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ドイツにおけるソーシャル・ファーミング（社会的農業） 

－ 日本の農福連携に活かせる実践 － 

○ 広島大学大学院  細川富美子（009707） 

キーワード：農福連携、ソーシャル・ファーミング（社会的農業）、ソーシャル・ファーム（社会的企業 , Social Firms） 

 

１．研 究 の 背 景 と 目 的 

日本の「農福連携」は、農業分野における労働力不足という課題、および、福祉分野

における就労機会の確保や賃金向上という課題を解決する方途として、近年、農林水産

省と厚生労働省が連携して推進してきた取組である。農林水産省の HP には、厚生労働省

との連名で 2013 年の Ver.1 から毎年、「福祉分野に農作業を〜支援制度などのご案内〜」

というパンフレットが掲載され、具体的な取組方法や事例などが案内されてきた。本年

2020 年の Ver.8 では、法務省・文部科学省も名を連ね、4 省の連名となっている。 

「はじめに」を読むと最初は「福祉施設等において健康目的、生きがい目的として農

作業を活用する取組、また、職業として農業分野に就労する障害者の方の増加」が挙げら

れており「農福連携」という表現はされていない。「農福連携」という言葉が使用され始

めたのは 2017 年の Ver.5 からである。 

なお、2019 年 4 月に、農福連携の全国的な機運醸成を図り、今後強力に推進していく

方策を検討するため、省庁横断の会議として「農福連携等推進会議」が設置され、2019 年

6 月には、取組の方向性を示した「農福連携等推進ビジョン」がとりまとめられた。これ

は、Ver.8 の「はじめに」にも記されている。 

農福連携の取組は、農業・福祉双方の課題解決、および、就労困難を抱えている人び

との就労機会の拡大につながる可能性があり、今後さらに持続・発展させるべき取組で

ある。 

農福連携の取組を持続・発展させるには、ソーシャル・ファーム（社会的企業 Social 

Firms：独 Soziale Unternehmen）としての視点が必要であると考える。 

ソーシャル・ファームとは、「社会的企業の一種で、障害者など労働市場において雇用

されることに不利がある人々を雇用することを目的としており、一般就労という障害者

などの社会参加の究極の目標の達成と、民間企業の導入による社会保障費の抑制の手段

として世界的に期待がもたれている。（寺島, 2014）」と説明される。農福連携が、農業・

福祉双方の課題解決、および、就労困難を抱えている人々の就労機会の拡大のための取

組であり、その持続可能性を考えたとき、将来的に社会保障費の増加が見込めない現実

がある以上、民間企業も参入してのソーシャル・ファームの形態は重要だと考えうる。 

日本では、ソーシャル・ファームはヨーロッパのようには法制化されてはいない。し

かし、「我が国には、ソーシャル・ファームという公的な制度はないが、重度障害者多数
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雇用事業所、特例子会社、就労継続支援事業所などソーシャル・ファームと呼ぶべき事業

所が多数存在する。（寺島, 2014）」とあるように、形態としては存在するといえる。さら

に、東京都では 2019 年 11 月に「都民の就労の支援に係る施策の推進とソーシャルファ

ームの創設の促進に関する条例」が新設され、全国的にも期待が高まっている。 

※片仮名用語の混乱を避けるため、以後の発表中では、ソーシャル・

ファーム（Social Firms）と英語を併記使用することとする。  

さて、現在進行中の日本の農福連携は、EU におけるソーシャル・ファーミング（社会

的農業 Social Farming：独 Sozial Landwirtschaft）に類似した部分のある取組だと考えられ

る。日本の農福連携を今後持続・発展させるために、すでにソーシャル・ファーム（Social 

Firms）として成立しソーシャル・ファーミングを実践している農場には、参考にすべき

具体例や農福連携に活かせる取組があることが予想される。 

そこで、本研究では、ドイツにおいてソーシャル・ファーム（Social Firms）として成

立しソーシャル・ファーミングに取り組んでいる農場を主な対象として調査し、日本の

農福連携の取組に活かすことができる実践について考察することを目的とする。 

 

２．研 究 の 視 点 お よ び 方 法 

本研究では、ソーシャル・ファーム（Social Firms）として成立し、ソーシャル・ファ

ーミングに取り組んでいるドイツの農場での取組から、日本の農福連携の取組に活かす

ことができる実践に焦点を当てた。 

方法として、まず、ヨーロッパ、ドイツにおけるソーシャル・ファーミングの歴史や

現状、および、ソーシャル・ファーム（Social Firms）についての資料を調査検討した。 

次に、ドイツにおいてソーシャル・ファーム（Social Firms）として成立しソーシャ

ル・ファーミングに取り組んでいる農場について、ドイツ国内の農業（緑地や造園関連

も含む）関連の 47 か所のソーシャル・ファーム（Social Firms）のリストを入手した。

その中から、訪問可能な農場、および、農業関連の職業訓練を行っている農場への訪

問・インタビュー調査を計画・実施した（調査日程については表 1 参照）。 

なお、それと並行して、日本で農福連携の取組をしている施設や農場の訪問・インタ

ビュー調査を実施した（調査日程は表 2 参照）。 

以上の調査結果を元にして考察した。 

 

３．倫 理 的 配 慮 

本研究においては、日本社会福祉学会研究倫理規定、および、日本福祉学会研究倫理

規定にもとづく研究ガイドラインに従って、倫理的配慮を行って研究を進めている。 
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４． 研 究 結 果 

① 文献調査結果 

1) ヨーロッパ、ドイツにおけるソーシャル・ファーミング 

ヨーロッパでは、ソーシャル・ファーミングの推進に関わる重要なプロジェクト

「SoFar（Social Farming）」（2006 年 5 月〜2009 年 1 月）があった。報告（CORDIS (EU 

research result)）によると、このプロジェクトは、ヨーロッパにおけるソーシャル・

ファーミングの普及と発展を⽀援することを⽬的とする多国籍プロジェクトで、正

確には「Social Services in Multifunctional Farms - Social Farming（多機能農場における

社会サービス  －  社会的農業）」という。ここでは、「『ソーシャル・ファーミング』

とは、不利な立場にある人々のリハビリとケアを促進する、および/または『契約で

訪問についての添付資料 

 

表１ドイツ訪問・インタビュー調査 

訪 問 先 訪問年月日 インタビュー対象者 

農業関連福祉作業所（ヘッセン州） 2019 年 3 月 18 日（月） 社会福祉士、利用者 

福祉施設の緑地・園芸関連店舗（クリスマス

ツリー販売も） 

 

福祉施設関連の職業訓練（造園関連等） 

（ノルトライン=ウェストファーレン州) 

2019 年 12 月 18 日（水） 

 

 

2019 年 12 月 19 日（木） 

 

緑地関連の主任 

 

 

職業訓練士、利用者 

福祉施設理事 

農業機械製造会社の職業訓練見学 

（ノルトライン=ウェストファーレン州) 

2019 年 12 月 20 日（金） 会社の工場案内担当者 

 
表２ 農福連携に取り組む現場 

訪 問 先 訪問年月日 インタビュー対象者 

C 株式会社 

（就労継続支援事業所 B型、放課後デイ

サービス併設）         （G 県） 

2019 年 2 月より 

1〜2か月に 1度訪問 

社長、スタッフ、利用者 

社会福祉法人 A（J町） 

社会福祉法人 A（K町）    （G 県） 

2019 年 7 月 4日（木） 

2019 年 8 月 21 日（水） 

理事長 

理事長 

農事組合法人 B        （G 県） 2019 年 7 月 29 日（月） 代表理事（組合長） 

NPO 法人 D 

農事組合法人 D 

（牛舎、チーズ工房等）   （H道）       

2019 年 8 月 7日（水） 

〜2019 年 8 月 9日（金） 

施設代表、スタッフ、利用者

（居住者） 

E 株式会社（農業・加工）    （H 道） 

E 株式会社の Y県での発信イベント 

2019 年 8 月 9日（金） 

2019 年 11 月 1日（金） 

サービス管理責任者 

 

社会福祉法人 F（ファーム等団体見学） 

(ソーシャルファームサミット行事とし

て参加)           （I 県) 

2020 年 2 ⽉ 17 ⽇（⽉） 理事⻑ 

 

（⽇本） 

（発表者作成） 

（発表者作成） 
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きる能力の低い』人が社会参加できるように支援する活動（integration）を説明する

ために使用される用語」であると説明されている。ただ、ヨーロッパではソーシャル・

ファーミングの一般的な定義にまだ合意がなされていないので、今後、共同見解を発

展させていく必要があるとされている。また、このプロジェクトの目的は、ソーシャ

ル・ファーミングのための新しい制度的環境の確立を支援することにあった。そのた

めに、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、フランス、スロベニア、アイルラン

ドのおよそ 20 人の科学者を含むプロジェクトパートナーが存在した。 

その中で、ドイツのプロジェクトパートナーが、FiBL（Forschungsinstitut für 

biologischen Landbau (Witzenhausen)：有機農業研究所）であった。 

そこで、FiBL の報告書「Social Farming in Germany」（Elsen・Kalisch, 2007）を参考

にドイツにおけるソーシャル・ファーミングの歴史と現状について、記述する。 

農業や園芸の分野で障害のある人びと等と共に仕事をすることは、ドイツでは目

新しいことではない。19 世紀には、障害者、元受刑者、その他の社会から排除され

た人びとのための施設が設立され、その施設に供給するための農園（少なくとも家

庭菜園）があった。19 世紀に設立されたこのような農園は、1970 年代に閉鎖、また

は、「保護された（sheltered）作業所＝WfbM（Werkstatt für behinderte 

Menschen 障害者のための保護された作業所、以下「障害者作業所」の用語を使用

する）に変わった。その理由として、1960 年代に食料品の価格が下落したため、自

家用の食料供給をする必要はなくなったこと、機械化により農業部門で障害者を雇

用する機会が減ったことが挙げられる。その結果、農地はリースアウトまたは売却

されてしまった。 

しかし、 1980 年代の終わり以来、「自然への回帰」という考え方が盛んになっ

てきたことに呼応し、障害のある人びとを適した職場で雇用することも重点となっ

てきた。また、「障害者作業所」では、自家製の食料供給ではなく、市場で高品質

の製品を販売すること、および、有機栽培と有機食品の製造販売が目標となってき

た。ソーシャル・ファーミングの再発見といえる。（HERMANOWSKI, 2005 より） 

現在のソーシャル・ファーミングの形態は次の 3 種に分類できる。 

① Free Social Services（無料の社会サービス） 

・主にキリスト教の組織として、Deacon（独：Diakonie）プロテスタントの社

奉仕活動組織、Caritas（独：Karitas）カトリックの慈善組織 

・ドイツ共同福祉組織  ・労働者福祉組織  ・ドイツ赤十字 

② Public Social Services（公共の社会サービス） 

・連邦州、省庁などの公共社会サービス（例えば刑務所など） 

③ Other Social Services（その他の社会サービス） 

・財団、「Lebenshilfe（生活援助）」協会、「Self Aid（自助協会）」協会など 
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（以上、「LENHARD et al. 1997: 464f., LIMBRUNNER 2004: 9-10」による） 

また、法的には、協会（e.V.）または慈善団体である「有限責任社会」（GmbH）

のいずれかに当てはまる。調査対象農場（24 農場）の約 60％が有機栽培認証を受け

ている。また、利用者は、平均 15 人で、主に、畜産業・野菜栽培・ジャガイモ栽培

が多い。 

農場の構造は、動物飼育用の庭園もあれば 1000ha 以上の広い農場等さまざまだが、

平均的な農場の面積は約 79 ha（有機農場の平均面積の 2 倍ほど）である。 

この報告の展望として、「ソーシャル・ファーミングは社会サービスの領域ではな

く、農業活動に人びとを含めることにはさらなる努力を必要とする。なぜなら、食料

生産と社会的課題という二つの目標を持つことになり、これらが時には相反する場

合があるからである。そのため、成功させるには専門的な指導や調整が必要である。

地域の前提条件、さまざまな利用者のグループ、さまざまな統合の目標、また、事業

や利益の多様性を考慮する必要がある。」としている。 

ここで「So Far プロジェクト」の研究に基づいて 2009 年に設⽴された、「DASoL」

（Deutsche Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft：ドイツ社会的農業協会）につい

て述べる。 

DASoL の目的は、ソーシャル・ファーミングの多様性とそのさらなる発展のため

の交流フォーラムを提供することである。「多機能農場」の活動は、⾝体的・精神的・

⼼理的障害を持つ⼈々が社会参加できるように支援する取組、社会的弱者・⾮⾏や教

育不⼗分の若者・⿇薬被害者・⻑期失業者や元気な⾼齢者を⽀援する取組、あるいは、

学校や幼稚園の農場などの教育的な取組にまで及ぶ。そして、テーマ別、および、地

域別のネットワークを通じて個々のイニシアチブのネットワークをサポートする。 

DASoL は、研究とさらなる教育にも関わっており、スポンサーは⾮営利団体の

PETRARCA（Europäische Akademie für Landschaftskultur e.V.：景観⽂化協会のヨーロ

ッパアカデミー）となっている。 

PROFARM（PROffesional and personal empowerment in social FARMing）は、ドイツ

のソーシャル・ファーミングについて、急速に発展しているが、他のヨーロッパ諸国

よりも実践はまだ少ない、という現状を報告している。ドイツのほとんどのソーシャ

ル・ファーミング農場は、実際には「障害者作業所」であり、生産的な意味での農場

ではなく、特別なニーズを持つ人々に緑地での仕事を提供するものである。また、

DASoL は、ソーシャル・ファーミング農場間のネットワークのための全国的な組織

として設立されたが、保証された資金調達はない。ただ、ドイツの一部の州（バイエ

ルンなど）は、ソーシャル・ファーミングを公式に認めており、規制や財政援助の改

善に取り組んでいる。 

 



日本社会福祉学会 第 68 回秋季大会 

 6 

2) ヨーロッパ、ドイツにおけるソーシャル・ファーム（Social Firms） 

ヨーロッパのソーシャル・ファーム（Social Firms）について、ヨーロッパ全体のソ

ーシャル・ファーム（Social Firms）の唯一のネットワークである「Social Firms Europe 

CEFEC」の情報を元にまとめる。 

ソーシャル・ファーム（Social Firms）はソーシャル・エンタープライズ（Social 

Enterprise）の一種である。 

※Social Firms も Social Enterprise も日本語訳では「社会的企業」となる。ただ

し、Enterprise はより抽象的な概念としての企業であり、Firms のほうには個

人間のパートナーシップによって成立するという意味合いが含まれている。  

ソーシャル・ファーム（Social Firms）の社会的な目的は、障害のある人びと、また

は、労働市場で不利な立場にある人びとのための、持続可能な有給雇用を創出するこ

とである。 

また、ここにはソーシャル・ファーム（Social Firms）の定義が、次のように記述さ

れている。 

・ ソーシャル・ファーム（Social Firms）は、障害のある人びと、あるいは、

労働市場で不利な立場にある人びとを雇用するために作成されたビジネス

である。 

・ マーケット志向の商品やサービスの生産を利用して、社会的使命を追求す

るビジネスである（収入の 50％以上が商取引による必要がある）。 

・ 従業員の相当数（最低 30％）は、障害のある人びと、あるいは、労働市場

で不利な立場にある人びとである。 

・ すべての労働者には、どのような生産能力であれ、仕事に適した市場レー

トの賃金または給与が支払われる。 

・ 仕事の機会は、不利な立場にある従業員と不利な立場にない従業員の間で

等しくなければならない。すべての従業員は同等の雇用の権利と義務を持

っている。 

次に、ドイツにおけるソーシャル・ファーム（Social Firms）について、独立行政法

人高齢・障害・求職者雇用支援機構の資料シリーズ No.40（石川,2008）を参考に述べ

る。ドイツの広い意味での「社会的企業」は、社会統合企業（ソーシャル・ファーム

Social Firms、協同組合）、地方自治体、福祉団体、地域住民がそれぞれ経営するものの

4 種類に大別される。ソーシャル・ファーム（Social Firms）は「社会統合企業」に分

類されており、法律によるとソーシャル・ファーム Social Firms では少なくとも 25%

から 55%の従業員は障害者でなくてはならないとされている。ただし、上限が 55%以

上になっている場合もみられる。歴史的にはソーシャル・ファーム Social Firms の運

営は 1976 年に始まり、2006 年 3 月には国内には 710 社のソーシャル・ファーム Social 
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Firms があり 25,000 人（うち障害者 13,000 人）が雇用されている。 

また、経営者自らの経営責任をもって運営されるものであり、彼らは補助金を受け

取るわけではなく、一般労働市場におけるすべての企業と同様に、重度障害者の雇用

に対して社会法典第 3 編 及び第 9 編に基づく補償を受けているだけのようだ。 

「社会法典第 3 編（SozialgesetzbuchⅢ：SGBⅢ）」は、雇用促進について定めたもの

であり、「社会法典第 9 編（Sozialgesetzbuch IX：SGB IX）」は、障害者が社会生活に同

等に参加するための社会法的な請求権について定めたものである（連邦司法消費者保

護省 HP） 

「社会法典第 9 編」については、具体的には障害者に対する様々な給付のほか、重

度障害者に対する雇用主の各種義務、事業所等における重度障害者代表、組合協定等

について定めている（以上、内閣府 HP）。また、この社会法典第 9 編には、重度障害

者のために配慮された統合プロジェクト（インテグレーションプロジェクト：

Integrationsprojekt）がある。これは、一般企業・公的機関における障害者雇用と「障害

者作業所」における福祉的就労の間に位置する第 3 の障害者の働く場として 2001 年

からここに規定されている（小田, 2014）。 

※「インテグレーションプロジェクト」に関しては、小田（2014）に詳しく記述

されている。この中で、日本では英語を媒介とした通訳や翻訳が行われたた

め、「インテグレーションプロジェクト」は「ソーシャル・ファーム」として

紹介されてきたこと、社会法典第 9 編を「ソーシャル・ファーム関連法」ある

いは「ソーシャル・ファーム法」として位置づけられていると指摘している。  

資料シリーズ No.40（石川,2008）では、このようなドイツの統合プロジェクトの特

徴について、その目標を重度障害者としている点と、精神障害者の割合が比較的高い

ことが挙げられている。また、障害者雇用、および、一般就労への移行について成果

を上げていることが見通せるので、マーケット指向の企業体であるとともに、障害者

の働く場を提供しているものと考えられる。これは、日本の障害者雇用と一般就労へ

の移行促進のための施策の参考となるのではないかと考察されている。。 

 

②  訪問・インタビュー調査結果 

1) 農業関連福祉作業所（ヘッセン州） 

ヘッセン州の農業関連福祉作業所の訪問・インタビュー調査を 2019 年 3 月 18 日に

実施した。ここは、Lebenshilhe-Werk（生活援助作業所）の一つであり、前述の DASoL

に登録された農場である。また、ドイツ国内のソーシャル・ファーム（Social Firms）

で農業（緑地や造園関連も含む）関連の 47 か所のリストに挙げられている。 

農場の広さは約 86 ha。寮には 24 名の利用者（2019 年 3 月現在）が暮らしている。

利用者の年齢は 18〜80 歳で、知的障害者・精神障害者である。さらに 19 名用の寮が
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建設中であった。この施設の従業員は 12 名（それ以外に農業従事者が 2 名）である。 

仕事は、飼料生産、果物栽培、ジャガイモの選別・洗浄・皮剥き仕上げ・パッキン

グ作業（写真 1.〜3.）、精肉と加工（ソーセージ）、畜産である。畜産分野では牛約 40

頭・年（月）齢別飼育、牛乳絞り（毎日朝と午後）、鶏卵生産・大きさ選別（色分けし

て作業しやすく）などの作業が年間を通して行われ、有機農産物・食品として商品価

値のある物を生産しており、近隣の有機食品店等で販売されている。また、利用者、

従業員、および、来訪者の癒し用にロバとポニーも飼育されていた。 

 

 

 

この農場には 4 つのモットー、①（赤）Jeder ist EIGENARTIG（だれもが独特であ

る） ②（緑）Jeder macht mit WIE ER KANN（誰もができることで参加する） ③（オ

レンジ）Jeder bekommt NEUE WEGE zu gehen（誰もが新しい道を開拓するチャンスを

手に入れる）④（青）Jeder ist gleich VIEL WERT（誰もが等しく多くの価値がある）が

示されている。これらが運営に活かされているとの説明を聞いた。特に①②について、

利用者がそれぞれの得意分野の作業を、やらされているのではなく進んで取り組んで

いることが、その行動や表情から理解できた。また、仕事のない時間はそれぞれの時

間を自由に過ごしていた。利用者が買い物をしに町に出る日もあるとのことだった。 

 

2) 造園関連の職業訓練所（ノルトライン＝ウェストファーレン州） 

2019 年 12 月 18〜20 日に、ノルトライン＝ウェストファーレン州の財団が運営する

福祉施設を訪問した。ここも、ドイツ国内のソーシャル・ファーム（Social Firms）で

農業（緑地や造園関連も含む）関連の 47 か所のリストに挙げられている。 

1 日目は福祉施設の緑地（墓地も含む）の管理責任者に案内していただき、緑地や

養蜂、園芸関連のクリスマスツリーを販売している店舗等を訪問・見学した。ここで

は、全国から古切手を収集し、これを整理し販売もしている。また、リサイクルショ

ップもあり、この施設内でのみ使える紙幣もあった。 

写真 1.2.3. ジャガイモの加工（選別 ,洗浄→皮むき ,仕上げ→パッキング  
（発表者撮影）  

写真 4.４項目のモットー  
（発表者撮影）  
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2 日目には、この福祉施設内にある gGmbH（公益有限会社）の職業訓練所（造園関

連）を訪問し、職業訓練士の 2 名や利用者（訓練生）の方々にインタビュー調査をし

た。この職業訓練のエリアは約 2 ha である。毎年 13 人ほどの訓練生を受け入れ、き

め細かいカリキュラム（3 年）が組まれ、年間を通じて多くの学習と作業がある。ま

た、カリキュラムの習得確認のためには試験もあるが、障害に応じて補助できるとの

ことだった。3 分の２の卒業生は民間企業に就職し、3 分の 1 はさらに 1 年半の研修後

より良い仕事が得られるとのことであった。訪問したのは冬だったため、植物の苗や

根の整備などが行われていた。 

 

 

 

一緒に農場内を回りながら、感覚的な表現になるが、職業訓練士と利用者（訓練生）

の方々の信頼関係が感じられた。 

 

５．考 察 

今回の訪問・インタビュー調査を通して、日本の農福連携の取組に活かすことができ

る実践として、次の三点を挙げたい。 

第一に、計画的な職業訓練の取組である。日本でもジョブコーチにより技術を身につ

けることや、多くの特別支援学校での栽培実習（うち、いくつかでは農業に特化したカリ

キュラム）も見られる。このような、農業関連の職業訓練により、より良い就職が可能に

なるような取組が必要である。特に特別支援学校卒業後にも理論と実践の訓練ができる

機会が必要だと考える。第二に、冬は農業に適していないドイツの環境に応じた、作業の

工夫である。これによって、天候に関わらず作業を継続させ、年間の作業と収入が途切れ

ないようにすることができる。これまで見てきた日本の農福連携の取組の中には、作物栽

培だけではなく加工など季節に関わらず屋内での作業を同時に行っている取組もある。

このような取組を今後さらに充実させていくことにより、事業として継続的な農福連携

の実践が可能となる。第三に、ソーシャル・ファーム（Social Firms）としての視点であ

写真 6. 根の手入れ  
（発表者撮影）  

写真 7.学習用の植物名が書かれ
た黒板  

（発表者撮影）  
 

写真 5. 温室での育苗  
（発表者撮影）  
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る。東京都では昨年末にソーシャル・ファーム（Social Firms）についての条例が公布さ

れたが、具体的な内容や日本全体での取組は未定である。これは、農福連携に限らず、障

害のある人びとや労働市場において不利な立場にある人びと等、就労困難を抱えている

人びとの就労についての重要な視点である。以上の三点が、今後、農福連携を持続・発展

させるために不可欠な要点である。 

また、⽇本の農福連携が農林⽔産省と厚⽣労働省が中⼼になって⾳頭をとり推進され

ているのに対し、ドイツの場合は連邦の省が中⼼になっているわけではない。そして、そ

の⽬的に「農業分野での労働⼒不⾜」が⼊っていないことがソーシャル・ファーミングと

農福連携の相違点の⼀つである。この相違点は、農業労働⼒確保におけるドイツと⽇本の

相違でもあると推測される。ドイツでの旧東ヨーロッパ等からの季節労働者、⽇本での技

能実習⽣の問題とも関わる。これについては、今後の課題としたい。 

ソーシャル・ファーミング・農福連携のいずれも、農場としての経営成⽴と社会的な

サービスの共存の実現には、今後、さらなる法的な整備が必要であると考える。 
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