
第 回 研究発表会（平成 年 月 日）

前 段〔司会 塩田 眞典 教授〕

．発表者 柴田 孝 講師

．演 題 漁獲能力規制の負担配分問題

．要 旨

会 報

カツオは熱帯域と日本近海を回遊している。日本の漁業はそのように移動するカツオを、遠洋のみなら

ず日本近海でも漁獲を行ってきた。しかしそのカツオの移動性質から考えた際に、日本近海への回遊量が

減少する一つの要因として太平洋熱帯域における巻き網船の過剰漁獲が挙げられている。本研究では、そ

の是非には立ち入らないこととし、日本漁業者・日本政府による提言にある能力規制について考察するこ

とを目指す。カツオ・マグロ漁業は近年その主たる漁獲が巻き網漁業によっており、過去に主流であった

カツオ一本釣りやマグロ延縄漁業はその比率を低下させてきている。日本以上に、諸外国では巻き網漁業

による漁獲量の伸びが著しい。こうしたなかでキハダマグロやメバチマグロについてその資源量減少が問

題視され、巻き網を含めて漁獲量の抑制に取り組んでいる。他方、カツオについて資源量はいまだ十分な

水準にあるとされ、漁獲量抑制の方策はとられていない。しかし、日本近海へのカツオ回遊量が減少して

いるとの指摘もあることから、日本政府は漁獲能力の制限を提言している。本研究は日本政府が提言する

漁獲能力削減が他国漁業者にとり受容可能であるかを検討する。他国にとり受容可能であるなら、相互に

利益があるため実現可能性があるが、そうでないならば、実現が見込めない提案は弱いものとなる。結論

として、資源量が危機的状態に陥っていない以上、各国が漁獲能力削減に同意する誘因はないといえる。

結論として、現状の資源利用の枠組みでは、日本政府が提言する漁獲能力削減に関係諸国が同意する誘因

はない。よって、提案の実現には日本からの誘因提供が必要であるといえる。
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後 段〔司会 宇部 一 教授〕

．発表者 迫 俊道 准教授

．演 題 芸道の修練過程における 段階性 と 非段階性 について

．要 旨

知識偏重教育や詰め込み教育の弊害が指摘される中にあって、伝統芸道における身体教育の過程に注目

した研究、芸道における 型 の習得過程に焦点を当て、その教育的価値を見出そうとしたものとして、

生田久美子の研究 わざ から知る （ ）がある。この中で、生田は日本の芸道の修行過程の特徴と

して、 模倣 非段階性 非透明な評価 を挙げている。しかし、その一方で、生田は世阿弥の稽古に

関する理論などを援用している。世阿弥の理論においては、芸道の稽古の過程は段階的であると解釈でき

る表現を含んでおり、また生田が芸道の身体教育の意義を提示している説明文においても段階性を示唆す

る表現が認められる。

本報告の目的は、芸道の修練過程における 段階性 と 非段階性 という概念を整理することにあ

る。まず、生田が指摘する芸道の 非段階性 という特徴について言及し、その上で、能（世阿弥）、弓

道（ヘリゲル）、神楽（西郷）の文献を取り上げ、それらの稽古に関する記述において、芸道の身体教育

に特有な段階性、段階的指導があることを示し、段階性の意義を明らかにした。

芸道においては、指導者が学習者の段階の生成過程を見極め、次の段階への橋渡しをしていくという

段階的指導 が行われている。生田が想定した 段階性 とは、現代の学校教育等に象徴的に見られる

ような静的なものである。だが、芸道の身体教育における 段階性 は、ダイナミックに流動する動的も

のであるだろう。芸道における身体教育の段階性の意義は、指導者と学習者の間で展開されていく、複雑

な生成過程を経ることを通じて、段階が創造されていくことを示唆している点にあると思われる。



第 回 研究発表会（平成 年 月 日）

前 段〔司会 樽磨 和幸 教授〕

．発表者 法雲 俊栄 講師

．演 題 を用いたクラウド・コンピューティングのサービス評価に関する研究

．要 旨

会 報

近年、インターネットや無線回線の普及に伴い情報管理のクラウド化を支援するサービス提供が加速し

ている。クラウドを提供する各種情報システムのサービスを利用することによって、企業では、経営活動

の効率化、生産性の飛躍的向上が求められている。しかし、クラウドシステムを中心とする近年の情報シ

ステムは、従来のシステム提供による導入や運用といった企業側が抱えていた負担から、逆に企業がサー

ビスを受け利用するといった視点へと形態が変化しており、エンドユーザ側からは直観的な操作環境が求

められ、さらに、一般ユーザからは情報の検索・処理において感性的な面白さや楽しさが求められる時代

になってきた。このような背景から、エンドユーザの経験や勘といった感性がシステム設計や開発におい

てフィードバックされる時代に対応した、新たな評価手法となる科学的なアプローチが必要であると考

え、本研究では、クラウド・コンピューティングのサービス評価に支配型 （階層型分析法）を用い

た分析を提案している。

支配型 の特徴は、人間の観や経験といった曖昧なデータや評価を取り扱うことだけでなく、基準

となるベンチマークを設定することで初めて全体的なプロジェクトの把握をすることが可能な評価手法で

ある。ここでは、クラウドによる つのサービス体系 、 、 の評価基準と、 による改

善モデル、現状、次期、理想を代替案に設定し、階層構造に組み合わせて検討を行っている。

クラウドを含む情報システムの評価は、本来、数値の計算という知性的で且つロジカルなもので気持ち

や感情が入る隙間は無い。しかし、ここ最近のクラウドを中心とする情報システムは生き物に等しく、

ユーザの意見や要望をフィードバックさせ、システム環境やプログラムに反映し改善を行っている。数値

化出来ないエモーショナルな部分に焦点を当てた評価手法として、今後も改善をしていきたい。
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第 回 研究発表会（平成 年 月 日）

後 段〔司会 安室 憲一 教授〕

．発表者 崔 圭 皓 准教授

．演 題 ハリウッド・メジャーの現地化に関する一考察

─日韓両国の映画ビジネスを中心に─

．要 旨

今回の報告ではまず世界映画市場を概観し、グローバル市場でもっとも大きな影響力を発揮しているハ

リウッド・メジャー映画会社（以下メジャー）の現況を考察する。続いて目下焦眉の関心事として話題に

なっている （ 次元）デジタル映画の進展と中国・インドなど台頭する映画市場を検討した。

このような映画を取り巻く環境変化のなか、メジャーの売上高に占める海外市場の比重はますます高

まっている。現在メジャー映画は自国市場である北米（アメリカとカナダ）だけでは映画製作にかかった

投資分の回収が困難となり、製作以前段階からグローバル展開を念頭に置くようになった。

また、メジャー本社は全世界に現地法人を展開しながらそれぞれの現地法人に求める役割と機能を再検

討しつつある。かつてのように本社の指示に従った映画のローカルライズ（字幕作成と現地プロモーショ

ンおよび関連マーケティング活動）といった役割だけでは十分とはいえなくなった。現地法人のなかには

現地映画への製作・配給を含む積極的な現地化戦略を駆使するところも生まれてきた。

本報告では、メジャーの現地法人とりわけ日本と韓国の支社で起きている変化を概観し、それぞれ展開

している映画ビジネスの現状を比較検討した。

結論として、日本の現地法人の場合、映画の 次活用すなわち を中心としたパッケージ市場（セ

ルとレンタル）の大きさゆえに、ほとんどのメジャー法人は映画興行とパッケージ・ビジネスを分けて展

開している。

一方、韓国の場合は、著作権保護における制度的不備から映画の 次市場が大きな被害をこうむり、

パッケージ市場が崩壊した。その結果、メジャー現地法人のパッケージ部門は撤退を余儀なくされた。

だが、映画の配給・興行を巡っては、両国のメジャー法人は共に現地化に力を注いでいる。現地映画製

作への共同出資、ローカル配給および本社の配給網を活用したグローバル展開への参画など新たなトレン

ドも見えてきたことがいえる。



第 回 研究発表会（平成 年 月 日）

前 段〔司会 山本 誠 教授〕

．発表者 林 幸治 講師

．演 題 産業集積地における中小企業金融

．要 旨

会 報

本研究の目的は、諏訪圏（諏訪市、岡谷市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村）という中小企業の集

積地において、中小企業の資金調達の現状と意識を把握することである。金融機関側からの分析ではなく

中小企業の視点からの地域金融、金融機関との関係を把握し、中小企業の資金調達は地域の特性（集積地

の特性や都市部と地方での差異など）があるとして調査を進めた。諏訪圏に所在地のある企業（全業種）

を帝国データバンク会社年鑑（ 年）と諏訪圏企業ガイド記載の企業合計 社にアンケートを送付

し、 社から回答を得た。

調査結果の概要として、諏訪圏の中小企業のメインバンクは地方銀行（八十二銀行）の割合が多いこと

が特徴であり、以前調査を行った東大阪市とは異なり地方銀行のシェアが高かった。これは都市部と地方

では金融機関の存立形態、経営基盤、競争が違うことが要因であると推察する。また、メインバンクを選

ぶ要因は、 信頼感がある が最も多かった。地方では地方銀行の基盤が強く、また金融機関の選択の余

地がない、不満があったとしても変更するまでの動因になりづらい点からこのような結果となったと考え

る。

資金調達先については、金融機関がメインであるものの、金融機関以外の資金調達先を希望している企

業が 社あった。また、その調達手法についてはまだ定まっておらず、新たな資金調達手法の知名度およ

び利用度が低いことも明らかになった。これは、中小企業向け融資制度や手法の拡充だけではなく、金融

機関だけではなく大学などの地域貢献として中小企業への啓蒙活動や財務戦略教育の必要性があると主張

する。

今後は各企業へのヒアリングを行うとともに、中小企業の集積地の地域間比較をさらに進め、都市部と

地方との中小企業の資金調達の違いのデータ収集を行い研究を進める。また、この研究と併せて中小企業

向け社債市場創設に向けた調査を実施していく。
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後 段〔司会 笹本 長敬 教授〕

発表者 森岡 邦泰 准教授

演 題 プーフェンドルフ 義務論 について

要 旨

平成 年度海外研究員として滞在したイギリス・グラスゴー大学での在外研究の帰朝報告を行った。

同地では研究計画にも記したとおり、主にプーフェンドルフの 義務論 の翻訳に従事した。プーフェ

ンドルフ（ ）は、ドイツの法学者であるが、グラスゴー大学では道徳哲学講座担当教授のカー

マイケルがプーフェンドルフの 義務論 を教科書に用い、次の担当教授のハチスンも同書を教科書に用

いた。このようにグラスゴー大学はプーフェンドルフとはゆかりの深い大学で、イギリス思想に影響を及

ぼしたと見られている。

世紀は、学校教育で古典を教材にラテン語を教えていたので、プーフェンドルフのラテン語も、特殊

な用語以外は古典ラテン語に従っていると予想していた。実際、中世人と違い、プーフェンドルフは基本

的に古典ラテン語文法に忠実に従っていた。

しかし語彙ではかなり様相が違った。専門用語でなくても、中世ラテン語の単語がしばしば出てくるの

である。そのため、浩瀚な古典ラテン語辞典でも調べがつかず、中世ラテン語辞典を引くことになった。

幸いグラスゴー大学にはこれまでヨーロッパの各国で出版されたすべての中世ラテン語辞典が揃ってお

り、 種類以上あるそれらの辞書の恩恵に与ることができた。日本ではそうした環境を作り出すのは非常

に困難である。

続いてプーフェンドルフの思想の一端について、限られた時間内で簡単に検討した。プーフェンドルフ

は通常、結合契約と統治契約からなる二重契約の社会契約論を展開したことで知られているが、プーフェ

ンドルフの社会契約論の特徴としては、ほかに自然状態を実在するものとして描いている点を上げられる

ことを指摘した。そしてそれが現代の人類学が描く先史の状態に酷似していることを示した。ホッブズや

ロックの場合、政治制度の探究のために思考実験として自然状態を導入しており、プーフェンドルフのよ

うな問題意識はないのである。



第 回 研究発表会（平成 年 月 日）

前 段〔司会 角川 周治郎 教授〕

．発表者 盛岡 貴昭 助教

．演 題 協同学習とモチベーションの維持・向上の関係性

．要 旨

会 報

協同学習とは、小グループに分かれて、学習者がグループ内の仲間と互恵的な相互関係を基に一緒に学

習し、互いの学習効率を最大限に高める方法である。協同学習を授業で用いる主な理由の つとしては、

学習者のモチベーションを維持、または向上させる効果がある授業方法だと言われているからである。ド

ルニェイ（ ）は、協同学習がモチベーションを維持、または向上させる理由として、 つの項目（

クラス集団の団結力を育成、 成功の期待、 学問上と社会的目標の達成、 学問上と道徳的責任感、

独自の貢献の必要性、 不安やストレスの軽減、 自律の育成、 満足感の経験、 努力の重要性）を指

摘している。

本学の英語 、 を履修した学生を対象に、協同学習を用いた授業を実施した。前期授業最終日に、

協同学習を用いた授業で、モチベーションを維持、または向上させたか という質問に対して、 段階

のリカート尺度を用いてどの程度強く同意できるかとその理由を学生に記入させた。後期の 月後半に

は、ドルニェイの つの項目について前期と同様に 段階のリカート尺度を用いてアンケートを行った。

前期のアンケートでは ％の学生が、 協同学習は、モチベーションを維持、または向上させる授業方法

であるか という質問に対して、 非常に同意できる 、または 同意できる と答えた。また、 課題を

解決するために、お互いに助け合えた といった内容のコメントが最も多く見られた。後期のアンケート

では 自律の育成以外のすべての項目で、 ％以上の学生が、 非常に同意できる 、または 同意でき

る と答えた。

前期と後期の 回に分けて行った調査により、多くの学生にとって協同学習がモチベーションの維持、

または向上につながる学習形態であると感じていたことが分かった。しかし、協同学習を用いた学習形態

が、ドルニェイが指摘する つの点で本当にモチベーションを維持または向上させるかどうかは、今回の

調査では統計的に検証するには至らなかった。よって、これを今後の研究課題としたい。
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後 段〔司会 高橋 美貴 教授〕

．発表者 橋本 信子 講師

．演 題 大阪商業大学におけるライティング指導一年目の実践

．要 旨

本報告では、本学の初年次教育科目 基礎演習 ・ と学習支援のための課外講座 楽習（がくしゅ

う）アワー・ライティング講座 におけるライティング指導の実践を通して明らかになった成果と課題を

述べたい。

上記の授業および講座の課題への取り組み姿勢や出来（構成、オリジナリティ、論理性）はテーマや指

導の仕方によってかなりの差が見られた。誰に、何のために、何を伝えるのかが明確な課題、関心を持て

る課題、書く必要性が高い課題は、意欲、内容とも充実していた。例えば、口頭発表を伴う おすすめの

一冊 の書評、 年次ゼミの志望動機の作文、介護等体験実習の感想文講座などである。また文章作成ま

でに段階を追ったていねいな指導をした課題、明確かつ無理のない締め切りを設けた課題、程よくやりが

いのある課題に対する取り組み姿勢も良好であった。例えば報告者の 基礎演習 クラスで実施した社

会問題に関する 字レポートは、他の課題に比して格段に難易度が高かったが、 一年で一番やりがい

のあった課題 に挙げた学生が最も多かった。

ところで、学生に文章を書かせてから添削指導する方法は教員の負担に比して効果が低い。それよりは

発想、構想、問いを立てることから指導を行い、それを言語化するおもしろさを体感、反復させる方が学

習意欲の喚起と自信につながる。このとき教員と学生が対話を通して共に思考することが肝要である。特

に初年次にそうした体験をすることが重要である。

とはいえ、そうした指導は時間と労力がかかるうえ、反復、実践の機会がなければ身につかない。また

日本語表現、文法、語彙力の習熟にも継続した訓練が必要である。しかし講義・演習科目にはそれぞれの

目的があり、ライティングばかりに時間を割くわけにはいかない。そうした状況を鑑みた教職員からの要

請を受けて、先述の 介護等体験実習感想文講座 や ノートのとり方 といった講座を実施したところ

予想以上の効果があった。このように一つの科目だけではカバーしきれない学習内容を補完するような取

り組みを今後、拡大・強化してゆくことが学生の就業力を高めるのに有効であると考える。
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