの
は、仕方がないことではある。しかし、私たちの先入観を持たない第三者的視点が功を奏
することもある。裁判員制度は、私たちが司法制度にメスを入れることができるチャンス
だ。だから、裁判員に選ばれた際は、ぜひ参加していただきたいと思う。論文を書くにあ
たって、150人のアンケート回答者をはじめ、弁護士の方まで、本当に多くの人にご協力
いただいたので、ここに感謝の意を表する。 
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⑩A32 野﨑心 

予測不可能な災害増加に対し、IT活用と経験知でいのちを守ることはできるか。 

序章  

 『東日本大震災。』この言葉を聞いて知らない人はいないと考える。東日本大震災は、２０１１年３月１１日に起きた。

マグニチュード(Ｍ)は９．０。これは、日本国内観測史上最大規模、アメリカ地質調査所調査所(ＵＳＧＳ)の情報によれ

ば１９００年以降、世界でも４番目の規模だった。 

【内閣府防災情報のページ ２０１１ https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h23/63/special_0

1.html】この災害は地震の後、巨大津波が襲った。（図 1）そのときの映像は今でも覚えているが恐ろしかった。想像

を超える自然の恐ろしさに、私たちは翻弄された。そして私は、

近年災害が頻繁に起こっていることに脅威を感じている。想

像を超える災害にどう立ち向かうべきなのか。もし自分のまち

で起こっていたらどうなっていたか。そこでどうすればいのちを

守ることができるのか。近年発達しているＩＴ技術を活かせな

いかと思い、『予測不可能な災害増加に対し、ＩＴ活用と経験

知でいのちを守ることはできるか。』という論題を立てた。 

 

図 1 内閣府 防災情報のページ https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h23/63/special_01.html 

第一章 世界が抱える地球温暖化 

 ２１世紀の今、世界、地球全体が気候変動・地球温暖化の問題に直面している。 ２０１６年から始まった持続可能な

開発目標(SDGｓ：Sustainable Development Goals)の目標１３に『気候変動に具体的な対策を』という地球温

暖化に関連した項目がある。猛暑や暖冬、大雨、大型台風、ハリケーン、洪水、干ばつなど２０世紀後半から、世界の

多くの地域で異常気象が発生している。日本でも大雨や干ばつ、猛暑が続き問題になっている。今や『地球温暖化』

という言葉を耳にしたことがない人はほとんどいないと思う。その原因は、産業革命以来二酸化炭素などの温室効果

ガスを大量に排出してきた人間の活動によることはほぼ間違いないとされている。【気候ネットワーク ２００９ はじめ

に】だが大気現象は目には見えない。しかしＩＰＣＣの報告によると、世界の地上の平均気温は、１９０６〜２００５年の１

００年間で０．７４℃上昇した。２０世紀後半の北半球の平均気温は顕著な上昇傾向にあり、過去１３００年の中で最も

暖かった可能性が高いとされている。また、気温上昇速度も、温室効果ガスの増加に伴って急激に増している。(図

２）に世界の平均気温の推移を示す。過去 150年間の平均では１０年当たり０・０４５℃の上昇であったが、過去２５

年間の平均では同じ１０年当たりで０．１７７℃と、気温の上昇傾向は近年になり激しさを増している。「０．７４℃」は毎

日の気温変化と比較すると小さな変化に思われるかもしれないが、これは過去に文明社会が経験をしたことのない

急激な変化を意味している。１９世紀までの１０００年近くの間、地球全体の年間平均気温はプラスマイナス約０．２℃

しか動いていない。「１００年間で０．７４℃」がいかに急激で大きな変化であるかがわかる。【気候ネットワーク ２００９

 ｐ００９】  

https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h23/63/special_01.html
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第二章 豪雨 

 川瀬は、 

 

  地球温暖化によって変わってきているのは

気温だけではない。【川瀬 ２０２１  ｐ１５９】 

 

と言う。 

 気象庁は過去１００年を超える気象官署の

データなどから日降水量１００ミリ以上の大

雨日数が増加していると指摘する。一方で、

日降水量１ミリ以上の降水日数は現象して

いる。つまり、雨の頻度は減っているものの、

いったん降ると大雨になりやすい傾向にある

と言える。また、１９７０年代後半から観測を

開始したアメダスのデータを分析すると、１

時間に５０ミリ以上の非常に激しい雨あるい

は８０ミリ以上の猛烈な雨の年間発生回数

が増加傾向にあることがわかる。（図３）【川

瀬 ２０２１ ｐ１５９】 

 

 

 

図２ 気候ネットワーク ２００９ ｐ０１０ 

 

図 3  河瀬 2021  p160 
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第三章 異常気象と気候変動は異なる 

 地球温暖化に伴う気候変化は異常気象と混同されがちだが、この二つは明確に異なる。異常気象は３０年に１回以

下の出現率で発生する現象。気候が変化しなくても発生する。一方、地球温暖化による気候変化は、ベースになる気

候自体が徐々に変わっていく現象である。【川瀬 ２０２１ ｐ１５０】 

 

第四章 海外と比べて自然災害が多い日本 

 実は、日本は災害が多い国。日本の国土の面積は全世界のたった０，２８%。しかし、全世界で起こったマグニチュー

ド６以上の地震の２０．５%が日本で起こり、全世界の活火山の７．０%が日本にある。また、全世界で災害で死亡する

人の０．３％が日本、全世界の災害で受けた被害金額の１１．９%が日本の被害金額となっている。（図４）このように、

日本は世界でも災害の割合が高い国であることが分かる。【ＪＩＣＥ 一般財団法人 国土技術研究センター 

https://www.jice.or.jp/knowledge/japan/commentary09】 

 

 

 

 

 

 

図４ ＪＩＣＥ 一般財団法人 国土技術研究センター 

https://www.jice.or.jp/knowledge/japan/commentary09 

 

https://www.jice.or.jp/knowledge/japan/commentary09
https://www.jice.or.jp/knowledge/japan/commentary09
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第五章  『平成２６年８月豪雨』 

 気象庁は、平成２６年８月豪雨を「平成２６年７月３０日から８月２６日にかけて発生した大雨」と定義しており、８月１

９日から２０日に発生した広島の豪雨はそのひとつにあたる。広島県では８月２０日の未明から明け方にかけて、３時

間で２００ミリを超える大雨となった。広島県と山口県の県境付近では、積乱雲が次々と発生して一列に並び、線状降

水帯が形成された。（図 5） 

図 5 川瀬 ２０２１ 資料より 

この線状降水帯によって、広島市安佐北区三入のアメダスでは、ピーク時、１時間に１００ミリの猛烈な雨を観測した

ほか、県が設置した三入東の雨量観測局では午前４時までの１時間に１２１ミリもの雨量を観測した。この豪雨によっ

て、広島市安佐南区や安佐北区では土石流やがけ崩れなどの土砂災害が発生し、死者７７名、建物（住家）の全壊

１７９棟、半壊２１７棟の被害が出た。【川瀬 ２０２１ ｐ３２】 

 

第六章 線状降水帯とは 

 気象庁では線状降水帯を、「次々と発生する発達した積乱雲が列をなした積乱雲群によって、数時間にわたってほ

ぼ同じ場所を通過または停滞することで作りだされる、線状に伸びる長さ５０～３００キロ程度、幅２０～５０キロ程度の

強い降水をともなう雨域」と説明しています。簡単に言うと、直線状に持続する降水帯。しかし、多少移動したり、強弱

を繰り返したりして、結果的に積算すると線状に見える場合もある。線状降水帯は、降水域が狭いため少しでも降水

域からずれると、降水は急に弱まる。線状降水帯では記録的な大雨が降っても、わずか数キロずれるだけで、ほとん

ど雨が降っていないことがある。【川瀬 ２０２１ ｐ７９】 

 

第七章 天気予報・防災気象情報 

 私たちは、日常から天気予報を見る。また防災気象情報を見ている。防災気象情報には、「台風に関する気象情

報」、「府県気象情報」、「気象警報・注意報」、「指定河川洪水予報」、「土砂災害警戒情報」、「記録的短時間大雨

情報」、「竜巻注意情報」がある。それぞれの情報は、関連して段階的に発表されている。例えば、大雨の場合。大雨

の可能性が高まると警報や注意報に先立って「大雨に関する気象情報」が発表される。この情報は大雨が発生する

可能性がある約１日前(場合によっては２〜３日前)に「大雨の予告」として発表される。さらに半日から数時間前には

「大雨警報」または「大雨注意報」が発表され、浸水害や土砂災害に対してよりいっそう注意を促す。短時間で一気

に強い雨が降るような場合は、大雨が予想される直前の２〜３時間前に発表されることがある。そして、「大雨警報」

発表中に土砂災害発生の危険度がさらに高まった時は「土砂災害警戒情報」が発表される。またさらに大雨が激し

くなり、広い範囲で数十年に一度の大雨が予想される場合、最大級の警戒を呼びかける「大雨特別警報」が発表さ
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れる。これは、「重大な災害が起こるおそれ」が差し迫っている状態である。このように異常気象から身を守るために

は、激しい気象現象が予想されている時、どのような情報が発表されているかを知り、そしていざという時にしっかりと

情報を集めて、防災行動につなげることが重要。（一般財団法人日本気象協会 ２０１７ ｐ１１０～１１１） 

 

第八章  人と防災未来センター「ＢＯＳＡＩサイエンスフィールド」 

 ＢＯＵＳＡＩサイエンスフィールドでは広い世代の人たちに、楽しみながら最新の防災知識を学び、自然災害に備える

力を養うことができる。自然災害が起きたとき、自分や大切な人たちのいのちを守るためにどう行動すべきか。このフ

ィールドでは、自分で考え、判断し、行動できる力を身に付けることができる。【人と防災未来センター   http://plu

s-arts.net/info/dri_renewal/】このＢＯＵＳＡＩサイエンスフィールドには６つのフィールドがある。１つ目は、ディザ

スターウォール。地球上で起こる自然現象と人々の生活が交わることで自然災害が発生することを学ぶ。２つ目は、ジ

オ＆スカイホール。自然現象のメカニズムを学び、それが自然災害とどのように結びつくのか体験。３つ目は、ハザー

ドＶＲポート。地震や津波、風水害の現場を３６０°広がる VR映像と音声で体験。４つ目は、ミッションルーム。リアルに

再現された住居やコンビニで、自ら状況を判断して避難行動につなげるためのトレーニング。５つ目は、クエスチョン

キューブ。災害時の様々な場面を体験できる映像空間でクイズに答え、いのちを守る最善の行動力を身に付ける。６

つ目は、ディスカバリーラウンジ。防災・減災に関する最新の知識を学び、今後の取り組みや決意をメッセージとして

残す。【防災をサイエンスから考える https://kisspress.jp/articles/31615/img/#img59866】 

 

第九章  『自助』『共助』『公助』などによりいのちを守ることができた事例 

 一つ目は、長野県飯山市吉地区で、小規模な土砂崩落により土砂災害警戒区域内に位置する人家３戸へ土砂が

流出。土砂が流出した人家の居住者を含む３９名の住民が避難し、人的被害を免れた。これは、避難勧告を出した

「公助」、避難勧告を契機として避難した「自助」、日頃から住民同士の声かけにより、危険を感じる状況になったら

早めに避難しようという認識を住民間で共有していた「共助」によるものであった。２つ目は、岐阜県郡上市大和町

島地区で、過去に土砂災害が発生しており、斜面崩壊による再度の土砂流出の恐れがある箇所において、岐阜県が

雨量計や伸縮計を設置、その計測値を基に郡上市が避難勧告を発令し、土砂災害警戒区域内に位置する１２世帯

が斜面崩落前に避難することができた。これも雨量や伸縮計の計測値の情報を基に、崩落する７日前に避難勧告を

発令、前日に避難指示を発令した「公助」、避難勧告発令を契機として避難した「自助」、避難勧告発令となる雨量

や伸縮計の計測値の基準になったら事前に避難しようという認識を住民間で共有していた「公助」によるものだっ

た。【「公助」、「共助」、「自助」により助かった事例 https://www.mlit.go.jp/river/sabo/%20210830_R3.8

_hinanjirei.pdf】 

 

第十章 過去の災害から学ぶこと 

 これまでも、地震、洪水、台風、津波などさまざまな災害が繰り返されてきた。地震の場合、断層の活動によって引き

起こされるものだが、多くが何百年の時を経て繰り返されてきている。そのため近年は、いつ起こりうるのかが大まか

だがわかるようになってきた。だが時に不意打ちに起こることもある。しかし起こるとわかっていれば、備えることがで

きる。例えば大昔は、地震の場合建物の倒壊により亡くなる人が多かった。そこで地震に強い建物が生まれた。しかし

地震によって引き起こされる問題は場所や時、天気によってさまざまであることがわかった。地震により、火災が起こっ

たり、地すべり、土砂災害、時に地すべりが川の水をせき止め洪水が起こりそして何日か後に下流にむかって土砂災
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http://plus-arts.net/info/dri_renewal/%E3%80%91%E3%81%93%E3%81%AE%EF%BC%A2%EF%BC%AF%EF%BC%B5%EF%BC%B3%EF%BC%A1%EF%BC%A9%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%96%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82%EF%BC%91%E3%81%A4%E7%9B%AE%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B6%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%80%82%E5%9C%B0%E7%90%83%E4%B8%8A%E3%81%A7%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%82%8B%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%8F%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E4%BA%BA%E3%80%85%E3%81%AE%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%81%8C%E4%BA%A4%E3%82%8F%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%81%BD%E5%AE%B3%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E5%AD%A6%E3%81%B6%E3%80%82%EF%BC%92%E3%81%A4%E7%9B%AE%E3%81%AF%E3%80%81%E3%82%B8%E3%82%AA%EF%BC%86%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%80%82%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%8F%BE%E8%B1%A1%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%82%AB%E3%83%8B%E3%82%BA%E3%83%A0%E3%82%92%E5%AD%A6%E3%81%B3%E3%80%81%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%8C%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%81%BD%E5%AE%B3%E3%81%A8%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E7%B5%90%E3%81%B3%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%81%AE%E3%81%8B%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%80%82%EF%BC%93%E3%81%A4%E7%9B%AE%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%8F%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%89%EF%BC%B6%EF%BC%B2%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%82%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%82%84%E6%B4%A5%E6%B3%A2%E3%80%81%E9%A2%A8%E6%B0%B4%E5%AE%B3%E3%81%AE%E7%8F%BE%E5%A0%B4%E3%82%92%EF%BC%93%EF%BC%96%EF%BC%90%C2%B0%E5%BA%83%E3%81%8C%E3%82%8BVR%E6%98%A0%E5%83%8F%E3%81%A8%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E3%81%A7%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%80%82%EF%BC%94%E3%81%A4%E7%9B%AE%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%80%82%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%81%AB%E5%86%8D%E7%8F%BE%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E4%BD%8F%E5%B1%85%E3%82%84%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%93%E3%83%8B%E3%81%A7%E3%80%81%E8%87%AA%E3%82%89%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%82%92%E5%88%A4%E6%96%AD%E3%81%97%E3%25#img59866
https://www.mlit.go.jp/river/sabo/%20210830_R3.8_hinanjirei.pdf
https://www.mlit.go.jp/river/sabo/%20210830_R3.8_hinanjirei.pdf
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害がおこることもあった。だからこそこの地域では何が起こりえるのかを住民が周知し、避難経路を含めた対策が求

められている。そして地形・地盤や断層の存在など、地域の災害環境（ハザード）への配慮、火災に強い町と災害に

強い都市づくりが不可欠になる。（災害史に学ぶ 内陸直下型地震編 https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyok

un/kyoukunnokeishou/15/pdf/shiryou4.pdf） 

 台風災害においては、防波堤を超える波が来た時、港にあるコンテナなどの漂流物が問題になっている。伊勢湾台

風災害では、漂流物によって被害が拡大した。（災害史に学ぶ 海溝型地震・津波編 https://www.bousai.go.jp

/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/pdf/saigaishi_huusuigai_kasai.pdf） 

 津波災害においては、第一に地震の揺れと津波の強さが必ずしも比例しないことである。東日本大震災は大きかっ

たものの、明治三陸地震津波は「前触れのない大津波＝津波地震」だった。津波来襲の警鐘となるはずの地震動を

感じなかったために、大津波が不意打ちで来襲し、多くの人が亡くなった。地震の揺れの強さだけで津波の有無を判

断してはいけない。第二に「思い込みに左右されてはいけない」ということ。津波の伝わり方はさまざまな形がある。過

去の災害の教訓を学ぶことも大切だが、それだけにとらわれてはいけない。実際、東日本大震災では明治三陸地震

での津波以上のものが押し寄せていた。ハザードマップで安全とされた学校でも津波が押し寄せていた。だから津

波はこういうものだと決めつけてはいけない。第三に「津波は時間との戦い」だということ。津波から逃げる際には、

「自分の身は自分でまもる」、「身一つでも逃げる」という覚悟を持ち、高所に向かって一目散に走ることが大切。避

難の際にはできるだけ高い場所を目指し、最短経路で安全な場に到達できる道筋を平常時から確認しておく。また、

家族全員で一緒に避難できるとは限らない。家族や周囲のみんなでどこに避難するか、どこで無事を確かめ合うか

を相談しておくこと。その時、お年寄りや不自由な人がまわりにいるのであれば、手助けする準備や体制を事前に整

えておくことが大切。（災害史に学ぶ 風水害・火災編 https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunn

okeishou/pdf/saigaishi_kaikoujishin_tsunami.pdf） 

 

第十章 情報だけでは人は動かない 

 ２０１１年の東日本大震災の津波、２０１６年の熊本地震のように、危険だという情報が伝えられても、人はすぐに避

難することができない。（一般財団法人日本気象協会 ２０１７ ｐ１２６～１２７）ウェザーニュースの東日本大震災の

避難開始のきっかけの調査によると生存者、亡くなった方ともに警報などの情報で避難した人は半分にも満たなかっ

た。津波で亡くなった方の２１％は避難していなかった。「わからない」「無回答」を含めても、亡くなった方の５人に１

人以上が避難できなかった、もしくは避難しなかったという結果になった。避難しなかった理由で最も多かったのは

「自分のいる場所が安全だと思った」という回答だった。回答の中には、「過去の津波では被害が小さかったから大

丈夫だと思ったのだろう」と推察するコメントがあった。１９３３年（昭和８）の昭和三陸津波や１９６０年（昭和３５）のチ

リ地震津波など過去の自分の津波経験を元に判断された方もいた。（ウェザーニュース東日本大震災津波調査 ２０

１１ https://weathernews.jp/ip/info/tsunami2011_research/research_02.html）東北大学災害科学

国際研究所の邑本俊亮 教授は、 

 

人間は周りに起こる出来事を捉えるときに、普段と変わったことが起きても、「これは普段の生活の範囲内の出

来事」とリスクを過小評価してしまう。例えば今、非常ベルが鳴ったとして、それを聞いてすぐ「火事だ避難しよ

う！」と思うかと言えば必ずしもそうではない。「何か検査でもしてるんじゃないか？」「間違って鳴っただけで

は？」と思ってしまう。「危険だ」、「すぐに避難を」と言われたり、実際に身に危険が迫っていても「自分だけは大

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/15/pdf/shiryou4.pdf
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/15/pdf/shiryou4.pdf
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/pdf/saigaishi_huusuigai_kasai.pdf
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/pdf/saigaishi_huusuigai_kasai.pdf
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/pdf/saigaishi_kaikoujishin_tsunami.pdf
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/pdf/saigaishi_kaikoujishin_tsunami.pdf
https://weathernews.jp/ip/info/tsunami2011_research/research_02.html
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丈夫」、「きっと大したことない」と思い込む。こうした人間の心理は、正常性バイアスと呼ばれていて、災害時は

誰にでも起こり得る現象。しかし、正常性バイアスが強く働いてしまうと、正しい判断が下せなくなってしまう。バイ

アスは誰もが持っているもので、普段の生活の中では決して悪者ではない。日常生活の中でバイアスがあること

で心理的な心の安定が保てる。正常性バイアスがなかったら、ちょっと変わったことが起きるたびに「何か大変な

ことになるのでは」とハラハラしなければならず非常に困るし、楽観バイアスがなければ「自分の将来はきっと不

幸だ」と暗い気持ちで毎日を送ることになる。「普段、平和に暮らせるのはバイアスがあるおかげ」と言っても過

言ではない。（FNNプライムオンライン ２０２１ 避難を妨げる「正常性バイアス」の罠東日本大震災９割以上が

「溺死」https://www.fnn.jp/articles/-/143881 ） 

 

と説明している。 

 

第十一章 提案 

 今現在、ＩＴの発展によってさまざまな情報を手にすることができるようになった。地震、津波、河川洪水、土砂災害、

豪雨予報、大雨危険度、避難情報などさまざま。ある防災アプリには、防災情報通知や、災害マップ、防災手帳の機

能がある。防災情報通知は、避難情報、緊急地震速報・地震情報、津波予報、大雨危険度、豪雨予報、土砂災害情

報、河川洪水情報、気象警報、熱中症情報、火山情報、国民保護情報、防犯情報、自治体からの緊急情報、異常感

知情報を伝えてくれる。災害マップは、災害の危険が迫っている時にユーザー同士で状況を投稿して共有でき、また

報道メディア・NPOなどの連携パートナーによる投稿情報を地図上で確認できる。防災手帳は、避難場所リスト、ハ

ザードマップ、緊急連絡先、防災用品、困ったときのコンテンツがのっている。（Yahoo!防災速報 https://emg.yah

oo.co.jp）しかしこれだけでは不十分だと考える。今の多くの人は何らかの情報が発信されてから避難しようとした

り、自分の所は大丈夫だという考えがある。必ずしも発令してからでは間に合わないケースもある。そこで私は、過去

の災害データをそのまま活用しようと考えた。今あるアプリにその地域で過去に起こった災害をそのまま記すことを考

える。避難ルートを考える時に活用したり、知らなかった大昔の災害の例から避難しようと決めることができると考え

た。過去には経験が伝えられず、同じ被害を繰り返していることがあったから。 

 

第十二章 まとめ 

 これからの将来も温室効果ガスの排出に歯止めがかからなければ、世界の平均気温は上昇し続ける。気温上昇に

伴い、激しい雨も増加する。4度上昇のシナリオでは、年最大の日降水量が現在と比べて２７％増加、時間降水量５０

ミリ以上の頻度は約２．３倍になる可能性。さらに、強い台風の割合が増加し、台風に伴う降水と暴風も強まる。【川瀬

 ２０２１ ｐ１７０】これからますます私たちが経験したことのない災害が増加すると考えられる。災害を経験する人は少

ない。序章の東日本大震災では、「自分のところは大丈夫」と思い込み、避難が遅れ亡くなられた人がいた。だからこ

そ第七章のように疑似体験することが不可欠。身をもって感じることが避難につなげることができる。そして思い込み

をし過ぎないために第八章のように避難する基準をもっておくことが重要になる。それこそが早めの避難に繋がる。過

去の災害をいつどきも活用し、さまざまな過去の災害経験がわたしたちの防災力を向上すると考える。このようにして

私は、現在増加する予測不可能な災害増加に対し、IT活用と経験知でいのちを守ることができると考える。 

 

 

https://www.fnn.jp/articles/-/143881
https://emg.yahoo.co.jp/
https://emg.yahoo.co.jp/
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