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2022 年 6 月 11日（土）

June 11, 2022 
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第70回北海道社会学会大会（オンライン大会）プログラム 

開催日： 2022年6月11日（土） 
会 場： 北海道大学（オンライン実施：Z00M ホスト校）

受付開始（Zoom会議への入室）  9:30－

開会の辞  9:50     北海道社会学会会長  大國 充彦

開催校挨拶     北海道大学 上山浩次郎  

一般研究報告 部会Ⅰ  （報告20分＋質疑応答10分） p.3－p.9
10:00－11:30  司会 小内 純子（札幌学院大学）

1．「働き方改革」下の道内公立学校における人材育成と学校づくり p.4－p.5
高島 裕美（名寄市立大学）

2．香港・マカオ高齢者の越境移住とUターン 
  ―中国本土の「社会保障の壁」をどう乗り越えるのか― p.6－p.7

羅 欣寧 （北海道大学大学院文学院）

3．人口減少社会におけるソーシャル・キャピタルの維持と創成 
―北海道における地域除雪を事例として―     p.8－p.9

三田 絵里加（北海道大学大学院文学院）

11:30－12:30  昼休憩 11:30－12:30  理事会

一般研究報告 部会Ⅱ （報告20分＋質疑応答10分）  p.10－p.16
12:30－14:00 司会 田島 忠篤（モラロジー道徳教育財団 道徳科学研究所）

1．社会言語学と社会学の人種主義的親和性

―黒人言語学を事例として― p.11－p.12
源 邦彦（玉川大学）

2．映画『ジョバンニの島』の表象研究 p.13－p.14
髙橋 誠（北海道大学国際広報メディア・観光学院）

3．中国の都市化における村落社会と民間信仰 
  ―山西省太原市の城中村を例に― p.15－p.16

段  玉 （北海道大学大学院文学院）
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14:10－15:50 シンポジウム p.17－p.21
テーマ 「 コロナ禍以降の社会学研究・教育 」

座長    新藤 慶（群馬大学）

趣旨説明  研究活動委員長 品川 ひろみ（札幌国際大学） p.18

第1報告  オンライン授業は悪なのか  p.19
山本堅一（北海道大学）

第2報告  コロナ禍以降の調査研究と教育実践の課題と展開可能性 p.20
 ―コミュニティ実践の調査から― 松宮 朝（愛知県立大学）

第3報告  無作為抽出者を対象としたミクストモード調査におけるモード効果 p.21
―ウェブ法と郵送法の比較から― 平沢和司（北海道大学）

質疑応答・全体討議（フロア）  

総会・閉会

16:00－16:50 

閉会の辞  

16:50   北海道社会学会会長 大國 充彦

17:00－ オンライン懇親会 新入会員のご紹介
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1㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ  
1-1㸬ᩍ⫋ࡢከᛁࡢᐇ㝿 

 Ꮫᰯᩍဨࡢከᛁࡀ㸪㐃᪥ሗ㐨ࡓࠋ࠸࡚ࡉ㸪ࡇࡇ 10 ᖺࡢ㛫㸪ᩍဨࡢປാ㛫࣭ാ

ࠋ࠸࡚ࡉሗ࿌ࠎḟࡀᯝ⤖࡞㸪⾪ᧁⓗ⾜࡚ࡗᶵ㛵࡞ࡊࡉࡀㄪᰝࡍ㛵᪉ࡁ

2013 ᖺᐇࡓࡉ TALIS㸦ᅜ㝿ᩍဨᣦᑟ⎔ቃㄪᰝ㸧࡚࠸࠾㸪᪥ᮏࡢᩍဨࡢ 1 㐌㛫ᙜࡢࡓ

ປാ㛫ࡀ 53.9 㛫࠶࡞㸪ཧຍᅜࡢᖹᆒ࡛࠶ 38.9 㛫ᖜ㉸࠼㸪᭱㛗࡛ࡓࡗ࠶

ࡃ⥆ࠋ࠸ࡋ᪂᠈グࡣࡇ࠺࠸ 2018 ᖺ TALIS ㄪᰝ࡚࠸࠾㸪≧ἣࡣᨵၿࡇࡉ

๓ᅇㄪᰝୖ್ࡢᅇ࡞⫗⓶࠺࠸⤖ᯝࡓࡗ࡞㸦ᑠᏛᰯ 54.4 㛫㸪୰Ꮫᰯ 56.0 㛫㸧ࠋ 

2017ࠋ࠸࡚ጞࡓᡴ᪩ࡂ⥅▮ࡀ⟇ᨻࡢ࡚ࡅྥ㸪ᨵၿࡅཷἣ≦ࡓࡋ࠺ࡇ ᖺ 8 ᭶Ꮫᰯ

Ⓨ⾲㸪2019ᛴᥦゝࠖ⥭ಀ᪉ᨵ㠉ࡁാࡅ࠾Ꮫᰯࠕࡀ᪉ᨵ㠉≉ู㒊ࡁാࡅ࠾ ᖺ 1

᭶㸪ࠕ᪂࠸ࡋ௦ࡢᩍ⫱ࡓࡅྥᣢ⥆ྍ⬟࡞Ꮫᰯᣦᑟ࣭㐠Ⴀయไࡢᵓ⠏ࡢࡓࡢᏛᰯࡅ࠾ാ

࡚࠸ࡘ⟇᪉࡞ⓗྜ⥲ࡍ㛵᪉ᨵ㠉ࡁ ᪉ᨵ㠉ࠖࡁാࡅ࠾Ꮫᰯࠕ࠸ࠋࡓࡉ⏦⟆ࠖࡀ

 ࠋ࠸࡞࠼ࡣ࠺࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘᨵၿ࡞㸪ⓗࡀ࠶࡛
 

1-2㸬ᩍဨࡢࠕࡢ≉Ṧᛶࠖࡢ╔┠ 

ᐇࡣ㸪ᩍဨࡢከᛁࡀၥ㢟ࡣࡢࡓࡉ⌧ᅾጞࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡇࡓࡗ㛗ࡃᩍဨᩥ◊✲ᦠ

ࡓࡋᥦၐᴫᛕࡢᩍဨᩥ࡚ࡌࡣࡀ㸪ᙼࡃ⣣ゎ✲◊ࡢၿஅஂ࠸࡚ࡗ 1970㹼80 ᖺ

௦㸪ᩍဨࡢከᛁࡣၥ㢟࠾࡚ࡉ㸪ஂࡣ㸪ࠕ㞧ົ㏣࡚ᮏົࡀ༑ศࠖ࠺࠸ከᛁ

㝈ᐃ↓ࠕࡢࡇࠋ㸦ஂ 1988㸧࠸࡚ࡋᣦࡇ࠺ࡋ࡚ࡋᵝᘧື⾜ࡀ⮬㸪ᩍဨᵓᅗࡢ

ᛶࠖࡣ㸪ࡢ⠊ᅖࡀ㝈ᐃ࡛࠸࡞ࡁ㸪࡛ࡇࠕ࡚ࡗ࡚ࡗ༑ศࠖ࠸࡞ࡀࡇ࠺࠸㸪

ᖖࡢṧᴗࠖࠕࡢሙෆእ࡛⫋ࡢ࡚࠼㉸㸪つᐃປാ㛫ࡀࡇ㸪࠶ᛶ㉁࡛ࡣࡀ⫋ᩍ࠺࠸

ែ⏕ฟஂ࠸࡚ࡋࡣᣦࡎࠋࡓࡋ㸪㆟ㄽࡢ⤖ᮎࡣ㸪ࠕ↓㝈ᐃࠖ࡞

ධࡅཷᛶ㉁ࡢᅛ᭷ࡓࡋ࠺ࡑࡣࡕࡓ㸪ᩍဨࡣஂࠋ࠸࡞㐍ࡣ᪉ྥ࠺࠸㸪࠺ࡋ㝈ᐃࠖࠕ

ࡋᩍဨࡣศ⮬ࠕࠋ࠸࡚࠼ᤊࡓࡗྲྀ␎ᡓ࠺࠸࠼㉺㸪࠼㸪ᩍဨྠኈ࡛ᨭ࡛࠼࠺ࡓ

ࡋඹ᭷ࡑࡓ㸪ࡋᙧᡂࢸࢸࣥࢹ⫋ឤぬʊᩍ࠺࠸ࠖ࠸࡚ࡁ࡛⾜㐙ົ⫋࡚

㛵ಀ࠺ྜ ồᚰⓗ㛵ಀᵓ㐀̿ࠕ 㸪ࡣ⬟ᶵࡢᩍဨᩥࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡋ࠶㔜せ࡛ࡀࡇࡘᣢࠖ

ෆ㠃ⓗ࡞ᨭྠ࠶࡛࠼㸪ᐇ㉁ⓗ࡞ᴗົࡢศᢸࡣࡑࠋ࠸࡛ྵ࣮ࣟࣇ㸪ྂࡃ

 ࠋ࠶ጼ࡛ࡢࠖ⫋ᑓ㛛ࡍ༠ാࠕࡓࡁ࡚ࡉᣦ࡚ࡋᚩ≉ࡢᩍဨ♫ࡢ᪥ᮏ

 

1-3㸬ᩍဨ㞟ᅋࡢኚᐜ 

࠸࡚ࡗ㝗ᶵ⬟࡛ࡍࡣ㸪⌧ᅾࡣ⤌ࡢồᚰⓗ㛵ಀᵓ㐀ࠖࠕࡓࡋᥦၐࡀஂࡋࡋ

ྍ⬟ᛶࠋ࠶ࡀᒣ⏣ဴஓ࣭㛗㇂ᕝ⿱ࡣ㸪ᩍဨࡢ⫋ሙྠࡢ㛵ಀࡀ㐲࠾࡚ࡗ࡞㸪ࠕồᚰⓗ㛵

ಀᵓ㐀ࠖࡀಶู㸪⚾ࡇ࠸࡚ࡋᣦ࠾࡚ࡋ㸪࠶≉ᐃࡢᩍဨീඹ᭷࠸࠺ྜࡋ

 ࡃᏛᰯ࡙ேᮦ⫱ᡂࡅ࠾㐨ෆබ❧Ꮫᰯࡢ᪉ᨵ㠉ࠖୗࡁാࠕ

 ᅾ⌧ࡢሙ⫋ࡢᩍဨᙺࡢࠖ௵ᩍົࠕ

 

㧗ᓥ ⿱⨾㸦ྡᐤᕷ❧Ꮫ㸧 
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 ࠋ㸦ᒣ⏣࣭㛗㇂ᕝ 2010㸧࠺࠸࠸࡚ࡗኻຠຊ࠺㸪ࡀᅗᘧ⮬య࠺

⫼ᬒࡣ 1990 ᖺ㡭 2010 ᖺ௦࡚ࡅᙉຊ㐍⾜ࡓࡋᩍ⫱ᨵ㠉ࠋ࠶ࡀᩍဨไᗘᨵ㠉ࡢ

ㅖ⟇㸪࡛࡞ᩍဨホ౯ࡢᐇࡓࡗ࠸⫋ሙྠࡢ㛵ಀࡢ㝵ᒙ㸪ࡓ㸪Ꮫᰯࡢእ㒊ᑓ㛛

ᩍဨ㞟ࡢ࡚ࡘ㸪࡚ࡗ➼ᣑࡢ⠊ᅖࡢሙྠ㛵ಀ⫋ቑຍࡢ㠀ᖖᩍ⫋ဨᑟධࡢ⫋

ᅋࡢゎయࡀᗈࠋ࠸࡚ࡗࡀᒾ᭶┿ஓࡣ㸪ᩍဨࡢே⪃ㄢ㈤㔠ࡢ㛵ಀ࡚࠸ࡘศᯒ࡛࡞ࡍ㸪

ᩍ⫋ࡣ࡚࠸࠾㸪ປാ㛫⟶⌮㈤㔠ࡢỴᐃࡀಶูⓗ࠶ࡘࡘࡋ⾜⛣㸪ᚋࡣ⮬Ⓨⓗ࡞ປാ

༠ࡢ⫋ᑓ㛛࡞࠺ࡓࡋᣦ࡚ࡘࡀஂࠋ㸦ᒾ᭶ 2021㸧ࡍᣦ࡞㢗ࡀ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ

ാ࡛ࡍࡀᶵ⬟ࠋ࠶࡛ࡢ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡋ 
ᖺࡀ┬㒊⛉Ꮫᩥࠋ࠸࡚ࡋ⏕Ⓨࡀἣ≦࠺࠸ᡭ㊊࡞ࡢ㸪ᩍဨࡣ㏆࡛᭱ࡉ 1 ᭶

Ⓨ⾲ࠗࠕࡓࡋ ᩍᖌ㊊࠘㛵ࡍᐇែㄪᰝ࡛ࠖࡣ㸪2021 ᖺ 5 ᭶Ⅼ࡛㸪ᅜ࡛ 2,056 ேࡢᩍဨࡀ

㊊ࠋࡓࡗ࡞ࡀࡇ࠸࡚ࡋᾏ㐨ྠᵝࡢㄢ㢟ᢪ࠾࡚࠼㸪᪂Ꮫᮇࡀጞ࡚ࡗ㛫

࠸࡞ 4 ᭶ୖ᪪㸪ྛ࡛ࡍ⯆ᒁ࡛㠀ᖖㅮᖌࡢເ㞟ࡀ㣕ࡧࠋ࠶ࡀ≦⌧࠺࠸࠸࡚ࡗ

⌧ᅾࡣ㸪2000 ᖺ௦ึ㢌ጞࣥࣛࢸࡓࡗᩍဨ㔞㏥⫋ࢡ࣮ࣆࡢ㏄ࠋ࠸࡚࠼ᩍဨ㞟ᅋ

 ࠋ࠸࡚ࡋᖜኚᐜᛶ㉁ᵓᡂࡢࡑ㸪ࡣ
 

1-4㸬ࡢ࣮ࢲ࣮ࣜࣝࢻ⫱ᡂ࠺࠸⟇ 

ࡗ࡞┠㔜Ⅼ㡯ࡢ㸪ྛ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨࡣ⤌ྲྀࡓࡅྥಖ☜ࡢ㸪ᩍဨࡅཷἣ≦ࡓࡋ࠺ࡇ

⤌ྲྀࡢ᥇⏝࣭㓄⨨࣭ே㠃ࡓ㚷ᖺ㱋ᵓᡂࠕ㸪ࡘࡦࡢ⤌ྲྀࡢࡑࠋ࠸࡚ 㸪ࠖࡢ

ᚓ࡞࣮ࢲ࣮ࣜࣝࢻ≉㸪ᅗᣑ࣭᧔ᗫࡢᖺ㱋ไ㝈ࠕ 30㹼40 ௦ࡢ᥇⏝ࡓࡅྥ✚ᴟ

ⓗ࡞ᗈሗ࠸࡚ࡗ⾜ 㸦ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2022ࠕᩍဨ㊊㛵ࡍᐇែㄪᰝࠖ㸧࠾ࡇࠋ

ࡑ 8 ᖺ๓ࡢㄪᰝሗ࿌᭩࡛㸪Ꮫᰯ⟶⌮⫋⫱ᡂ࡚࠸ࡘࢫࢭࣟࡢ㸪ࠕᏛᰯ⟶⌮⫋ೃ⿵⪅ࡢ⫱

ᡂ࣭☜ಖࠖࡢ࡞ㄢ㢟ࡓࡋ࠶ࡀ⮬యࡣ 59.1㸣㸪༙ᩘ௨ୖࠋୖ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪

 ࠋ㸧ㄪᰝሗ࿌᭩ࠖࡍ㛵ᛶ⬟ྍࡢ⏝Ꮫ㝔άࡢᚋ≦⌧ࡢᏛᰯ⟶⌮⫋⫱ᡂࠕ2014

࣮ࢲ࣮ࣜࣝࢻ㸪࡞ࡍኚᐜࡃࡁࡀᩍဨ㞟ᅋࠋ࠺ࡔࡢࡍព㸪ఱࡣࡇࡢࡇ

 ࠋ࠺ࡔࡢ࠸࡚ࡋ࠺ࡑᣦ┠⧊⤌࡞࠺ࡢ㸪ࡋᮇᚅᙺ࡞࠺ࡢ

 
2㸬◊✲ࡢ᪉ἲ  

௨ୖࡢㄢ㢟ࡓࡍ㸪2021㹼2022 ᖺሗ࿌⪅ࡀᐇ࣮ࣗࣅࢱࣥࡓࡋㄪᰝ

㸪R ᕷయ࡛ྲྀ࠸࡛⤌㸪Ꮫᰯ࡙ࡢ࣮ࢲ࣮ࣜࣝࢻࡃ⫱ᡂ㛵ࡍㅖ⟇ࡢࡑ

≉ᚩ㸪㈨ᩱᕷෆࡢ 2 ⨨㓄ࡢ௵㸪ᩍົࡓࠋࡍ⌮ᩚྲྀࡁ⪺ࡢᑠᏛᰯᰯ㛗ࡢࡘ

㛗ᰯࡢࡒࡑ㸪࡚࠸ࡘ 2  ࠋࡍྲྀࡁ⪺ࡢ௵ᩍົࡢྡ

R ᕷ࣮ࢲ࣮ࣜࣝࢻࡅ࠾⫱ᡂ࠺࠸ேᮦ⫱ᡂࡢ᪉㔪࠼ࡩ࠸ࡡ㸪ᐇ㝿ᩍົ௵

ࡓࡗ⮳࠺ᢸᙺ࠺࠸ 2 ࣜࣝࢻ࠺࠸௵ᩍົࡢࡇ㸪࡚ࡋ࠾ᐇ㝿ࡢᴗົࡢᩍဨࡢྡ

 ࠋࡍウ᳨⩏ពᚓࡋෆໟ࡚࠸࠾ሙ⫋ࡢ㸪ᩍဨࡀ࣮ࢲ࣮

 

࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ 

࣭ஂၿஅ㸪1988ࠗ᪥ᮏࡢᩍဨᩥ࠘ከ㈡ฟ∧㸬  

࣭ᒣ⏣ဴஓ࣭㛗㇂ᕝ⿱㸪2010ࠕᩍဨᩥࡢࡑኚᐜࠖࠗ ᩍ⫱♫Ꮫ◊✲࠘86㸪39-58㸬 
࣭ᒾ᭶┿ஓ㸪2021ࠕᩍဨࡢே⪃ㄢᇶ࡙᪼ࡃ⤥ไᗘࡢ㐠⏝ᨵᐃࠖࠗ ᪥ᮏປാ◊✲㞧ㄅ 7࠘30㸪

60-69㸬 
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㤶 ࣭㧗㱋⪅ࡢ㉺ቃ⛣ఫ U࣮ࣥࢱ 

̿୰ᅜᮏᅵࠕࡢ♫ಖ㞀ࡢቨࠖ࠺㉺̿ࡢ࠼ 

⨶ Ḡᑀ㸦ᾏ㐨ᏛᏛ㝔ᩥᏛ㝔㸧 

 

 

 

 

◊✲⫼ᬒ 

㤶 ࠕࠊࡣࣝࢹࣔ♴⚟ࡢ⮬⏤⩏ࣞࡢ࣮ࠖࢪᆺⓗ࡞≉ᚩ࠸࡚ࡗ㸦1990 ࣥࢭࣝࢹࣥ, 

ຍ⸨ 2019㸧ࠋ㤶 ࡢࡢ♫ಖ㞀ไᗘࡢᮏ㉁ࠕࠊࡣᡂ㛗๓ᥦࡓࡋṧవᆺࣔࠋ࠸ࠖࣝࢹ

ཎ⌮ཎ๎࡞☜ࠊ࡚࠸ࡘಖ㞀♫ࡣ㤶 ᨻᗓࠊ࡚ࡋ⤖ᖐࡢ࣮ࠖࣝࣇࢭࣞࠕ࡞࠺ࡢࡇ

 ⏣㸦ἑࡓࡁ࡚ࡏぢጼໃ࠺࠸ࡍᑐᛂⓗ࠸Ⅼ࡛ᚋ㏣ࡓࡋ㠃⾲ࡀၥ㢟♫ࠊࡎ࡚❧ࡕᡴ

2003㸸135㸧ࠋ 

1980ᖺ௦ࢺࢫࠕ⏘ᴗ♫ࠖ✺ධࡓࡋ㤶 ࠊࡣேཱྀ⤫ィᏛⓗ࡞ព࡛ࡢ⬺ᐙ᪘⤒㦂

࠸࡚ぢ㏿ຍࡢ㧗㱋ࠊᑡᏊࠊ᪉୍ࡓࡁ࡚ࡗᙅࡀ⬟ぶᢇ㣴ᶵ⪂ᐙ᪘ࠊࡋ

㸦ἑ࠸࡚ࡌ⏕ࡀὝ✵࡞㏿ᛴࡢ〇㐀ᴗࠊ࠸కᕤᴗ⬺ࡅ࠾㏆௦ࠖࡓࡉ⦰ᅽࠕࠊࡓࠋ

⏣ 2003㸸136;⃝⏣ 2011a㸸187-188㸧ࠋ 

㏕ᚲせᛶࡍᑐᛂኚࡢ௦ࠊࡣಖ㞀ไᗘ♫ࡢᚑ᮶ᆺࡢ 㤶ࠊ࡚࠸࠾⬦ᩥࡓࡋ࠺ࡇ

ࡗ㔞ⓗ㊊ࠖࡢ⤥౪ࢫࣅ࣮ࢧࠕࡣㄆ㆑ࡍᑐၥ㢟ࡢ㤶 ᨻᗓࠊࡎ࠸࡚

ࣅ࣮ࢧ࡞ᚲせࡀ⪅㧗㱋ࡢపᡤᚓᒙࡣ࡛ 㤶ࠊࡓࠋ㸦ἑ⏣ 2003㸸136, ⃝⏣ 2011a㸸188-189㸧ࡓ

 ࠋ㸦⃝⏣ 2014㸧࠸࡚ࡉᣦࡇ࠸ከࡀሙྜ࠸࡞ࡁ࡛ࢫࢭࢡࢫ

ୖグࡢࢫࣅ࣮ࢧ♴⚟ࡢ౪⤥ၥ㢟ᑐࠊࡋ㤶 ᨻᗓࡓࡗࡀ㔜せ࡞ᑐᛂ⟇1990ࠊ࡚ࡋࡘ୍ࡢᖺ

௦ᮎ௨㝆ࠊ୰ᅜᮏᅵ⛣ఫࡍ㤶 㧗㱋⪅ࡀබⓗᨭࡓࡁ࡚ࡗ࡞࠺ࡉ㸦⃝⏣ 2011b㸧ࠋ 

 

◊✲┠ⓗ 

๓㏙࡞࠺ࡢ≧ἣ㋃ࠊ࠼ᮏ◊✲࡛ࡣ㤶 ♫◊✲ᑐ㇟ࠊ⤠㤶 ࡅ࠾㧗㱋⪅⚟♴

ศ㔝ࡅ࠾◊✲ㄢ㢟ࠊ୍➨ࠋ࠺⾜⌮ᩚࡢ㤶 㧗㱋⪅ᨭ࠼⚟♴㈨※⤂ࠊ࡛ࡇࡍ

㤶 ࡢ㧗㱋⪅⚟♴ࡢㄢ㢟ࠋࡍ➨ࠊ㤶 㧗㱋⪅ࡢ㉺ቃ⛣ືࡑᑐࡍᨭࡢ

ἢ㠉ࡢࡑࠊ࡛࠼࠺ࡓࡋ⌮ᩚၥ㢟Ⅼᥦ♧ࠊ୕➨ࠋࡍ๓㏙ࡢၥ㢟Ⅼᑐࡍ⪃ᐹ㋃ࠊ࠼

ᑗ᮶ࡢㄪᰝ᪉㔪ᥦࠋࡍ 

 

◊✲ෆᐜ 

1㸬㤶 ࡅ࠾㧗㱋⪅ㆤࡢࡑၥ㢟ࡢᡤᅾ 

㤶 ࡅ࠾㧗㱋⪅ㆤࡢᯟ⤌ࠊࡣබⓗ࡞ᨭࢡ࣮࣡ࢺࢿබⓗ࡛࠸࡞ᨭࢡ࣮࣡ࢺࢿ

ᨻᗓࠊࡢᐙ᪘ㆤࠊࡋࡋࠋ࠶㔜せ࡛᭱ࡀᐙ᪘ㆤࠊࡕ࠺ࡢ⪅ᚋࠋࡅศࡘࡢ

ࡣࡓ NGOᨭࡣࢫࣅ࣮ࢧྍḞ࡛࠶㸦㜝 2007㸸138㸧ࠋ 

እᅜேᐙࣝࠊࡣ࣮ࣃᐙ᪘ᅾᏯࢣᨭ࠼㔜せ࡞ᰕ࡛ࠊࡋࡋࠋࡓࡗ࠶㤶 ࠸࠾

 ⏣㸦⃝࠸࡞ᒆࡀᡭࡣ⪅㧗㱋ࡢపᡤᚓᒙࠊ࠼࠸ࡣప㈤㔠ࡀ࣮ࣃእᅜேᐙࣝࡃ࠸ࠊࡣ࡚

2014㸧ࠋ᪉ࠊ㤶 ࢣࠊࡣ࡚࠸࠾タࡢ౪⤥㊊࠺࠸ၥ㢟㉳࠸࡚ࡁ㸦㒨 2010, ⃝⏣ 2014㸧ࠋ 
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ୖグ࡞࠺ࡢᐙࣝࡢ࣮ࣃ㞠⏝ᅔ㞴ࢣࠊタࡢ౪⤥㊊࡞⫼ᬒࠊ㤶 ᨻᗓࡣᅾᏯ

ㆤዡບࠊࡍపᡤᚓ⪅ࡀ୰ᅜᮏᅵ࡛⪁ᚋ⏕ά㐣ࠊ࠺ࡏࡈ♫⚟♴ࡢ㉺ቃ᥎㐍

 ࠋ㸦⃝⏣ 2014㸧ࡓࡗ࡞࠺ࡍ

 

2㸬㉺ቃࡍ㤶 㧗㱋⪅ࡢ⏕άᐇែࡢࡑㄢ㢟 

㤶 ࢣࡢタ⏝⪅ࡣᡤᚓỈ‽ࡀపࠕࠊࡃ⥲ྜ♫ಖ㞀ຓไᗘ㸦௨ୗࡣ⥲ࡍ␎㸧ࠖ ࠸

ࢸࢬ࣮ࣥࡣ⤥ཷࡢ⥲ࠊ1996ᖺ௨๓ࠋ࠸ከࡀ⪅⤥ཷࡢබⓗຓࡍᙜ┦άಖㆤ⏕ࡢ᪥ᮏ࠺

1997ࠋࡓ࠸࡚ࡅົ⩏ࡀࡇ࠶㤶 ᅾఫ࡛ࠊ࠺కࢺࢫ ᖺ௨㝆ࠊ㤶 ᇦእᒃఫࡍ

⪅௨እ࡛⥲ࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࠺ࡁ࡛⤥ཷᚋࠊ㤶 ᨻᗓࠕࡣ㧗㱋⪅ᡭᙜࠖࡢ㉺ቃཷ⤥

 ࠋ㸦⃝⏣ 2014㸧࠸࡚ࡋỴྍࡆୖࡁᘬࡢ㢠⤥ࠊྠࡍᑟධࡢ㧗㱋⪅⏕άᡭᙜࠖࠕ

௨ୖ࡞࠺ࡢ⤥㔠ື⛣ࡢຍࠊ࡚࠼㤶 ᨻᗓࠊࡣᗈᮾ┬࡛㛤ᴗࡍ㤶 ⣔ࡢ⪁ேㆤタ

⪅㧗㱋ࡢ 㤶ࡣタ⮬యࠊࡀࡓࡋ⾲Ⓨࣛࢢࣟヨ㦂ࡆୖ࠸㈙ධᒃᯟࡢ⏝㤶 ఫẸࠊ

ඃඛⓗࡅཷධࡓ㛤ᴗࠊࡢࡢࡓࡋ㤶 ࡢධᒃ⪅ᩘࡣ୰ᅜᮏᅵࡑࡢ㐶ᑡ

  ࠋ㸦⃝⏣ 2014㸧࠸࡞

࡚ࡗ࡞㢠⮬ᕫ㈇ᢸࡣ㈝་⒪ࠊࡎࡁຍධ࡛බⓗᗣಖ㝤ࡢ┬ᗈᮾࠊࡣ⪅㧗㱋ࡢ 㤶ࠊࡓ

ࢫࣅ࣮ࢧ་⒪ࠊࡀ࠸࡛࠸ὀຊಖ㞀ࡢࢫࣅ࣮ࢧ་⒪ࡣタഃࡢ୰ᅜᮏᅵࠊࡋᑐࡑࠋ࠸

ཷࡢᆅඖ㝔࡛ࠊࡣ㝿࡞ᚲせࡀ㏣ຍ⒪ᩆᛴ་⒪ࡢẼ௨እ࠸㍍ࠊ࡚ࡋ⏤⌮౯᱁࣭㉁ࡢ

デࡢ௦ࠊ㤶 ᡠࡀࡓேࡀከࡇ࠸ᣦࡉ㸦⃝⏣ 2014㸧ࠋ 

 

⪃ᐹ 

㤶 㧗㱋⪅ࡢ୰ᅜᮏᅵࡢ⛣ఫࠊࡣ୰ᅜࡢ⤒῭ᡂ㛗࣭ே௳㈝ࡢ㧗㦐ࠊㆤࢫࣅ࣮ࢧᥦ

౪⪅ࢺࢫࢥࡢ㈇ᢸࡀቑࠊࡉࠋ࠸࡚࠼་⒪ࡢࢫࣅ࣮ࢧ౯᱁㉁ࡢᕪࡀ㧗㱋⪅ࡢᐃఫጉ࡚ࡆ

 㤶ࠊࡢࡢࡓࡋఫ⛣୰ᅜᮏᅵࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋ࠸ U ࡑࠋࡍᏑᅾ⪅㧗㱋࠺࠸ࡍ࣮ࣥࢱ

ぶ᪘⪅ࡢ῭㉎ධ⏘ື୰ᅜ㝣ࠊࡣ⪅㧗㱋ࡍ㑅ᢥఫ⛣ࡢᚋᗈᮾࠕࠊᑐ↷ⓗ

 ࠋ㸦⃝⏣ 2014㸧ࡉ᥎ᐃࡇࠖ࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍ࠶࡛⪅࠸ᗈᮾࡃ࡞ࡣ࡛ 㤶ࡀ

⥲ࠕ  ఫ㧗㱋⪅࣭㤶⛣࠸࡚ࡋά⏕࡚࠸࠾୰ᅜᮏᅵࡀ࡞ࡅཷࠖ Uࡓࡋ࣮ࣥࢱ㧗㱋⪅࣭

ࡍᑐㆤタ࠶ᡭ࡛࠸ᢸࡢࢫࣅ࣮ࢧࢣࠊ࡚࠼ຍ࡞⪅ఫ㧗㱋⛣ࡢࠖཷ⤥ᑐ㇟እ⥲ࠕ

ᐇᆅㄪᰝᐇ⌧࡛ࠊࡤࡁ㤶 ࡢ♫⚟♴ࠊࡎ࡞ࡢ୰ᅜᮏᅵࡢ㧗㱋⪅ㆤタࡢ㐠Ⴀබⓗ

ᢇຓไᗘࡢᨵ㠉♧၀ᐩ⤖ᯝࡀᚓᛮࡢࡇࠋⅬࠊࡣ࡚࠸ࡘⓎ⾲࡚࠸࠾㆟

ㄽࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚῝ 

㹙ㅰ㎡㹛ᮏ◊✲ࡣᾏ㐨♫Ꮫ◊✲ዡບ㔠ࡢຓᡂࠊࡧ࠾JSTḟୡ௦◊✲⪅ᣮᡓⓗ◊✲ࣛࢢࣟ

 JPMJSP2119ࡢᨭࠋࡍ࡛ࡢࡓࡅཷグࠋࡍࡆୖࡋ⏦♩࠾࡚ࡋ 

 

࡞ཧ⪃ᩥ⊩ 

ࡢಖ㞀♫ゝㄝࡢ♫ࢡࢫ㧗㱋㸸ࣜࡢ㈋ᅔࡅ࠾ ❶ 㤶➨ࠕ㸪2011a㸪⏣⃝

㌿ࠖᏱబぢ⪔୍⦅ࠗ᪂⯆ㅖᅜࡅ࠾㧗㱋⪅⏕άಖ㞀ไᗘ㸸ᢈุⓗ♫⪁ᖺᏛࡢ᥋㏆࠘

᪥ᮏ㈠⯆ᶵᵓࢪ⤒῭◊✲ᡤ㸪177-212. 

̿̿㸪2011b㸪ࠕ㤶 ࡅ࠾㧗㱋⪅ࡢ⏕άಖ㞀̿̿ᖺ㔠ࡢಙ㉺ቃ࡛࠸࡞ࡁබⓗࢫࣅ࣮ࢧ㸦≉

㞟 ᪂⯆ㅖᅜࡢ㧗㱋♫ಖ㞀㸧ࠖࠗ15-12 :188࠘ࢻࣥࣞࢺ࣭ࢻ࣮ࣝ࣡◊ࢪ. 

̿̿㸪2014㸪ࠕ㉺ቃࡍ㤶 ࡢ㧗㱋⪅ࡢࢫࣅ࣮ࢧࢣᣮᡓࠖࠗ ୰ᅜ◊✲᭶ሗ࠘68(8): 30-45. 
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ேཱྀῶᑡ♫ࡢࣝࢱࣆ࣭ࣕࣝࣕࢩ࣮ࢯࡅ࠾⥔ᣢᡂ 

̿ᾏ㐨ࡅ࠾ᆅᇦ㝖㞷࡚̿ࡋ 

 

୕⏣⤮㔛ຍ㸦ᾏ㐨ᏛᏛ㝔ᩥᏛ㝔㸧 

 

 

 

㸯 ◊✲⫼ᬒ 

 ᾏ㐨ࡢேཱྀࡣ 2015 ᖺ 538.2 ேࠊ࡞ᅜ⣙ 10 ᖺ᪩ࡃேཱྀῶᑡᒁ㠃ධࡗ

ࡢᅜ᭱ከࠊࡣᕷ⏫ᮧᩘ࠸࡚ࡉᣦᐃ㐣ᆅᇦࡢ㐨ෆࠋ࠸࡚ 148 ᕷ⏫ᮧ㸦2021 ᖺ 4

᭶ 1 ᪥⌧ᅾ㸧࡛ࠊ㐨ෆࡢ⣙ 80㸣༨ࠊ࠾࡚ᆅᇦ♫ࡢ⏕άᶵ⬟㸦ᆅᇦබඹ㏻ࠊ㈙࠸

㏆ࠊࡉࠋ࠶ㄢ㢟࡛ࡢ⥭ႚࡀᣢ☜ಖ⥔ࡢᆅ⦕άື㸧࡞㜵⅏ࠊ㝖㞷ࠊᆅᇦ་⒪ࠊ≀

ᖺࡣேཱྀῶᑡ㐣᰾ᐙ᪘ࠊᑡᏊ㧗㱋ࡢ㐍⾜ᆅᇦఫẸྠኈࡀ࡞ࡘࡢ

 ࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡఫẸ࠸࡚ࡋ❧Ꮩࡎ࠾ேࡁ࡛ࡀࡇ㢗㌟㏆ࠊ࠾࡚ࡋᕼⷧࡀ

 ᾏ㐨ࠊ࡚࠸࠾㝖㞷ࡣᮇ㛫ࡢ᪥ᖖ⏕ά࡛ᚲせ࡞సᴗ࡛ࠊࡀ࠶ࡣ㞷ࡀ⅏ᐖ࡞

ᐙ᪘⥲ฟࠊࡣ㝖㞷࡚ࡘࠋ࠶ࡀࢫ࣮ࢣࡆᣲㄢ㢟ࡢᆅᇦࡀ㝖㞷ࠊ࠶ࡇ

᰾ᐙ᪘㐣ࡣ㏆ᖺࠊࡀࡓࡁ࡚⾜ඹຓຓ⮬࡞࠸ྜࡅຓࡢ㏆㞄ఫẸࡣࡓ

ࠊ㧗㱋ࡀ㐍ࠊ㝖㞷ࡢᢸ࠸ᡭࡀ㊊࡞࠺ࡢࡇࠋ࠸࡚ࡋ≧ἣࠊ㝖㞷ᨭάືࠊࡣ

ᆅᇦࡀ≦⌧ࡢࣝࢱࣆ࣭ࣕࣝࣕࢩ࣮ࢯࡢྍ࠸࡚ࡉ⬟ᛶࠋ࠼⪄࠶ࡀᆅᇦ

㝖㞷㛵ࠊࡣ࡚࠸ࡘ✲◊ࡍ⮬ຓ࣭ඹຓ࣭බຓࡢᙺศᢸ㝖㞷ࡣ㝈⏺㏄࠾࡚࠼

ᆅᇦ࠸࡚ヨゎỴࡢ㝖㞷ၥ㢟ධࡅཷࡢࢸ㝖㞷ࣛࣥࡢᆅᇦෆእࠊ

ᆅᇦࠊࡎࡁᑐᛂ࡛㝖㞷࡞Ⓨⓗ✺ࠊಖ☜ࡢ※㈈ࡍᣢ⥔ไᗘࢸࣥࣛࠊࡀ࠶

ࠊ㸦ཎ 2018㸧✲◊ࡓࡋศᯒ࠶ࡀㄢ㢟ࡢ࡞࠸࡞࠸ᚓ࡚࡞ᡭ࠸ᢸࡢ㝖㞷ồࡢ

ᩥே㢮ᏛࡢほⅬ㝖㞷ࡢຓ⪅⿕ຓ⪅ࡢ㛵ಀᛶࠊࡋ┠╔ຓ⪅⿕ຓ⪅ࡢ㛵

ಀ⥔ᣢࢬࢽ࣓ࡢ⪃ᐹࡓࡋ◊✲㸦ᑠす 2011㸧ࠊࡀ࠶ࡀ㝖㞷ၥ㢟࣭ࣕࣝࣕࢩ࣮ࢯ

࣭ࣝࣕࢩ࣮ࢯࠊࡓࡢࡑࠋ࠸࡞ࡣ✲◊ࡓࡋᐹ⪄᥋ⓗ┤ほⅬࡢࣝࢱࣆ

ࢽࣗࢥᆅᇦᆅᇦ㝖㞷ᨭάືᛶ≉ࡢࢸࢽࣗࢥᆅᇦࠊほⅬࡢࣝࢱࣆࣕ

ࠊゎᾘࡢㄢ㢟ࡢᆅᇦ㝖㞷ࡓࡋάࢡ࣮࣡ࢺࢿᆅᇦࠊࡤࡁ࡛ຠᯝࡢࢸ

 ࠋ࠼⪄ࡁᐹ࡛⪄࡚࠸ࡘᛂ⏝ྍ⬟ᛶࡢゎỴࡢㄢ㢟ࡢࡢࢡ࣮࣡ࢺࢿᆅᇦࡣࡉ

 

㸰 ┠ⓗ࣭᪉ἲ 

 ᮏ◊✲࡛ࠊࡣ㐨ෆ 3 ᕷ⏫ᮧࡅ࠾ᆅᇦ㝖㞷ᨭάື↔Ⅼᙜ࡚(1)ࠊᆅᇦ㝖㞷㏻ࡌ

࡚ᇵࡀࣝࢱࣆ࣭ࣕࣝࣕࢩ࣮ࢯࡓᆅᇦఫẸ࠼ຠᯝࠊᆅᇦࡢࡢㄢ㢟ࡢゎỴ

ࡢㄢ㢟ࠊᙺࡍࡓᯝゎỴࡢㄢ㢟ࡢᆅᇦࡀࣝࢱࣆ࣭ࣕࣝࣕࢩ࣮ࢯ(2)ࠊᛶ⬟ྍࡀ࡞ࡘ

ゎỴࡢࡓࡍ⏕᪉ἲࠊࡇࡍ࡚࠸ࡘேཱྀῶᑡᑡᏊ㧗㱋ࡀ㐍

ࡁᑐᛂ࡛ᰂ㌾㸦ၥ㢟ࢫࣥࣜࢪࣞࡄ㜵⁛ᾘࡢᆅᇦࠊࡋᣢ⥔ࢸࢽࣗࢥᆅᇦ࡛

 ࠋࡍᐹ⪄࡚࠸ࡘᛶ⬟ྍࡢࣝࢱࣆ࣭ࣕࣝࣕࢩ࣮ࢯࡢ࡚ࡋຊ㸧

 ㄪᰝᑐ㇟ࠊࡣᾏ㐨᪫ᕝᕷࠊ⨾ᖠ⏫ཬࡧᮐᖠᕷࡅ࠾㝖㞷ᨭάື㸦ᴗ㸧ࡢᐇ

య࡛࠶⾜ᨻᶵ㛵ྛ✀ᅋయ㸦ᘏ 14 ᶵ㛵࣭ᅋయ㸧࡛2021ࠊ࠶ ᖺ 9 ᭶ 2022 ᖺ 3 ᭶

8



 ࠋࡓࡋᐇㄪᰝ࣮ࣗࣅࢱ࡚ࣥࡅ

 

㸱 ◊✲⤖ᯝ 

㝖㞷ࡢຊ࡛⮬୰ᚰ᪉࡞⏤⮬ࡀయ⪅㧗㱋ࡢࡋேᬽ୍ࠊㄪᰝ⤖ᯝࡢ࡛ࡇ

⏕᪥ᖖࠊࡣㄪᰝ࡛ࢺ࣮ࢣࣥࡓࡋᐇ㇟ᑐఫẸࡀෆ⏫ࠊ࠾ᐃᩘ୍ࡀఫẸ࡞ᅔ㞴ࡀ

άࡢᅔ࡚ࡋ㝖㞷ၥ㢟ୖࡀᣲࠊࡓࠋࡓࡗ࡞ࡀࡇ࠸࡚ࡆ㝖㞷

ᨭࡢ⏝ࡀࢬ࣮ࢽከ୍࠸᪉࡛ࠊ㝖㞷ᨭάືࡢᢸ࠸ᡭ㊊ᢸ࠸ᡭࡢ㧗㱋ࡀ῝้ࡋ

 ࠋ࠶ᛴົ࡛ࡣಖ☜ࡢᡭ࠸ᢸࡓ࠼ぢᤣᑗ᮶ࠊ࠾࡚

ᅇㄪᰝᐇࡓࡋᆅᇦ㝖㞷ᨭάືࠊࡣ⏫ෆ᭷ᚿࡀᐇయࡢάືࠊᕷ⏫ᮧ♫

⚟♴༠㆟ࡀᐇయࡢάືࡢࡃࡁ㸰ࡘศ㢮࡛ࠊࡀࡁ୧⪅㝖㞷ᨭάື㏻

ᆅᇦࡣ࡚ࡗ⪅ᨭࠊ࠶ࡀᛶ⬟ྍ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘᏙ❧㜵ṆぢᏲࡢ⪅㧗㱋࡚ࡌ

㈉⊩ࠊ࠸ࡀࡢ࡚ࡋேຓ࠺࠸ࡍࡅឤࠊ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠊୖྥࡢ⿕ᨭ⪅

ຠࡓࡗ࠸Ᏻᚰឤࡇࡁ࡛ࡀᡭ┦ࡋヰゎᾘࡢᚰ㓄ࡍᑐ㝖㞷ࡢᏘ㛫ࡣ࡚ࡗ

ᯝ୍ࠋࡓࡀ᪉࡛ࠊ⿕ᨭ⪅ࡢసᴗ࣮ࣝࣝ௨ୖࡢ㐣ᗘ࡞せᮃࠊᨭ⪅⿕

ᨭ⪅ࡢ㛫࡛ࡀࣝࣛࢺⓎ⏕ࠊࡋᨭ⪅ࡀ㝖㞷ᨭάື㎡㏥ࠋࡓࢫ࣮ࢣࡍ 

࠸࡚ࡗᅔ(1)ࠊࡣࡍ⏝άࡓࡢㄢ㢟ゎỴࡢᆅᇦࣝࢱࣆ࣭ࣕࣝࣕࢩ࣮ࢯࠊࡓ

ேᨭ࠺࠸࠸ࡓࡋᆅᇦఫẸࡢ₯ᅾⓗ࡞ពḧ᥀ࡢ㉳(2)ࠊࡋࡇάື࡞ࡘࡆୖࡕ❧ࡢ

࡞ෆࡢຓᴗไᗘ⿵࠸࡚ࡋᐇࡀᨻ⾜ࣁࣀࡢᨭάືࡢ᪤Ꮡࠊ࠺ࡆ

ࡀሗඹ᭷㐃ᦠࡢ➼ᨻᶵ㛵⾜ࡡ㔜✚ࡢὶࡢᆅᇦఫẸྠኈ(3)ࠊࢺ࣮ࢧࡢ

ᚲせ࡛ࠋ࠼⪄࠶ 

ᅔ㞴ࡀ㝖㞷యຊⓗࡀ⪅ᚋᨭࠊ࠶࡛⪅㧗㱋ࡣ୰ᚰࡢ⪅㝖㞷ᨭࠊࡀ࡞ࡋࡋ

ࡌ㏻ᨭάືࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࡞ᅔ㞴ࡀᣢ⥔ࡢ㝖㞷ᨭάືࠊࡃ࠸࡚ࡋᘬ㏥࡚ࡗ࡞

࡚㔊ᡂࡢࢡ࣮࣡ࢺࢿࡓࡉά⏝ᅔ㞴ࡀࡇ࡞ணࠋࡉᚋ㧗㱋ࡀ㐍࡛

㝖ࠊࡓࡢࡑࠋ࠺࠶࡛ࡇࡃ࠸࡚ࡋቑຍࡉࢬ࣮ࢽ⏝ࡢ㝖㞷ᨭࠊࡤࡍࡃ࠸

㞷ᨭάື⥆⥅ࡢᆅᇦࡢࢡ࣮࣡ࢺࢿ⥔ᣢࠊࡓࡢᚋⱝ࠸ୡ௦୰ሀୡ௦࡞

ᨭάືཬࡧᆅᇦྲྀࢡ࣮࣡ࢺࢿ㎸ࡢࡓᕤኵ᳨ウࡍᚲせࠋ࠶ࡀ 

௨ୖ㋃ࠊ࠼㝖㞷ᨭάືࡓࡋࡌࡣᆅ⦕ᇶ┙ࡍ⏕άᨭάືࠊ࡚࠸࠾

ேཱྀῶᑡᑡᏊ㧗㱋ᆅᇦࡢ⦰ᑠࡀ㐍୰ࠊᆅᇦࡅ࠾ከᵝ࡞ୡ௦࠺ࡢ

ࡢࡑࠊࡢࡁ࡛ࡀࡇࡍᣢ⥔ࢸࢽࣗࢥᆅᇦ࡛㎸ྲྀ࡚ࡋᡭ࠸ᢸࡢḟ௦࡚ࡋ

᪉ἲࡉࢸࣥࢭࣥ㋃㎸ࠊࡤࡁ࡛ࡀࡇࡍ࡛㐣ࡀ㐍

ᾏ㐨ࡀᢪ࠼ᆅᇦࡢㅖၥ㢟ໟᣓⓗゎỴྍࡍ⬟ᛶࠊ࠶ࡀຠᯝⓗ࡞ᆅᇦ࡙ࡢࡃ

⪃ᐹࠋ࠼⪄ࡀ࡞ࡘ 

 

㸲 ࡞ཧ⪃ᩥ⊩ 

ཎᩥᏹ, 2018, ࠗࠕ ᆅᇦ㝖㞷࠘ᗈᇦⓗ࡞㝖㞷ࣛࣥࡢࢸᮍ᮶ࠖୖᮧ㟹ྖ࣭⟄୍ఙ࣭

㔝ኟ⏕࣭ᑠすಙ⩏⦅ࠗ㞷࡛ࡁᆅᇦ̿ࡘ⫱ࡀ㜵⅏ࢬࣥࣔࢥ࠘ࡃ࡙ࡕ. 

Ლ⚈Ꮚ, 2011, ࠗࠕ ࡢࡇࠗ⦆ᆅᇦ♫ࠖᑠᯘዲᏹ࣭Ლ⚈Ꮚࡍᢞ㈨࠘ࡀ࡞ࡘ

㑅ᢥ ࣝࢱࣆ࣭ࣕࣝࣕࢩ࣮ࢯ ᆅᇦఫ࠘ࢻࣛ㈈ᅋἲேᾏ㐨㛤Ⓨ༠. 

ᑠすಙ⩏,2011, ࠕ㞷㐣ᆅᇦࡢ㝖㞷ࡅ࠾⮬ຓඹຓ㛵ࡍே㢮Ꮫⓗ◊✲ࠖࠗ ᾏ

㐨ࡢ㞷ị࠘30: 55-58. 
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࠙௦⫼ᬒࠚ 

㸯㸷㸴㸮ᖺ௦༙ྜ࣓ࣜࡢࡤ⾗ᅜ࡛ࠊࡣ㐜࡚ࡋࠎ㐍ᒎぢ࠸࡞ࡏබẸᶒ㐠ື⩏

ᚭᗏᢠࡢᢚᅽࠊᦢྲྀࡃᇶ࡙ᙧ㉁ࡢయ⫗ࡓࡋ୰ᚰⰍࡢ⫙ࠊࡀࡕࡓ㯮ேࡓ࠸࡚࠸ᢪ

ᡓࢬࣜࢼࣙࢩࢼࢡࣛࡣ࠸࠶࣮࣡ࣃࢡࣛࠊࡃࡍࡤⲡࡢ᰿ࡢ㐠ື

ᒎ㛤ࠊ῭⤒ࠋࡓ࠸࡚ࡋᩍ⫱࡞ศ㔝㝈ᐃⓗࠊ❧⮬࡞⊂❧ᅜᐙࡢᶞ❧࡞せồ࠺ࡍ

ࡀࡕࡓ⣔ያ㞔ᏊᏞࣜࣇࡓࡋ㞳ᩓ⌫す༙ᪧ᳜Ẹᆅࣜࣇࠊࡣᅜእ࡛ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞

⊂❧㐠ືᒎ㛤ࠊࡋ㸯㸷㸴㸮ᖺቃከࡢࡃᅜᐙࡀᡂ❧ࡓࡋᮇ࡛ࠋ࠶ 

ୡ⏺ྛᆅࣜࣇࡢேẸ⾗⻏㉳ࡢ┠ᙜࠊࡓⓑே⮳ୖ⩏ⓗ♫యไࡢ⥔ᣢ

ࠋࡓጞࡋᢞධ㈨㔠࡞Ⳙ⛉Ꮫ♫ឿၿᅋయࠊࡣᨻᗓ࣓ࣜࡓ࠸࡚ࡋ⟇⏬

ࠊࡉဨື⥲ࡀᏛၥศ㔝࡞᭷ຠ⌮⟶ே㛫㞟ᅋࠊྵゝㄒᏛྵேᩥ⛉Ꮫࡣ⯡୍

⡆༢ࡣே✀⩏ࡣㄆ㆑࡛ࡀࢫ࣮ࢥࢫࢹ࠸࡞ࡁᵓ⠏ࡉጞࡃࠋ࠶࡛ࡢࡓ♫

⤫ไࡢᇶᮏⓗᡭẁ࠶࡛ࡘ୍ࡢゝㄒ㛵ࠊࡣ࡚ࡋ⡿ⱥඹྠⱥㄒᩍ⫱Ꮫ㸦㏻⛠ࠕᛂ⏝

ゝㄒᏛ 㸧ཱྀࠖࡀⅆษ࣓ࣜࠊᅜෆ࡛ࡑࡣṌㄪ࠺ࡢࡏྜ⌮ㄽゝㄒᏛࠊ

ࡢࡘ୕ࡢࡇࠋࡓࡋጞືࡀゝㄒᏛ♫࡚ࡋ㆑య⣔▱࡞ⓗ⿵┦ศ㔝ࡢࡘࡢࡑ࡚ࡋࡑ

ศ㔝ࠊࡣᪧ᳜Ẹᆅ♫ࠊᪧያ㞔♫ࡅ࠾ⱥㄒࡓࡋࡌࡣḢ⡿ㅖゝㄒࠊⓑேㅖ᪉ゝ

ᡭ╔ᵓ⠏ࡢㄽ⌮ࠊᴫᛕࡍᣢ⥔ࡋṇᙜゝㄒ♫⛛ᗎࡓࡋ㡬Ⅼᨻⓗᆅ῭⤒ࡢ

 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡓࡋ

 

࠙⡿♫Ꮫࡢᴫᛕ⌮ㄽࠚ 

ᙜࡢ⡿♫Ꮫୖࠊࡣ㏙࡞࠺ࡢ௦⫼ᬒࡑࠊ௨๓ᒎ㛤࣮ࢥࢫࢹࡓ࠸࡚ࡉ

 ࠊࡣࡑࠋࡁ࡛ࡀࡇㄆㄆ㆑ࡢᐃ≉࠶⯡ධ㛛᭩ࡃࠊ࠶ᙳ㡪ࡢࢫ

 

1) せᴫᛕࠕࡢ࡚ࡋே✀  ㍍ど㸦Bonilla-Sylva 2001㸧ࡣ࠸࠶ᅇ㑊ࡢᦢྲྀ࣭ᢚᅽࠖࠕࠖࠊ

2) ᵓ㐀ᶵ⬟⩏㸦Williams 1992㸧 

 

㯮ࠊࡀ㈋ᅔၥ㢟ࡢ࣮ࢸࢽࣗࢥ⣔ያ㞔ᏊᏞࣜࣇࡢᅜෆ࣓ࣜࠊࡣᙜࠋࡓࡗ࠶࡛

ே⮬㌟ࡢ⾜ືᩥࠊ౯್ほ࡞㉳ᅉ࠸࡚ࡋゎ㔘ࠋࡓࡋᩍ⫱ᶵࠕࡀᖹ➼ࠖᥦ౪ࡉ

௨࠸࡚ 㸦ୖᐇ㝿ࡣ㐪ࡀ࠺㸧ࠊ♫ⓗᡂຌࠕࡣࡢ࠸࡞ಶே ࠊࡉపࡢࡅᶵ࡙ືࠖࡢ

ᐙᗞࡢ࣮ࢸࢽࣗࢥ⎔ቃࠊᏛᰯᩍ⫱ၥ㢟࠶ࡀゎ㔘ࠋ࠶࡛ࡢࡓࡉゝ࠸࠼

㯮ேࠋࡓࡗ࠶࡛⌮ㄽ࠺࠸࠸࡞ࡣᯝ࡛⤖ࡢே✀ᕪูࡣᇶᮏⓗࡣⱞቃࡓ⨨ࡢ㯮ேࠊࡤ

♫ࡣ㝵⣭ᵓ㐀୍ࡢ㒊⤌㎸ྛࡣ࡛ࡇࡑࠊ㝵⣭ࡢ౯್ᇶ‽ᚑࡀࡇ࠺ᮇᚅࠊࡉ

ດຊḟ➨࡛♫ⓗୖࡢேࠎಶࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠼ᤊ࠸࡚ࡋᐜࠖཷࠕ㯮ே♫ࡣἣ≦ࡢࡇ

♫ゝㄒᏛ♫Ꮫࡢே✀⩏ⓗぶᛶ 

㯮ேゝㄒᏛ࡚ࡋ 

 

※ 㑥ᙪ 㸦⋢ᕝᏛ㸧 
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ࡢࡇࠋ࠶࡛ࡢࡓࡋ♧ᥦ࡚ࡋࠖ♫࡞࣮ࣥࠕ♫࣓ࣜࠊࡋ࠶࡛⬟ྍࡣ᪼

ࡀࢫ࣮ࣇࡢ✲◊ࢫࢭࣟᢚᅽࠊᦢྲྀⓑேࡍᣢ⥔ࡋࡇ㉳ࡁᘬ㝵ᒙ࡞࠺

✀ேࠊࡣ⣔ያ㞔ᏊᏞࣜࣇࡓࡋ㝵⣭㞟ᅋࡢࡇࠋ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡣࡇ࡚࠶

㞟ᅋࠊࡣ࠺࠸ᇶᮏⓗࡣ୰⏘㝵⣭⨨ࡍⓑேࣖࢲࣘࡢ⣔࣓ࣜேࣜࢱࠊ

⣔࣓ࣜே➼ิྠ⨨ࢡࢽࢫࡍ㞟ᅋࠋ࠶࡛ࡢࡓᢅ࡚ࡋࡘ୍ࡢ 

 

࠙⡿♫ゝㄒᏛࡢᙳ㡪ࠚ 

ୖ㏙ࡢㄆ㆑ࠊᴫᛕࠊ⌮ㄽࠊࡣ㸯㸷㸴㸮ᖺ௦୰㡭ㄌ⏕ࡓࡋⓑேゝㄒᏛ⪅⡿♫ゝ

ㄒᏛ⥅ᢎࡣ࠸࠶ࠋࡓ࠸࡚ࡉே✀ࡣᦢྲྀࠊᢚᅽࢫࢭࣟࡢグ㏙ࠊศᯒࡍ㝿

ኚᩘᐃ⥺⏺ゝㄒቃࡀᖺ㱋ࠊᛶࠊ㝵⣭ࠊ㞟ᅋࢡࢽࢫࠊࡎ࠸⏝ࡣ࡚ࡋᴫᛕࡢ

ࡤ࠸࡞ࡋฟ⌧࡚ࡋせᴫᛕࡀ✀ேࠊࡣၥ㢟ࡢ࡛ࡇࡇࠋࡓࡗ࡞ࡇࡍ⮫ྩ࡚ࡋ

㞟ᅋࢡࢽࢫࡌྠ⣔ያ㞔ᏊᏞࣜࣇே࣓ࣜ⣔ࣖࢲࣘ࠶ⓑே࡛ࠊࡃ࡞ࡣ࡛

ࡢᢚᅽࠊᦢྲྀࡢேࣜࣇࡓୡ⣖ᩘࡃᇶ࡙యⓗᙧ㉁⫗Ⰽࡢ⫙ࠊᢅ࡚ࡋ

ᵓࡣ⏝ゝㄒࡢ࣮ࢸࢽࣗࢥ㯮ேࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࡞ࡣࡇࡉ㆟ㄽࡃ῝ࠊࡣࢫࢭࣟ

㐀ᶵ⬟⩏ⓗゎ㔘ࠊࡘࠋࡓࡉⓑேࡢ⮬ࡣ୰⏘㝵⣭ࡢ᪉ゝ࡛ࠕ࠶ᶆ‽ⱥㄒࠖ

㠀ᶆ‽ⱥㄒࠕ ᶆ‽ⱥࠕࠊᡭ࡛࠸ࡢ㠀ᶆ‽ⱥㄒࠖࠕ࠸ẚ㍑ⓗ㏆ᶆ‽ⱥㄒࠖࠕࡣ࠸࠶ࠖࠊ

ㄒࠖࡢ⏝⬟ຊᣢࡘᑡᩘ㝖ࡁከᩘࡢ㯮ேࠕࡣᶆ‽ⱥㄒࠖࡅ㞳ࠕࡓ㠀ᶆ‽ⱥ

ㄒࠖࡢ࠸ᡭ࡛ࠕࠊ࠶ᶆ‽ⱥㄒࠖ࡞࣮ࣝࣇࡣሙ㠃㸦ᩍ⫱ࠊᨻᗓࢫࢿࢪࣅࠊࢹ࣓ࠊ

➼㸧ࠕࠊ㠀ᶆ‽ⱥㄒࠖ࡞࣮ࣝࣇࣥࡣሙ㠃㸦ᐙᗞࠊ࣮ࢸࢽࣗࢥࠊ➼㸧࡛ࡢ࠸

ศࡀࡅ㐺ษ࡛ࠋࡓࡉ࠶㯮ேࡣ୰⏘㝵⣭ࡢࡓࡍ᪼ୖ๓ᥦ᮲௳ࡋ ᶆ‽ⱥㄒ࡚ࠖࠕ

⬟ຊࡀồࠊ୰⏘㝵⣭࡞࣮ࣝࣇࡀヰ㢟ሙ㠃࡛㯮ேࡢ᪉ゝ࡛ࠕ࠶㠀ᶆ‽ⱥㄒࠖ

㝵⣭ࠊࡣ㯮ேࡍ㞟୰ୗᒙ㝵⣭ࠊࡘࠋࡓࡉ࡞࠶㐺ษ࡛ࡣࡇࡍ⏝

ᩥࠊつ⠊ࡢ ᛂࡓࡌゝㄒ⾜ືᚑົ⩏࠺ᣢྠࡇࠊࡕពࡇࠊࡋᐇ⾜ࠊ࡛ࡇࡍ

ྛ㝵⣭ࡓࡋྜ⤫♫యࡢ⛛ᗎࡀಖ࠺࠸ࡓᵓ㐀ᶵ⬟⩏ࡀᡂ❧ࠋ࠶࡛ࡢࡓࡋ 

 

࠙㯮ே♫ゝㄒᏛࡢ⥅ᢎࠚ 

㸯㸷㸵㸮ᖺ௦ᚋ༙௨㝆ࠊࡣⓑே♫ゝㄒᏛ⪅ࡢᙳ㡪ୗ࡛㯮ேࡢ♫ゝㄒᏛ⪅ࡀ㍮ฟࡉ

ጞࠋࡓㄆ㆑ࠊᴫᛕࠊ᪉ἲࠊ⌮ㄽ࠶࠶࡞㠃࡛ࠊⓑேゝㄒᏛ⪅ࡀᵓ⠏ࣛࣃࡓࡋ

ゝ♫ࡢ㯮ேࠊ☜ࠋ࠸࡚ࡗ⾜✲◊࠸ࡀࡓࡋࡑᛅᐇ᪥ࠊࡋᢎ⥅ࢲ

ㄒᏛ⪅ࡢ᪉ࠊࡀ⌧ᅾࡃ⥆ே✀ⓗᦢྲྀࠊᢚᅽࡢ᭷ᵝ㗦ࡃㄆ㆑࠶ࡣ࡛࠺࠸࡚ࡋ

ᙜⅬ↔㛵ಀᛶࡢࢫࢭࣟࡢᢚᅽࠊே✀ⓗᦢྲྀ⏝ゝㄒࠊࡀ࠶ࡣ࡛ࡘࡎࡋᑡࠋ

ᵓ⠏ⴌⱆᮇࡀ⪅ⓑே♫ゝㄒᏛࠊࡀࡇࠋ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࠺ぢ✲◊ࡓ࡚

ேࠊᯝ⤖ࡢࡑࠊ࠾࡚ࡉ㑂Ᏺ࡞㡹ࡣㄽ⌮ࠊᴫᛕࠊ㡿ᇦ✲◊࡞ᇶᮏⓗࡢゝㄒᏛ♫ࡓࡋ

࡚ࡗ⩏ᵓ㐀ᶵ⬟ࠊ✲◊ࡍศᯒࠊグ㏙ࢫࢭࣟࡢᢚᅽࠊᦢྲྀ࡚ࡋせᴫᛕ✀

⥔ᣢࡉே✀⩏ⓗ⤒῭ᨻᵓ㐀⬺ᵓ⠏ࡍᛂ⏝◊✲ࡣ㐜࡚ࡋࠎ㐍ࠋ࠸࡞࠸ࡣ࡛ 

 

࠙せཧ⪃ᩥ⊩ࠚ 

Bonilla-Silva, Eduardo, 2001, White Supremacy and Racism in the Post-Civil Rights 

Era, Boulder, CO: Lynne Rienner. 

Williams, Glyn. 1992. Sociolinguistics: A Sociological Critique. London: Routledge. 
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㸯㸬◊✲ᴫせ 

 ⌧ᅾࠊ᪥ᮏࡢࢩࣟ㛫ࠊࡣᢥᤊᓥࠊᅜᚋᓥࠊⰍᓥཬࡧṑ⯙⩌ᓥࡢᖐᒓࡄၥ

㢟ࠊ࠸ࠊ᪉㡿ᅵၥ㢟ࡀᏑᅾࡢࡇࠋࡍ᪉㡿ᅵၥ㢟ᑐࠊ࡚ࡋᨻᗓ࣭㛵ಀᅋయ➼

ࡇࠋ࠸࡚⾜ࡀ㏉㑏άື࡞ࠎᵝ࡞ᒎࣝࢿࣃၨⓎ᪉㡿ᅵ㏉㑏せồ⨫ྡ㐠ື

⏬࣓ࢽࡀࡑࠋ࠶ࡀ⏬ࡉୖࡓࡢ᪉㡿ᅵ⌮ゎಁ㐍ࠊ୰࡛ࡢάືࡢ

 ࠋ࠶ᓥ࡛࠘ࡢࢽࣥࣂࣙࢪࠗ

ᮏ⏬2014ࠊࡣ ᖺ 2 ᭶ሙබ㛤ࠋ࠶࡛ࡢࡓࡉ᪉ᅄᓥࡢ㸯࠶࡛ࡘⰍᓥ⯙

ୖࡀ㐃㌷ࢯࠊ↛✺᪥࠶ࠊࠎ᪥ࡍᬽࡏᓥ࡛ᖾࡀ⣧ᖹ㸦ᑠᏛ⏕㸧࠶ேබ࡛ࠊྎ

㝣ࢯࠊࡋ㐃㌷༨㡿ୗ࡛ࡢ⏕άࠊᶟኴࡢ⛣㏦ᐜᡤ࡛ࡢ⏕άࠊ࡚⤒ภ㤋ᘬࡁᥭࡆ

ᮏࠋ࠶ㄒ࡛≀ࡃᥥ⏕ேࡢ⣧ᖹࡓࡉᘝ⩻ࠊ୰࡛ࡢ௦࠺࠸ḟୡ⏺ᡓ➨࠺࠸

ࠊࡀே㛫≀ㄒࡢⓏሙே≀㛫ࠊ࡚ࡋࡑࠊṔྐ࠺࠸ࡆᥭࡁᘬࠊᨻ࠺࠸᪉㡿ᅵၥ㢟ࠊࡣ⏬

ᐑἑ㈼ࠗࡢ㖟Ἑ㕲㐨ࡢኪ࠘ࡢୡ⏺ほࡢ୰࡛ࡀ࡞࠸ྜ⤡ࠊᒎ㛤ࡍ≀ㄒ࡛ࠋ࠶ 

 ᮏ◊✲࡛ࡢࡇࠊࡣせ⣲ࡀ」㞧࠺ྜ⤡ᮏ⏬ࢺࢫࢡࢸࡢศᯒࠊ࠺⾜ᮏ

ࡢⅆᆶࠗࡓ࠸ᥥᡞ✵く⚄ࠊཎసᑠㄝࡢ⏬ ࢤࡢࡋࡔࡣࠗࡓ࠸ᥥ⇿ཎࡢᗈᓥ࠘ࠊ

Ṕྐࡢ࡚ࡋ⪅≅≛ࠕ࡞࠘᠈グ࠸ࠗࡓ࠸ᥥࡆᥭࡁᘬࡢⵚ㛤ᣅᅋ‶ࡣ࠸࠶࠘ࣥ 㸦ࠖࢿ

ࣆ 2002㸧ᥥ࠺࠸ࡃⅬ࡛ඹ㏻ࡢ⏬࣓ࢽࡍẚ㍑ศᯒࠊࡀ࡞࠸⾜᪉㡿ᅵ

࡞ពᅗ࡞ᴗⓗ⏘ࠊࡣࡉࠊពᅗࡢ⟇ࡍᐇࡢ㛵㐃ᅋయᅜࠊ㡿ᅵព㆑ࡍᑐ

ࠗ࠸࠶⤡࠺ࡢࠊࡀ ᓥࡢࢽࣥࣂࣙࢪ ࠊࡢࡓࡗࡓ࠸ࡇࡍฟ⏕ㄒ≀࠺࠸࠘

࠺࠸㈝ᾘࠊࢸࢸࣥࢹࠊつไࠊ㇟⾲ࠊ⏘⏕ࡢㄒ≀ࠊࡓࡋ♧ᥦࡀ㸦2000㸧ࢤ

 ࠋ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡋᐹ⪄ࠊ୰࡛ࡢࢫࢭࣟ

 

㸰㸬⏬ࠗࡢࢽࣥࣂࣙࢪᓥ࠘ࡢᴫせၥ㢟ព㆑ 

❧ࠕࡀᅋἲே᪥ᮏ㡢ᴦᴗ⪅༠♫⯡୍ࠊࡣᓥ࠘ࡢࢽࣥࣂࣙࢪࠗ⏬ 50 ࿘ᖺࡢ⠇┠

㏄ࠊࡓ࠶࠼ᚋୡㄒࡁࡄ⥅≀ㄒ࡚ࠖࡋไసࠋ࠶࡛ࡢࡓࡋཎస࣭⬮ᮏࡢᮡ

⏣ᡂ㐨ࡀᐇ⏬᳨ウ࡞ྎ⯙ࠊࡀࡓࡋⰍᓥ࡛ࡢᙳࡀ㞴ࡇ࠸ࡋⳘ࡞ไస

ࡋᢡࠊࡀࡓࡗ࠶࡛⏬ࡓࡋᛕ᩿ࡣᗘ୍ࡇࡀ㈝ 50 ࿘ᖺグᛕ࡚ࡋᏊ౪ࡕࡓ

ࢽࠊࡋ⮴ྜࡀពᅗࡢ⏣ᮡ᪥ᮏ㡢ᴦᴗ⪅༠ࡓ࠸࡚ࡋᶍ⣴సရ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ᛀ

2014ࠊࡉไస࡚ࡋ⏬࣓ ᖺබ㛤࠶࡛ࡢࡓࡉ㸦ࠗ ࣇࣥࣃ⏬ᓥ࠘ࡢࢽࣥࣂࣙࢪ

ࡃࡌྠཎసᑠㄝࠊ࠾࡞ࠋ㸧ࢺࣞ 2014 ᖺⓎ⾜ࠋ࠸࡚ࡉ 

ᮏ⏬ࡢయⓗࠊࡣ࣮ࣥࢺ࡞ᡓதࠗ࠘ࣥࢤࡢࡋࡔࡣ࡚ࠗࡋ࣓ࢽⅆᆶࡢ࠘

ࢻᤂḷ࣮ࣔࠕࡍᣦࡀࣆࢿ ୍ࠋ࠸࡚ࡉᨭ㓄ࠖ ᪉ࠊࡢ㸰సရࠊ࡞␗ࡣ

ὶࡢࠎேࡢ㐃ഃࢯࡢࡎࡣ࠶࡛ࠖᩛࠕࡣᮏ᮶ࠊࡣⅬ࡞ᚩⓗ≉ࡀᓥ࠘ࡢࢽࣥࣂࣙࢪࠗ

ᜊ≀ㄒࡀᥥ࠺࠸࠸࡚Ⅼ࡛ࠋ࠶ᓥࡢ᪥ᮏேᘬࡁᥭࡆᘬࡁࡓே

 ✲◊㇟⾲ࡢᓥ࠘ࡢࢽࣥࣂࣙࢪࠗ⏬

 

㧘ᶫㄔ㸦ᾏ㐨ᏛᏛ㝔ᅜ㝿ᗈሗ࣓࣭ࢹほගᏛ㝔㸧 
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බ⣧ᖹࢯ㐃㌷ᑗᰯࡢፉ࡛࠶ᑡዪࡢࣕࢽ࣮ࢱᜊࠊࡣṓ᭶ࠊ࡚⤒⣧ᖹࡀࡧᓥゼࠊ

ே࠾ࡀࡢࡑ࠸ᜊᚰ࠶ࠊࢫࣥࢡ࣮ࢩࡉࡀࡇࡓ࠸࡚⛎✀

 ࠋ࠸࡚ࡉ⳹࡚᪼ࡋㄒ≀࠸ࡋ⨾ࡢ

 ༢ࡢ࡚ࡋ⪅≅≛ࠕ࡞Ṕྐࠖࠊ࠸࡞᪉㡿ᅵ㸻㏉㑏࠺࠸ᨻⓗࢸࣥࢥ࡞

㔜せࡢࡘ㸯ࡀᜊ≀ㄒࡣ࡚࠸࠾⏬ᮏࠊࡐ࡞ࠊ࡚࠸࠾ㄒ≀ࡍ᭷ྵᅾⓗ₯ࢺࢫࢡ

᪉ᅄ࠸࡚⾜㛫࡛ࡢ➼ᾏ㐨ᮏᓥ᪉㡿ᅵࠊࡣࡑࠋࡢࡓᥥ࡚ࡋㄒ≀࡞

ᓥὶࡋ࡞ࢨࣅࠊ࠸ࠊὶ࠺࠸᪉㡿ᅵࡢΏ⯟ᯟ⤌ࠊᓥࡢゼࡇࡑ

ࡣὶࡋ࡞ࢨࣅࠊ࡛ୖ࠼⪄᪉㡿ᅵၥ㢟ࠊࡘࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡓࡗ࠶ࡀࡢ࡛

Ḟ࠸࡞ࡏせ⣲ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡚ࡗ࡞ᮏ◊✲࡞࠺ࡢࡇࠊࡣၥ㢟ព㆑௬ㄝࠊࡢ

⪃ᐹࠋ࠶࡛ࡢ࠺⾜ 

 

㸱㸬⪃ᐹ 

 ᮏ⏬ࡣཎసᑠㄝ≀ㄒෆᐜࡌࡍ࠶࡞ࡁ࠾࠾ࡢⓏሙே≀ࡣࢺ࣮ࣇࡢ࡞ඹ᭷

㐃ࢯࠊ࡚ࡋ୰ᚰ⣧ᖹ࠶ேබ࡛ࠊ୧సရࠊࡀࡓࡩⱝᖸෑ㢌࡛ࠋ࠸࡚ࡋ

㌷ࡀ㐍⾜ࡃ࡚ࡋ௨๓ࡢᓥ࡛ࡢ᪥ᖖⓗ࡞⏕άࢯࠊ㐃㌷ୖࡢ㝣ࠊᓥࡢ㥔ᒡ㒊㝲࡛࠶ᬡ㒊㝲

ᶟࠊ㏦ࣜࢩࡢ㎮ኵ࠶࡛∗ࡢ⣧ᖹࠊᜊ࠸ฟࡢࣕࢽ࣮ࢱ⣧ᖹࠊ㏦ࣜࢩࡢ

ኴࡢᙉไⓗ࡞ᘬࡁᥭࡆᐜᡤ⏕άࠊᶟኴ࡛ࡢ∗ࡢࠊ⣧ᖹࡢᘵ࡛࠶ᐶኴࡢṚࠊ

ภ㤋ࡢᘬࡁᥭࠊ⯪ࡆⰍᓥࡋ࡞ࢨࣅΏ⯟ࠊ⣧ᖹࡢࣕࢽ࣮ࢱᏞࡢฟࡓࡗ࠸ࠊ࠸

 ࠋ࠸࡚ᥥࡀ࣮࣮ࣜࢺࢫ

ᮏ⏬࡛ୖࠊࡣ㏙࠾ࡢேබ࡛࠶⣧ᖹ୰ᚰࡀ࣮࣮ࣜࢺࢫᒎ㛤ࡍ≀ㄒ࡛ࠊ࠶

࠸࡚ࡋヰ࡛ୖࡢ⯪࠺ྥⰍᓥࡀబᏊࡢඖᑠᏛᰯᩍᖌ⣧ᖹࠊ࡛ࢢࣥࢽ࣮

୰⣧ᖹࡣㄒ≀ࠊ࡚ࡗᚑࠋጞࡀᅇ≀ㄒࡢ⣧ᖹࠊ㏉ࡀά⏕ࡢᙜࠊࡇ

ᚰ㐍୍ࠋ᪉࡛ࠊཎసᑠㄝࠊࡣ࡚࠸࠾ᚲࡋࡎどⅬே≀ࡀ⣧ᖹ㝈ࡢࡑࡎ࿘㎶ࡢⓏ

ሙே≀࡛ཬྠࠊࡓࠋࡪᵝࡀࡇࡢⓏሙே≀ࡢ↛ᛶࠊࡘࠋ࠼࠸ཎసᑠㄝ

ࡍᩡࡀㄒ≀࡚ࡗྥࢫࢡࣛࢡ࠺࠸ゼࡢࡉࡩࠊࡣ࡛⏬ࠊ࡚ࡋẚ㍑

 ࠋ࠼❚ࡀࡇ࠸࡚ࡉ⧩⦆࠺

ࡢᅾ⌧ࠊࡣ㇟⾲ࡢ᪉㡿ᅵࡢ࡛ࢹ࣓ࡉᐃࡀ⾗⫈ࡢࡃከ࠺࠸⏬࣓ࢽ

᪥ᮏࡅ࠾᪉㡿ᅵゝㄝࡢ࡛ࠊࡘࠋ࠼⪄࠶᪉㡿ᅵࡢゝㄝᵓ⠏

ࠗࠋ࠸࡚ࡗ࡞せ⣲࠸࡞ࡏḞࡣὶࡋ࡞ࢨࣅࠊ࡛࠼࠺࠼⪄ ᘏࡢࡑᓥ࠘ࡢࢽࣥࣂࣙࢪ

㛗⥺ୖ30ࠊ࡚࠸࠾ ᖺ㏆ࡓࡁ࡚ࡅ⥆ࡃᅄᓥᅾఫࣟࢩேఫẸࡢὶ✚ࡢ㔜ࡢࡡ୰

࡛ᵓ⠏ࡓࡉ≀ㄒ࡛ࡇ࠶㆟ㄽࠋࡍ 

 

ࠝせཧ⪃ᩥ⊩ࠞ 

ᮡ⏣ᡂ㐨㸦2014㸧ࠗ  ♫ᓥ࠘㞟ⱥࡢࢽࣥࣂࣙࢪ

༓ᑜ༓ࠕAKIRAࠖࠕ㸫࣓ࢽࡢ㸦2002㸧⚄ᒣிᏊヂࠗ⌧௦᪥ᮏࣆࢿ࣭ࣥࢨ࣮ࢫ

 ♫୰ኸබㄽ᪂࡛࠘ࡋ㞃⚄ࡢ

࣭࣮ࢽࢯ㸫ࢬ࣮ࢹࢱࢫ࣭ࣝࣛࣗࢳࣝ㊶㸦2000㸧ᬽἑ๛ᕭヂࠗᐇࢤ࣭ࢻ࣭࣮ࣝ

 ᡓ␎࠘ಟ㤋᭩ᗑࡢࣥࢡ࣮
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୰ᅜࡢ㒔ᕷࡅ࠾ᮧⴠ♫Ẹ㛫ಙ௮ 

̿ᒣす┬ኴཎᕷࡢᇛ୰ᮧ̿ 

 

           ẁ ⋢ 㸦ᾏ㐨ᏛᏛ㝔ᩥᏛ㝔㸧 

 

 

1 ◊✲⫼ᬒ 

1978 ᖺࡢᨵ㠉㛤ᨺ௨㝆ࠊ୰ᅜ࡛ࠊࡣಙ௮άືࡢ⤫ไࡀ⦆ࠊࡇࡓࡉከࡢࡃ

ᮧ࡚࠸࠾Ẹ㛫ಙ௮άືࡀάࡓࡋ(YANG,2006)ࠊࡕ࠺ࡢࡑࠋ♽ඛ⚍♭ࡣᐙ᪘࣭Ặ᪘ࡗ

࡚ᐇࠊࡉ⚄ᓫᣏࡀᆅᇦࡢே࡚ࡗࠎᐇࡉ⾜Ⅽ࡛ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠶⾑

⦕࣭ᆅ⦕㛵ಀᇶ࡙ࡓ࠸Ẹ㛫ಙ௮άືࠊࡣẸ⾗⢭⚄ⓗᨭ࠼ᥦ౪ࠊࡋ♫⤫ྜಁ㐍ࠊࡋ

♫ⓗᏳᐃ⥔ᣢࡍᙺᯝࡓ࠸࡚ࡋࡓ(ᚎ,2012)ࠋ 

⌧ࡀᮧⴠᙧែ࡞ࡓ᪂࠺࠸ᇛ୰ᮧᬒ⫼ᅵᆅไᗘࡢ㒔ᕷ࣭୰ᅜ≉᭷࡞㏿ᛴࠊࡋࡋ

ࠊᙳ㡪࡛㒔ᕷ㒊ࡢ࿘ᅖࠊࡀ㎰ᮧࡍ⨨ෆ㒊ࡢ㒔ᕷᆅ⌮ⓗࠊࡣᇛ୰ᮧࠋࡓࡁ࡚

ఫẸࡀ㒔ᕷⓗࣛࡢࣝࢱࢫࣇ㐺ᛂవ࠸࡚ࡉࡃ࡞⾜ᨻ༊⏬࡛1990ࠊ࠶ ᖺ௦௨

㝆ࠊ୰㒔ᕷࡓࡗ࡞࠺㎰ᮧⓗせ⣲㒔ᕷⓗせ⣲ࡢΰྜࡓࡋᆅᇦ♫࡛࠶

ࡅ࡙⨨ࡢẸ㛫ಙ௮άືࠊࡣᇛ୰ᮧ࡛࠶ኚືᮇୗ♫࡞ⓗࠊ࡛ࡇࡑࠋ(㐃,2016:2)

 ࠋ࠸ࡓࡋウ᳨ࡢ࠸࡚ࡗ࡞࠺ࡢࡣ

 

2 ◊✲┠ⓗ 

ᒣす┬ࡢኴཎᕷ2018ࠊࡣ ᖺⅬ࡛㒔ᕷ㒊 177 ࣨᡤࡢᮧⴠࡀᏑᅾࠊࡋᇛ୰ᮧၥ㢟ࡀ῝้

ᮧẸࠊࡋᒎ㛤࠺ࡢࡣẸ㛫ಙ௮ࠊ࡛⛬㐣ࡉ㌿ᇛ୰ᮧᮧࠋ࠶ᆅᇦ࡛࡞

ࡅ࠾ᮧⴠ♫ࡣኚᐜࡢẸ㛫ಙ௮ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡢ࠸࡚ࡗ࡞࠺ࡢࡣཧຍពḧࡢࡕࡓ

Ẹ㛫ࡅ࠾ᮧⴠ♫ࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠊ࡛ࡇࡑࠋࡢ࠸࡚ࡗ㛵࠺ࡢኚື♫

ಙ௮ࡢኚᐜࠊ࡛࠼࠺ࡓࡋ㒔ᕷࡀᮧⴠ♫ࡓࡋࡓᙳ㡪⪃ᐹࠋࡍලయ

ⓗࠊࡣᒣす┬ኴཎᕷ⨨ࡍ W ᮧࡢ㱟⋤ᘁಙ௮ࠊ࡚ࡋཧほᐹᮧẸࡕࡓ

 ࠋࡍᐹ⪄ࠊ࠸⾜ㄪᰝ࣮ࣗࣅࢱࣥࡢ

 

3 ㄪᰝෆᐜ 

3-1 W ᮧࡢ㱟⋤ᘁಙ௮࡚࠸ࡘ 

Ṕྐࡤࡢࡉ W ᮧ࡛ࡣᏵ┿᐀୕༑ᖺ㸦968 ᖺ㸧㱟⋤ᘁࡀᘓ❧ࠋࡓࡉW ᮧࡢ㱟⋤

ᘁ࡛ࡣ౪ዊࡓࡋ₎ᩥᖇᜏࠊࡣ⏕๓ᒣす┬ࡢẸ⏕Ᏻᐃດࠊ࠾࡚࠸㈉⊩ࡋᚨ

㔜ࡓࡡே≀࡛ྂࠋ࠶ ௦ W ᮧࡢ㱟⋤ᘁಙ௮ࡣ♳㞵άື㛵ࠋࡓ࠸࡚ࡗᒣす┬ࡣ㛗ᮇ

㎰ࡢᆅ⌧ࡣἣ≦࠺࠸ỈᐖేᏑࡘࡤᖸࠊ࠶ᆅᇦ࡛ࡍ㢖ⓎࡢࡘࡤᖸỈᐖ࡚ࡗࡓ

ᴗⓎᒎࡢ㞴Ⅼ࡛ࠊࡓࡢࡑࠋࡓࡁ࡚ࡅ⥆࠶ᮧẸࡣࡕࡓ㱟⋤ᘁ⚍♭ࡇࡍ㏻ࠊ࡚ࡋẼ

ೃࡀ㡰ㄪ࡛స≀ࡃࡀᡂ㛗ࡓࠊ࠺ࡍᅜࡀᏳὈ࡛Ẹࡣᖹ✜࡛࠺࠶㢪ࡋࠋࡓࡗ

1949ࠊࡋ ᖺ௨㝆ࡢ㌍㐍㐠ືேẸබ♫ࡢᡂ❧࡚ࡗ㱟⋤ᘁಙ௮ࡢᙅయࡀ㢧ⴭ࡞

ࡢ㱟⋤ᘁ࡛ࠊࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀ㐠ື⁛᧞ࡍᑐ㱟⋤ᘁಙ௮ࡣ㠉࡛ᩥࠊ࡞ࡢ

 ࠋࡓ࠸⥆࡛ᨵ㠉㛤ᨺࠊ࡞࠺ࡌ⚗ࡣ♭⚍
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3-2 ᨵ㠉㛤ᨺ௨㝆 W ᮧࡢ㱟⋤ᘁಙ௮ 

1987㹼1996 ᖺ࡛ࠊࡣேẸබ♫ࡀゎయࡉᆅᇦࡢ㞟ᅋⓗ༠ྠᇶ┙ࡀᙅࠊᐙ᪘୰ᚰࡢ㎰

ᴗάືࠊỈ⏝ࡀࣝࣛࢺ࡚ࡗࡄ࣮ࣝࣝࡍⓎ⏕ࠊࡋ㎰ᴗ⏝Ỉၥ㢟ࡀ㢧ᅾ

ࠊ࠼⪄ࡁ࡛ࡀࡇࡍฟ࠸ᛮస㇏࡛ࡇຊࡢ⋥㱟ࡢ ࡣࡕࡓᮧẸࠋࡓ࠸࡚ࡋ

ᮧ㛗Ẹ⾗ࡀฟ㈨ࠊࡋ◚ቯࡓࡉ㱟⋤ᘁᪧࠋࡓࡋ 

2000 ᖺ௦௨㝆᐀ᩍ⤫ไࡢ⦆⤒῭ⓎᒎࠊW ᮧࡢ㱟⋤ᘁಙ௮ࡢ⯆ᢿ㌴ࡀ

άືࠋࡓࡋཧຍࡀࡕࡓᮧẸࡢ࡚ࡍࡣ♭⚍㱟⋤ㄌ⏕᪥ࡢᪧᬺ᭶᪥ࠊ≉ࠋࡓࡗ

ᮅࠊᙜ᪥ࡢ♭⚍㱟⋤ㄌ⏕᪥ࠋ࠶ᮧ㛗࡛ࡓࡤ㑅ᖺᗘࡢࡑࠊࡣࡢࡍព⏝ 10 ᮧẸ

ࠋࡆ࠶㤶⥺⋥㱟ධ୰ᗞࡢᘁࠊᚋࡢࡑࠊࡁ⣬㖹࡛⅔࠶࡚࠸⨨ᘁእࡣࡕࡓ

ᗣࠖࠕࡣ࠸㢪ࡢࡕࡓᮧẸࠋࡍዊ㔠⫣⋥ᐙ᪘༢࡛㱟ࡣࡕࡓᮧẸࠊᚋࡢࡑ

ᐗ࡚࠸ᣍ㸪ᮧẸࡋព⏝⌮⣲㣗ᩱࡣᮧ㛗ࠊዊᚋࡢ㔠⫣ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡘࡢࠖ⏘㈈ࠕ

ࡗ⾜ሗ࿌ࡢ⏝┠㏵ࡢ㔠⫣ࡢᖺᗘࠊ㏵ࡢ㔠⫣ࡢᖺᗘࡣᮧ㛗ࠊᚋ᭱ࠋࡓࡗ⾜

 ࠋࡓࡆ࠶ࡀ⏝㈝㛤ദࡢ♭⚍㱟⋤ᘁࠊ㈝㉎ධࡢ㤶⥺ࠊ㈝⧋ಟࡢ㱟⋤ᘁࠊࡣලయⓗࠋࡓ

2016ࠊࡋࡋ ᖺ௨㝆ࠊ㱟⋤ᘁ⚍♭࠸࡞⾜ேࡀቑࠋ࠸࡚࠼⌧ᅾࡢ㱟⋤ᘁࡣᗫᘁ࡞

2016ࠕࡣᮧ㛗ࠋ࠸࡚ࡗ ᖺᮧయࡀ㛤Ⓨ࡛❧ࡕ㏥ࡢࡁᑐ㇟ྛࠊ࡞ᆅ⛣ఫ࡚ࡋ

ᮧẸࡀࡀ࡞ࡘࡢࡕࡓᙅࠊࡓࡗ㈤㈚ධࡢῶᑡ࡛㱟⋤ᘁዊࡍవศ࡞㈈⏘ᣢ࡚ࡗ

2000ࠊ࠸࡞࠸ ᖺ௦ᘓࡓࡋᘁ࡛ᩥࡓ࠶㑇⏘ࡢ࡚ࡋ౯್ࠊࡓ࠸࡞ᨻᗓ

つไࡀཝࠊ࡚ࡗ⏤⌮ࡢ࡞࠸ࡋ㱟⋤ᘁࡢ㛢㙐వࠖࡓࡉࡃ࡞㏙ࠋࡓ 

 

4 ⤖ᯝ 

ᛴ㏿࡞㒔ᕷࡢ㐣⛬ࡅ࠾ W ᮧࡢ㱟⋤ᘁಙ௮ࡢⓎᒎࡣᅇᮇ࣭㝯┒ᮇ࣭ᾘ⁛ᮇ࠺࠸

2000ࠋ࠸࡛Ṍ⛬㐨ࡢࡘ୕ ᖺ௦ࡢ㒔ᕷࡢ㐍⾜㐣⛬࡛ࠊᮧẸࡢ⮬ࡣࡕࡓ⢭⚄ⓗ࣮ࢽ

㐍ࡢ㒔ᕷࠊࡀࡔࠋࡓࡋ㛤᭶᪥⚍♭άື㞵άື♳ࡢ㱟⋤ᘁ࡛ࠊࡓࡍࡓ‶ࢬ

ᒎ W ᮧࡢᮧẸࡣࡕࡓ⏕Ꮡᡭẁࡢ࡚ࡋᅵᆅኻࠊ࠸ᆅᇦࡢ⛣ఫࡀቑຍࡓࡋ

㱟⋤ᘁಙࡃ࠾┙ᇶᆅᇦ♫ࠊ࠺ࡢࡇࠋ࠸࡚ࡋᙅయࡀ౫Ꮡࡢ⧊⤌ᆅᇦ࡛ࡇ

௮ࡀᏑ⥆ࡢࡓࡃ࠸࡚ࡋ᮲௳ࡣཝࠋ࠸࡚ࡗ࡞ࡢ࠸ࡋ 

ᮏ◊✲ࡢ▱ぢࠊࡣW ᮧࡢẸ㛫ಙ௮ࡢ┒⾶せᅉࠊࡣ࡚ࡋᨻ⟇ࠊ♫⤒῭ࠊᨻࡢ」

ྜⓗ࡞⫼ᬒࡀࡇ࠶ࡀ♧၀ྠࡑࠋࡉࠊᛴ㏿࡞㒔ᕷࡢ㐣⛬ࡣ࡚࠸࠾Ẹ㛫

ಙ௮ࡢ⾶㏥ࡀ W ᮧྍࡍ♧↉⤊ࡢ⬟ᛶࠋ࠼⪄࠸࡞ࡣ࡛࠶ࡀ 
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シンポジウム

コロナ禍以降の社会学研究・教育

6 月 11日（土） 
14：10－15：50 

座長 

新藤 慶（群馬大学） 
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第 70 回 北海道社会学会大会シンポジウム（オンライン開催） 2022.6.11

コロナ禍以降の社会学研究・教育

第 1 報告 山本 堅一（北海道大学）

オンライン授業は悪なのか

第 2 報告 松宮  朝（愛知県立大学）

コロナ禍以降の調査研究と教育実践の課題と展開可能性 ―コミュニティ実践の調査から―

第 3 報告 平沢 和司（北海道大学）

無作為抽出者を対象としたミクストモード調査におけるモード効果

－ウェブ法と郵送法の比較から－

座    長 新藤  慶（群馬大学）

2020 年、新型コロナウイルス感染拡大は、我々の生活を大きく変えた。なかでも研究活動や教育

は、感染状況によって変わる国や自治体の方針に否応なく対応せざるを得なかった。研究において

は、調査の延期や中止、場合によっては方法を変更することが余儀なくされた。教育では、ごく当

たり前に行われた対面授業ができなくなり、フェイスツーフェイスの交流が難しくなった。それに

替わり遠隔授業が準備期間も十分でないなかでスタートした。当初は 1 年も辛抱すれば平常に戻る

に違いないと、期待をこめた予測は呆気なく外れ、この状況の終わりは未だに見えない。世論の関

心もこの現状のなかで如何に社会を維持していくかにシフトしている。

そこで第 70 回大会シンポジウムでは、コロナ禍以降の社会学研究や教育をテーマとしたい。コロ

ナ禍 3 年目のいま、すでに多様な場でこれらのテーマは取り上げられている。ともすれば、新鮮さ

に欠ける印象を持たれるかもしれない。だが、3 年目だからこそ、それぞれの経験に基づいて、現状

と今後の課題を整理できるのではないか。

シンポジウムでは、教育や研究に豊富な経験を持つ方々にご登壇いただく。第 1 報告者の山本堅

一氏（北海道大学高等教育推進機構）は、オンライン授業に焦点をあて、学習者本位の教育活動を

行うためにもオンライン授業が有効であることを授業の実践例などを交えて報告いただく。第 2 報

告の松宮朝氏（愛知県立大学教育福祉学部）は、高齢者、外国籍住民のコミュニティにかかわる実

践の経験からコロナ禍における取組や、社会学教育に関する課題や新たな可能性について報告いた

だく。第 3 報告の平沢和司氏（北海道大学大学院文学研究院）は、社会調査のなかでも、現状のウ

エブ調査の課題について着目し、異なる調査モードによって生じる「モード間の差異」についての

分析を報告いただく。

3 報告のあとには、フロア（画面）の会員から意見をいただき、コロナ禍以降の、社会学研究、教

育について議論を深めたい。

（研究活動委員長 品川） 
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オンライン授業は悪なのか 

 

 

 

 山本堅一（北海道大学） 

 

 コロナ禍以降，多くの大学でオンライン授業が導入された。教員は慣れないオンライン

授業ツールに苦労しながら，この 2 年間，たとえば，対面とリアルタイムオンライン授業

を効果的に使い分けたり，オンデマンド教材を作成して予習用教材とし，それによって授

業の構成を見直したりと，実にさまざまな工夫を行ってきた。対面ができないからと，場

当たり的で一時しのぎ的な対応としてオンライン授業に取り組んだ人はいるかもしれない

が，やる以上は対面時と同等かそれ以上の教育効果を出そうと取り組んだ人も多いのでは

ないかと思われる。 

 そして，2022 年度となった現在，新型コロナウイルス感染症の拡大は一向に収まらな

いものの，全面的な対面授業に戻す大学が増えている。そこには，文部科学省の方針も大

きな影響があったのだろう。2022 年 3 月 22 日付けで発出された高等教育機関向け事務

連絡は，非常に大きなインパクトがある。事務連絡によれば，オンライン授業は「十分な

感染対策を講じたとしても面接授業を実施することが困難である場合に限り，実施可能」

であり，「特例的な措置として認められる」ものなので，「面接授業の実施に適切に取り組

んでいただきたい」と書かれている。 

 このような通知もあり，現在は原則対面授業に戻すという方針がよく聞かれ，対面とオ

ンラインをどちらも活用しているという実態を聞くことは少ない。この 2 年間で，オンラ

イン授業，ハイブリッド授業等に関するさまざまな知見が得られているにもかかわらず，

オンライン授業の位置づけが特例措置のままであることに，これまでの努力は何だったの

かと肩を落とす教員も多いのではないか。 

 本シンポジウムにおける私からの話題提供は，オンライン授業は特例措置の扱いで良い

のかという点を中心に構成する。オンライン授業に関する北大での教員，学生アンケート

の結果やオンライン授業実践例なども紹介し，真に学修者本位の教育活動を行うためにも，

オンライン授業の活用は継続すべきであると主張したい。なぜなら，そのことが，私たち

大学教員の教育研究活動と学生の学びを，より良い方向へと向かわせる可能性を持ってい

ると考えられるからである。教員によって意見が分かれるテーマでもあるため，多くの参

加者と議論したい。 
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コロナ禍以降の調査研究と教育実践の課題と展開可能性

―コミュニティ実践の調査から―

松宮 朝（愛知県立大学）

本報告では、コロナ禍以降の社会学研究・教育の課題と展開可能性について、この 2 年

間の報告者による調査研究と教育実践から考えてみたい。報告者は、地域社会学、都市社

会学の領域を中心に、高齢者、外国籍住民のコミュニティへの参画など、コミュニティに

かかわる調査研究を進めてきた。コロナ禍では、地域社会のコミュニティ実践に研究と教

育でかかわる身として、それらすべてが強制的に絶たれてしまうような絶望感を味わうこ

とになった。対面でのフィールドワーク、学生の調査実習など、地域コミュニティの現場

にかかわる活動がすべて実施できなくなったためである。

では、どのような新たな展開が可能か。この点について、①コロナ禍でも可能な調査

方法の継続、②新たな調査方法の模索という、大きく二つの点から議論されている。特に

報告者の調査研究にとって困難となったのは、調査対象として感染リスクの高い高齢者が

多かったことから、対面での調査が著しく制限されたことである。そもそも当事者の対面

的な活動が制限されているなかで、外部の研究者が入ることは極めて難しい状況となった

のである。もっとも、2021 年からは、別の展開可能性も認められた。対面／オンライン

かは別として、調査という形で懇談しつつ、各地の取り組みを紹介し、コロナ後の展望に

ついて意見交換をしたいという要望が寄せられたのである。この点はコロナ禍以降の社会

学研究者に対して調査の現場から切実に求められている課題であり、調査研究の新たな可

能性を開くものと考えられる。

 一方、社会学教育に関しても、調査研究と同様の問題がある。報告者は、社会福祉士、

精神保健福祉士を養成する社会福祉学科での社会調査教育を担当している関係上、地域コ

ミュニティに対する実践的なかかわりが強く求められ、学生による参与観察、アクション

リサーチを進めてきた。オンラインでのファシリテーション講座の開催、オンラインによ

る行政計画策定におけるファシリテーターとしての参画などのように、新たに進めること

ができたものもあるが、学生同士の地域参加の方法、実践手法の継承について課題を残す

こととなった。こうしたコミュニティ実践にかかわる調査研究から浮かび上がってきた課

題と、新たな展開可能性について議論したい。
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無作為抽出者を対象としたミクストモード調査におけるモード効果

―ウェブ法と郵送法の比較から―

平沢和司（北海道大学）

「社会調査の困難」が指摘される今日，ウェブ調査の必要性や重要性が高まっている。

ここでのウェブ調査とは，回答者自身がパソコンかスマホで回答する自記式調査を指す。

ウェブ調査には，同じ自記式であっても，従来からの留置法や郵送法で用いられる質問紙

調査にはない利点が多く備わっている。たとえば調査期間の短縮・回答のデジタル入力作

業の削減・その結果としての調査費用の低減のほか，回答者の属性や回答に応じた質問の

提示・質問や選択肢の解説などの付加・それらによる誤回答や無回答の回避，さらにはパ

ラデータの取得・回答選択肢のランダムな提示によるセンシティブな質問への回答の把握

などである。

 とはいえ，昨今のウェブ調査のほとんどは，調査会社が管理する登録モニターを対象と

しており，標本が無作為抽出されていないという重大な問題がある。そこで対象者は従来

通り住民基本台帳か選挙人名簿から無作為抽出し，調査モードはウェブ法を用いれば，い

わばいいとこ取りができるはずである。実際，それらから無作為抽出された対象者に，ま

ず郵便でウェブによる回答のための情報（URL または QR コード）を送付し，パソコン

かスマホでの回答を求めることが可能である。

 ただし，そうした機器を保有していない対象者や，保有していても利用を忌避する対象

者もいるだろう。そこでウェブ調査を中心としながらも，郵送法などを併用した複数のモ

ードによる調査が現実的であると考えられる（ここでは，そうした調査をミクストモード

調査，ウェブ調査のモードとしての側面をウェブ法という）。併用によって，ウェブ法で

は回答に積極的でなかった対象者の取り込みが可能となり，回収率の上昇や，ウェブ法に

よる回答者属性の偏りの是正が期待できる。

 もっとも，こうした複合モード調査の利点は，その課題と表裏一体である。同じ調査の

同じ質問であっても，郵送法とウェブ法といった異なるモードを併用した場合，回答傾向

に差異が観察されることがあるからだ。それを本報告では「モード間の差異」という。

同時に，モードによってそもそも回答者の属性が異なることもあり得る。たとえば年

齢が若いほど，あるいは学歴が高いほど，郵送法よりはウェブ法を選択しやすいことが容

易に予想される。そのため，モード間で差異があっても，それが回答者の属性によるもの

なのか，モードそれじたいによるものなのかは，モードごとに回答分布を見ただけではわ

からない。

そこで本報告では，回答者の属性を統制しても残るモード間の差異を「モード効果」

と呼び，（1）モード間の差異がある質問がどの程度あるのか，（2）どんな質問で差異が

あるのか，（3）その差異は「モード効果」なのか，に関して基礎的な分析をおこなう。 
（調査の概要，結果の詳細などについてはスペースの都合で当日提示する。）
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