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年初から感染拡大が懸念されていた新型コロナウイルス感染症が、新年度になっても収
束する気配はなく、４月７日に東京都や大阪府など７都府県に緊急事態宣言が発令された。
その後４月 16 日には、全国に緊急事態宣言の区域が広げられ、滋賀県も緊急事態宣言の
対象地域となった。当初、５月６日までとされていたが、最終的には全国で解除されたの
は５月 25 日となった。いったん収束に向かったかに見えたが、都市部では６月に入って
再び感染が広がってきた。そのような中、本学では、６月以降対面授業ができるように対
策を進め、まずは６月 15 日に大学院生、29 日には卒論生に対し、対面でなければできな
い研究活動での登校が認められた。３か月近く研究活動を制限された教員・学生にとって
は、待ちに待った研究再開であったであろう。
令和２年度前期は、35 年近くの教員人生の中で経験したことのない遠隔授業を行う必
要に迫られた。インターネットが発達した現在であるからできることである。オンライン
会議は何度も経験していたが、オンデマンドによるオンライン授業は初めてであった。こ
れまでも、パワーポイントを使った授業をしてきたことから、大きな違いはないと考えて
いたが、音声がない資料でどれだけの内容が伝えられるかについて考え、資料を再構成し
なければならず、思った以上に時間がかかった。しかし、講義内容を見直す良い機会になっ
た。また、インターネットの利用によって、レスポンスカードの質問の整理と回答がしや
すくなった点は今後も生かせたらと思う。
後期の授業は、対面授業を原則とすることになっているが、新型コロナウイルス感染症
の感染状況によっては、今後変更されるかもしれない。
現在も授業対応や活動制限によって、研究活動が自由に行えない教員もいると思うが、
まだ、しばらくは状況を注視していかなければならない。
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Introduction
Background and Objectives of Research
Today, most of the local people resorts to tourism to
maintain their livelihood, increasing the number of shops
for tourists gradually. Unfortunately, should this trend
continue, the local culture will recede, leading to its
disappearance.
In order to avoid such situation, various organization
such as the United Nations are aiming for the
development of “sustainable tourism” and stressing its
importance. To realize this plan, maintaining the local
culture while promoting it as the main tourism resource
for the locals’ livelihood is vital. Thus, understanding the
present situation of the tourist spots, local culture and
lifestyle is the prerequisite for the plan.
Based on the above, the purpose of this research is to
demonstrate the appeals of Hoi An Ancient Town through
the understanding of: (1) present façade of the town, (2)
the appeal of Hoi An Ancient Town from guidebooks, (3)
the overall impression of the town that tourists and hosts
hold.

Fig.1. the location of Hoi An
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Outline of Hoi An
Hoi An is a port town located in Quang Nam Ministry,
central Vietnam (Fig. 1). With total population of
approximately 122,000 and the area of roughly 60km².
Hoi An once flourished as a base of The Silk Road.
However, its prosperity declined due to restriction
policies implemented by the French colonials in the
mid-19th century. Thus, Hoi An was left behind from
the following development. Nevertheless, it is precisely
due to this, the original townscape which encompasses
the merge between Vietnamese and French colonial
culture could still remain until the 20th century. The
Vietnamese government designated Hoi An Ancient
Town as a national important cultural property in March
1985. In March 1990, an international symposium was
held in Da Nang, with the preservation of the Hoi An
townscape emphasized as a top-priority issue. This
sparked numerous architectural survey and building
restorations to be conducted, which had been disregarded
until then. With the cooperation from various countries
including Japan, Hoi An city together with its locals
eagerly commenced preservation movements. As a result,
in December 1999, the city was registered as a World
Cultural Heritage Site under the name of Hoi An Ancient

Fig.2. the townscape of Hoi An
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Town. The direct criterion is that Hoi An demonstrate the

the visual survey conducted in 2019, the façade types,

cultural integration of historic international trading ports

façade colors, and the number of floors of the buildings

while preserving the state of traditional Asian trading

were identified and established as the basis for this

port well（Fig. 2）.

study. In the literature survey, the appeals of Hoi An

After being registered as a World Heritage Site, Hoi An
has undergone remarkably rapid economic growth. On

that are depicted in the guidebooks were clarified by

the other hand, various negative influence was observed

five guidebooks. Furthermore, questionnaire survey was

to local culture such as the uncontrollable increase of

conducted targeting 100 tourists and 50 local residents.

tourist shops. It is feared that putting excessive emphasis

By analyzing the acquired data, the following points can

on the economy only will result in the homogenization

be derived: (1) tourists’ expectation from Hoi An (2) the

of Hoi An, leading to the disappearance of its unique

qualities that the hosts wish to extend.

culture. There are not many cases where a residential

correlating the distinctive values and selling points from

area is registered as a World Heritage Site. Thus, it is

Visual Survey

important not only to preserve the physical heritage, but
also to maintain the correlation between the culture and

Visual survey was conducted from September
to October 2019. The subject of the survey are 374

the lifestyle of local residents.

buildings on the three main streets in Hoi An Ancient

Previous Research

Utsumi（1999, 2001）had conducted research which
relate to this study, where the composition of the

Town; Tran Phu Street, Nguyen Thai Hoc Street, and
Nguyen Thi Minh Khai Street. First, the façades of each
buildings are captured in pictures. Then, the number
of floors of the buildings, façade types and colors were

buildings were analyzed from the changes of townscape’s

recorded, and summarized for each street.

façade photographs which are taken over the years.

From the data summary, it was clarified that the ratio
of the number of floors of the buildings and façade types

However, 20 years have passed since this research,
prompting further study to be conducted to grasp the
changes that have been occurred in Hoi An.

In addition, Utsumi（2016）conducted a questionnaire
survey on tourists visiting Hoi An to clarify their

are different for each streets（Fig. 3 and 4）, while the

façade colors for each streets relate significantly（Fig. 5
and 6）. It is observed that more than half of the buildings
have yellow based façade.

behavior and evaluation of Hoi An. On the other hand,
the appeals of the town to the local residents have not
been clarified yet.
This study is based on the previous research, however,
is considered unique in the following points:
1. Updating the present situation on the façade of the
buildings that make up the streets of Hoi An
2. D eriving the appeal of Hoi An in multiple
guidebooks
3. C onducting a questionnaire survey on both the
tourists and local residents, analyzing the correlation

-

-

-

Fig.3. the number of floors of the buildings

between the image of Hoi An that tourists and the
local residents hold.

Methodology
This study was conducted by three methods: visual
survey, literature survey, questionnaire survey. Through

-

T

M

S K

HP

Fig.4. the façade types
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Literature Survey
Five Japanese Hoi An guidebooks were used for the
literature survey by two methods; “word classification”
and “image-word extraction”.

Fig.5. the color of the wall

Word Classification
The words that appear in the guidebooks are classified
into; "seeing", "experiencing", "shopping", "eating/
drinking", "housing", and "other", and further analyzed
for which categories have more descriptions.
From all five guidebooks, 302 words about Hoi An
were extracted. It was revealed that the most descripted

category was "eating/drinking" with 103 words（34%）,
followed by "seeing" with 78 words（26%）. On the other

hand, "shopping", "housing", and "experiencing" have
Fig.6. the color of the pillar

less description, 36 words（12%）, 32 words（10%）, and
24 words（8%）, respectively（Fig. 7）.

Furthermore, by comparing the facades of 47 buildings
from past to present, which facades is documented in a
previous research by Showa Women’s University, the

8%

specific changes that happened over time was analyzed.

10%
34%

10%

As a result, it is observed that no change in both the
number of floors of the buildings and façade types has

12%

26%

occurred. However, it is noticed that there is a trend
of unification of façade colors, from overly diversified
colors such as pink and sky blue to yellow or brown.

eating/drinking

seeing

shopping

Fig.7. word classification

Fig.8. image-word extraction
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housing

experiencing

others
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From the word classification, it can be concluded that
the appeal of Hoi An in Japanese guidebooks relates
strongly to “eating” Vietnamese food and “seeing” the
historical town. For the word “eating”, three items of
“Cao Lau”, “white Rose”, and “Fried Wonton” were
described as specialty dishes in 4 of the 5 guidebooks,
putting these three items as the top major dishes of Hoi
An. For the word “seeing”, 6 items such as “The Old
House of Phung Hung”, “Old House of Tan Ky”, and
“Japanese Covered Bridge” were descripted heavily in

Table.1. the outline of the questionnaire to the tourists
Q1.
Q2.
Q3.
Q4.

What are you looking forward to most during your stay in Hoi An?
What is your impression of Hoi An after your trip?
What was exceptionally good/exceptionally bad during your trip?
Given the adjectives below, how appropriate is each word for describing Hoi An?
( a.Dreamy b.Old c.Tasteful d.Multicolored )
Q5. Hoi An Old Town is recorded as a world heritage.
Did this fact have any influence on your choosing of Hoi An for travel?
Q6. Did you use any of the following guidebooks during your trip to Hoi An?

Table.2. the outline of the questionnaire to local residents
Q1. What is the most attractive activity in Hoi An that you would like for tourists to experience?
Q2. Given the adjectives below, how appropriate is each word for describing Hoi An?
( a.Dreamy b.Old c.Tasteful d.Multicolored )
Q3. Hoi An Old Town is recorded as a world heritage.
How well do you know about the reason or history of this selection process?
Q4. As a host of Hoi An, what is of upmost importance to you?

all guidebooks, so it can be said that these places are the
main sightseeing spots in Hoi An.

The Appeals of Hoi An

Image-Word Extraction

First, the tourists were asked for what they were
looking forward to the most during their stay. From the

In this study, adjectives and adjective verbs related to
townscapes of Hoi An from the guidebooks are extracted,
and analyzed for words that represent the image of Hoi

100 people subjected to the survey, 49 people（49%）
were looking forward to “seeing” the most, while 20

An Ancient Town.

people（20%）answered “eating/drinking”（Fig. 9）.

As a result, a total 39 types of image-words were
able to be extracted. Overall, the main impression of

In addition, the authors asked 50 people of the local
hosts for the greatest appeal of Hoi An Ancient Town

the town can be assessed as “relaxed” and “calm”, but

that they would like to extend to the tourist was. Similar

with contrasting image such as “vivid” and “unique”.

to the tourists, the most common response was “seeing”

However, it is clear that “dreamy” is the most used word
to depict Hoi An with 15 times usage. The next is “old”
with 14 times, “tasteful” with 9 times（Fig. 8）. Both

answered by 26 people（52%）, followed by “shopping”
answered by 7 people（14%）
（Fig. 10）. The other

responses include answers relating to publicization

“dreamy” and “old” appeared in all guidebooks, which
makes it clear that Hoi An Ancient Town depictions in
the guidebooks is a “dreamy”, “old” townscape.

Questionnaire Survey
In this study, a questionnaire targeting tourists and
local residents to evaluate the image and appeals
that the subjects hold towards Hoi An Ancient Town
was conducted. The survey period was 19 days from
September to October 2019. The questionnaire was

seeing

experiencing

shopping

eating/drinking

housing

others

Fig.9. the expectation that the tourists holds

written in 4 languages; English, Vietnamese, Chinese,
and Japanese. The respondents were asked to select the
language that was most convenient for them to fill out.

The outlines of the questionnaire are as follows（Table. 1
and 2）.

seeing

experiencing

shopping

eating/drinking

housing

others

Fig.10. the appeal that the local hosts want to extend
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among other things, such as “getting to know” Hoi An

concludes more hosts feel Hoi An Ancient Town to be

Ancient Town as a World Cultural Heritage site.

“old” than the tourists.

From these results, it can be concluded that both the
tourists and hosts feel that the greatest appeal that Hoi An

From the mentioned results, the three words of “old”,
“tasteful”, and “multicolored” are found to be suitable

Ancient Town holds relates to “seeing”. Furthermore, the

for the actual townscape for both the tourists and hosts.

expectation that the tourists holds and the appeal that the

Specifically, “multicolored” is considered to be the most

local hosts want to extend are almost in agreement.

appropriate image-word for Hoi An. On the contrary,
the word “dreamy” which found to be the most used

The Image of Hoi An

descriptive word in the guidebooks was not appropriate

From Question 4 to the tourists and Question 2 to
the local hosts, words such as “dreamy” and “old”,

image-word for Hoi An Ancient Town.

which were frequently appeared in the guidebooks

Furthermore, it was clarified that;（ 1）the tourists
highly evaluate Hoi An Ancient Town,（2）the local hosts

were evaluated for its relevance to represent the actual

put the greatest importance in town preservation,（3）

townscape.

Hoi An Ancient Town as a World Heritage Site is widely

From the questionnaire to the tourists, it was
discovered that there are 60% to 70% of the people who

recognized by both the tourists and the local hosts.

answered “appropriate” or “semi-appropriate” for each
image-word（Fig. 11）.

On the other hand, 27 hosts（54%）answered
“inappropriate” or “semi-inappropriate” for the word
“dreamy”. It is observed that there is a distinct contrast
from the response of the tourists（Fig. 12）. In addition,

31 hosts（62%）answered “appropriate” for “old”, which
approproate
semi-inapproproate

semi-approproate
inapproproate

Neitherapproproate nor inapproproate

Findings
From the aforementioned study, the authors were able
to clarify the present situation on the buildings’ façade in
Hoi An Ancient Town, as well as the changes occurred
from 2000. Furthermore, from the literature survey and
questionnaire survey, the greatest appeal of Hoi An that
both the tourists and hosts feel, that is seeing, was able to
be determined.
Summarize what became clear below:
1. Compared to 2000, neither the façade types nor the
number of buildings’ floor have changed. However,
the dominant color of the façade is unified to yellow
and brown.
2. Hoi An Ancient Town that is in the guidebooks is
depicted as “dreamy” and “old” townscape with
traditional dishes and unique buildings.

Fig.11. the questionnaire to the tourists
approproate
semi-inapproproate

semi-approproate
inapproproate

Neitherapproproate nor inapproproate

3. The expectation of the tourists and the activities
that local hosts want to extend are in parallel with
“seeing” the historical town as the main theme.

Discussion
As already mentioned, the appeal of Hoi An Ancient
Town is historical old townscape, with its townscape
preservation going well strictly in façade preservation.
However, there are changes in spatial usage, where many
vacant houses are turned to tourism shops, resulting in
acceptance of chain stores and different cultures. If this
Fig.12. the questionnaire to the hosts
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will be lost, and when that happens, its architecture will

Shinozaki, M. and Masuda, S.（2001）‘Change of town

be reduced to a mere decoration. Hoi An Ancient Town

house facades in historical district - Consevation of

as well as might be considered as a theme park if that

historical district in Hoi An, Vietnam Part2’ J.Archit.

happens.

Plann.Environ.Eng.,AIJ, No.542, pp.129-135.

It is necessary not only to preserve the townscape,
then, but to also maintain the unique culture of Hoi An.

5. Utsumi, S.（2016）‘Behavior of tourists in the living

In the questionnaire survey, the tourists answered that

Site, Hoi An Ancient Town, Vietnam’, Japan foundation

“history and culture can be felt” and “the locals are kind”

for international tourism No.23, pp.181-188.

heritage and their evaluation: a case of a World Heritage

as the good points of Hoi An. So it would be best that

6. Viện nghiên cứu văn hóa quốc tế（1997）‘Kiến trúc

the traditional culture of Hoi An to be promoted through

phố cở Hội An Việt Nam, Bản tin Viện nghiên cứu văn

“experiencing” oriented activities such as cooking class
and homestay in Hoi An’s traditional houses.

Conclusion

hóa quốc tế’ Vol.3/1996.

7. Yamamura, T.（2002）‘A study of cultural tourism as a
regional development method in developing countries’
Ph.D.thesis, Tokyo University.

Let us say it again, the greatest appeal of Hoi An is
“seeing” the historical old town. However, it is a slippery
slope for town to become a mere tourist attraction should
Hoi An be over dependent solely in promoting “seeing”
oriented tourism. As opposed to that, it is necessary for
the local hosts to be able to maintain their own tradition
and local lifestyle on top of re-recognizing the cultural
value their local identity holds. This could be realized
through communication with the tourists, allowing for
the potential of an “experience” based communicative
tourism to develop. Which is the most desirable solution
to the aforementioned problem. In conclusion, it is
necessary for Hoi An to develop a way to “experience”
Hoi An rather than “seeing”.
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滋賀県における民俗宗教的聖地の展開
岡崎

梓織

人間文化研究科博士前期課程

１

はじめに

１－１

研究目的

論』
・1973）
。桜井は組織的な既成諸宗教が管轄する
領域外の信仰全てを民間信仰だと規定することもで

滋賀・三重・岐阜三県を跨ぐ鈴鹿山脈北部には、

きるとした上で、そうした信仰でもその歴史性や祖

標高数百メートルにのぼる山中に村落が点在してい

先を辿ると既成宗教に起源を発している場合が多く

る。その多くが昭和 40 年代から 60 年代にかけて離

見受けられ、この場合組織的宗教と民間信仰がある

村が進み冬季無人集落となった村落で、現在は元

時点で極めて頻繁な交渉過程を持ったことになり両

あった民家も次々に倒壊し、元来の景観を残すのは

者の峻別が難しいこと、またその信仰が既成宗教・

社祠などの聖地のみといった集落もある。

自然信仰・呪術など様々な宗教的要素を取り込みな

離村した住民が纏まって戻ってくることは年数回
の祭礼に限ることが多いこのような村落の中で、休

がら発展してきたものが多いことから、民間信仰と
いう語は非常に広大な閥域を指すことになる、と論

日ごとに多くの人が集まるいくつかの聖地が存在す

じている。

る。それぞれの聖地はいずれも村落の山の神として

このように「民間信仰」が指す領域はあまりにも

信仰されてきた素朴な社祠であるが、そこに集まる

広大である。民間信仰の定義に触れた上で、宮家準

人々は老若男女問わず、時には山中まで何台もの車

は「自然宗教に淵源を持ち創設宗教と習合した宗教

を乗り入れて数十人の人を連れ立って参拝する人々

形態、更にそれが沈潜した民間信仰が、ごく一般の

も見受けられる。更に人々の多くは村落の関係者で

日本人が諸宗教を摂取する枠組みをなす日本宗教と

はなく、山麓部の地域や他府県からの参詣者を含む

もいえるものになったもの」が、日本の民俗宗教で

様々な集団、もしくは個人なのである。

あるとしている（
『日本の民俗宗教』
・1994）
。宮家

こうした聖地に集まる人々は、いったいどこから

の定義する民俗宗教として位置づけられるものとし

来て、どのような経緯でここに集い、そして宗教的

て、自然宗教に淵源を持つ地域神・年中行事・禁忌

コミュニティを築いているのか。上記のような状況

呪術・口頭伝承・建築儀礼・伝説にまつわる図像、

を目にした際の疑問が、筆者が本論文の研究として

更には都市空間で行われる七五三や教会での結婚儀

調査を行おうと思い立った契機である。

礼までもを列挙しており、こちらも非常に広範囲を

本論文ではこうした聖地を「民俗宗教的聖地」と

指している。

題し、その詳細な信仰形態を明らかにし、それぞれ

こうしたとらえ方に対して島薗進は、民俗宗教を

の比較をしていく中で、聖地の中での民俗宗教の動

「民間信仰的な基盤を保持しながらも、救済宗教の

態と発展の過程を捉えていきたい。

持続的な影響によって、救済宗教的な教義、活動、
組織のある程度の浸透が見られる信仰体系で、宗教

１－２

民俗宗教の定義

センター・民間宗教家・小地域の同信者集団の三項

本論文は「滋賀県における民俗宗教的聖地の展
開」と題しているが、この「民俗宗教的聖地」とは

のゆるやかなつながりから成るもの」としている
（
『民俗宗教の構造的変動と新宗教』
、1985）
。島薗は

どのような定義・事例を指すものであるかを説明し

「民俗宗教」という語を民間信仰のように未組織な

たい。

ものでなく、若干の成立宗教的色彩をとるものとし

そもそも民俗宗教という語についてであるが、こ

て用いており、石鎚講や御嶽講などの大衆的山岳講

の類縁また広義として用いられる語が「民間信仰」

や、伊勢詣などの伝統的民俗宗教に基づく大衆的群

である。桜井徳太郎は民間信仰を、「既成の組織的

参、金光教や天理教などの新宗教に展開する可能性

宗教のように教義を総称した特定の教祖がなく、地

をはらむシャーマン的職能者信仰が具体例として挙

域社会の共同体において民衆によって成立し育成さ

げられると述べている。

れた庶民信仰である」としている（『日本民間信仰
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本論文で具体例として取扱う例は、島薗が定義付

滋賀県における民俗宗教的聖地の展開

ける「民俗宗教」に最も近い。

その歴史性や信仰集団などの聖地を形成する要素

①在地村落の信仰に起源を発する聖地であること。

に、都市部の民俗宗教的聖地とは異なった性質を

②既成宗教と結びつきを持ちながらも、地域社会

持っているのではないかという疑問を抱いた。

の中で独自の信仰形態を持つ聖地であること。

この問題を明らかにするために、本論文では、非

③複数の同信者集団を持つこと。
④民間宗教者を中心として組織化された信者集団

都市部における民俗宗教的聖地には都市の例とは異
なった宗教的発展の動態があるのではないかと仮定

を持つこと。
これらの条件を満たしつつ保持されている聖地
を、筆者は「民俗宗教的聖地」と定義して論じてい
きたい。

したうえで、その実例を紹介し比較していく中で結
論を論じていきたい。

２

地方部における民俗宗教的聖地

筆者が地方部の民俗宗教的聖地の実例として調査
１－３

先行研究

した滋賀県湖東地域の数例の信仰対象物のうち、本

筆者が「民俗宗教的聖地」とする聖地は、一見村

稿では比婆神社と藤ヶ崎龍神の２例を紹介する。以

落内の素朴な神であっても村落外の人々から信仰さ

下の項では、それぞれの聖地の信仰集団の概要を紹

れ、聖地と信者、宗教者が都市的な結びつきで保た

介したあと、聖地の発展過程や管理・維持の現況、

れている例が多い。

信仰集団同士の関係性について述べていく。

こうした聖地に視点を置いた研究は、都市民俗学
や宗教社会学研究の中でさかんに取り扱われてき

２－１

た。民間信仰の研究者である桜井徳太郎は、地縁的

２－１－１

な結びつきを持つ講集団や同族組織の信仰について
研究を続けてきたが、著書『講集団成立過程の研究』

比婆神社
由緒・社地の概要

滋賀県彦根市男鬼町に鎮座。創建年代不詳、祭神
は伊邪那美命。男鬼町の氏神は別に存在しており、

（1962）などでは御嶽講の講行事や東北地方の巫女

比婆神社は集落の山の神として信仰されてきた。男

が持つ地域社会との呪術的結合など都市的な信仰に

鬼の集落から２キロ程離れた山中に位置しており、

繋がる聖地について触れられている。

神社の位置する山は比婆之山と呼ばれ神奈備として

また宮田登は、聖地の宗教的発展の姿について論

神聖視されている。昭和初期までは女人禁制で、磐

じた研究の中で『江戸のはやり神』（1993）や『都

座の元に小祠の建つのみの境内であったが、村外の

市民俗論の課題』
（1982）では浅草寺周辺の民間信

信者から本殿や玉垣、参拝路十キロ圏内の道標など

仰を挙げており、江戸周辺の聖地について深く調査

の寄進をうけ拡大している。また歴史的経緯は不明

がなされている。

であるが第 33 代内閣総理大臣・林銑十郎が参拝し

宗教社会学の立場からは『生駒の神々』（宗教社
会学の会編・1985）などのように、聖地で発生する

た際の記念碑なども複数建つほか、民間宗教者の建
立した境内社なども多い。

新宗教の形態についても着目した大小の聖地を列挙
する著書などもみられる。
こうした様々な視点からの代表的研究において取

２－１－２

現在の信仰関係者

比婆神社の信仰関係者は大別して、①男鬼町元住

り上げられてきたのは、もっぱら都市市近郊の聖
地、もしくは地方のものであっても教団組織を持つ
までに成長した民俗宗教的聖地であった。非都市部
の民俗宗教的聖地は、既存の研究の中で大きな注目
を浴びてこなかったのである。
しかし、広域信仰は周辺地域の都市化や鉄道・
モータリゼーションの発展に左右されない非都市部
でも多く発生している。本論文で挙げる聖地は、い
ずれも都市から離れた山間部や沿岸部の事例である。
筆者はここで、非都市部の民俗宗教的聖地には、

図表１

調査地の位置

人間文化●
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民、②敬神講、③敬神講から独立した信者、④大杉

加者はほぼ一致している。しかしながら、あくまで

神社関係者、⑤神話研究者、⑥一般参拝客

も主軸で祀っているのは比婆神社であると講員らは

の6集

団に分けることができる。

話している。
村落

①男鬼町

宗教者

村外

○

または家で代々信仰を続けてきた集団である。

②敬神講

○

③敬神講から独立した信者

○

○

④大杉神社関係者

○

○

⑤神話研究者

○

⑥一般参拝客

○

図表２

比婆神社の信仰関係者

２－１－３

２－１－５ 敬神講から独立した信者
石田町の信仰集団に属していない、個別の一族、

男鬼町

この中で現在米原市中多良に住み、信奉をおこ
なっている霊能者の男性を一例に挙げる。この男性
は自身から数えて３代前に石田町の講関係者から布
教を受けて一家で信仰を始めたといい、親兄弟、親
族全体で比婆神社を信仰している。石田町の講から
布教を受けた信仰者ではあるが、敬神講と男性の間
には互いに違う信仰集団であるという認識がある。

神社の所在地である男鬼町の元住民。全員が氏子

男性は毎月第二日曜日の決まった祭礼日以外にも何

であるものの、男鬼町は昭和 40 年代から離村が進

か困ったことが日常の中であれば比婆神社に来て拝

み、現在は廃村で集落に常住する住民が居ない。元
住民は彦根市を中心に離村し分散して居住しながら

み、また自宅から拝むようにしているといい、自身
だけでなく 20 代の家族にもそれを習慣づけるよう

家屋の管理に戻り、氏神である日吉神社の管理を続

にいい実行させているという。

けている。山の神として信仰してきた比婆神社の社

こうした信者は他にも多く、また現在は来なく

殿管理は、次項で説明する敬神講に昭和初期より一

なったが岐阜県や愛知県からも多くの信奉者が来て

任している。現在は村落の行事として比婆神社の祭

いたと男性は話している。

祀に関わることは春秋の例祭のみで、年 2 回に限ら
れている。

この男性の一家以外にも、敬神講の布教活動によ
り聖地と縁を持ちながらも、敬神講に属さない形で
個別で信奉を続けている信徒たちが居るとみられる。

２－１－４

敬神講

事実上比婆神社の維持・祭祀を担っている信仰集

２−１−６

大杉神社関係者

団。旧山東町の住民を中心に愛知県・岐阜県にも講

男鬼町の隣村・彦根市武奈町（共に無住）に、氏

員を持つ。長浜市石田町の民家に比婆神社の分霊を

神とは別に集落近くの山頂部に山神・水神的性格を

祭る祭壇を持ち、その民家を「教会」として拠点と

持つ大杉神社の小祠がある。大杉神社の世話人は村

している。講員は月一度の比婆神社への参詣、年二

民から役を引き継いだ同市内の男性で、自身の営む

回の例大祭、教会で毎月８日夜に行われる月並祭に

仏壇工房に神棚を構え、訪れた関係者などに説法を

参加するという祭祀の形式をとっている。

行っている。男性とその関係者らは比婆神社の管理

講の中心人物は講員から先生と呼ばれるＡ氏で、
代々講元の役を引き継いで４代目にあたる。

維持には直接関係しないものの、独自の宗教観・由
緒を説きつつ大杉神社と並んで比婆神社を思想上重

Ａ家（教会）そのものの作りは湖北地域の民家と

要な根拠地として神聖視しており、一般の参拝者を

大差ないものであるが、玄関から入って右手の座敷

募ってツアー形式をとって頻繁に訪れるなどして、

二間が比婆神社と御嶽山を祭祀する祭壇となってい
る。また祭壇の傍らには、毎年祈禱を願い出ている

敬神講等とは異なった新たな信仰の流布の形態をみ
せている。

百名以上の信者の名を記した棚が置かれる。

大杉神社に関しても比婆神社と類似した事例とし

教会は表向き御嶽教の布教所である。Ａ氏を始め
代々の講の代表者らは全員が御嶽教の行者であり、

て調査を行ったが、本稿では詳細は割愛する。

年に一度講員らと共に御嶽山へ登拝する講行事も行

２－１－７

われており、敬神講への加盟者と御嶽教行事への参
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神話研究者

昭和初期より「近江高天原説」を説いた神話研究

滋賀県における民俗宗教的聖地の展開

者であり彦根高等商業学校の教官であった橋本犀之

鎮祭や神棚を祀る機会などにも神職として赴くこと

助氏の関係者。橋本氏はその持論の中で、近江が記

が増えたとみられる。

紀神話の舞台であること、中でも比婆神社は伊邪那

Ｂ氏や代々の講元の女性たちがどのような形で比

美命が逝去した地であると説き、著書『近江と高天

婆神社信仰を広めていったのかは定かでないが、Ａ

原』
（註 1）
、『比婆之山を論ず』などで積極的に比
婆神社について論じた。現在もこの説に共感して比

氏や親族の見解では、Ｂ氏に相談に行ったり助けら
れたりした人がＢ氏に対する絶大な信頼を置き、Ｂ

婆神社を訪れる参詣客が居るほか、橋本氏の家族、

氏が信奉する比婆神社がその信頼を契機として「口

また橋本氏と縁ある研究者が比婆神社を訪れている。

コミ的に」に広まっていったとする。そして講中と
して把握しない人々にまで信仰が及び、独立して布

２－１－８

一般参拝客

教を行う伝播者がまた地域の中で現れ、更に信仰圏

前項で述べた通り、湖東・湖北地域には比婆神社

が広まっていく中で、様々な地域で敬神講の講元も

の講が多く、その流れを継ぐ人々が個人で参拝を続

把握しない比婆講が相当数結成されていったと考え

けるほか、特に彦根地域では商売繁盛の御利益のあ

ている。

る神社として口伝えで多くの人々に広まってきたこ
とで参拝を続ける人も多い。
更に比婆神社の存在は、近年インターネット上で

このような形で比婆神社の信仰圏は、北は長浜の
木之本から南は稲枝まで、西は彦根一円、東は岐阜
県の垂井・大垣まで及んだ。

も多く情報が拡散されている。廃村という地域性が
あることで全国的にも注目を集めやすい上に、神話

２－３

研究者の足跡や大杉神社の存在も合わせて記す紹介

２－３－１

サイトなどが開かれたことで、スピリチュアリズム
愛好家を中心に様々な層の参拝客を集めている。

藤ヶ崎龍神
由緒・社地の概要

近江八幡市牧町に鎮座。岡山の頭山・岡山・尾山
の三座のうち、琵琶湖に面する頭山の突出部に位置
している。牧町の氏神である五社神社と共に隣村・

２－１－９

信仰広域化の経緯

比婆神社の信仰を大きく広げる契機となったの

加茂町の賀茂神社の境外社に入っており、祭祀も賀
茂神社の宮司らが担っている。

が、石田町の講の創設者、現職のＡ氏の曾祖母に当

湖中に立つ大岩を御神体としてその基部に小祠が

たるＢ氏であった。Ｂ氏は巫女のような役割を持つ

掛けられており、この他に社殿はない。またこの

民間宗教者の女性で、比婆神社の神を感得する前か

藤ヶ崎龍神の背後の山には人１～２人が入れる程度

ら、何らかの託宣を受けたり、人の過去が見えると

の小さな岩屋があり、中に厨子が祀られている。こ

いうような霊能力を持つ女性であった。そのため地

の岩屋に坐す神を「妙得龍神」と称し、藤ヶ崎龍神

域社会の中で何か困ったことや人生の節目に相談に

は男神、妙得龍神は女神で二神は夫婦の神であると

行く人物として信頼を集めていたが、昭和初期より

される。当社は琵琶湖の主神が坐す地で草創は 700

比婆神社の御神託を受けて比婆神社を信奉するよう

年代に遡り、藤原秀郷公もゆかりの地であるとする

になった。それまで比婆神社の社殿は男鬼の村落が

賀茂神社所有の由緒書・『藤ヶ崎龍神社略縁起』も

管理していた小さなものであったが、Ｂ氏が寄進を

伝わっている。

繰り返して社殿を大きくしていった。この時男鬼の

社地一帯は岬といってもよい地形で、近代まで陸

村落がこの動きを受け入れていくのにも軋轢があっ

路が殆ど無く隔絶された地域ではあったものの、背

たのではないかとＡ氏らは話している。

後の山地「水茎の岡」（頭山～岡山の尾根）は万葉

また託宣の中で、比婆神社の神様から、比婆神社
では神職としての資格を取ることはできないため、

集に詠われる名勝として知られることで多くの歌人
や偉人が訪れる場所であり、景勝地として知られて

まず御嶽山の信仰をする中で知識を得るようにとい

いた。

う指示があり、自らも御嶽教の行者となり、御嶽教
と共に比婆神社を祀るという信仰形態が生まれた。

また牧町内陸部から藤ヶ崎龍神にかけては、かつ
ては湖に通じる湖上交通路のひとつであり、牧町や

御嶽教で指導を受けて以降は、比婆神社の神祀り

島町をはじめ湖東平野からの運搬船が行き交い、主

を専門的知識に基づいて執り行っていくと共に、地

に米など食糧を東西に運搬するルート上にあったこ
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とで、水運を守る水神としての性格を持っていた。
現在も湖上から漁師らが社の横の砂浜に船をつけて
参拝する様子もみられる。

２－３－３

牧町の氏子

まず第一に、牧町の氏子が挙げられる。氏子が
藤ヶ崎龍神に集まるのは４月の第２日曜日のみで、

こうした水運の条件から、大正期には新宗教・大

賀茂神社から宮司・禰宜・巫女を呼んで祝詞奏上と

本に影響を及ぼした国学者・大石凝真素美が当地を
通りかかったことで大石の唱える神代文字「水茎文

舞がおこなわれる。この祭礼は昭和 29 年に新しく
始まったもので、それまでは特に決まった日に祭は

字」の根拠地として利用・紹介されることとなっ

無かった。氏子らには４月祭への数人の参列と供物

た。
『大石凝真素美全集

解説篇』（大石凝真素美全

の持ち寄り以外で特に日々の役は無く、掃除・賽銭

集刊行会編）には、出口王仁三郎が当地を数度にわ

の回収などは全て社地に隣接する家の住民に任せて

たって訪れ、社地一帯の山地の買収を試みたことを

いる。また境内の石造物の寄進の多くがこの氏子中

記す直筆の記事も残る。

もしくは氏子に属する牧町在住の個人によるもので
あり、現存するものでは昭和 55 年に寄進されたも
のが多く残る。
２－３－４

賀茂神社

藤ヶ崎龍神の祭祀を担当する。４月の例大祭には
宮司と巫女が氏子と共に参詣し、祝詞奏上、舞の奉
納を行う。藤ヶ崎龍神はこの賀茂神社の境外社であ
る。
２－３－５

妙得講

牧町・野村町・水茎町の住民らで組織されてい
る。宗教者が発端に関わっている講である。昭和
図表３

29 年、講元の縁者であった鞍馬寺の高僧・Ｃ氏が

調査地の位置

当村に招かれた際、当時何も祀られていなかった妙
２－３－２

藤ヶ崎龍神の信仰関係者

得龍神の岩屋を見て、岩屋の中に女性の龍神を感得

藤ヶ崎龍神を信奉する信仰関係者は、大別して①

した。そこで地元住民に岩屋を手厚く祀るように指

牧町の氏子、②賀茂神社、③妙得講、④拝み屋、⑤

導し、この時同時に出来たのが妙得講である。一人

寺院・教派神道団体、⑥布教団体、⑦霊能者・占

数千円の会費を取って組織に入るように人家を回っ

い師、⑧一般参拝客

て促し組織された。講が出来た後も年に数回は鞍馬

の 8 種類に分けることができ

る。次項からその詳細について記していく。

のＣ氏が通っては祭祀を行っていたが、Ｃ氏が高齢
になったことを受け、講の発足から数年後からは講

村落
①牧町の氏子

○

②賀茂神社

○

③妙得講

○

④拝み屋

宗教者

村外

○
○

○

○

⑥布教団体

○

○

⑦霊能者・占い師

○

○

⑧一般参拝客

○

○

図表４
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○

に届けるという目的で一年に一回講の構成員が鞍馬
への登拝をおこなう行が始まり、20 年程前まで続

○
○

⑤寺院・教派神道団体

の構成員自らが鞍馬に登拝し妙得龍神の功徳を鞍馬

けられた。その後 C 氏が高齢となり妙得龍神に参
れなくなると、祭祀を行う人物が居なくなったた
め、日牟禮八幡宮近くの稲荷神社を拠点に拝み屋を
していた力のある巫女に祭祀を頼むことになった。
この巫女が現職の妙得講の拝み屋の男性の祖母に当
たる人物であり、３代続けて妙得龍神の祭祀を担っ
てきた。

滋賀県における民俗宗教的聖地の展開

２－３－６

拝み屋

を請け負ったり、信者の生活費の援助を行う等の支

近江八幡市多賀町の稲荷神社を拠点とする霊能者

援を行っていた。「洗心塾」に出入りする人は 30 人

で、代々霊能力を持つ家系として湖東地域では名を

程の規模となっていたとみられ、毎年の例大祭では

知る人も多い。鞍馬寺のＣ氏に代って、４月初旬に

その信者たちを引き連れて祭に参列していた。

行われていた妙得講の例大祭の祭祀を担当してい
た。しかし 2016 年の祭を最後に、妙得講の集まり

2015 年以降、Ｄ氏は賽銭の管理を担うことにな
り、藤ヶ崎龍神の境内に鳥居や柵、外灯を設けるな

が途絶えてしまった事で、藤ヶ崎龍神との繋がりが

どの整備を進めた。

徐々に希薄になりつつある。

また諸々の信者からの寄進の請け負いや案内、新
しい祠の建立も担当している様子であった。

２－３－７

寺院・教派神道団体

藤ヶ崎龍神の近隣に位置する近江八幡市長命寺町

２－３－９

霊能者・占い師

に、大石凝真素美らの流れを汲んで昭和初期に発足

Ｄ氏と協力関係にある者を含め、霊能者や占い

した神道系宗教集団がある。この宗教集団のなかで

師、スピリチュアリズム愛好家たちが多く参拝に訪

も一部の分教会で、藤ヶ崎龍神への定期的な参詣が

れている。拡散力のあるスピリチュアリストのブロ

行事化して行われていた。

グ開設者や霊能者らがインターネット上で藤ヶ崎龍

またこの集団以外にも、様々な宗教団体が毎年参

神を紹介したことなどもきっかけとなり、年々来訪

詣に訪れ独自の方法で儀礼をおこなっている。聞き
取りによると石山寺の関係者とみられる宗教集団の

者は増加傾向にあり、一日に 200 人近い参拝客が訪
れることも少なくない。

ほか、愛知県から来ていると話す仏教関係者の団体

またＤ氏ら布教団体は、このような一般参拝客の

などが、それぞれ境内で憑依儀礼をおこなったり、

増加に伴って、境内を訪れる人々に積極的に接触す

湖面に浸かり祈禱するなどして、独自の儀礼を藤ヶ

ることで、新たな参入者を得ていたことにも注意し

崎龍神の境内で行っている。

ておかなければならない。

２－３－８

２－３－ 10

布教団体

布教団体と信者同士の軋轢

藤ヶ崎龍神の社域で宗教活動をおこなっていた集

Ｄ氏ら布教団体は 2015 年から境内に幾度にもわ

団。この集団は妙得龍神に建てられているバンガ

たって寄進をおこない、清掃や管理を続けるなかで

ロー内に神棚を設け、「洗心塾」と名付けた会を開

賽銭の管理権までを主張し始めたが、これはそれま

いていた。

で管理を担ってきた牧町の自治会役員の許可を全く

この会の宗祖となっているのが自称霊能者の男

取らない上での行為であった。加えてＤ氏は「地元

性・Ｄ氏である。Ｄ氏は他府県の出身で、仕事を通

の人々は掃除に来ないでもよい」と繰り返し、境内

じて滋賀県に長く居住しており、篠原駅近くに居

に干渉することを口頭でではあるが制限していた。

住しながら藤ヶ崎龍神に通いつつ、宗教活動をおこ

これによって牧町の村落の人々や、個人で境内の

なっていた。Ｄ氏が初めて藤ヶ崎龍神に訪れたのは

管理を続ける信者らが「龍神さんを乗っ取られた」

2006 年の事で、これも夢のお告げが発端だったと

「騙された」と不満を露わにしているが、牧町の自

いう。当時健在だった妻とともに藤ヶ崎龍神に毎日

治会からの大きな対策はみられない。牧町の住民側

ほど参拝・清掃に訪れるようになり、神社に通うう

も高齢化したほんの一部の信奉者しか居ないことも

ちに独自の宗教理念を作り上げて参詣者に布教活動

声を上げない要因の一つとして考えられる。また

をおこなうようになった。藤ヶ崎龍神のほか、賀茂
神社や長命寺町の氏神など近隣の多くの神社に寄進

年々信仰が広域化し、境内の様子が変わっていく中
で藤ヶ崎龍神への足が遠のいたのか、布教団体の参

をおこない、在地の宮司と協力関係となる。

加が増加するにしたがって、それに比例する様に牧

2013 年後半より、Ｄ氏はとある著名な新宗教団
体に入信し、バンガローでの宗教活動を「洗心塾」

町の例大祭の参加者も減るばかりである。
またＤ氏は地域住民との仲を深めるために針治療

と名を冠し、自らの宗教観と新宗教の理念を混淆し

などを無償で行っていたが、新宗教の教義に発する

て説く集会を開くようになる。さらに個人的な祈禱

理念などから住民の体調管理に強く干渉し、反発を
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招くことが続いた。続いて住民からの奉納品であっ

させる大自然の要素が、現在にまで参詣者の心を惹

た境内の鳥居の撤去をめぐっても、妙得講との間に

きつける由縁となっている事は言うまでもない。し

大きな軋轢が生じた。更に住民が忌避する行為を

かし、神南備のような場所に配されている聖地であ

藤ヶ崎龍神や同牧町の子安神社でおこなったこと

るからといって、大社殿が設けられているというわ

も、信者の間で問題となった。
地域住民との関係だけでなく、布教団体内でも信

けではなく、むしろ祠一つのみが建てられているな
ど、比較的小規模な祭祀の形態をとっていた。比婆

者同士で起こった様々なトラブルが生じるなど様々

神社以外は神社庁の指定も受けない小祠である。

な問題が続き、このような状況を踏まえ、地域住民

また注視したいのは、２例は村落の氏神でないと

か否かを問わず参拝を自粛する信者も多くみられた。

いう点である。それぞれの村落には別に氏神があ

しかし 2019 年、Ｄ氏が逝去。これを受け団体の

り、村落組織の中心的拠点ではない。氏子組織は無

結束力は弱まる傾向にあるとみられるが、在地村落

論関わっているが、氏神ほど強固な繋がりを持って

で藤ヶ崎龍神を支えてきた妙得講の人々も 2019 年

いる訳ではなく、藤ヶ崎龍神など参詣する者は村落

から 2020 年のうちに活動者のうち半数近くが相次

のなかでも一部の住民のみであるという例もある。

いで逝去され、聖地の維持を行ってきた両者双方の

またそれぞれの社地自体も集落の中心部から離れ、

状況が大きく変化した。

村境に面したマージナルエリアと言うべき場所に位

現在、境内の清掃などは村外から妙得講に加入し

置しており、居住空間と近しい集落の氏神信仰とは

ていた信者が主体となって担う形に移行しつつあ
り、賽銭の管理権なども牧町に一旦は返還された形

一線を隔している。

となった。布教団体が瓦解し始めたことで、布教行

３－２

信仰圏広域化の契機

為を避けて訪れなくなっていた人々が参拝に復帰す

これら２例の聖地は信仰が広域化するまでの長ら

るなど、境内を訪れる人々にも変化がみられるが、

くの間、修験者や既成宗教との関わりを持たずに在

未だそれぞれの信仰集団の関係性は複雑な様相を見

地村落の中で信仰されてきたが、突如として信仰が

せており、聖地をとりまく状況はやや不安定な状態

広域化する契機を迎えている。比婆神社は昭和初期

が続いている。

以降、藤ヶ崎龍神は昭和 30 年代以降と、それぞれ

３

聖地の発展過程

ここまで、滋賀県内における非都市部の民俗宗教

の信仰が広域化する年代は多少異なるが、その信仰
に変化をもたらしたのは全て、各聖地で霊威を感得
した宗教者の出現によるものであった。

的聖地を比婆神社・藤ヶ崎龍神の２例を紹介してき

比婆神社においては石田町で活躍していた民間宗

た。本章ではこれらの聖地の信仰形態を、信仰が広

教者であるＢ氏、藤ヶ崎龍神では鞍馬寺のＣ氏がそ

域化していく道筋を追う形で比較する中で各聖地の

れに該当する。

動向を総括していきたい。

こうした各聖地で活躍した宗教者らは、聖地に足
を踏み入れたきっかけは様々である。比婆神社のＢ

３－１

信仰的基盤

氏は夢想や憑依による託宣、藤ヶ崎龍神のＣ氏は行

まず最初に、各聖地が広域の信仰圏を獲得する以

脚の途中で立ち寄った際の感得などである。しかし

前の様子を見ていきたい。各聖地は、信仰圏の拡大

２名それぞれは、自身で何らかの形で霊験を獲得し

前は一集落の素朴な自然神であったという共通点が

ており、その経験を元に布教活動を始めているとい

ある。比婆神社は集落を見下ろす里山の山神であ

う動向が共通している。

り、藤ヶ崎龍神は水辺で漁業や船の往来を見守る水
神であった。これらの社地は生業を通じて人の手の

３－３

講集団の成立

入れられる場であると同時に、高峻な山脈や磐坐が

霊験を得た宗教者たちは、在地村落や所属する寺

あり、時に荒波の押し寄せる自然の厳格さも兼ね備
えた場所である。村落の人々は生業のために踏み入

社、そして既に得ていた自らの信奉者にその旨を布
教して回り、聖地の信仰を拡大させていく。その信

りもするが、社域付近の山域・水域は神南備として

仰が宗教者の周縁、もしくは外部で集団化し講集団

崇め奉っても居る。こうした原始的な信仰を芽生え

となった。
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比婆神社の敬神講、藤ヶ崎龍神の妙得講などがそ

ろ普遍的な動向であるといえる。

れに該当する。講集団の結成によって、各講に聖地

しかし、村落と村外の信仰集団との関係性をみて

以外の拠点が作られた。そしてこの拠点から各聖地

いくなかで、祭祀権の移行という問題に着目したと

へと講の成員らが参拝を行うという形の祭祀形態が

き、非都市部の民俗宗教的聖地の特徴は大きくあら

生まれた。これは伊勢講や熊野講などをはじめとす
る全国の代参講の最初期の形と捉えることができる。

われている。ここからは、その詳細について説明し
ていきたい。

各聖地の講集団において、講集団の中心人物が民

各聖地に宗教者を中心とした信仰集団が出来た

間宗教者であった場合、布教を行う上での宗教観は

ことで、聖地には新たな信仰的価値が見出され、宗

既成宗教に全くとらわれなかった。寧ろ新興宗教や

教者の聖地における宗教的統率力は強まった。この

呪術、科学などの宗教的・学術的要素を綯交ぜにし

動きに対して、当然在地村落側の反発があったとみ

ながら、既成宗教の教えも同時に説くという混沌と

られるが、それぞれの聖地で行った聞き取りにおい

した宗教観を展開している。しかしこの既存の宗教

て、被調査者はいずれも「軋轢はあった」という事

の枠組みにとらわれない開放的な宗教観は、講集団

実が伝わっている、若しくは推測しているという返

と他宗教、他聖地の新たな繋がりを生む要因となっ

答があったのみで、事の詳細は明らかでない。しか

ている。

し、現在の各信仰集団の関係を観察することはできる。

比婆神社を例に挙げると、主として祀っているの

現在、各聖地における宗教集団と在地村落の関係

は比婆神であるにも拘らず、石田町の拠点には御嶽
山が合祀されており、講員らは比婆神社に月一回の

はそれぞれの聖地によって様々である。
比婆神社は、在地村落の住民が一斉離村して 30

参拝を続ける傍ら、年に一度御嶽山にも登拝行を

年余りが経とうとしていることもあり、年二度の例

行っている。また冬季は石田町の拠点でオコナイや

祭以外は敬神講などの講集団に社殿の管理を一任し

火祭を行っている。他宗教と共に、拠点とする村落

ている。また秋の祭日には注連縄を張りなおす神事

に根付いてきた民俗行事なども取り入れ、独自の祭

が営まれるが、この時注連縄を結い提供するのは講

祀形態を保っているのである。

集団の側である。比婆神社に至っては敬神講が比婆

同じように藤ヶ崎龍神の妙得講も複数の参詣先が

神社のみならず男鬼町の氏神や小寺院の注連縄を提

あり、聖地への参拝も続けるという祭祀形態を近年

供している。また社地の整備に当たって村落の元住

まで続けていた。

民が持ち山を提供しており、講集団がおこなう植樹

こうした宗教要素が重層的に絡み合う状態を許容

や道路整備に対しても全面的に協力している。これ

する講集団の姿勢は、そのまま講集団が聖地への寄

らの状況から軋轢は起こりようもなく、管理・祭祀

進や宗教活動の展開を強めていくにつれ、初めて参

を行う余力を無くしつつある在地村落に対して、講

拝に訪れる参詣者らにも影響を与えていくこととな

集団側からの助力が必然的に求められる関係が出来

る。

あがっているのである。
次に藤ヶ崎龍神の場合であるが、当地は第二章で

３－４

信仰集団同士の軋轢と祭祀権の変遷

述べたように、今現在も複数の信仰集団同士の間で

さて、本項を述べる前に、第一章末で提起した問

軋轢が起きている。近年まで周辺村落の神社や氏子

題に立ち返ってみたい。本論文は非都市部と都市部

組織も協力的で比較的大きな問題が起こることなく

の民俗宗教的聖地、それぞれにどのような相違点が

発展してきた神社であったが、しだいに講員や氏子

あるかを明らかにすることを目的としている。

の高齢化と共に講が衰退していたところに強い宗教

ここまでみてきた聖地の発展過程において、両者
の相違点は特に生じていないと筆者は結論付けてい

力を持たんとする新しい信仰集団ができ、祭祀権を
めぐる争いが表面化したのである。新しい布教組織

る。もちろん、都市化のスピードや流入者の数など

の動向は不明瞭であり、今後講集団や在地村落に

は大きく異なるものの、宗教者の出現、それに伴う
講集団の発生、他宗教との合併など、聖地が変化し

取って代わり聖地を支える存在になりえるとは断言
できないが、この現状は、在地村落が祭祀を続ける

ていくにあたっての段階的な事象は、これまで研究

ことが難しくなった聖地が行き着く最後の形として

されてきた聖地の中でも多く報告されており、むし

の比婆神社や大杉神社に類似しており、またその形
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への過渡期にあるともいえる。

人々を調査し記録していく事は、民俗・社会研究の
中でより一層進められていくべきであろう。

３－５

結論

広域の信仰圏を持ち、複数の信者集団が活動する

註

このような民俗宗教的聖地は全国数多く存在するな
か、その多くの場合は聖地が存在する村落の組織に

１橋本犀之助著『日本神話と近江』昭和 24 年 , 古代
近江研究所 ,p147-153p「第十一章 比婆之山と男

運営の基盤がある場合が殆どであるといって良いで

鬼の里」において、橋本は古事記における伊邪那

あろう。先行研究にみる事例においても、聖地の管

美命の逝去した地である比婆之山の所在地が不明

理や寄進をさかんに行う講集団が活発化し教団化ま

瞭であると主張し、男鬼の山神様（現在の比婆神

でに及んでいても、最終的な決定権や境内の総括を

社）が高天原とする地との位置関係や山地の地名

担うのは村落側であり、講集団などはあくまで村落

から、男鬼こそが伊邪那美命の御陵であるとする

との距離を保ちながら宗教活動を行なっているので

説を展開している。同章では既に敬神講とみられ

あって、祭祀権や管理権までを取って代わるという

る信者の寄進活動についても記されている。

例は見受けられない。実際に、筆者が滋賀県内を中
心に調査を行った他数例の民俗宗教的聖地において
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Comment
市

川

秀

之

人間文化学部地域文化学科教授

聖地は多義的な言葉である。本来は宗教的に特別

をめぐる争奪に発展することとなるが、岡崎氏はそ

の意味をもつ重要な場所を意味するが、近年ではス

のような信仰をめぐる軋轢についても目を注いでい

ポーツイベントが行われる場所や、アニメーション

る。

に縁のある場所までが聖地と呼ばれたりしている。

これまでの民俗学における民間信仰研究は、その

本論文で岡崎梓織氏が取り上げるのは宗教的な場と
しての聖地であるが、これまでの宗教学や民俗学に

根源的、原初的な信仰の意味を求めることにのみ関
心を注いだり、あるいはその土地の社会組織や生業

おける聖地研究が大規模な宗教の聖地を取り上げて

との関係から民間信仰を分析し在地の論理の抽出に

きたのに対して、村落部での信仰に起源を有するい

専念する傾向があったが、そのような従来からの静

わば小さな聖地を取り上げていることに独自性があ

態的な研究方法ではスピリチュアリズムなどとも結

る。主たる事例として取り上げられている比婆神社

びついた現在の多様な信仰の形はこぼれおちてしま

は、彦根市東部の山村である男鬼に鎮座している

う。私も何度か「聖地」を訪れ、そこで若年層を含

が、男鬼は過疎化が極端に進行し、現在では居住者

む多くの人々が集い真摯に信仰を語る姿に驚いた経

がない村落である。しかしながら比婆神社には今も

験がある。そして聖地をめぐる信仰の形は、宗教者

多様な人々が参拝に訪れておりある種の聖地となっ

が語る神話的な世界とは裏腹に日々変化しており、

ている。岡崎氏は長年にわたる丹念な調査によっ

現在の宗教の動態的な様相をまざまざとうかがわせ

て、そこに集う人々の構成を詳らかにしているが、

る。従来の研究では都市における民間信仰の変動性

とりわけ重要な役割を果たしているのは民間宗教者

を取り上げたものはあったが、本論文が対象化する

の存在であり、それを媒介にして比婆神社の信仰は

村落部にもそのような変動性がみられることを指摘

男鬼の廃村後、広域に展開している。このような民

したことも一つの成果であろう。そのような現在の

間宗教者が本来は地域的な存在であった聖地の広域

宗教現象を聖地というキーワードを用いて分析する

化に寄与していることは、次の例として取り上げら

岡崎氏の視点には、新たな民間信仰研究の可能性を

れている近江八幡市牧町の藤ケ崎龍神においても同

感じることができる。さらに多くの事例の分析を進

様である。このような聖地の広域化、それにともな

め、民俗宗教的聖地をめぐる信仰のより普遍的な立

う外部者の信仰への加入は、当然のことながら聖地

場からの分析を期待したい。
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非合併小規模自治体の行財政運営と
その評価
──長野県天龍村を事例として

丸山真央／相川陽一／福島万紀
人間文化学部人間関係学科／長野大学環境ツーリズム学部／都留文科大学教養学部

はじめに

もみるように、非合併自治体には、人口や財政規模

市町村合併特例法の改正（1999 年７月）から新合

の大きな都市部の自治体が多く含まれている一方

併特例法の期限切れ（2010 年３月）までの間におこ

で、平成の大合併のなかで強い合併圧力にさらされ

なわれた「平成の大合併」が終了して 10 年が経過

たはずの小規模自治体も一定数含まれている。こう

した。この間、市町村合併推進の目的とされた行財

した非合併小規模自治体の平成の大合併期以降の行

政の統合効果、たとえば費用削減、効率化、規模の

財政運営の実態を明らかにすることは、小規模自治

経済の実現などに関して、総務省や合併自治体を

体合併論の再検討にもつながるだろう。

はじめ、関連の研究機関や研究者による検証がお

以上を踏まえて、本稿では、平成の大合併期以

こなわれてきた（e.g. 市町村の合併に関する研究会
2008；総務省 2010；後藤・安田東京都市研究所編

降、非合併小規模自治体がどのような行財政運営を
おこなってきたのか、また住民や自治体職員が非合

2013：第Ⅱ部第 1，2 章；中澤・宮下 2016：第 3 部）⑴。

併であることをどのように評価しているのかを、一

その一方で、合併しなかった自治体（ここでは非

自治体を事例として検討する。個別の非合併小規

合併自治体と呼ぶ⑵ ）に関しては、平成の大合併期

模自治体に着目した研究は、熊本県産山村（人口約

以降のあり方が検証の俎上にのせられることは少な

1,500 人）を例に財政、地域活性化、住民自治の現状

い。非合併自治体の検証は、平成の大合併政策の評

を総合的に検証した原田・杉岡編（2017）があるが、

価に関わる問題であると考えられるにもかかわら

管見の限り、事例研究は多くない⑶。

ず、である。なぜなら、平成の大合併の大きな根拠

本稿では、非合併小規模自治体の一例として長野

と目的は自治体行財政の効率化にあった。平成の大

県下伊那郡天龍村に着目する。長野県最南端の山間

合併期以降、非合併自治体でも行財政の効率化が一

部に位置する天龍村では、少子高齢化と人口減少が

定程度おこなわれたのであれば、また非合併の自治

著しく進行しており、2015 年国勢調査によると人

体行財政運営に対して住民が評価しているのであれ

口は 1,365 人、生産年齢人口の割合は全国の市町村

ば、平成の大合併政策の推進根拠の一部は失われざ

のなかで最も小さく、高齢化率は全国の市町村で２

るをえない。だから、平成の大合併期以降の非合併

番目に高い。平成の大合併の時期、天龍村に関する

自治体の行財政や住民の評価を検証するという作業

合併構想はいくつかあった。天龍村から隣接町村と

は、平成の大合併を逆照射するものにもなると考え

の合併協議を働きかけたこともあった。しかし相手

られる。

方の事情などもあって、いずれの構想も実現せず、

非合併自治体のなかでも、とくに人口・財政規模

天龍村は結果的に非合併の道を歩むこととなった。

の小さな自治体（小規模自治体）を検証する必要性

以下では、まず、平成の大合併期以降の非合併

はより大きい。平成の大合併の際、たとえば第 27

小規模自治体の行財政を検証することの必要性（１

次地方制度調査会専門小委員会に西尾勝氏が提出し
た、いわゆる「西尾私案」が一定人口未満の小規模

節）と論点を整理する（２節）。次に、平成の大合併
とそれ以降の時期の天龍村の行財政を検討する。ま

町村の強制合併を提案したことをはじめ、人口規模

ず平成の大合併をめぐる天龍村の経緯を整理し（３

の小さな基礎自治体には、行財政の効率化をはじめ

節）、それ以降どのような行財政運営がおこなわれ

とする理由のもと、強い合併圧力がかけられた。そ

てきたかを検討する（４節）
。また、合併論議から

れでも、平成の大合併を経たあとの 2015 年の国勢

約 10 年を経過した時点で、村役場職員と住民が非

調査によれば、全国 1,719 市町村（791 市、928 町村）

合併という選択やその後の行財政運営をどのように

のうち、人口５千人未満の 268 町村、人口５千人以

評価しているのかを、質問紙調査の結果から明らか

上１万人未満の 241 町村が残っている。人口１万人

にする（５節）
。最後に検討結果をまとめる（６節）
。

未満の町村は全町村の 54.9 ％を占めている。あとで
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１．非合併小規模自治体という問題
平成の大合併のなかで非合併を選択した自治体

には、人口規模が小さく財政状況がよくない市町村
が一定数含まれていると考えられる。

は、どのような理由からであったのか。総務省の研

もっとも、非合併の小規模自治体のなかにも“積

究会が、2007 年８月時点で非合併の 1,252 市区町村

極的な”非合併自治体はあるだろう。平成の大合併

を対象に質問紙調査を実施した結果（市町村の合併
に関する研究会 2010）によると、非合併の理由とし

のなかで「合併しない宣言」を掲げて自立を標榜し
た自治体や「小さくてもきらりと光る自治体」の運

て多かったのは（複数回答可）、「意見集約ができな

動に参加した自治体がその代表例である。そのよう

かった」（422 団体）、
「単独で運営していこうと考

な“積極的な”非合併小規模自治体には、平成の大

えた」（386 団体）、「当団体としては合併を望んだ

合併の最中から、地方自治の関係者や研究者の注目

が、合併相手が、当団体との合併に消極的・否定的

が集まった⑷。

であった」（330 団体）、「合併協議の際、協議事項

それに対して、“消極的な”非合併小規模自治体

について合意がなされなかった」（230 団体）、「当

は、平成の大合併の最中もその後も、ほとんど注目

団体から見て、合併の組合せの相手（一又は複数）

されることがない。しかし、先の調査結果からも推

との間に阻害要因又は合併相手（一又は複数）側に

測されるように、こうした自治体は一定数あり、非

課題等があると考えた」（156 団体）、「離島や山間

合併自治体のなかで小さくない割合を占めていると

地等に位置することにより、隣接する団体の市区町

考えられる。本稿の事例の天龍村は、あとで詳述す

村役場までの時間距離が遠いために、合併が困難で
ある」（58 団体）となっている。

るように、“消極的な”非合併小規模自治体のひと
つである。

この結果から推測すると、一口に非合併といって
も、
「単独運営で行くと決めた」という回答の一部

２．非合併小規模自治体検証の論点

に含まれていると思われる、いわば“積極的に”非

非合併小規模自治体の検証作業における論点を考

合併を選んだ市町村がある一方で、「意見集約がで

えてみよう。ここでは平成の大合併の推進根拠、す

きなかった」
、あるいは「合併を望んだが、相手が

なわち総務省は当時、「地方分権の推進」、「少子高

消極的・否定的であった」という回答にみられるよ

齢化の進展」
、
「広域的な行政需要が増大」
、
「行政改

うな、一度は合併の道を模索しながら何らかの理由

革の推進」の４点を挙げて「基礎自治体である市町

で結果的に、いわば“消極的に”非合併の道を選ん

村の規模・能力の充実、行財政基盤の強化が必要」

だ（選ばざるをえなかった）市町村が混在している

としていたが（総務省 2010 : 3）
、これを手がかりと

と考えられる。

したい。

先の調査結果をもう少しみると、「意見集約がで
きなかった」を理由に挙げた 422 団体のうち、人口

2.1

地方分権の「受け皿」整備

１万人未満の団体は 39 ％、人口３万人以上の団体

ひとつめの「地方分権の推進」については、1990

は 31 ％である。それに対して、「単独運営するこ

年代の地方分権改革以来、「地方でできることは地

とにした」を理由に挙げた 386 団体のうち、人口

方で」
、
「住民に最も身近な市町村について、規模・

１万人未満の団体は 33 ％、人口３万人以上の団体

能力の充実が大切」
（総務省 2010 : 3）とされてき

は 43 ％である。また財政規模別の集計結果をみる

た。いわゆる地方分権の「受け皿」整備論である。

と、「意見集約ができなかった」という 422 団体の

平成の大合併政策の終了後、総務省は次のような

うち、財政力指数が 0.6 以上の団体は 41 ％であるの

方針を示した。「現在、市町村が置かれている状況

に対して、「単独運営することにした」という団体
のうち、財政力指数 0.6 以上は 49 ％を占めている。

や課題は多様であり、今後の市町村における事務処
理のあり方を考えるに当たっては、これまでのよう

以上からは、「単独運営で行くと決めた」という

な合併を中心とした対応ではなく、このような市町

回答にみられるような“積極的な”非合併自治体
は、人口規模がそれなりにあって財政状況も悪くな

村の多様性を前提にして、それぞれの市町村が自ら
の置かれた現状や今後の動向を踏まえた上で、その

いところが多く、それに対して、「意見集約ができ

課題に適切に対処できるようにする必要がある」。

なかった」というような“消極的な”非合併自治体

これに続けて、「それぞれの市町村がこれらの中か
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ら最も適した仕組みを自ら選択できるようにする必

明されてきた（総務省 2010：3）
。平成の大合併以前

要がある」とも述べていて、その選択肢として、市

の市町村は、その多くが 1950 年代の昭和の大合併

町村合併による行財政基盤の強化、共同処理方式に

で誕生したものであるが、昭和の大合併当時は、ま

よる周辺市町村間での広域連携、都道府県による

だモータリゼーション以前であり、住民の日常生活

補完を挙げている（総務省 2010：33-4）。こうした
方針に沿って 2010 年の地方自治法の改正では連携

圏は今より狭かった。その後、車社会の到来によっ
て日常生活圏が拡大し、それに見あった市町村の空

協約制度（252 条の 2）が導入された。またその後、

間的な領域拡大が必要になっている、ということで

2016 年に提出された第 31 次地方制度調査会の答申

ある。

でも、小規模自治体の今後について、広域連携によ
る垂直・水平補完がうたわれた。

この点については、住民の生活圏が実際にどの
程度広域化していて、実際の基礎自治体の空間領

地方分権の推進によって、基礎自治体には都道府

域（行政圏）に対応していないのかが問われる必要

県や中央政府から権限と財源が移譲される。そこで

があるが、この点はすでに地理学者が詳細に検討し

「受け皿」たりうる基礎自治体が必要となる。「受け

ている。森川洋は、通勤圏と市町村合併との関連性

皿」たりえない自治体の場合、自治体間の広域連携

を検討して、「都道府県による指導の差異や首長・

（水平連携）や、都道府県による支援（垂直連携）で

住民の意思決定の違い、さらには都市の昇格をめざ

対応するというものである。

した特異な合併があるにせよ、基本的には、『平成

非合併の小規模自治体では、こうした水平・垂直
連携がどのようにとり入れられているのか。また、

の大合併』ではこれまで形成されてきた国土集落シ
ステムに適合する形で市町村合併が実施したとみる

それによって、増大する行政需要の補完がどのよう

ことができるであろう」と述べている（森川 2015：

におこなわれているのか。「受け皿」整備論に関し

347）
。ただ同時に、
「通勤圏とは不整合の市町村合

て、これらの点から非合併小規模自治体を検討する

併は比較的多い」とも指摘している（森川 2015：

必要があるだろう。

357）
。

2.2

政圏との不整合はどの程度のものとなっているの

非合併自治体において、住民生活圏の広域化と行
行政の専門・高度化

総務省が挙げた平成の大合併の推進根拠のふたつ

か。また、広域化した生活圏において住民は、生活

めの「少子高齢化の進展」については、「人口減少

圏と行政圏の一致、すなわち自治体合併を求めるも

社会に突入」し、
「少子高齢化に対応した、サービ

のなのか。非合併小規模自治体の検証において、こ

ス提供・専門スタッフが必要」と説明されてきた

れらの着眼点が考えられる⑸。

（総務省 2010：3）。つまり、市町村合併によって行
政組織が拡大することで、高度化・多様化する行政

2.4

サービス需要に対応可能な専門職員や専門部署の配
置・設置が可能になるというものである。
この点でも、先の「受け皿」整備と同様のことが

行財政の効率化

総務省が掲げた大合併推進理由の最後の「行政改
革の推進」については、「極めて厳しい財政状況。
国・地方とも、より簡素で効率的な行財政運営が必

ポイントとなるだろう。すなわち、非合併の小規模

要

→更なる行政改革の推進」という説明がなされ

自治体においては、行政サービス需要の専門・高度

てきた（総務省 2010：3）
。バブル崩壊後の失われた

化に対して、独自の取り組みがありうる一方で、垂

十年（あるいは二十年）のなかで、国の財政赤字が

直・水平連携によって対応することもひとつのカギ

増大し、地方自治体の財政も厳しくなった。2000

となる。実際にそうしたことがどのようにおこなわ
れ、成果を得ているのか、である。

年代の構造改革政治のなかでは、地方交付税改革、
補助金改革、財源移譲の、いわゆる三位一体改革が
進められた。地方自治体においても行財政の効率化

2.3 住民生活の広域化
総務省のいう三つめの「広域的な行政需要が増

が不可避とされ、その手段として、財政効率の悪い
小規模自治体の合併がもちあがったわけである。

大」に関しては、「日常生活圏（通勤、通学、買い

ここからすると、非合併小規模自治体で行財政運

物等）の拡大に応じた、市町村の拡大が必要」と説

営の効率化がどの程度なされているのかがポイント
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となるだろうが、これについては、すでに財政学者
が具体的な検討をおこなっている。

2.5

自治体職員・住民による評価

先にみたように、平成の大合併の終了後、総務省

小泉和重は、小規模山村自治体（山村振興法の適

が示した方針では、「これまでのような合併を中心

用団体で人口 1,510 人未満の 37 自治体）を対象に、

とした対応ではなく、このような市町村の多様性を

2015（平成 27）年度の決算カードを使って財政状況
を検討した。それによれば、小規模山村自治体は、

前提にして、それぞれの市町村が自らの置かれた現
状や今後の動向を踏まえた上で、その課題に適切に

財政力は総じて低位だが、徴税率は高い。また住民

対処できるようにする必要がある」
、
「それぞれの市

１人当たりの職員数は 380.1 人であり、人口規模が

町村がこれらの中から最も適した仕組みを自ら選択

大きい自治体と比べて圧倒的に多いものの、「その

できるようにする必要がある」としている。した

ことは経常収支比率を押し上げる要因となってい

がって、今日の政策動向のもとで、非合併自治体は

ない」。さらに、実質収支比率は全団体が黒字であ

今後のあり方を「自ら選択」することをただちに求

り、実質公債費比率は低い水準であるという（小泉

められているわけではない。しかし中長期的にみ

2017：47-8）。

て、非合併の小規模自治体が、現状を維持するのか

また小泉は、熊本県内の合併自治体と非合併自治

も含めて、自らの自治体や地方自治の今後のあり方

体の財政の比較検討もおこなっていて、結論とし

を考えること、「選択」に向けて考えることは必要

て、
「合併は人件費を削減し行政効率を高めると言

であろう。

われたが、職員数は合併しようがしまいが減少した
のであった」と指摘している。

その際、住民や自治体職員が市町村合併や自治体
運営をどのようにみているのかという観点が不可欠

さらに、
「
［前略］平成合併後、上記の合併自治

になる。平成の大合併やその後の行財政運営に対し

体、非合併自治体では財政状況は大きく変わること

て住民がどのように評価しているのかについては、

はなかった」とも指摘している（小泉 2017：44）
。

合併自治体や研究者による調査がおこなわれてきた

リーマンショック後の景気対策で地方交付税が増加

（e.g. 市川 2013a，2013b，2013c；河村 2010；丸山

し、臨時財政対策債も大幅に増加した。「このよう

2015：第 10 章，2017a）
。

に交付税の規模は増加したものの、財政健全化法の

非合併小規模自治体の検証においても、これらと

施行［2007 年］や将来的な交付税の見通しの不透

同様に、当の住民や役場職員たち自身が、市町村合

明感（あくまで交付税増は臨時的なので）から、自

併や非合併であることに対してどのような意見を

治体は公共投資や借入れを抑制し、財政調整基金へ

もっているかを検討する必要があるだろう。

の積立てを増やしていったのである。このことが、
実質公債費比率等の財政指標の改善にも繋がったと

３．天龍村における平成の大合併への対応

予想される」という（小泉 2017：44、（

3.1

［

）は原文、

］は引用者による）。

天龍村の概況

ここからは天龍村を事例に検討していくが、まず

小規模山村自治体のなかには、近隣町村等との合

同村の概況をまとめておく。長野県下伊那郡天龍村

併を施行したところもあるが、「また、小規模自治

は、1956 年９月に旧平岡村と旧神原村の２村が合

体では新庁舎の建設を別にすると、合併特例債も過

併して誕生したものであり、同県最南端の愛知・静

疎債も使い勝手の点では大きく変わらず、特例債を

岡３県境付近の山間部に位置している（図１）
。

活用して大規模投資を進めるケースもさほど多くは

天龍村を含む下伊那郡は、飯田市周辺の町村から

なかった。このため地方債残高も増えなかったので

なるが、平成の大合併では、旧南信濃村と旧上村が

ある」という（小泉 2017：44-5）。
このように非合併小規模自治体にみられる一般的

飯田市に合併された。また清内路村が阿智村に合併
された。

な傾向は、個々の自治体にどの程度当てはまるの

天龍村は、2015 年国勢調査によると、人口 1,365

か。また、これがより重要であろうが、そこでは具
体的にどのような行財政効率化の努力がなされてい

人、世帯数 652 である。生産年齢人口の割合は全国
の市町村のなかで最も小さく、高齢化率（59.0 ％）

たのだろうか。

は全国の市町村のなかで２番目に高い。
同村の大半は山林であり、かつては林業が主産業
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図1

県が作成したような市町村合併の組み合わせ案が作
成されなかった（和田 2007；森川 2015：122）
。道
府県による合併モデル案が市町村の動きを規定した
例は各地で少なくなかったが、長野県ではそもそも
合併モデル案がなかったのである。
これらの結果として、長野県内では、国の平成の
大合併政策の終了後、人口規模の小さな自治体が多
数残った。人口１万人未満の市町村が占める割合は
53.2 ％に及び、北海道、高知県に次いで高い割合で
ある（森川 2015：121）
。天龍村はこうした小規模自
治体のひとつである。
⑵ 平成の大合併期の天龍村の動向
図 1 天龍村の位置
注：平成の大合併後の市町村の位置を示す。長野県
ウェブサイトより。

次に平成の大合併期の天龍村の動きをまとめる⑹。
当時、天龍村に関わる合併構想はいくつかあった。
ひとつは飯田市を中心に下伊那地方がひとつにまと

であった。また第二次大戦中から戦後直後にかけ

まるという「一郡一市」構想である。2003 年３月
に飯田市長が「基本は飯田下伊那地方の１郡１市

て、村内（当時の平岡村）に平岡ダムが建設され、

を目指すべき」と発言した。これを受けて 2004 年

そのダムブームにより一時的に人口が急増して、

４月に下伊那郡南部の７町村長が飯田市と合併協議

1950 年には８千人を上回っていた。しかし、ダム

をおこなった。しかし町村数が多く、足並みはそろ

ブームはすぐに終わり、また高度成長期以降、林業

わなかった。飯田市は、下伊那郡内の上村、南信濃

も低迷するようになって、人口と世帯数は一貫して

村、喬木村が合併協議を申し入れるのを受ける形

減少してきて、現在に至っている。

で、2003 年９月に１市３村で任意合併協議会を設
立した。途中で喬木村が住民投票で合併を否決した

3.2

平成の大合併への対応

ことから任意協を離脱し（宮下 2008）、最終的に飯

⑴ 長野県における平成の大合併

田市、上村、南信濃村の１市２村が合併するにとど

平成の大合併における長野県内の市町村合併は、

まった。

他道府県に比して合併が低調であった。平成の大

下伊那郡内の足並みがそろわなかったのは、自立

合併前後の長野県の市町村の減少率（35.8 ％）は全

を標榜する町村が複数あったためでもある。非合

都道府県平均（46.5 ％）よりかなり低い（森川 2015：

併・自立をめざす全国の小規模町村が結集した「小

121）
。

さくても輝く自治体フォーラム」が 2003 年９月、

その要因はいくつかあるが、ひとつは市町村間の

郡内の阿智村の呼びかけで開催された。郡内には、

連携がそれ以前から進んでいたことがあるといわれ

その後自立の村として知られることになる泰阜村や

る。一部事務組合が早くから発達していただけでな

下條村もあった。

く、平成の大合併以前から広域連合が全県的に設立

天龍村で平成の大合併政策への具体的な動きが始

されており（小原・長野県地方自治研究センター編

まったのは 2002 年春であった。同年５月に庁内に

2007）、合併による行政事務の統合効果が見いだし

市町村合併問題検討小委員会が設置された。７月に
は天龍村議会が隣の南信濃村と上村の議員と合併問

にくかったというわけである。
それ以上に大きいのが県政の事情である。当時の

題懇談会を開催した。９月には天龍村が村民を対象

田中康夫知事（在任 2000 ～ 06 年）は、市町村合併の
推進に懐疑的な立場を示しており、一部の市町村合

に実施した第１回アンケートの結果が公表され、
「合併が必要」という意見は 49 ％であった。合併相

併の動きに待ったをかけたことさえあった。このよ

手としては「飯田・下伊那全域」が 42 ％で最も多

うな知事の姿勢を受けて、長野県では、多くの道府

く、次いで「下伊那郡南部 7 町村」35 ％、
「阿南町・
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売木村」10 ％という結果であった。

おいて開催しましたが、各会場において『自立』

これを受けて天龍村では、2002 年 12 月から合併

に向けた取り組みを期待する多くの意見が提案さ

問題検討委員会で具体的な検討を開始し、2003 年

れました。また、参加者アンケート調査において

４月には総務課内に合併対策室を設置した。そして

は『南部３町村合併』が８％、『自立』が 72 ％、

2003 年７月、天龍村合併問題検討委が、阿南町と
売木村との任意協設立を求める答申を村長に提出す

『わからない』が 15 ％、
『未回答』が５％という
調査結果となりました。

るに至った。

つきましては、この合併問題懇談会での住民意

前述のように、この 2003 年７月、南信濃村と上

向状況、下條村の自立宣言等南部５町村［下伊那

村が飯田市に合併協議の開始を申し入れた。天龍村

郡南部の５町村で、３町村のほか下條村と泰阜

がこれに加わるという選択肢もなくはなかった。し

村］の動向及び第 159 回通常国家へ提出された合

かし、南信濃村も上村も飯田市に隣接していて道路

併関連３法案の内容等も踏まえ総合的に判断した

で結ばれていたのに対して、天龍村と飯田市の間に

結果、貴村からの申し入れにつきましてはお受け

は阿南町や下條村があり、隣接していなかった。仮

できないこととなりました。
［以下略］
」
（
［

に天龍村が飯田市と合併した場合、上村や南信濃村

引用者）

］は

の先の“最奥部”に天龍村が位置することになる。
こうした地理的な事情もあって、天龍村の合併問題

この文書が手交された席上、天龍村側は、「阿南

検討委は、飯田市との合併でなく、阿南町と売木村
との合併構想を答申したのであった。

町独自で作成した合併後の税財政シミュレーション
を用いて、なぜ、住民への説明会を行ったのか、自

天龍村は 2003 年７月から８月にかけて、地区別

立の選択を誘導するよう恣意的に思えるが、真意を

の懇談会を開催して住民の意見集約を進めた。８月

聞きたい。また、最初の説明会（新野地区）の開催

には２回目の村民アンケートを実施し、その結果、

直後に、３町村による共通の税財政シミュレーショ

阿南町と売木村との合併協議に賛成が 47 ％、反対

ンを使用しない点について申し入れをしたにもかか

が９％となった。この結果を受けて 2003 年９月、

わらず、引き続き、各会場で継続した経緯を聞きた

天龍村長は阿南町長と売木村長に任意協の設立を申

い」、「合併よりも自立を選択させようとした恣意

し入れた。

的なやり方に対して疑問をもたざるをえない。［中

その 12 日後、阿南町長は任意協設置の「保留」

略］南部地区町村の核となるべき阿南町が、地域全

の意向を天龍村に伝えてきた。背景にあったのが、

体に目を向けない姿勢は誠に遺憾であり、今回の阿

前述の「小さくても輝く自治体フォーラム」が阿智

南町の行動に大きな不信感を持った。このような中

村で開催されて、小規模自治体の自立の動きが具体

では、阿南町がリーダーシップを取り５町村による

化したことであった。同フォーラムには田中知事も

［ごみの］広域処理体制の共同研究には応じられな

出席し、知事は席上、「長野県市町村自律支援プラ

い」と反発したとされる（『広報天龍』2004 年４月

ン」を発表して、小規模自治体の非合併・自立を支

号による、
［

援する姿勢を明確にした。

］は引用者）
。

しかし阿南町の意向は変わらなかった。この時点

翌 2004 年３月、阿南町は最終的に天龍村の申し

では、飯田市を中心とする「一郡一市」構想も近隣

入れを正式に断ってきた。その際に天龍村長と天龍

３町村合併構想も潰えていた。結果として天龍村

村議会議長に手渡された阿南町長と阿南町議会議長

は、平成の大合併期に近隣の市町村と合併すること

名の文書（2004 年３月 23 日付「町村合併に関する協

はなく、非合併・自立の道を歩むこととなったので

議の申し入れに対する回答」）は、その経緯と理由
を次のように説明した。

あった。

「当町では、貴村からの申し入れを受け、『南部
３町村合併［天龍村と売木村との合併］の将来展

４．平成の大合併期以降の天龍村の行財政
4.1

行財政改革

望』及び『自立を選択した場合の町の将来ビジョ

天龍村は、阿南町との合併協議の破談を受けて、

ン』を説明する合併問題懇談会を町内 21 会場に

2004 年度に「天龍村自治と協働によるむらづくり
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村民会議」を設置した。委員には、村議会議員、各

て、新村長に就任した。

種団体の代表者、助役、教育長、一般公募の計 35

新村長は、前村長時代に策定された「むらづくり

名が就いた。これに先立って、役場職員による庁内

計画」を引き継いで、就任直後から行財政改革に着

研究会が設置され、今後の自治体運営に関する素案

手した。従来の「行政改革大綱」を見直し、2005

が作成された。むらづくり村民会議はその素案をも
とに７回の協議をおこなった（『広報天龍』2004 年

年 12 月に「第４次行政改革大綱」
（2005 ～ 09 年度）
を策定した。また年次計画として「集中改革プラ

４月号、７月号による）。

ン」も策定した（
『広報天龍』
2006年１月号による）
。

2004 年７月、むらづくり村民会議は協議結果を
村長に答申した。それを受けて、天龍村は 2004 年

4.2

村財政の変化

９月に「天龍村むらづくり計画」を策定した。同計

2004 年 11 月に就任した新村長のもとでの行財政

画は「天龍村がめざす“むらづくり”」、「行政改革

改革の成果は、村財政の変化にみてとることができ

について」、「税財政改革について」の３章からな

る。表１は、平成の大合併の時期以降の天龍村の財

る。「むらづくり」については、「『補完性の原理』

政指標をまとめたものであるが、これに従ってみて

に基づく社会システムの構築」として「協働型むら

いこう。

づくり」がうたわれた。また、「地域の課題のすべ
てを行政が担当し、行政支出のみにより解決するの
ママ

ではなく、住民が自分たちの生活の場に置いて、身
のまわりの問題を一つ一つ解決していくことによ
り、自主的なむらづくりの意識を高めることが出来
ます」
（
『同計画』p.4）と説明されているように、ま
た同計画の冒頭で村長が「行政と住民が一体となっ
て行財政のスリム化を図り、天龍村がいつまでも継
承をされ、なお発展する地域に」するための計画で
あると述べている（
『同計画』p.1）ことからもわか
るように、同計画の主眼は、国の平成の大合併政策
の終了後に天龍村が単独の自治体として存続するた
めに必要な行財政改革のメニューを掲げたところに
あった。

表１

天龍村の財政状況

人口（人、住基・年度末）
歳入総額（百万円）
歳出総額（百万円）
投資的経費の割合（％）
財政力指数
経常収支比率（％）
実質収支比率（％）
地方債現在高（百万円）
公債費負担比率（％）
実質公債費比率（％）

2005年度 2010年度 2015年度
1,964
1,661
1,428
2,545
2,534
2,679
2,505
2,428
2,624
23.3
19.6
27.4
0.20
0.15
0.15
88.0
75.9
66.2
1.8
3.5
3.6
4,389
1,907
1,999
42.0
26.6
15.2
14.5
12.7
-1.9

注：各年度の決算カードから作成。

まず、2005 年度から 15 年度までの 10 年間に、村

実際に、同計画の「行政改革について」では、助

の人口は 500 人以上減少した。目立った産業がない

役と収入役を副村長とすること、今後 10 年間で一

同村では、自主財源に乏しく、財政力指数は 2005

般職を約 43 ％削減すること、役場組織・機構の簡

年度の時点で 0.20、2015 年度は 0.15 と低い水準で推

素化、各種行政委員会の見直し等の具体策が掲げら

移してきた。

れた。また「税財政改革について」では、三役・議

しかしこの 10 年間に、実質収支比率は上向き、

員・一般職員の給与削減等による人件費の削減、村

村財政の黒字化が進んだ。注目すべきは、地方債現

税・使用料・手数料等の見直しによる増収など、か

在高が減少したことである。これに伴って実質公債

なり大胆な財政改革がうたわれた。これらの計画内

費比率も低下した。実質公債費比率は 2015 年度に

容は、すでにある第 4 次総合計画（2001 ～ 10 年度）

マイナスになっている。これは交付税措置された公

の「毎年の実施計画の見直し、これからの基本計画
の見直しに反映」させていくものとされた（『同計

債負担額の繰上償還が可能な水準まで借金が減少し
たことを意味している（cf．小泉 2017：44）
。

画』p.28 による）。

天龍村では、前村長時代の 1995 年度から 2003 年

「むらづくり計画」策定後の 2004 年 11 月、天龍村
では村長選挙が施行された。一連の合併協議や「む

度にかけて、大型インフラ事業が相次いだ。JR 飯
田線平岡駅併設の総合交流施設「龍泉閣」の建設、

らづくり計画」の策定にあたった現職は立候補しな

村内各所の林道整備、村内全域へのケーブルテレビ

かった。代わって元教育長が立候補し、選挙戦を経

敷設、下水道整備事業などである。これらの事業に
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よって、一時は投資的経費の割合が歳出全体の３割

集中的に進められた、村役場にとっても職員にとっ

超を占めるまでに膨らんだ。これらの事業費は、自

ても、また村民にとっても厳しい期間であった。し

主財源で賄えるわけはなく、地方債に依存せざるを

かし、その 12 年間の取り組みによって、財政的に

えなかった。その結果、借金返済が財政を圧迫する

疲弊していた天龍村では一定の財政健全化が実現し

こととなり、地方債残高は増える一方であった。こ
のような財政状況は、前述した阿南町との合併協議

た。それは、借金や近隣町村との救済的な合併に頼
らずとも村が自立して存続していくための地固めで

の破談の背景となったものでもあった。

もあったと評価することができる。

2004年に就任した村長のもとでの行財政改革は、
先の「第４次行革大綱」に従って、2005 ～ 09 年度

4.3

水平・垂直連携

に財政健全化が集中的に進められた。この集中期間

以上でみたような行財政改革のほかに、天龍村で

に、普通建設事業をはじめ投資的経費は大幅に抑制

は、単独実施が難しかったり非効率だったりする事

されることとなった。あわせて、借金返済が積極的

業に関して、自治体間の水平連携や垂直連携の取り

に進められた。その結果、公債費負担比率は一時的

組みが進められてきた。

に上昇し、2008 年度に公債費の割合が国の基準を

水平連携に関する代表的な取り組みとしては、

上回って「公債費負担適正化計画」を策定せざるを

1999 年度に設立された南信州広域連合がある。飯

えなくなった。しかしそれを乗り越えることで借金

田市と下伊那郡内の計 14 市町村（2020 年現在）によ

（地方債残高）は着実に減っていった。
財政健全化の集中期間のなかで、職員数と給料の

るもので、同広域連合では介護、消防、ごみ処理な
どの事業が取り組まれてきている（南信州広域連合

抑制も避けざるをえなかった。表２にあるように、

『基本計画・基本構想（第４次広域計画）
』による）
。

2005 年度から 2015 年度までの 10 年間に一般職員数

垂直連携に関しては、天龍村では、村だけで執行

は１割以上減少した。職員１人あたりの平均給料月

するのが困難な行政事業のうち、簡易水道の更新事

額も 28.7 万円から 26.8 万円に減った。同村のラスパ

業における代替執行制度の活用が始まった。代替執

イレス指数は 2015 年時点で 90.2 となっている（決算

行制度は、過疎地域の小規模自治体などで、自ら執

カードによる）。

行するのが困難であったり、広域連携が難しかった
りする事業について、都道府県が補完する制度のひ

表２

とつとして、2014 年の地方自治法の改正で新設さ

天龍村の一般職員数と１人あたり平均給料月額

一般職員数（人）
１人あたり
平均給料月額（百円）

2005年度 2010年度 2015年度
45
41
40
2,879

2,918

2,689

注：各年度の決算カードから作成。

2004 年に就任した村長は、2016 年 11 月の退任ま
で３期 12 年を務めた。退任後に我々が実施したイ
ンタビュー調査において、この村長は次のように
語った。

れたものである（第 252 条の 16 の 2）
。天龍村ではい
ち早くこの制度を活用して、老朽化した鶯巣地区の
簡易水道の更新事業を長野県に代替執行してもらう
ことにした。具体的には、長野県企業局が、天龍村
に代わって、簡易水道の工事設計、監督、国への補
助金の申請手続き、工事に伴う関係機関との調整な
どをおこなうというものである⑺。

５．自治体職員・住民による評価
以上でみてきたように、天龍村では平成の大合併

「バブルのあと、村の借金を返す、借金を返した

期以降、独立した自治体として行財政を維持するた

ことが、村長をやって一番良かったこと。建物は
“見える”成績になるから、選挙で有利だ。でも

めに各種の取り組みや努力を積み重ねてきたといえ
るが、こうしたことに対して、役場職員や村民は、

財政が悪いといけない、と［考えた］」（2017 年

どのような評価を与えているのだろうか。本節で

８月４日インタビュー実施）

は、役場職員と村内の全世帯主をそれぞれ対象に実
施した２種の質問紙調査の結果から、役場職員と住

ここに明確に述べられているように、この村長の

民の評価を明らかにする。

在任期間の 12 年間は、借金返済とハコモノ抑制が
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5.1

自治体職員による評価

次に、
「役場職員・職場としてみると、よかった」

⑴ 調査の方法

かどうかについては、
「肯定」が 21 ％、
「否定」が

我々は 2019 年 11 ～ 12 月に、天龍村役場職員を対

32 ％であった。「役場職員・職場として」という観

象とする質問紙調査を実施した（以下、職員調査と

点からは、非合併という選択に対して否定的な回

呼ぶ）
。調査対象は天龍村役場の正規職員全員と特
別職の計 41 名である（臨時職員は対象外とした）。

答のほうが多いという結果である。ただし、やは
り「中立」は 39 ％にのぼっており、判断が難しい

質問紙は自記式で、無記名とした。配布は役場地域

という職員も多いことがわかる。職階別にみると、

振興課から各課を通じておこない、回収は庁内に設

「係長・課長補佐」は、
「係員」と「課長以上、特別

置した回収箱でおこなった。有効回収数は 28、有
効回答率は 68.3 ％であった。

職、その他」と比べて、
「肯定」の割合が小さく、
「否定」の割合が大きい。
「中立」はどの職階も同じ
程度いる（表４）
。

⑵ 平成の大合併の評価
職員調査では、平成の大合併について、次の 2 つ
の質問を設けた。「『平成の大合併』の中で天龍村が
合併しなかったのは、地域としてみると、よかっ
た」
、
「
『平成の大合併』の中で天龍村が合併しな
かったのは、役場職員・職場としてみると、よかっ
た」のそれぞれに対して、「そう思う」、「どちらか
といえばそう思う」、「どちらともいえない」、「どち
らかといえばそう思わない」、「そう思わない」から

表４ 「『平成の大合併』の中で天龍村が合併しなかったの
は、役場職員・職場としてみると、よかった」（職員調査）

係員
係長・課長補佐
課長以上、特別職、その他
全体

肯定
27%
11%
33%
21%

中立
40%
44%
33%
39%

否定 NA （N）
27% 7% （15）
44% − （9）
33% − （3）
32% 7% （28）

⑶ 市町村合併に対する意見

1 つずつ選んでもらうものである。以下では、「そ

このほかに、職員調査では、特定の市町村合併に

う思う」と「どちらかといえばそう思う」とをあわ

限定せず市町村合併に対する一般的な考えも尋ね

せて「肯定」
、
「どちらともいえない」は「中立」、

た。「あなたは、ＡとＢのどちらの意見に近いです

「どちらかといえばそう思わない」と「そう思わな
い」とをあわせて「否定」とする。

か」として、次の２つのＡとＢの意見を示した。
【Ａの意見】小さな村の行政がすべての課題に対

前者の「地域としてみると、よかった」について
は、
「肯定」は 46 ％、
「否定」は 14 ％であり、非合

応するのは困難なので、合併によって、広域的
な行政を進めるべきだ

併を肯定的に評価している職員が、否定的に評価し

【Ｂの意見】身近な課題は小さな村のなかで解決

ている職員より多いことがわかる。ただし「中立」

するのが一番よいので、できるかぎり村独自で

が 39 ％にのぼっていて、判断が難しいという職員

行政を進めていくべきだ

が相当数いることもうかがえる。また、職階が上が

これに対して、「Ａに近い」、「どちらかといえば

るにつれて「肯定」の割合が大きくなり、「否定」

Ａに近い」
、
「どちらかといえばＢに近い」
、
「Ｂに近

の割合が小さくなるという傾向をうかがうこともで

い」の４つから１つ選んでもらった（以下、
「市町

きる。「中立」は職階が上がるにつれて少なくなっ

村合併に対する意見」と呼ぶ）
。

ている（表３）。

全体では、「Ａに近い」と「どちらかといえばＡ
に近い」とをあわせた「合併」派が 25 ％、「どちら

表３ 「
『平成の大合併』の中で天龍村が合併しなかったの
は、地域としてみると、よかった」（職員調査）

係員
係長・課長補佐
課長以上、特別職、その他
全体

肯定
40%
56%
67%
46%

中立
47%
33%
−
39%

否定 （N）
13% （15）
11% （9）
33% （3）
14% （28）

かといえばＢに近い」と「Ｂに近い」とをあわせた
「自立」派が 68 ％であり、非合併がよいとする意見
が大勢を占めているという結果であった。また、職
階別にみると、職階が上がるにつれて「合併」派の
割合が小さくなり、「自立」派の割合が大きくなる
という傾向がうかがえる。
「課長以上、特別職、そ
の他」は回答者が３人しかいなかったが、いずれも
「自立」派であった（表５）
。
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表5

市町村合併に対する意見（職員調査）

係員
係長・課長補佐
課長以上、特別職、その他
全体

5.2

合併
33%
22%
−
25%

自立
60%
78%
100%
68%

表６

NA （N）
7% （15）
−
（9）
−
（3）
7% （28）

住民による評価

⑴ 調査の方法
今度は村民が合併・非合併という問題をどのよう

市町村合併に対する意見（全世帯主調査）

年代別

35歳未満
35 〜 64歳
65歳以上
離村の意向の有無別 意向あり
意向なし
全体

合併
50%
20%
41%
55%
33%
33%

自立
50%
80%
59%
45%
67%
56%

（N）
（10）
（41）
（112）
（31）
（141）
（175）

注：NA を除いて集計（全体の％のみ NA を含めた値）。年代
別、離村の意向の有無別のいずれもカイ二乗検定の結果、
５％水準で有意差あり。

に考えているのかをみよう。職員調査とは別に、
我々は 2016 年８月に、天龍村内在住の全世帯 619 世
帯の世帯主を対象とする質問紙調査を実施した（以

の中心部に居住か周辺部に居住か）との関連性もみ
られなかった。また、これまでの研究（丸山 2015：

下「全世帯主調査」と呼ぶ）。質問紙は自記式で、

第７章）で、「市町村合併に対する意見」と関連性

無記名とした。配布は各区長を通じておこない、回

があるとされる、土地・家屋の所有状況、山林の所

収は同封の返信用封筒で郵送してもらった。有効回

有状況、家の創始・定着時期についても関連性を検

収数は 197、有効回収率は 31.8 ％であった⑻。

討したが、いずれも統計的に有意な結果は得られな
かった。

⑵ 市町村合併に対する意見

年齢以外で「市町村合併に対する意見」との有意

全世帯主調査では、職員調査の「市町村合併に対

な関連性がみられたのが、離村に関する質問項目

する意見」と同じ質問を設けた。単純集計の結果

であった。「この５年間に離村を考えたことがある

は、
「Ａに近い」28 名（14 ％）、「どちらかといえば

か」という質問に対して、「考えたことがある」と

Ａに近い」37 名（19 ％）、「どちらかといえばＢに近

答えた人（離村の意向あり）の 55 ％が「合併」派で

い」75 名（38 ％）、「Ｂに近い」35 名（18 ％）、無回

あったのに対して、「考えたことがない」という人

答 22 名（11 ％）であった。まとめると、「Ａに近い」

（離村の意向なし）のうち「合併」派は 33 ％しかい

と「どちらかといえばＡに近い」とをあわせた「合

なかった（表６）。この関連性については、年齢と

併」派は 33 ％、「どちらかといえばＢに近い」と

の関連性とあわせて、あとで考察する。

「Ｂに近い」とをあわせた「自立」派は 56 ％であっ
た。

「市町村合併に対する意見」と日常生活圏との関
連性についても一言しておく。全世帯主調査で「日

先の職員調査の結果と比較すると、「合併」派

用雑貨・食料品をどこで買うか」と尋ね、選択肢か

は、役場職員の 25 ％、住民の 33 ％、「自立」派は、

ら選んでもらったところ、村内 19 ％、移動販売・

役場職員の 68 ％、住民の 56 ％となる。役場職員の

宅配・通販 16 ％、飯田市・下伊那郡内 56 ％、その

ほうが住民より「自立」派が多い。
次に、一般住民（世帯主）の「市町村合併に対す

他３％という結果であった。また、
「病院・診療所
をどこでかかるか」という質問についても、村内

る意見」の背景を探るために、基本的な社会的属性

32 ％、飯田市・下伊那郡内 57 ％、その他５％とい

などいくつかの独立変数とのクロス集計をおこなっ

う結果であった。さらに、他出家族員（「最も頻繁

た。その結果、年齢層による意見の違いがみられ

に帰省する他出家族員」について尋ねた）の居住地

た。35 歳未満の若年層は半数が「合併」派であり、

を尋ねた質問の回答結果は、村内６％、飯田市・下

65 歳以上の老年層も「合併」派が４割を占めてい
た。それに対して 35 ～ 64 歳の現役世代は、「合併」

伊那郡内 42 ％、その他 49 ％となっていた。以上か

派が２割しかおらず、８割が「自立」派であった

過半数が飯田市や周辺に出かけており、非同居子な

（表６）。
年齢以外の基本的な社会的属性についてもクロス

どの身近な親族も４割が飯田市や周辺に居住してい

集計をおこなったが、性別、学歴、職業との統計
的に有意な関連性はみられなかった。居住地（村内

らうかがえるのは、日常的な買い物でも通院でも、

て、天龍村民の生活圏が、村外に広がっているとい
うことである。
しかし、これらの生活圏と「市町村合併に対する
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意見」の関連性をみたところ、クロス集計で有意

今後どの程度、「分権の『受け皿』整備」に資する

な結果は得られなかった。つまり、日常的な買い

ことになるのか、また「行政サービスの専門・高度

物先、通院先、他出家族員の居住地が村外、とくに

化」を補完しうるのかは、さらなる展開を注視して

「飯田市・下伊那郡内」であるという人が、村外に

判断される必要がある。

広がった生活圏を行政圏と一致させるように市町村
合併を推進すべきであると考えているかというと、

第三に、平成の大合併の推進根拠とされた「住民
生活の広域化」の観点からすると、たしかに我々の

そうした関連性は全くみられなかったということで

調査の結果からは、天龍村の住民の日常生活圏が、

ある。

村域を越え出て下伊那郡内や飯田市内に広がってい

６．まとめ
6.1

ることがうかがえた。しかし、それに伴って、拡大
した生活圏と行政圏を一致させること、すなわち自

平成の大合併後の小規模自治体の行財政

治体の広域合併を求めるという村民世論があること

本稿では、長野県下伊那郡天龍村を事例に、平成

は確認できなかった ⑼。このことは、「住民生活の

の大合併のなかで合併を施行しなかった小規模自治

広域化」に伴う行政課題が生じる場合、生活圏に行

体が、大合併期以降の行財政運営、およびそれに対

政圏を一致させるという解決策（市町村合併）では

する自治体職員と地域住民の評価を検討してきた。

なく、それ以外の解決策を模索する必要があるとい

検討にあたっては、まず、平成の大合併の推進根拠

うことが示唆される。たとえば、自治体間の水平連

とされた「分権の『受け皿』整備」、「行政の専門・
高度化」、「住民生活の広域化」、「行財政の効率化」

携、広域連合や一部事務組合のさらなる活用や充実
はそのひとつであろう。

という各点に対して、非合併自治体である天龍村
が、大合併期以後、どのように対処してきたのかに
焦点をあてた。検討の結果は、以下の３点に整理で
きる。
第一に、平成の大合併期以降の天龍村では、行財
政改革が積極的に推進された。財政健全化をめざし

6.2

自治体職員と住民による評価

本稿では、平成の大合併期以降の天龍村の行財政
運営に対して、役場職員と村民がどのように評価し
ているのかを質問紙調査の結果から検討した。その
結果は次のようにまとめられる。

て職員定数や給与の抑制がおこなわれ、またハコモ

第一に、平成の大合併のなかで市町村合併をしな

ノ投資も大幅に縮小された。平成の大合併期以降の

かったことが「地域としてよかった」とみている役

財政諸指標をみると、人口減少が進行し、林業に代

場職員は半数近くにのぼり、「よくなかった」とみ

わる目立った産業基盤がないことから財政力指数は

る職員より多かった。

下がっている。しかし行政努力によって経常収支比

第二に、小規模自治体が市町村合併を進めるべき

率は改善されていた。また、公債費負担比率は減少

か自立をめざすべきかどうかについての意見は、役

しており、支出を抑える努力だけでなく、借金返済

場職員も住民も、非合併による「自立」を支持する

の努力がなされたこともうかがえた。平成の大合併

意見のほうが多かった。市町村合併が必要であると

における「行財政の効率化」という推進目的は、非

の意見は、役場職員でも住民でも少数派であった。

合併自治体であっても、行財政改革が進められたこ

以上の２点からは、非合併という選択が、役場職

とによって一定程度達成されたといいうる。
しかし第二に、平成の大合併の推進根拠とされ

員にも村民にも一定の支持を得ているということが
できるだろう。しかし、いくつかの留保もまた必要

た「分権の『受け皿』整備」および「行政サービス

である。

の専門・高度化」の観点からすると、上述のよう
な行財政改革によって、村の行財政資源は大幅に制

まず、平成の大合併のなかで市町村合併をしな
かったことが「地域としてよかった」かどうかにつ

約されざるをえなくなり、「受け皿」整備や行政の

いて、若手・非管理職の職員には、賛否が明確でな

高度化を実現するのはさらに困難になった。天龍村
では、それを補完するために、自治体間の水平連携

い中間的な評価が多かった。市町村合併に対する一
般的な意見でも、小規模自治体は合併すべきという

に加えて、県による代替執行制度を活用して垂直連

意見が中堅職員以下に一定割合あることがうかがえ

携に取り組みはじめた。こうした水平・垂直連携が

た。役場職員の意見は、非合併支持の一枚岩という
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わけではなさそうである。
また、市町村合併をしなかったことが、「地域に
とって」でなく「職場としてよかった」かどうかを
尋ねたところ、役場職員のなかには否定的な意見の
ほうが多かった。この背後には、就労の場としての
役場の将来的な持続可能性をめぐる不安がある可能
性が考えられる。

注
⑴平成の大合併と合併自治体に関する行政学、政治
学、財政学を中心とした研究のレビューは、嶋田
（2018）が網羅的で有用である。
⑵総務省（2010）は「未合併自治体」と呼んでいる
が、本稿では原田・杉岡編（2017）にならって「非
合併自治体」と呼ぶ。

さらに、市町村合併に対する一般的な意見で、住

⑶非合併自治体の行財政の検証を主眼とした研究で

民のなかに亀裂がみられたことも重要である。35

はないが、北海道栗山町の非合併の経緯を検討し

歳未満の若年層と 65 歳以上の高年層では、合併が

た津川（2013）
、山梨県内の非合併山村自治体の

必要とする声が一定数みられたが、その間の現役世

高齢化などを検討した泉（2016）などがある。ま

代では「自立」を支持する声が多数派であった。ま

た、平成の大合併の最中の研究成果である青木編

た定住意思のある人びとが、合併でなく自立を求め

（2006）
（とくに第７章（杉本 2006））や青木・田村

ているという関連性もみられた。これらからは、村

編（2010）
（とくに第５章（藤井 2010）
、第６章（藤

を担う人たち、担う意欲のある人たちが、市町村合

谷 2010）
）は本稿の関心に近いと思われる。

併でなく自立、つまり今の自治体を維持していくこ

⑷ た と え ば、 栃 木 県 矢 祭 町 の 事 例 研 究（ 難 波

とを求めている一方、若手や高齢者が現在の自治体
のあり方になにがしかの不安をもっていることがう

2005）
、住民投票で合併を否決し自立の道を選ん
だ長野県喬木村の研究（宮下 2008）など。

かがえる。

おわりに
平成の大合併を経て、人口規模の小さな基礎自治

⑸社会学分野の平成の大合併研究でも、行政圏と住
民の日常生活圏や社会的ネットワークの空間的広
がりとの重なりとずれは、ひとつの焦点になって
きた。たとえば、静岡県浜松市の 12 市町村合併

体はその数を大幅に減少させたが、今なお人口 1 万

を検討した町村敬志は、次のように指摘した。

人未満の町村は全町村の過半数を占めている。平成

「一方で、太平洋岸から長野県との県境にいたる

の大合併から一定期間を経て、合併自治体の検証は

広大な地域を１つの自治体へと再編する今回の合

盛んにおこなわれているものの、非合併自治体の行

併は、これまで住民たちが移動や交流という実践

財政運営は十分に検証されていない。こうした問題

を通じて実質化してきた生活圏の厚みや重みを十

意識から、本稿では、平成の大合併期以降の非合併

分に考慮したものとは到底言えない。［中略］し

小規模自治体の行財政と自治体職員・住民による評

かし他方で、広域合併という機会が、旧来の自治

価について、天龍村を事例に検討した。

体の空間を越えて展開する人々の交流ネットワー

非合併自治体の行財政や住民世論に関する全体的

クに新しい役割を与え、重層的な領域をローカル

な統計的把握が必要なことはいうまでもないが、そ

な資源へと変換していくためのチャンスを提供し

れとあわせて、本稿で試みたような個別の事例研究

ていることも、しっかりと見据えていく必要があ

によって、非合併自治体、とくに小規模な非合併自

る。地元からみて唐突な合併であったにもかかわ

治体が、どのような行財政運営をおこない、そこに

らず、住民の少なくない層がそれを受け入れて

どのような課題や問題点があるのか、役場職員や住

いった背景には、
『あきらめ』や『危機』の認識

民がそうした取り組みをどのように評価しているの

だけでなく、自らの生活史・家族史を通じてこれ

かを明らかにする作業も同時に必要ではないだろう
か。それは、平成の大合併が一体何であったのかを

まで築き上げてきた、天竜川流域に広がる広域連
関的な空間実践の蓄積があった。たとえば合併に

考えるうえでも必要な作業であるように思われる。

よって、佐久間町内に今も親が住む非同居の子の

こうした事例検証が他の自治体についても積み重ね
られていくことを期待したい。

３分の１は、新・浜松市の下で再び同じ自治体へ
と『統合』されていった」
（町村 2006：389-90）
。
本稿筆者の一人も、同じく浜松市の合併につい
て次のように指摘したことがある。「工業都市で
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ある浜松市は古くから、市外から人を引きつけて
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併しない宣言の町・矢祭の事例」『東日本国際大
学福祉環境学部研究紀要』1 ⑴：49-62．
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市町村の合併に関する研究会，2008，『「平成の合併」
の評価・検証・分析』．
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小学校の外国語活動における開発教育
の実践事例の検討
─実践を進めるうえでの検討課題と取り組みのあり方に焦点をあてて─
木村

裕／中

陽佑

滋賀県立大学／奈良市立都祁小学校

１．問題の所在

り手となることができるようにすることが求められ

2015 年の国連サミットにおいて、「持続可能な開

る」２ と示された。ここからも分かるように、今後

発 目 標（Sustainable Development Goals： 以 下、

の学校教育を考えるうえでも、持続可能な社会づく

SDGs）」が採択された。SDGs とは、持続可能な世

りの担い手の育成は、ますます重要な課題の１つと

界の実現に向けて、2016 年から 2030 年までの間に

なる。そしてまた、学校教育には、地球的諸課題の

その達成がめざされることとなった国際目標であ

解決や持続可能な社会づくりについて知らなかった

り、
「貧困」や「水・衛生」などの 17 のゴールと、

り興味を持っていなかったりする学習者も対象とし

169 のターゲットで構成される。SDGs の達成は、

た実践を行えること、長期的かつ計画的な実践を展

「
『誰一人取り残さない』持続可能で多様性と包摂性
のある社会の実現」１ をめざすものであり、各国の

開できること、日常生活の中だけでは出会えない
人々や物事との出会いやそれを通した学び合いの場

政府や民間企業、学校、市民団体などにより、様々

を創造しやすいことなどの特徴があり、それゆえ、

な取り組みが進められている。

大きな可能性がある。

ところで、SDGs が提案される以前から、貧困や

ただし、日本で生活する多くの子どもにとって、

格差、環境破壊などの地球的諸課題の解決や持続可

特に他国に存在している貧困や飢餓、水や衛生など

能な社会の実現に向けて教育活動が果たす役割の重

の地球的諸課題を「自分事」として捉えることは必

要性は認識されてきた。すなわち、環境、貧困、人

ずしも容易なことではない。すなわち、ともすれば

権、平和、開発などの地球的諸課題の解決に取り

自身との関わりが認識しにくくなってしまったり、

組み、持続可能な社会づくりに参画することので

遠く離れた異国で起こっている問題であると捉えて

きる人間を育成することが持続可能な社会の実現

しまったりするものである。また、これらの課題の

に向けては不可欠であると考えられてきたのであ

解決策については「正解」が見つかっているわけで

る。そして、国内外において、開発教育や環境教

はない。そのため、教師をはじめとする大人が子ど

育、グローバル教育、平和教育、人権教育、持続可

もに「正解を教える」ことはできないものでもあ

能な開発のための教育（Education for Sustainable

る。学校教育の持つ可能性を最大限に生かし、ま

Development：以下、ESD）などに関する多様な取

た、持続可能な社会づくりの担い手の育成を確かな

り組みが進められてきた。特に、ESD に関しては、

ものとするためには、こうした地球的諸課題の性質

ユネスコが主導した「国連持続可能な開発のための

をふまえつつ実践を構想・展開することが肝要であ

教育の 10 年」（2005 ～ 2014 年）やその後継プログラ

る。

ムとしての「持続可能な開発のための教育（ESD）

先述のように、これまでにも持続可能な社会づくり

に関するグローバル・アクション・プログラム」

の担い手を育成するための取り組みは多く行われて

（2015 ～ 2019 年）などに見られるように、国際的な
プロジェクトとしても進められてきている。

きた。学校教育の場における実践に関しても、開発
教育や ESD などに関して多くの先行研究がある３。

日本では、2017 年（小・中学校）・2018 年（高等

ただし、個々の児童生徒や学校が置かれている状況

学校・特別支援学校）に告示された学習指導要領の

は多様である。そのため、充実した実践を一層広げ

「前文」において、「これからの学校には、こうした

ていくためには、今後もさらに、実践を進めるうえ

教育の目的及び目標の達成を目指しつつ、一人一人

での検討課題をふまえながら実践事例を検討し、取

の生徒が、自分のよさや可能性を認識するととも

り組みのあり方や工夫、留意点など、具体的な実践

に、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、

づくりに生かすことのできる知見を共有することが

多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り

重要な課題の１つとなるだろう。本稿では、ルワン

越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創

ダ共和国（以下、ルワンダ）における水に関する問
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題をテーマとして小学校第４学年の児童を対象に行
われた外国語活動における開発教育の実践事例の分
析を通して、この課題に迫りたい。

ための能力と態度の育成が挙げられている。
他方、筆者（木村裕）はこれまで、主にオースト
ラリアにおける開発教育およびグローバル教育に関
する研究蓄積の検討を通して、その教育目標を、

２．開発教育・グローバル教育の教育目標と実
践を進めるうえでの検討課題

「社会認識」「自己認識」「行動への参加」の３観点
で捉えることの重要性を指摘してきた６。
「社会認

ここでは、実践事例の検討に先立ち、開発教育お

識」とは、地球的諸課題に関する認識であり、そこ

よびグローバル教育４の教育目標を確認するととも
に、それをふまえて、実践を進めるうえでの検討課

には、既存の社会構造が諸課題を生み出す主要な要

題を整理する。

イデオロギーや利害のせめぎ合いがそうした社会構

因の１つになっているということ、社会に存在する
造の形成に影響を及ぼしているということ、地球的

⑴ 開発教育・グローバル教育の教育目標

諸課題同士には密接な相互依存関係があることなど

開発教育協会（Development Education Association

に関する認識が含まれる。「自己認識」とは、地球

and Resource Center：DEAR）では、開発教育を、

的諸課題と自分自身との相互依存関係、自分と他者

「私たちひとりひとりが、開発をめぐるさまざまな

との相互依存関係、課題解決に取り組む自身の力

問題を理解し、望ましい開発のあり方を考え、共に

量、自他のものの見方や文化、価値観、行動様式、

生きることのできる公正で持続可能な地球社会づく
りに参加することをねらいとした教育活動」５ と定

イデオロギーや権力、利害のせめぎ合いが、自他の
価値観や社会認識の形成と問題解決に向けた取り組

義している。そして、そのねらいを達成するため

みの選択に及ぼす影響などに関する認識のことを指

に、資料１に示した５つの学習目標を掲げている。

す。そして「行動への参加」とは、課題解決に向け

目標１～３では、世界の文化の多様性や開発に関わ

た行動に参加することを指す。なお、行動への参加

る問題の現状と原因、地球的諸課題同士の関連を理

に際しては、社会認識と自己認識の深化を基盤とし

解することが示されている。目標４では、世界のつ

て、とるべき行動を学習者自身が自己決定すること

ながりの構造の理解や開発をめぐる問題と自分自身

の重要性や、自らの行動の結果を評価して改善する

との深い関わりに気づくことが挙げられている。そ

ことの重要性が強調される。

して目標５では、課題解決に向けた行動に参加する
⑵ 実践を進めるうえでの検討課題
【資料１：開発教育協会による開発教育の学習目標】

１．多様性の尊重
開 発を考える上で、人間の尊厳を前提とし、世界
の文化の多様性を理解すること。
２．開発問題の現状と原因
地球社会の各地に見られる貧困や南北格差の現状
を知り、その原因を理解すること。
３．地球的諸課題の関連性
開発をめぐる問題と環境破壊などの地球的諸課題
との密接な関連を理解すること。
４．世界と私たちのつながり
世 界のつながりの構造を理解し、開発をめぐる問
題と私たち自身との深い関わりに気づくこと。
５．私たちの参加
開
 発をめぐる問題を克服するための努力や試みを
知り、解決に向けて参加する能力と態度を養うこと。
（資料は、開発教育協会のウェブサイト内にある「開発教育っ
て な ん だ ろ う？ そ の １」 の ペ ー ジ（http://www.dear.or.jp/
org/2071/：2020年8月22日確認）の一部を抜粋するかたちで、
木村が作成）

前項では、日本の開発教育協会が示す開発教育の
学習目標と、オーストラリアの開発教育およびグ
ローバル教育に関する研究成果をふまえた教育目標
を捉える際の３観点を確認した。両者は完全に一致
しているわけではないが、両者の内容をふまえる
と、実践を進めるうえでの検討課題として、少なく
とも次の４つを指摘することができる。
１つ目は、課題の解決に必要となる確かな知識の
習得の保障である。資料１の目標１～３に示されて
いるように、開発教育協会では、開発に関わる問題
の現状と原因、地球的諸課題同士の関連などを理解
することを求めている。オーストラリアでの議論に
おいても、同様の内容が、深化させるべき「社会認
識」の内容として位置づけられている。また、資料
１の目標５では、問題を克服するための努力や試み
を知ることも挙げられている。「正解」の見つかっ
ていない課題の解決に取り組むにあたっては、課題
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の実態を把握するとともに、事実やデータに基づく

られている。オーストラリアでの議論においても、

議論や判断などを行うことが不可欠である。これに

「行動への参加」が重要な柱の１つとなっている。

より、
「思いつき」のレベルにとどめることなく、

認識を深めることは重要であるが、それだけでは実

確かな事実に基づいて、より妥当であると考えられ

際の課題の解決は実現できない。そのため、課題解

る解決策を模索することにつなげ得るためである。
２つ目は、解決すべき課題と学習者自身との関わ

決に向けた行動への参加が求められるのである。た
だし、これはただ何かの行動に参加すれば良いとい

りに関する認識の獲得・深化の保障である。資料１

うことを意味するものではない。オーストラリアで

の目標４では、世界のつながりの構造を理解し、開

の議論において社会認識と自己認識の深化を基盤と

発をめぐる問題と自分自身との深い関わりに気づく

することが強調されていることにも表れているよう

ことが挙げられている。オーストラリアでの議論に

に、事実に基づく判断を経て参加すべき行動のあり

おいても、同様の内容や、課題解決に取り組む自身

方を検討し、個々の学習者が自己決定する機会を保

の力量を認識することなどが、深化させるべき「自

障することに留意する必要がある。これにより、学

己認識」の内容として位置づけられている。つなが

習者を無批判にある価値観や行動へと導くことを避

りの様相を構造的に理解することは、一見、遠く離

けることが可能になるためである。なお、ここで想

れた異国に存在する課題が自身とつながっているこ

定される「行動」とは、節水やゴミの分別などに代

とに気づく助けとなる。また、つながりの構造を認

表される個人的な生活改善、募金活動や投票などへ

識することによって、自身の行動がその課題の原因
にも解決の契機にもなり得ることを理解したり、課

の参加、ポスターやプレゼンテーションなどを通し
た学習成果の発表など、多様なものが含まれる。

題解決に向けて自身にできることを具体的にイメー

もちろん、実践に際しては、学習者の実態に応じ

ジしたり、同様の構造が他の地域や日本国内におい

てその難易度や強調点などを調整することが必要と

ても存在しているのではないかという視点で社会を

なる。以下では、これら４つの検討課題を念頭にお

捉えたりすることにもつながり得るため、重視され

きながら、実践事例の概要や特徴などを明らかにし

るのである。

ていく。

３つ目は、学習者自身のものの見方や考え方を相
対化する機会の保障である。資料１の目標１では、
人間の尊厳を前提とすることや世界の文化の多様性

３．実践事例の背景にある問題意識および実践
事例の概要

を理解することの必要性が示されている。また、

本節では、本稿で取り上げる実践事例の背景に

オーストラリアにおける議論においては、深化させ

ある筆者（中陽佑）自身の問題意識を整理したうえ

るべき「自己認識」の内容の１つとして、自他のも

で、自身の勤務校で第４学年の児童を対象に行った

のの見方や文化、価値観などが自他の価値観や社会

実践の概要を示す７。

認識の形成と問題解決に向けた取り組みの選択に及
ぼす影響などに関するものが挙げられている。学習

⑴ 本実践開発の背景にある問題意識

者が自身の有する知識や経験などに基づいて物事を

本単元を実践した奈良市立都祁小学校（以下、本

理解したり判断したりしようとすること自体は批判

校）は、奈良県北東部に位置する、全校児童 211 名

されるべきことではないが、自身のものの見方や考

（2020 年度）の学校である。筆者は、本校における

え方を相対化することができなければ、他者と議論

外国語活動ならびに外国語科の専科教員として、第

を行う際に他者の考えを丁寧に理解したり自身のも

１～６学年の授業を担当している。

のとは異なる立場からの意見などをふまえてより良
い判断を行ったりすることを妨げてしまう危険性が

『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）』に示され
ている外国語活動の目標は、資料２に示した通りで

ある。そのため、学習者自身のものの見方や考え方

ある。また、第３学年と第４学年で英語を用いた言

を相対化する機会の保障が求められるのである。
４つ目は、課題解決に向けた行動への参加の機会

語活動を通して体験的に身につけさせるべき指導内
容として、「日本と外国との生活や習慣、行事など

の保障である。資料１の目標５では、課題解決に向

の違いを知り、多様な考え方があることに気付く

けた行動に参加するための能力と態度の育成が挙げ

こと」「異なる文化をもつ人々との交流などを体験
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【資料２：
『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）
』に見る外
国語活動の目標】

外国語によるコミュニケーションにおける見方・考
え方を働かせ、外国語による聞くこと、話すことの言
語活動を通して、コミュニケーションを図る素地とな
る資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
（1）外
 国語を通して、言語や文化について体験的に
理解を深め、日本語と外国語との音声の違い等
に気付くとともに、外国語の音声や基本的な表
現に慣れ親しむようにする。
（2）身
 近で簡単な事柄について、外国語で聞いたり
話したりして自分の考えや気持ちなどを伝え合
う力の素地を養う。
（3）外
 国語を通して、言語やその背景にある文化に
対する理解を深め、相手に配慮しながら、主体
的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろ
うとする態度を養う。
（出典：文部科学省『小学校学習指導要領（平成29年告示）』
東洋館出版社、2018年、p.173）

本校の児童にはこれまで、海外とつながりを持っ
て学ぶという機会が少なかった。特に、本単元で注
目したルワンダをはじめとするアフリカ諸国につい
ては、現在の小学校の教育課程では十分に取り上げ
られていないこともあって、多くの児童にとっては
遠く離れた異国であり、決して身近な存在であると
は言えない状況であった。しかし、アフリカ諸国と
日本には、食料品やレアメタルなどの輸入、人的交
流などを通して様々なつながりが存在しており、ま
た、今後もそのつながりはさらに強まることが予想
される。そのため、アフリカ諸国と自分たちとのつ
ながりの存在に目を向ける機会を、自身の担当する
授業などを通じて設定したいと考えた。
ところで、本校では全校学習として、いじめ問題
について考えるいじめ防止教育 DAY を年に３回、
海外の国々について知り、それらの文化や風習等も

し、文化等に対する理解を深めること」などが挙げ

含め総合的に学ぶ国際理解 DAY を年に１回開催し
ている。2020 年度は、筆者の問題意識等もふまえ

られている８。

つつ、学校全体の方針として、主にアフリカ諸国に

ここから分かるように、外国語活動に取り組むに

焦点をあてて学習を進めることになった。ただし、

あたっては、言語やその背景にある文化に対する理

これは全校児童に向けた取り組みであり、第１学年

解を深めることや、他国の生活や習慣などの違いを

から第６学年まで同じ内容で進めるものである。そ

知ったり、多様な考え方があることに気づいたりす

のため、特に第４学年以上の児童に対しては、全校

ることも重要な要素となる。この点に関して、筆者

学習で学びを深めている国々について、詳しい内容

は特に、ただ海外の実情や現状を知り、それらの

を別に補足するなどして学びをさらに深める機会を

国々が抱える問題を人ごととして考えるのではな

保障することが効果的であると考えた。

く、自分にひきつけて主体的に考えることが、これ

それに加えて、本校校区内には天然の水源地があ

からの社会を生きていく児童にとって必要不可欠な

り、本単元実施前、第 4 学年の児童は総合的な学習

資質であると捉え、開発教育の考え方や取り組みを

の時間の一環として水源地を訪れ、水を手で触った

重要であると考えてきた。

り、実際に飲んでみたり、音を聞いたりといった五

こうした問題意識から、筆者は、2019 年度に、

感を通して感じる学習を行っていた。「水」は、万

JICA 関西９が主催する教師海外研修 10 に参加し、ル

人にとって生きる上で不可欠のものであり、児童に

ワンダを訪問した。現地では、ルワンダ教育省への

とっても身近な存在である。しかしながら、水の入

訪問や JICA が取り組んでいる国際貢献の現場視察

手のしやすさや安全性など、水をめぐる課題という

を行い、現地の教育事情や日本が行ってきたルワン

視点で見てみると世界には多様な状況が存在してい

ダへの支援について学んだ。また、現地の小学生や

るという事実に気づいている児童は決して多くはな

教職志望の学生たちに対して、「平和」をテーマと

かった。そのため、水をテーマとして、地元の資源

した授業を行った。さらに、帰国後に自身の授業で
使用する教材を開発するための写真や動画などを撮

を実際に感じながらそれを元に学級担任と総合的な
学習の時間を通して地域に関して深く学習すること

影したり、現地で活動する日本人や現地のスタッフ

を「縦軸」として、世界の水やルワンダの水を取り

とのコネクションを構築したりすることができた。
そのような活動をする中で、自身が現地で見てきた

上げて外国語活動の授業を通して児童の視野を広
げ、地元に関する学習だけでは充分に扱うことので

ことや実際に授業をしてみて感じたことを日本の小

きない側面を意識しながら水に対する認識を深めて

学生に伝えたいということを強く感じた。

いくことを「横軸」として進めることで、より効果
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的な学習を展開することができるのではないかと考

業者自身が現地で撮影した学校の写真等も紹介し、

えた 11。外国語活動の授業を総合的な学習の時間や

自分たちと同じところ、違うところをテーマに比較

社会科の授業と絡めて進めることで、第４学年での

するよう促したところ、たくさんの気づきが出た。

水の学習をより深く、より広く、より自らに引き付

第３次では、具体的に、ルワンダの水の現状につ

けて学べるようにすることをねらったのである。以
上の問題意識を背景として、次項で示す外国語活動

いて、授業者から資料を提示するかたちで学習を進
めた。動画を用いて、都心部と村落部の違いを見

の単元を計画・実施した。

せ、日本との違いについても比較検討させた。
第４次では、Zoom13 を活用して現地の専門家と

⑵ 本実践の概要

オンラインでつないで学びを深めた。実際に質問し

本実践は、2020 年度の７月に、主に外国語活動

たいことを事前に児童から集めておき、それを打ち

の時間を使って行ったものである。当初は７時間で

合わせの中で先方に伝えておいたため、当日のお話

の展開を考えていたが、実践を進めていく中で、さ

の中で適宜それらの内容にも触れていただくことが

らに伝えたい内容や発展的な内容を入れ込みたいと

できた。そのため、質疑応答の時間も含めて、児童

考えたため、全 11 時間での実施となった。

の多くの疑問が解消された様子であった。

授業を展開するにあたっては、学習指導要領に示

第５次では、ルワンダで活動する日本人について

されている目標も意識しながら、言語面と異文化理

知らせた。具体的には、JICA でルワンダの水問題

解面の双方を重視した。言語面では、児童に意見を
聞くときに“What do you think? ”などの表現を

について取り組む方々を動画で紹介したり、授業者

用いて英語で問いかけを行ったり、ルワンダの方へ

ている日本の企業について紹介したりし、日本人が

のインタビュー動画について、ポイントを絞ってリ

様々なかたちで世界の水問題の解決に向けた活動を

スニング活動を行ったりするなど、外国語の音声や

行っていることを伝えた。さらに、自分たちは今、

基本的な表現に慣れ親しむことができるようにする

日本で暮らしており、なかなか現地へ行って直接サ

ことをねらった。しかしながら、紙幅の都合上、以

ポートをすることは難しいものの、日本にいながら

下では主に異文化理解面に関する取り組みを中心に

にしてルワンダの抱える水問題の解決に向けた行動

記述を進める。

を支える術はないかという問いかけを行い、自分に

資料３は、本実践の概要を示したものである 12。
第１次ではイメージマップを用いて、自分たちが普
段当たり前のように使っている水について改めて考
えてみるところから始めた。「水はどこにあるだろ
うか？」という質問をしたところ、児童からは、

が教師海外研修の際に訪れた工事現場をサポートし

は何ができるのかを考えさせた。これにより、世界
の現状、ルワンダの現状を学んだ後で、視点を自分
に戻し、学んだことを生かして深く考えさせること
で、単に知識を得るだけではなく、自分が実際に直

山、川、ダム、雨、海、水道、お風呂、トイレなど

面している課題として学びを深めることをねらった
のである。児童からは、募金をする、日本の水を送

普段自分が目にするような場所で見られるという内

る、JICA や現地で活動している日本の企業に入っ

容の答えが返ってきた。その後、自分たちが普段何

て将来的に貢献するなどの感想が出された。

気なく使っている水に関する世界の現状について、

第６次では、第１次でも作成したイメージマップ

児童が持つイメージを広げるための導入を行った。

を改めて書かせ、第１次で書いたものと比較するこ

例えば、世界には水に困っている地域がたくさんあ

とから始めた。さらに、これまでの学習の過程を全

る、水は貴重品であり、汚い水を飲んだことが原因

員でふりかえったうえで、ワークシート上で「世界

による下痢で毎日多くの人が亡くなっている、水を
めぐる戦いが世界中にはたくさんある、という点な

の水の授業を受ける前と受けた後で、考えが変わっ

どを世界の水問題の概要として提示し、水につい

自に自身の学習のまとめを書かせた（後述する資料

て、視野を広げさせた。
第２次では、アフリカのルワンダを取り上げた。

４を参照）。その後、ルワンダ以外の国における事

たところはありますか」という問いかけを行い、各

例を紹介した。

まずは文化や風習について紹介し、ルワンダという

第７次では、これまでの学習を通して印象に残っ

国に親近感を持てるようにすることをねらった。授

たことや伝えたいメッセージを習字で表して学習の
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【資料３：本実践の単元計画と授業の展開】

次

ねらい

水は世界では貴重
１ 品であると知る
（１時間）
ルワンダという国を知る
（※６年生は昨年度
２ に実施したため４.５
年生のみで実施）
（１時間）

学習活動の概要
・イメージマップを用いて、自分が今持っている水に対するイメージを洗い出す。
・その内容についてクラス全員で共有する。
・授業者からの説明を聞き、世界の水の現状（毎日下痢で4000人の子どもが亡くなっている、世
界には水をめぐる争いがたくさんある、地球は水の惑星と言われているが、実際に人が使える
淡水は割合としては非常に少ない、など）を知る。
・振り返りのワークシートを書く（次時に全体で共有する）。
・地図帳を使用して、ルワンダの場所の確認を行う。
・授業者が現地で撮影した写真を使用し、ルワンダの概要（町並み、風景、学校の様子など）を知る。
・自分たちと同じところ・違うところ、という視点で考える。
・振り返りのワークシートを書く（次時に全体で共有する）。

・ルワンダの都心部と村落部それぞれにおける水の入手方法や利用方法などに関する動画を視聴
ルワンダにおける
し、気づいたことをワークシートに記入して交流する。
３ 水の現状を知る
・次回に行われるルワンダの水の専門家とのテレビ会議において聞いてみたいことをワークシー
（２時間）
トに書く。
・振り返りのワークシートを書く（次時に全体で共有する）。
都祁とルワンダを ・ルワンダで活動されている水の専門家の方々から、ルワンダの水に関してのお話を聞かせてい
つないで、水の専
ただく。
４ 門家の方々からお ・実際に現地で子どもが運んでいるものと同じ重さのボトル（20㎏）を持ち上げる体験をする。
話を聞き、学ぶ
・ルワンダ人の方に話をしてもらい、リスニングの活動も行う（天気や時刻、時差の話）。
（２時間）
・振り返りのワークシートを書く（次時に全体で共有する）。
日本の国際貢献を ・授業者からの説明を聞き、ルワンダの水分野における３種類の国際貢献（健康・技術・工事）を
知り、自分たちに
知る。
５ は何ができるのか ・インタビュー映像を視聴し、リスニングをする（項目を絞って行う）。
を考える
・日本にいる自分たちにできることは何かを考え、ワークシートに記入する。
（１時間）
・振り返りのワークシートを書く（次時に全体で共有する）。
・イメージマップを再度書き、最初のものと比較する。
これまでの学習を ・これまでの学習内容を全員で振り返り、まとめを書く。
振り返り、まとめ ・ルワンダ以外にも、日本が水分野で国際貢献をしている事例を提示する（JICA や外務省のカン
６
をする
ボジア、東レのフィリピン）。
（２時間）
・グーグルアースを使い、これまで学習してきた場所を写真や地図で振り返る。
・振り返りのワークシートを書く（次時に全体で共有する）。
水に対する自分の ・これまで学習してきたことを振り返り、文章で表す。
７ 思いを習字で表す ・書きたい内容に基づき、自身の習字の作品の案をつくる（水という字は全員書くことが条件）
。
（１時間）
・案をもとに、習字で表す。
世界の国々が抱え ・授業者からの説明を聞き、ルワンダ以外の、水問題を抱える地域を知る（エチオピア、ソマリ
る水問題について
アなど）。
８
知り、学ぶ
・授業者がそれらの地域の実情を紹介し、ルワンダに関して学んだこと以外にも世界には多様な
（１時間）
問題や状況が存在していることに気づく。

（資料は、中が作成）

まとめをした。一人一人、本単元を通して強く感じ
たことは異なる。それらを尊重し、内容については
自分で決めるように促し、作品を作成させた。
第８次では、エチオピアやソマリアなども取り上

４．実践上の工夫および成果と課題
本節では、筆者（中陽佑）が特に意識的に行った
実践上の工夫、および、それと関連する実践の成果
と課題を整理する。

げ、ルワンダ以外の国が抱える水問題についても触
れ、児童の視点をさらに広げるかたちで単元を閉じ
た。

⑴ 学 習テーマの多様性や自身との関わりを意識さ
せるための取り組み
先述のように、本単元の主要な学習テーマである
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「水」は万人にとって生きる上で不可欠のものであ

たり、発展させたりするような活動も行いやすい。

り、児童にとっても身近な存在であるが、水をめぐ

ただし、いきなり文字で進めることに対して抵抗感

る課題という視点で見てみると世界には多様な状況

を持つ児童もいる可能性があったため、まずはイ

が存在しているという事実に気づいている児童は決

メージマップを使って自分の中のイメージを膨らま

して多くはなかった。水をめぐって多様な課題が存
在しているという状況を認識することを通して、自

せることを促した。その後、その内容を文字にして
まとめさせ、文章化させた。資料４に示したのは、

身と水との関わりを見直したり、課題の解決に向け

第６次で使用したワークシートである。

て自身にできることを考えるきっかけをつくったり

第１次では、まず、イメージマップ（資料４に掲

したいと考えた。そのため本単元を、世界に目を向

載したものと同じもの）を使用して自分たちが持つ

けさせた上で最後は自らに返し、自分にできること

水についてのイメージを出させ、クラス全体で共有

を考えるという流れで展開した。

した。これは単元最初の導入であったことから、本

本単元では、解決に取り組むべき課題と学習者

単元開始時点での水についての経験や考えを記録し

自身との関わりに関する認識を深めることをめざ

ておくことをねらいとしていた。イメージマップを

した。そしてそのために、たとえば JICA 作成の動

採用したのは、自分の中にあるイメージを出させや

画 14 をいくつか使用した。これは、都心部と村落部

すく、また、多くの児童にとって取り組みやすいと

の子どもたちによる水の入手方法や使用方法が紹介

考えたためである。書いたものをタブレットで写真

されたものなどであり、ルワンダの中でも、地域に
よって、水との関わり方は一様ではないことを理解

に撮り、前のスクリーンで全員に共有するとともに
何人かの児童を指名し、自分が持つ水についてのイ

するのに適していると考えられた。さらに、その内

メージを話してもらった。

容を日本における水の入手方法や使用方法と比較す

第６次では、資料４に示したワークシートを用い

ることによって、水に対する認識を深めることをね

て、まず、イメージマップを作成させた。イメージ

らった。また、現地の専門家とオンラインでつな

マップは第１次に作成させたものとまったく同じも

ぎ、現地の状況を教えていただいたり児童からの質

のを用いたが、第６次のワークシートにおいては、

問に答えていただいたりするかたちで授業を展開す

本単元の授業前と授業後で、自分の思考がどのよう

ることにより、児童の関心を生かすかたちで学習を

に変化したのかを記入させる質問項目を設けた。こ

進めることをめざした。

れにより、自分たちが本単元を学習する前後でどの

まとめでは、ユニセフが作成した動画 15 を提示し
た。世界の水に関する現状を紹介する動画を用い

ような成長をしたのか、自分で振り返らせることを
ねらったのである。

て、ルワンダ以外のアフリカ諸国について紹介し

単元開始前は、自分の身の回りのことにのみ言及

た。特に、エチオピアの 13 歳の女の子の水汲み動

している児童が多かったが、第６次で作成したイ

画を用いて、１日８時間をかけて水汲みに行ってい

メージマップでは、ルワンダを含め、外国の水の状

ること、それを毎日繰り返していることなどを紹介

況や、日本が海外で行っている水分野における貢献

した。水問題を抱える国はルワンダだけではないと

など、単元で学習した内容を記入している児童が数

いうことは授業を通して理解していた児童たちで

多く見られた。

あったが、映像を通して実際の様子を見ることに

また、本ワークシートを記入・提出させた次の授

よって一層強く印象に残った様子が多く見られた。

業において、授業者が選んだ数名の内容を紹介して
共有した。高学年については、単元の最初からの

⑵課
 題に関する見方・考え方の深化を促すための
取り組み

ワークシートを最後の授業ですべて返却し、これま
での学習内容を振り返る時間を持った。学習後の感

本実践では、授業の中で毎回振り返りを書かせ、

想の深まりや質・量の向上に、本単元を通して自身

文章化させることにこだわった。文字にして書かせ
ることで、自分の思考を整理させることができる。

の成長を感じた様子の児童が数多くいた。
なお、資料４に示したワークシート以外にも、記

また、書いたものをベースにして他の児童と交流さ

入済みのワークシートについては、すべて授業者が

せたり、授業者がそれらの意見を紹介して考えさせ

目を通し、その次の時間に、記述の際の視点や記述
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【資料４：第６次で使用したワークシート】

の授業では、授業者が昨年度現地で撮影した写真を
使用した。ルワマガナという地区で、日本の企業が
現地の工事に貢献している姿を見せた。現地の工事
現場でルワンダの方が作業している姿を見せ、その
工事を請け負っているのが日本の企業であるという
ことを知らせた。それまでは、日本人が個人として
海外で貢献する姿を見せてきていたが、企業として
貢献する姿を見せたことで、自分も将来、そうした
企業で働いて、世界の困っている人を助けたいとい
う内容の感想を書いた児童もいた。
児童が書いた振り返りカードには、授業前は水道
を使って水を当たり前に使っていたが、ルワンダの
人のことを考えて水を大切に使いたいと思うように
なったこと、水がない人や水が原因で死んでしまう
人を救いたい、何かできることをしたいと思ったこ
と、授業を通してルワンダのことが知れてよかった
こと、日本では当たり前のように水が飲めることに
感謝して水や食材を残さず食べたりして大事にした
いと思ったことなどの記述が多くあった。これらの
ことからも、本単元での学習を通して、単に知識を
得るだけではなく、自分たちの生活にひきつけて学
習を深め、自分たちにできること、自分たちがした
いことについて児童たちに考えさせることができた

（資料は、本校教頭の岸下先生のアドバイスもふまえながら、
中が作成）

ことが指摘できよう。
⑷ 認 識の深化を目的とした他の教科・領域との関

内容、記述方法に関して工夫されていると感じた点

連づけ

などを意識的にフィードバックするという取り組み

本実践は、外国語活動の授業と、総合的な学習の

を続けた。これにより、どのような視点で書けば良

時間や社会科などの他の教科・領域での学習とを連

いのかを理解する機会や他の児童が感じたことを知

携させて進めた。ルワンダとのオンライン授業で

る機会を設定することで、自分自身が書いた感想と

は、ルワンダ人スタッフの方にもお話をしていただ

比較し、学びを深めることにつなげることをねらっ

き、現地から時刻を“What time is it? ”というフ

たのである。

レーズで問いかけていただいてやり取りをしたり、

授業が進むにつれ、単元開始当初と比べて、児童

“How is the weather? ”というフレーズで天気を

が書く振り返りには量・質ともに向上が見られた。

尋ね合ったりする活動を組み入れた。現地の時間を

普段自分たちが親しんでいる地域の水、当たり前に

英語で教えていただき、日本と比較することで、日

そこにあったものについて、世界の現状、ルワンダ

本とルワンダには時差があることにも気づくことが

の現状を学習したことで、その大切さや貴重さによ

できた。教室で学んだ英語を使い、実際に海外の方
とやり取りをするという経験は、児童にとっても印

り深く気づくことができたと考えられる。

象に強く残ったようである。
⑶ 自 身の行動の改善や問題解決に向けた行動への
参加を促すための取り組み

その授業の中では、ルワンダの子どもが水くみに
かけている時間を算数の問題として提示いただいて

さらに、「日本の国際貢献を知り、自分たちには

全員で考えたり、第４学年の総合的な学習の時間に

何ができるのかを考える」
（第５次）というテーマ

現地学習で行った水源地や、第５・６学年の児童が
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第４学年時に社会科で学習した浄水場やダムに関す

フィリピンやカンボジアを、最後の第８次ではエチ

る学習内容とも関連づけたりした。また、児童が社

オピアやソマリアを取り上げ、ルワンダ以外の国の

会科の学習で使っている地図帳を使用し、普段の外

現状にも触れることによって、ルワンダに焦点をあ

国語活動の授業において、授業者が英語で言った国

てるだけでは充分に扱うことが困難な、水に関わる

名の国を探すというアクティビティを繰り返し行
い、児童の地図を読む力や地理感覚を伸ばしたり、

他の課題についても児童が気づく機会を設定してい
る。

英語の言い回しや発音などに慣れさせたりする機会

本単元では、以上のようなかたちで学習活動を通

も位置づけた。こうした教科横断的な学習により、

して具体的な事実に関する知識を習得する機会が設

それぞれの内容の復習や定着につなげることをね

定されていた。また、それに加えて、
「水」や「ル

らったのである。このように、自身が担当する外国

ワンダ」といった個別具体的な事象を取り上げつつ

語活動の授業と、各学級担任が進める総合的な学習

も、自身と他国の人々との共通点や相違点に目を向

の時間や社会科とを綿密な打ち合わせの上で連携さ

けたり同じ国の中でも多様な状況があり得るという

せ、授業を進めていった。各学年との詳細な打ち合

ことを意識したりすることの重要性への気づきを促

わせの上で、カリキュラム横断的に授業を進めるこ

すなど、他の国や地域、あるいは地球的諸課題に関

とで、内容をさらに深めることができたという実感

する理解や分析等を行うために必要となるものの見

を本単元に関わった教員集団が持つことができた。

方や考え方を習得するための取り組みも位置づけら

５．本実践の特徴と可能性

れていた。これは、今後別の国や地域の状況につい
て学んだり、水以外の諸課題に関して学んだりする

本節では、第２節「⑵実践を進めるうえでの検討

際にも必要かつ活用可能な視点であり、本単元での

課題」で示した４点を分析視角として、本実践の特

学習を「水」や「ルワンダ」に関する学習にとどま

徴とさらなる展開の可能性を検討する。

らないものとするための重要な取り組みの１つであ
ると指摘できる。

⑴課
 題の解決に必要となる確かな知識の習得の保障

なお、外国語活動の時間だけでできることは時数

本 単 元 で は、 児 童 に と っ て 身 近 な 存 在 で あ る

的にも内容的にも限られている。そのため、本実践

「水」をテーマとして学習が展開されていた。そこ

は、総合的な学習の時間や社会科などと関連づける

では、まず第１次で「水」に対する自身の知識やイ

かたちで展開されていた。これにより知識を習得す

メージを確認するとともに、水をめぐる様々な課題

る機会をより効果的に位置づけていたことも、付言

の存在が提示される。続く第２次では、ルワンダで

すべき重要な工夫の１つであると言えよう。

の生活や文化などの様子に関する情報を共有し、自
分たちの状況との類似点と相違点を整理している。
第３次では、都心部と村落部の違いに注目してい

⑵ 解 決すべき課題と学習者自身との関わりに関す
る認識の獲得・深化の保障

る。これにより、ルワンダという国をひとまとまり

解決すべき課題と学習者自身との関わりに関する

のものとして捉えるのではなく、その中に存在して

認識の獲得・深化の保障に関する取り組みとして、

いる多様性という事実を知ることにもつなげてい

ここでは特に、第４次に行われた学習活動に注目し

る。これには、ルワンダを固定的かつ一面的なイ

たい。

メージを伴うかたちで理解するのではなく、国内に

第４次では、ルワンダで活動されている専門家と

も多様性が存在していることに気づくきっかけを与

学校の児童をオンラインでつなぎ、ルワンダの水に

えるという役割も指摘することができる。また、第
４次に行われた現地の専門家とのオンラインでの授

関する現状や課題解決のための取り組みの様子、現
地での活動を通して感じたことなどについてのお話

業を通して、現地の状況や人々の想いなどに関する

を伺う機会が設定されていた。これは、本実践で取

情報が共有されたほか、児童の疑問に即したかたち
での情報提供も行われた。第５次では、課題の解決

り上げられた「ルワンダ」や「JICA」、そこに住ん
だり活動したりしている人々を、ともすれば児童に

に向けて現在行われている取り組みについての知識

とって自身との関わりを意識しにくい国や組織、人

を得る機会が設定されている。また、第６次では

としての位置づけにとどめるのではなく、「○○さ
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んが住んでいるルワンダ」「JICA で○○という仕

ず、安全な水を常に入手することができるという自

事をしている○○さん」というかたちで、具体的な

分たちの状況が決して「当たり前」ではないという

イメージを描くことのできる国や組織、あるいは、

ことへの気づきを促された。すなわち、第１次にお

固有名を持ち、直接話をしたことがある「身近な

ける導入は、児童が自身のものの見方や考え方の一

人」として位置づけ直すことを可能にし得るもので
ある。そしてこれは、児童が学習内容と自身との具

面性に気づいたり、その後の学習に対する関心を高
めたりすることを促すものとなっていたことが指摘

体的な関係性を意識することを助けるとともに、そ

できる。

こに存在している課題を解決することの必要性や切

この取り組みに関しては、第１次と第６次に使用

実さを高めることにつながり得るものであることが

されたワークシートが重要な役割を果たしているこ

指摘できる。このように、この取り組みについて

とも指摘できる。前節で示したように、第１次と第

は、前項で述べた知識の習得を保障するためのもの

６次に使用されたワークシートでは、イメージマッ

としての役割を果たしていることに加えて、児童が

プの作成という課題が与えられた。この課題は児童

自身との関わりを認識するための機会としても機能

一人ひとりに自身の有する水へのイメージを可視化

していることも指摘することができる。

することを促すため、イメージマップ作成後に授業

日本で生活する児童にとって、地理的には遠く離

者が行った水に関する世界の現状の説明内容と自身

れたルワンダという異国に存在している水に関わる

の見方や考え方との比較を助ける。同様に、各自の

課題と自身とのつながりを認識することは必ずしも
容易なことではない。また、それゆえに、ルワンダ

イメージを可視化することによって、他の児童のも
のと比較し、互いの考えの共通点や相違点を意識化

に存在する課題の解決に向けて自身にできることを

することにも役立てることができるのである。

具体的にイメージすることも容易ではない。一方

さらに、資料４に示した第６次のワークシートで

で、国境を越えた人やモノの移動のさらなる活発化

は、第１次と同じかたちでイメージマップを作成す

やインターネットの普及が進んできている現代社会

ることに加えて、本単元の授業前と授業後で、自分

においては、児童にとって、必ずしも「物理的な距

の思考がどのように変化したのかを記入させる質問

離の近さ＝身近さ」になるとは言い切れない状況が

項目が設定されていた。これは、児童一人ひとりに

生まれている。また、課題の解決のためには、個々

自身の見方や考え方の変化を可視化させるものであ

人が個別に取り組みを行うだけではなく、他者との

り、ひいては、自身の見方や考え方の特徴や傾向、

協働によってより大きな力を生み出しながら取り組

不十分な点などを検討することにもつながるもので

みを行うことも求められる。第４次での学習活動

あると言える。

は、児童が「身近さ」を感じ、また、課題を自分事

なお、ワークシートを用いて児童の考えを可視化

として捉えることを助けるとともに、現地の人々と

させるという取り組みは、授業者が個々の児童の実

の連携を図ることで、日本にいながらも現地の課題

態を把握してその後の授業づくりに生かすことにも

の解決に取り組む方途を検討することを助けるもの

資する。すなわち、児童の実態に即して、より適切

にもなり得る工夫であったことが指摘できよう。

であると考えられる方法で、認識の深化や相対化を
促すことを可能にするものでもあることを付言して

⑶ 学 習者自身のものの見方や考え方を相対化する

おきたい。

機会の保障
本実践では、第１次において、児童の持つイメー

⑷ 課題解決に向けた行動への参加の機会の保障

ジを広げることから学習を開始している。具体的に
は、既有の知識やイメージをワークシート上のイ

本実践における課題解決に向けた行動への参加に
関しては、特に次の２つの場面を指摘することがで

メージマップを用いて意識化させたうえで、世界に

きる。１つ目は、第５次に行われた、自分にできる

存在している水をめぐる課題を紹介することによっ
て、水に対する自身の見方や考え方が必ずしも充分

ことを考えるという場面である。先述のように、行
動への参加に関しては、思いつきではなく事実に基

ではなかったことへの気づきを促すことから授業が

づく判断を経て参加すべき行動のあり方を検討し、

展開されていた。この取り組みによって、児童はま

個々の学習者が自己決定する機会を保障することが
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求められる。本実践においては、全体学習を基本と

開されたものであった。その中では、先述した様々

しつつも、児童がそれぞれの意見を持ち、表現する

な工夫を行うことで学習効果を高めることがめざさ

ための機会を保障することによって、自分なりの判

れていた。しかしながら、時間的な制約や新型コロ

断を行うことが促されていたのである。

ナウイルス感染症（COVID-19）への対策の必要性な

２つ目は、第７次に行われた、学習を通して印象
に残ったことや伝えたいメッセージを検討する場面

どもあり、児童が試行錯誤しながら情報収集を行っ
たり丁寧な議論を重ねたりしてより良い解決策を見

である。先述のように、学習活動の成果を他者に発

つけ、行動に参加するという点にふみこんだ実践を

信することも行動への参加の１つのあり方であると

行うことには難しさが見られたことが指摘できる。

捉えることができる。なぜなら、そうした成果の発

この点に関しては、総合的な学習の時間における探

表が他者の考えの深化を促したり、より良い取り組

究的な学習との連携をより強くすることや、多様な

みの方向性をともに考え、行動につなげたりするた

他者と協働して課題の解決に取り組むことをめざす

めの契機として機能し得るためである。したがっ

特別活動における取り組みとの連携を図りながら実

て、今回の取り組みの最後に児童が表現したことを

践を展開することなどが、
1つの方途になるだろう。

もとにして、別の機会に、児童と大人たちがともに

３つ目は、児童生徒の学習の成果、すなわち学力

より良い解決策を考えたり、新たな行動へとつなげ

の高まりの様相を把握することである。本実践で

たりする方途を探るという展開も考えられ得るだろ

は、児童にワークシートの記入を求めるとともに、

う。

その内容を実践者が丁寧に把握してフィードバック
を重ねてきている。今後は、そうしたワークシート

⑸ 本実践のさらなる展開の可能性

等の改良も図りつつ、児童生徒の学習の成果を把握

最後に、本実践のさらなる展開の可能性を、次の
３つの視点から指摘して本稿の結びとしたい。
１つ目は、学習者の発達段階に応じた学習内容の

するための評価基準等も開発することによって、指
導と評価の一体化をより効果的なかたちで進める方
途を探ることが重要であると考えられる。

検討である。本実践は主に第４学年の児童を対象と

こうした課題に取り組むことによって、実践のさ

したものであったが、対象とする児童生徒の有する

らなる展開の可能性を探り、充実した実践の展開に

知識や経験が変われば、それに応じて、扱うべき内

取り組んでいくことを今後の課題としたい。

容も変化させる必要がある。また、本実践では、ル
ワンダにおける水に関する課題と日本に住む自分た

※本稿は、
2020-2023年度 JSPS 科研費20K02489（
「充

ちとの構造的なつながりに目を向けさせるという点

実した「持続可能な開発のための教育」の普及に

や、日本あるいは自分たちの住む地域などにも水を

向けた教員研修の内容と方法の探究」：基盤研究

めぐる課題やそうした課題を生み出す社会構造が存

（C）
（研究代表者：木村裕））、ならびに、2020 年

在していないかどうかを分析させるという点などに

度 JSPS 科研費 20H00745（「小学校外国語科で活

は、充分にはふみこまれていない。これらをふまえ

用するアフリカ地域に関するワークショップ型の

て学習活動のあり方を検討することによって、より

開発教育教材の開発」：奨励研究（研究代表者：

長期的な視点で児童生徒の力を高めることを可能に

中陽佑））の助成を受けて行った研究の成果の一

する実践を構想することにもつながるだろう。

部である。

２つ目は、探究的な学習としての側面をさらに充

※本稿の執筆にあたっては、共著者同士で行った議

実させることである。先述のように、持続可能な社

論をふまえながら、主に第１・２・５節を木村

会のあり方やその実現方法には「正解」が見つかっ
てはいない。そしてそれゆえ、教師や学外の大人た

が、第３・４節を中が担当した。
※本 稿で取り上げた実践の計画・実施にあたって

ちが児童生徒に「正解を教える」こともできない。

は、JICA ルワンダ事務所の中島弘司氏、JICA

むしろ、児童生徒の持つ豊かな発想や個々の経験な
どを引き出しながら、ともに探究し、協働すること

海外協力隊の富田美佳氏、そして JICA 関西の後
藤田蕗子氏に、多大なるお力添えをいただきまし

が求められる。本実践は、主に、実践者（中陽佑）

た。また、実践を行った奈良市立都祁小学校校長

が専科で担当している外国語活動の枠組みの中で展

の今西敏幸先生、同教頭の岸下哲史先生、ならび
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小学校の外国語活動における開発教育の実践事例の検討

に同カリキュラムマネジメントチーフの稲葉敦先

Agency：国際協力機構）とは、日本の政府開発

生の理解と支援なくしては、実現し得ないもので

援助（ODA）を一元的に行う実施機関であり、

した。この場を借りて、心より御礼申し上げます。

開発途上国への国際協力を行っている（JICA の
ウ ェ ブ サ イ ト（https://www.jica.go.jp/about/

註
１

外 務 省「『 持 続 可 能 な 開 発 目 標 』（SDGs）に

10

index.html：2020 年８月 13 日確認）より）
。
教師海外研修とは、
「開発教育・国際理解教育
に関心を持つ教員を対象に、実際に開発途上国を

来 を 創 る 」 平 成 31 年 １ 月（https://www.mofa.

訪問することで、開発途上国が置かれている現状

go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/about_sdgs_

や国際協力の現場、開発途上国と日本との関係

summary.pdf：2020 年８月７日確認）

に対する理解を深め、その成果を次代を担う児

２

つ い て ─ SDGs を 通 じ て、 豊 か で 活 力 あ る 未

童・生徒の教育に役立てる機会を提供すること

告示）
』東山書房、2019 年、p.17。ほぼ同様の記

を目的として実施」されているものである（JICA

述が、小学校、中学校、特別支援学校の学習指導

関西による教師海外研修の説明に関するペー

要領にも見られる。

ジ（https://www.jica.go.jp/kansai/enterprise/

３

文部科学省『高等学校学習指導要領（平成 30 年

たとえば、（特活）開発教育協会内 ESD 開発

kaihatsu/kaigaikenshu/index.html：2020 年 ８ 月

教育カリキュラム研究会編『開発教育で実践す

13 日確認）より）
。

る ESD カリキュラム─地域を掘り下げ、世界と
つながる学びのデザイン』（学文社、2010 年）、

11

多 田 孝 志 他『 未 来 を つ く る 教 育

12

ESD の す す

2020 年７月２日に筆者（中陽佑）が稲葉教諭と
行った授業の事前打ち合わせより。
なお、本実践の様子については、JICA 関西の

め─持続可能な未来を構築するために』（日本標

ウェブサイト内にある「奈良市立都祁小学校に

準、2008 年）
、国立教育政策研究所教育課程研究

て、JICA ルワンダ事務所とのオンライン授業が

センター編集・発行『学校における持続可能な発

実施されました！」のページ（https://www.jica.

展のための教育（ESD）に関する研究最終報告書』

go.jp/kansai/topics/2020/200728_01.html：2020

（2012 年）など。
４

筆者（木村裕）が研究対象としてきたオースト

年８月 24 日確認）においても紹介されている。
13

Zoomとは映像と音声を使ってオンライン上で

ラリアでは、開発教育がグローバル教育へと名称

相手とのコミュニケーションを可能にするビジネ

変更されるかたちで使われてきた。そのため、本

スツールである。本単元では、水の専門家との接

稿では、両者を基本的には同義のものとして捉え
る。
５

開発教育協会のウェブサイト内にある「開発

続授業とその事前打ち合わせの際に活用した。
14 「
［JICA-Netライブラリ］世界につながる教室～授
業で使える映像教材～（水と世界・ルワンダ・国際
協力）３．ルワンダ都心部の子どもの一日」
（https://

org/2056/：2020 年８月 22 日確認）より。

www.youtube.com/watch?v=8lEFXQfZs4M）
、

６

教 育 と は 」 の ペ ー ジ（http://www.dear.or.jp/
その詳細については、たとえば、拙著『オース

同「４．ルワンダ村落部の子どもの一日」
（https://

トラリアのグローバル教育の理論と実践─開発教

www.youtube.com/watch?v=7QsFBAEMD4Y） な

育研究の継承と新たな展開』（東信堂、2014 年）
などを参照されたい。
７

本実践は主に第４学年を対象として進めたが、
同内容で第５・６学年でも実践を展開した。ただ
し、第６学年については、本単元第２次にあたる

ど（いずれも、2020年８月31日確認）
。
15

日本ユニセフ協会「13 歳のアイシャの１日～
水を得るために～」
（https://www.youtube.com/
watch?v=PP0IvKmLfRY：2020 年８月 31 日確認）
など。

ルワンダの概要に関する学習を昨年度に終えてい
たため、本単元では実施していない。
文部科学省『小学校学習指導要領（平成 29 年告

８

示）』東洋館出版社、2018 年、p.174。
９

JICA（Japan International Cooperation
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乳児用液体ミルクの現状

販売開始から８か月の情報提供の様子と母親の認識
廣瀬潤子／石田真那華／長尾早枝子
人間文化学部生活栄養学科／人間文化学部生活栄養学科／長尾助産院

はじめに

断絶されたことで、粉ミルクの調整が難しくなり、

2019 年３月、わが国で特別用途食品の乳児用調

液体ミルクが海外から緊急輸入されたが、情報や

整液状乳２品が表示許可され、販売が開始された。

量的に不十分であったため、十分に活用されなかっ

それ以前は災害時に海外からの支援物資として送ら

た。相次ぐ災害を受け、国内での備蓄の要望の声が

れていた１）。表示許可以前において、海外で流通し

高まり、2015 年に乳児用液体ミルク研究会が活動

ている調整液状乳は、食品衛生法に基づく乳及び乳

を開始した７）。2016 年には日本小児科学会ほか小児

製品の成分規格に関する省令（乳等省令）上、「乳飲

関連８学会の連名で、内閣総理大臣あてに、
「大災

料」の規格基準を満たせば、輸入販売が可能であっ

害時の乳児栄養の確保を目的とした液状ミルクの国

た 。一方、母乳の代替食品としての用途に適する
旨の表示を行うには、健康増進法上の特別用途食品

家備蓄の確保についての要望」が提出された８）。
これを受けて、第 50 回男女共同参画会議、男性

としての許可が必要である。乳児用調整粉乳の規格

の暮らし方・意識の改革に関する専門調査会等での

のみで、乳児を対象とした「乳児用液体ミルク」独

議論が始まり、2017 年２月には液体ミルクに関す

自の規格基準はなかった２）。

る関係者会合が行われた。同年３月薬事・食品衛生

２）

近年の災害多発をきっかけに、政府による規格

審議会において規格基準の方向性が議論され、2018

基準設定のための会議が、2016 年から開始され、

年２月に事業者団体より、液体ミルクの安全性に係

2018 年８月、厚生労働省省令が施行された３）。これ

るデータが提出された。同年４月、薬事・食品衛生

らをうけ、2019 年３月に２社から、乳児用調整液

審議会食品衛生分科添加物部会において、添加物等

状乳が販売開始された。

基準の規格基準を了承、５月、特別用途食品の許可

本研究では、情報提供の推移についてインター

等に関する委員会で許可基準設定案を了承、６月、

ネット上の情報内容調査と、授乳中の母親の液体ミ

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において規格

ルクの認識についてのアンケート調査を実施した。

基準が了承され、改正が行われた。８月には特別用

これらから、液体ミルクの現状を明らかにすること

途食品の表示許可について、
「健康増進法施行令第

で、今後の課題を検討することを目的とした。

７条第２項の規定に基づき内閣総理大臣が定める区
９）
分、項目及び額」
、
「乳及び乳製品の成分規格等に

乳児用調整液状乳（乳児用液体ミルク）

10）
11）
関する省令」
、
「食品、添加物等の規格基準」
が出

⑴ 認可までの主な流れ

され、乳児用液体ミルクの製造販売が可能となった。

1973 年にフィンランドで液体ミルクが初めて製
品化される。G８諸国では日本以外で流通されるよ

2019 年３月、消費者庁は乳児用液体ミルク２品（図
１）の表示許可し、販売がはじまった。

う に な る ４）。 世 界 保 健 機 関（WHO）は、1981 年 に
「母乳代替品のマーケティングに関する国際基準」
を決議し、母乳育児を保護・推進するとともに、必
要な場合には母乳代替品が適切に用いられるように
国際基準を定めた５）。
国内では、2009 年、日本乳業協会が厚生労働省
に、消費者の利便性を考慮した調整液状乳の規格基
準の設定についての要望書を提出した６）。厚生労働
省は、微生物増殖や保存試験に関わるデータを提出
するよう事業者団体に求めた。
2011年３月東日本大震災により、ライフラインが
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図１．乳児用調整液状乳

乳児用液体ミルクの現状

授乳中の児の出生順は第１子 70 名（63.1 ％）、第２
⑵ 乳児用液体ミルクの規定

子 29 名（26.1 ％）
、第３子 12 名（10.8 ％）であった。

①世界的な規定２）

乳児用調整粉乳の使用状況は、使用していない 38

コーデックス（Codex Alimentarius）
乳児を対象とする食品（Infant

formula）につい

名（33.9 ％）
、使用している 42 名（37.5 ％）
、以前使
用していた 32 名（28.6 ％）であった。

ては「適切な飲食の開始までの生後数か月の間、乳
児の必要栄養条件を満たすために特別に製造される

群別比較をχ２検定にて解析した。有意水準は５％と

母乳代替品」の液状製品と規定される12）。

した。

Safe   preparation,   storage and handling of

統計解析は、
IBM SPSS Statistics 25を使用し、

powdered Infant formula Guidelines（WHO ／

結果

FAO 合同ガイドライン）

⑴ インターネットの情報調査

「商業的に滅菌されてすぐに使用できる調整液状

情報提供者について、表１に示した。新聞や雑誌

乳」と定義されている13）。

の記事が最も多く、利用の感想や意見を述べている

②日本での規定

一般の方、ついで販売企業となっていた。

乳等省令
乳幼児に必要な栄養素を加えた液体状の乳製品

表１．サイト作成者

（調整液状乳）
「生乳、牛乳若しくは、特別牛乳またはこれらを
原料として製造した食品を加工し、又は主要原材料
とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え液状に加
工したもの」をいう10）。

調査方法および調査協力者
⑴ インターネットの情報調査
インターネット検索サイト Google Japan および
Yahoo！Japan において、「乳児用液体ミルク」を
キーワードに検索した上位 100 件について、その内

記載内容が乳児用液体ミルクについてどのように

容を調査した。2019 年４月から 11 月（５月を除く）

とらえているかについては、どちらのサイトとも、

各月の初旬の１日を調査日とした。調査内容の分

また期間を通して、肯定的な記載が多かった。63

類は独立して３名が分類し、複数名が同じ分類と

〜 79 件が肯定的な記載、どちらでもない記載は２
〜３割、否定的な記載は、Google では５月５件、

なった項目を採用した。

Yahoo では４月の４件が最も多かった。
⑵ 授乳婦の認識調査

記載が最も多かったのは、災害に関連する情報

関西の３か所の母乳育児推進助産院に通院中の授

で、調査期間中８〜９割で記載されていた。特に、

乳中の母親合計 112 名に調査協力を得た。調査実施

９月 10 月に起きた台風 15 号および 19 号の被害を受

期間は2019年10から11月である。調査にあたって、

けた地域で液体ミルクが活用されたことから、それ

公立大学法人滋賀県立大学人を対象とした研究倫理

以降の記事では実際の活用の様子についての記事が

審査委員会の承認を受け実施した。

増えていた。

調査内容は、母子の基本情報、粉ミルクの使用、
乳児用液体ミルクの認識の有無、使用目的、情報

月が最も記載されており、10 月以降には約１割の

源、購入希望の有無、購入理由／購入したい理由、

記事での記載となっていた。使用上の注意点（開封

購入したくない理由、液体ミルクの気になる点であ
る。

後はすぐに与える、飲み残しは与えない）の記載は

使用方法の記載があったのは、10 ～ 25 ％で、６

18 ～ 34 ％となっていた。

調査協力者の平均年齢と標準偏差は、34.1 ± 4.6

海外の液体ミルクとの比較についての記載は、

歳、授乳中の児の月齢は、8.4±7.4か月齢であった。

Google は４月から８月まで36 ～ 40件、９月31件、
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10 月 25 件、11 月 23 件であった。Yahoo は４月から

回答が２名あった。液体ミルクを知った情報源につ

７月までは 37、40、44 件、８月 31 件、９月 33 件、

いては、初産婦と経産婦では差がなかったが、母親

10 月 26 件、11 月 25 件となっており、９月以降に減

の年齢別では 20 代の母親は育児サイトを情報源に

少傾向となった。海外では以前から使われているこ

する人が多かった（p ＝ 0.02）
。

とと日本ではこれまで販売されていなかったことを
比較している内容が多かった。

②液体ミルクの購入経験

使用した感想についての記載について、図２に示

液体ミルクの購入経験の有無について、母親の年

した。使用した感想が記載されていたのは、７月

齢（年代別）は両群に差は認められなかった。現在

の Yahoo が 22 件で最も多く、11 月の記載が両サイ

授乳中の児の出生順位は、初産婦が経産婦より購

トとも 12 件で最少であった。使用した感想は多く

入経験が多かった（p ＝ 0.012）。児の月齢では、６

が肯定的なものであった。否定的な感想は、４月に

〜 11 か月齢が、０〜５か月や 12 〜 18 か月、19 か

多く見られ、その内容として「常温では飲んでくれ

月以降よりも購入経験が多かった（p ＝ 0.001）、粉

ない」、「余ったものは捨てるためもったいない」で

ミルクの使用状況では、粉ミルクを使用している母

あった。

親が、粉ミルクを使用していないおよび以前は使用
していた群よりも液体ミルクの購入経験が多かった
（p ＜ 0.001）
。
購入経験のない授乳婦における購入意欲は、購入
してみたい 32.9 ％、どちらでもない 58.2%、購入し
たくない 8.9 ％であった。購入経験の有の購入目的
と購入経験無しの購入してみたい理由を、図３に示
した。有無のどちらの群も災害時などの緊急時、外
出時の利用が多いが、実際に購入した群では、外出
時の利用が 58.1 ％と高い割合で回答されたが、購入
経験のない人での購入してみたい理由では 30.7 ％と

図２．使用した感想の記載の推移

 

 



実際に購入した人の約半数であった。購入経験のな
い授乳婦の購入したくない理由は、「母乳で育てた

価格については、４月から９月までは両サイトと

い」、「安全性が不安」、「価格が高い」があげられ

も50件台、それ以降 Google は10月43件、11月37件、

た。購入経験のない授乳婦で購入してみたいと回答

同様に Yahoo! は 44 件、41 件であった。記事の約半

した授乳婦の液体ミルクを知った情報源はインター

数が否定的なコメントで、液体ミルクの商品紹介や

ネットがほかの情報源より多かった（p=0.015）
。一

特徴をあげる際に価格が高い点をデメリットとして

方、購入経験のない群での液体ミルクの購入意欲に

挙げていた。

ついては、年齢、出生順位、月齢、粉ミルクの使用
との関係は認められなかった。

⑵ 授乳婦の意識調査
①液体ミルクの認知状況
液体ミルクの認知状況について、「知っており、
購入したことがある」28.6 ％、「知っているが、購
入したことはない」65.2 ％、「名前は聞いたことが
ある」4.4 ％、「聞いたことがない」1.8 ％であった。
液 体 ミ ル ク を 知 っ た 情 報 源 に つ い て（ 複 数 回
答）
、
「テレビ・ラジオ」65.1％と最も多く、次いで、
「実物を見て」32.1 ％、「インターネット」21.7 ％、

%

「SNS」18.9 ％、「 家 族・ 友 人 」17.0 ％、「 雑 誌 」
16.0 ％であった。また、出産時に産院で知ったとの

図３．購入理由および購入してみたい理由
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購入経験の有無と液体ミルクの気になる点の関連

る液体ミルクは紙パッケージと缶である。滅菌され

では、保存料や添加物、衛生面、栄養面の項目と

た哺乳瓶へ移して飲ませるため、災害時備蓄や外出

も購入の有無とは関連がみられなかった。購入経

時の利用に不便である。販売半年ほどしてから、紙

験と情報源の関連は、テレビ・ラジオを情報源とし

パッケージに直接取り付けられる飲み口が販売され

て選んだ割合が購入経験のない群で多かった（p ＝
0.041）。

たが、海外で販売されているものの多くは、販売さ
れているパッケージが哺乳瓶のような形で、そこへ

考察
情報提供内容として、災害に関連した内容が最も
多かった。わが国での液体ミルク法令整備のきっか

直接飲み口をつけるようになっており、利便性だけ
でなく、備蓄の際の容量削減や廃棄物の削減にもつ
ながる。今後は提供方法も検討が必要ではないだろ
うか。

けが災害時に救援物資として活用されたことである

液体ミルクに関する情報の多くは、テレビなどの

ことや１～３）、台風などが相次いで起こっているこ

メディアからで、健診等での情報提供はほとんどあ

とが影響していると考えられる。粉ミルクでの育児

げられなかった。販売まで、形状や使用方法の情報

に必要な水は、１日当たり 24 リットルと言われて

は提供されていなかったことも影響していると考え

いるが 14）、災害などの緊急事態では、清潔な水の確

られるが、正しい知識を提供するには、病・産院や

保が困難な場合も多い。乳児用調整液状乳は開封前

健診での指導が必要である。安全性への不安を回答

なら滅菌されていて調乳の必要がない点がメリット
である。しかし、インターネット上でも授乳婦の意

している母親も見られたことから、引き続き情報提
供を進めていく必要があると考えられる。

識調査においても１回分あたり 200 円前後と高価で

インターネットで情報を得た人において、購入し

ある点があげられていた。また輸送や貯蔵にも課題

てみたいと答えた人が多いことや 20 代の母親の多

がある。自治体では、乳児用調整液状乳の備蓄を開

くが育児サイトから情報を得ていることも明らかに

始し始めており、鳥取県は価格の安い乳児用調整粉

なった。インターネットにおける正しい情報提供の

乳と併用して備蓄するなど工夫していた 15）。

あり方や情報の取り入れ方の教育の検討を進めてい

約７割の記事が液体ミルクについて肯定的であっ

く必要もある。

た。記事には利便性をあげているものも多く、育児

母乳育児を実施中の授乳婦で実際に液体ミルクを

負担の軽減になるとの意見もあった。2016 年の第

購入した約 60 ％が、外出時の利用を購入目的とし

50 回男女共同参画会議において乳児用液体ミルク

て挙げた。このことは、外出時の母乳哺育が行いに

の実用化の検討について問題提起され、男性の暮ら

くいことも関係していると推測され、授乳に関する

し方・意識の変革に関する専門調査会によるヒアリ

環境整備がさらに必要だと考える。

ングが行われ、母親の育児負担軽減の一つの手段と
位置づけされていた３）。

液体ミルクの利用は安易に推奨されるものではな
いことも考えなければならない点である。乳児に

使用方法や利用の注意点についての記載は、３割

とって、母乳栄養は多くの利点がある 17）ことから、

程度までとなっており、十分な情報提供がなされて

まず、母親がストレスなく母乳育児を行えるよう環

いなかった。日本栄養士会では、「赤ちゃん防災プ

境を整え、どのような場合に液体ミルクの使用が有

ロジェクト」として乳児の災害時の栄養についての

用なのか、専門家が意見を統一し、母親が最も良い

手引きを作成し 16）、液体ミルクの使用方法などの講

選択ができるようサポートしていく必要があると考

習会を行っている。特に助産師、保健師、管理栄養

える。

士など、乳児栄養に関わる機会の多い職種にはさら
なる情報提供を行っていく必要があると考えられる。
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英語による口頭発表への道を開く
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０．はじめに

「 会 話（conversation）
」 と「 発 表（presentation）
」

以 前 の 拙 稿（2019）で 筆 者 ら は、RCG（Radical

の二つに大別することが出来る１。前述の拙稿は主

Communicative Grammar）と称する考え方に基づ

として会話を扱ったものであったが、本稿では発表

いて、日本語・韓国語といった東洋語を母語とする

を主な対象とし、EFL の学習者が適宜操ることに

EFL 学習者が英語のスピーキング技能を効果的に

よって英語での口頭発表が行え、また駆使すること

身に付けるための有効な手立てを提案した。一般的

によってそうした発表に伴うちょっとした質疑応答

な言語観ないし文法観に立てば、口頭によるコミュ

が行えるようになると筆者らが考える具体的な表現

ニケーションを交わす話者たちは対話（dialogue）を

と基礎的な文法の活用法を示し、その実用性を例証

行う合間に何らかの独話（monologue）を行なうも
のと理解されるのが普通である。こういった考え方

する。

り、独話を構成する部分は本来会話にとって余分な

１．Radical Communicative Grammar と
「出来合い」の表現

発話であるとする見方」（p.33）が強く働いていると

そもそも「発表」と「会話」は、いずれも聞き手

思われる。これに対して、RCG は「会話とは独話

の存在を前提として「話す」ことを意味するもので

を続ける合間に対話が行われることによって成り立

はありながら、その根本的な機制が思いのほか異な

つ」
（p.33）とする立場を取り、話し手と聞き手双方

ることを認めざるを得ない。発表は人前に出て話す

の役割を行ったり来たりする話者たちは、発話中で

ことを含意するのに対して、会話は一般にそのよう

あるかないかに関わらず、何らかの思考を続け、そ

な含意を伴わない。母語での発話を考えた場合、発

れを対話的・独話的に言語化しているという事実に

表は会話よりも遥かに緊張を伴うもので、それゆえ

筆者らは着目した。

会話より発表の方が苦手だと自認する人も少なくな

には「対話を構成する発話こそが会話の本質であ

拙稿は、話者たちが語用論的標識を用いて自らの

いようである。また、発表では話す内容を予め準備

思考の一部を「実況中継」することで独話的な発話

しておくことも想定されるが、会話では多くの場合

を行い、聞き手と共有したいと思う内容を選んで言

そのような事前準備が期待されていない。発表にお

語化することで対話的な発話を行う様子を例示し、

いては、準備した通りに話せ（てい）るかどうかと

RCG の見方に依拠することで「会話というものの

いう評価が話し手自身の中に働けば、先に触れた緊

本質と現実的な有り様」（p.34）が捉えられることを

張の度合いは一層高まる状況が想像される。

論証した。具体的には、「EFL の学習者が語用論的

前 節 で 見 た よ う に、 会 話 は 優 れ て 対 話 的

標識を適宜自由に操れるようになることで会話を継

（dialogic）で あ る の に 対 し て、 発 表 は い わ ゆ る

続する技能を身に付けることが出来、伝達内容を紡

Q&A セッションに至る前の段階では、もっぱら独

ぎ出す上で原初的な文法的単位となる代名詞と助動
詞（ないし動詞）からなる、ひとまとまりの主（助）

話的（monologic）であると見て差し支えはあるま
い。この点は、「対話を構成する発話こそが会話の

動句を駆使することに慣れることで、英語コミュニ

本質であり、独話を構成する部分は本来会話にとっ

ケーションの基本的な運用力を獲得することが出来

て余分な発話である」のか、「会話とは独話を続け

る」ことを指摘し、RCG の初歩的な要素は口頭に

る合間に対話が行われることによって成り立つ」
（筆

よる英語コミュニケーションの重要な基礎をなすこ

者ら 2019: 33）のかという問題を度外視しても異論

とを改めて強調した。

のないところであろう。それと同時に、発表に現出

本稿は、RCG の考え方を敷衍し、EFL 学習者に

する独話性は、会話のまにまに表出する独話的性質

とって有用な、より応用的内容を提示することを目

とは本質的に区別される必要がある。と言うのも、

的とする。口頭による英語コミュニケーションは、

同じく独話的発話を体現する役割を担うとはいえ、
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会話と発表とでは、語用論的標識の使用に一定の違
いが見られるからである。

ここで素描した語用論的標識は、「会話」におい
ても、それに従事する話者が初対面であったり、

例えば、母語を用いた簡単な「発表」を求められ

改めて対話を始めたりする場面では現れ得るもの

た場合を想像してみて頂きたい。ここで言う簡単な

で、その連鎖にかかる制約も類似しているように

発表には、
「一言」、
「ご挨拶」、「スピーチ」、「経験
談」
、
「小話」、「余話」、「こぼれ話」など様々な名称

見える。しかし、「発表」ないし「会話」が始ま
り、進行して行くに連れて、仮に話者が言い淀むよ

で呼ばれて来たものが含まれ得る。試みに中学生な

うになった状況を想像して頂きたい。その度に、

いし高校生が授業中にクラスメートの前で何につい

「 え ー」、
「 あ の ー」、「 そ の ー」、「 ま ー」、「 何 だ ろ

てでも良いので 30 秒ほど話をしてみてと言われた

う」
、
「何だっけ」
、
「えーっと」
、
「何て言うか」
、
「そ

場面を考えてみよう２。先生に指名された生徒は、

うだなー」などの標識を用いる頻度が上がれば上が

やおら立ち上がって前に進み出たかと思えば、頭を

るほど、発表においては聞きにくく、目的に見合っ

掻くか、顎や頰を撫でるか、あるいは腕を組むか、

た活動が出来ていないという印象を与えやすいので

腰に手を当てるか、そうでなければ虚空を見上げ

はないだろうか。これらの言い淀みの多用は、発表

るか、はたまたぐるり聴衆を見渡すかでもしてか

においては評価の低下に繋がると思われるが、会話

ら、ようやく発声して見せるかもしれない。その声

においてはそこまでの評価低下を伴わないと思われ

は、
「えー」や「あのー」のこともあれば、「どう

る。口下手であるとか、母語話者として流暢で雄弁

も」のこともあろう。あるいは「えーっと」のよう
に「えー」を少し伸ばしてから引用の「と」を加え

な話し手ではないとの印象を与えることはあって
も、発表の場面でのような否定的評価の判断にまで

ることもあろう。いずれにしても、その発声を聞い

傾くことは少ないであろう４。

て聴衆は「あ、いよいよ話すんだな」と思うであろ
う３。

英語においても、同様な観察が得られる。上記の
ような「発表」の場面において、クラスメートの前

これは filler と呼ばれるものの例で、広義の語

に立った生徒が Well... ないし So... あるいは OK... と

用論的標識（pragmatic marker）に属すると考えら

高低差のある下降音調（falling intonation）で発す

れる。接続表現を中心とする談話標識（discourse

れば、そこでもやはり聴衆は「いよいよ話し出す

marker）と異なり、これら filler は大した意味を表

の だ な 」 と 思 う で あ ろ う。 あ る い は Hi uhm... と

さない音（それでも言語音）が無秩序に仕方なく発

始めることも十分あり得るが、Hi well... は不自然

せられているだけのように思われるかもしれない
が、実際はそうでもない。当該の場面で「えーっ

に響くであろう。同様に Well uhm... や So uhm... や
OK uhm... は可能だが、Uhm well...、Uhm so...、Uhm

と」は可能だが、
「あのっと」や「どうもっと」は

OK... はやや差し障りがあろう ５。ここにもやはり

不適切である。つまり、「えー」、「あのー」、「どう

語順と呼ばれる現象に似た何らかの文法が働いて

も」は、いずれも単体では可能だが、「っと」を後

いるものと見ることが出来る。また、発話が進行

に伴うことが出来るのは「えー」だけであるとい

するに連れて、しばしば話者が言い淀むようにな

うのが言語使用に依拠した（“usage-based,”Barlow
2000: 317）見逃せない観察と言えよう。ここに働い

り、 そ の 都 度 uh... や uhm...、so uhm...、a-nd uh...、
you know...、I mean...、what can I say?、how can I say

ているのはある種の文法であり、無秩序・無作為

it?、what was that? などの語用論的標識が多用され

に用いられているものとは見なしがたい。実際、

るということは英語でも見られ、そうした多用に対

「えーあのーどうも」、「あのーえーどうも」は聞い

する話者評価は、日韓語の場合と同様の傾向を示す。

て差し障りないが、
「えーどうもあのー」、「どうも
えーあのー」や「どうもあのーえー」は、「どうも」

「発表」と「会話」で語用論的標識の使用に差異
が見られるのは、聞き手（聴者ないし聴衆）の側が

の後に休止（pause）がないと不自然に響かないだろ

予想ないし期待している言語行為の違いによるも

うか。形態・統語的な規則が作用していると主張す
ることは大袈裟であるとしても、ここに語順と呼ば

のと考えられる。会話においては、言語によって
程度の差こそあれ、聞き手がいわゆる相槌に相当

れる現象と類似したものを見出すことに無理はない

するような表現（
“backchannel”
）あるいは更に広く

と思われる。

話し手に対する何らかの反応を示す表現（“reactive
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2009: 2）として実行されるのが常である。

それをある程度理解していること、明確な反論はな

そ れ ゆ え、
“Communicative Grammar”
（Leech

いことなどを暗に伝えることが期待される（Clancy

and Svartvik 1994）と呼ばれる枠組みは、形式偏

et al. 1996: 356）。対照的に、発表においては、同

重の統語論に一般的な変項（variable）を多く用い

様な反応を示すことは皆無とは言えないまでも、
視 線（eye gaze）や 眉 の 動 き（brow raise）、 眉 間

た代数的表記や、一般化を強く志向した概念的文
法論に見られるような抽象的な図（figure）を用い

に皺を寄せたり（frown）、笑顔を作って見せたり

ず、話し手の意図や聞き手の推論といった語用論

（smile）、首を縦ないし横に振る（head nodding or

的ないしは談話機能的な特徴付けと典型例の提示

shaking）、肩をすくめて見せる（shrug）などの動作

という記述方法を採る。本稿が標榜する RCG も、

によって示されるのが普通である。つまり、よほど

Communicative Grammar の一つとして同様の方法

の驚きや強い反感ないし共感を殊更示そうという意

を採択する。従って、ある程度の一般化として、そ

図がなければ、backchannel であれ reactive token

こから取り出される機制に相当するものは、半ば出

であれ、避けるというのが（わきまえのある大人と

来合いの句と見なし得る要素の線状的な語序とし

しては）一般的であろう。

て、緩やかに特徴付けられる６。

このように、会話では聴者の側が盛んに反応す
ることが期待されているため、仮に話者が話し続

２．英語で発表を始める

けることに困難さを感じて、filler を中心とする語
用論的標識を盛んに用いたとしても、聴者の側は

それでは、主として簡単もしくは手短な発表を英
語で出来るようになるための具体的な表現とそれら

backchannel ないし reactive token といった語用論

の語序に関わる機制について論じることに取り掛か

的標識を盛んに用い返すことで、会話という全体の

ろう。本論では便宜上、対象となる「簡単もしくは

言語活動を先へ進めることが出来る。それに対し

手短な発表」に関わる言語活動を「始める」段階と

て、発表において話者の発話そのものが滞ってしま

「進め、終える」段階の二つと、いわゆる質問や意

うと、当該の話者の発話に大きく集約されている言

見を受け付ける段階（Q&A or discussion session）

語活動全体が先へ進まなくなってしまい、大きな支

の三つに分けることとし、本節ではそのうちの最初

障をきたす。そのため、先に見たように filler など

の段階を扱うことにする。以下では、特に断りがな

の語用論的標識を多用する発話が続くことは話者に

い限り、前記の例のように中高生もしくは大学生が

対する評価を下げる結果を招くものと推察される。

主に学校で簡単もしくは手短な発表をする場合を想

これら語用論的標識の使用に関して日英語に共通

定するものとする。

して見られる「発表」と「会話」の差異は、そこで
用いられる具体的な表現と（時にそれらを連鎖させ

2.1 始めの一言（pragmatic markers as fillers）

るなどして組み合わせるための語順に相当する現象

発表を任された学習者が直ぐさま雄弁に語り出す

を司るものとしての）文法として扱うことが可能で

ということもないとは言い切れないが、１節で紹介

ある。それゆえ、
「発表」で典型的に用いられる具

したように、発表の本体（main body）と見なし得

体的な表現とそれらの使用に働いていると思われる

る内容について語り出す前に、戸惑ってみたり、は

機制（大まかに語順整序に関わる文法的な特徴）を

にかんで見せたり、聴衆の様子を窺ったりしてか

つぶさに捉え、示すことで、EFL 学習者に英語で

ら、あるいはしながら filler 相当の語用論的標識を

の口頭発表実現の道を開くことが出来ると筆者らは

発するのが一般的であろう。その傾向は、韓国語話

考える。ここで言う具体的な表現は、多くの場合、
母語話者の中では発話の際に、その都度、形態素か

者よりも日本語話者の EFL 学習者により多く見ら
れるものかもしれない。筆者らが担当して来た授業

ら組み立てられるものというよりは、いわば「出

での経験に関する限り、そうした場面で最も多く見

来 合 い 」（“prepatterned, prefabricated,”Hopper
1998: 167）の形式として認識されている。また、そ

られるのは、日本語の ee、eetto、ano、maa、sono、
nanka、nanteiuka、nanteittaraiikana、dooittaraiikana、

れらを連鎖させたり、組み立てたりする作業は、

nandakke、nandaroo、韓国語の eo、jeo、issjanha geu、

いわゆる線状的な過程（“on-line emergence,”Auer

mweonga、mweoyeossji、mweoyeossdeora、mweoji/
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mweoralgga、mweora(go)ha myeon joheulgga、mweora

も立派な英語の発話であるという点を再認識する必

haeya joheulgga、mweorago haeya dwaeji であるように

要がある。このようにして学習者は英語で発表をす

思う。そうした言い淀み、言い迷い自体も英語で発

る端緒に着くことが出来きる。つまり、言い淀み、

するという学習者は僅少であるというのが偽らざる

言い迷いの語用論的標識に使い慣れることで、「始

印象である。
この手の語用論標識を話し始めに用いることは、

めの一言」を手に入れられるというわけである。

「発表という場（presentation setting）」において、

2.2

いよいよ発表を始める（speech starter）

母語での学習活動を想定した場合には、決して推奨

前節では、発表の本体に入る前のいわば助走のよ

されはしない。この点は、「会話の場（conversation

うな発話について述べた。それでは、「ここからが

setting）
」においてよりも顕著で、それゆえ、日本

本題です」と言わんばかりに話し始める際の具体的

や韓国の学校で発表の仕方を学ぶ場面において積

な表現にはどんなものがあり得るだろうか。１節の

極的に filler 相当の語用論的標識を教えるというこ

例で言及したように、日本語では差し詰め eetto を

とは考えにくい。実際に発表をさせられれば、学習

用いるのが便利そうである。その場合、用いられる

者の口から自然と溢れ出すもので、寧ろそれを禁じ

イントネーションが肝心で、平板に発した eetto に

ることが困難であろうとすら思われる。英語でも事

は、発表者の「始めるぞ」といった意気込みは感じ

情に大差はなく、発表の練習をするという場面で学

られない。まだ、どう始めるか幾分惑いながらも、

習者が避け難く発してしまう語用論的標識は、なる
べく避けるべきものとして指導されることはあって

とりあえず声は出してみますといった雰囲気であ
る。それに対して、eet- の部分をかなり高めの声で

も、使い方を教わるということはない。しかし、

真っ直ぐ始めて、-to と発した直後に急激な下降音

EFL 学習者が英語で発表しやすくなるための方

調に転じれば、「さて、始めますよ」という息遣い

略、ひいては英語が話しやすくなる工夫としては、

が伝わって来る７。

寧ろこうした語用論的標識を使い慣らすことに一つ
の手掛かりがあると筆者らは考える。
先の話し始めの場面で、日韓語の学習者が発しが
ちな標識と類似した意味ないし機能に用いることが

英語でも同様に、言い淀み、言い迷いの語用論的
標識に比べて「さて本題に入りますよ」というニュ
アンスが出やすい表現が幾つか挙げられる。OK、
All right、So がその代表的なもので、やはり１節で

出来る英語の表現には、uh、uhm、well、like、you
know、I mean、let me see、what can I say などが考え

指摘した通り、高低差のはっきりした下降音調で快

られる。これらは、情報伝達上の機能を有している

み」が感じられるようである８。これらの語用論的

というよりも、話し手の情動的な動きを言語化して

標識を耳にすれば、英語を母語とする聴者は自然と

いるに過ぎず、それゆえ聴衆にとっては本来不要な

耳を傾け、発表を聞く準備をするよう言語的に条件

ものとも考えられるが、それと同時に「沈黙を決め

づけられているとすら見ることが出来るかもしれな

込まれるよりはマシ」と受け止められる可能性が高

い。例えば、教室に先生が入って来て生徒の前に立

い。とりわけ日本語話者の学習者に見られる傾向か

ち、これらの標識を当該のイントネーションで発す

もしれないが、発表を任されて前に出た後、しばら

れば、生徒はすべからく先生が何かを話し出すこと

く沈黙が続くという状況は決して珍しくはない。そ

を予期して注目すべきものと感じ取るであろう。

活に発せられた場合にもっとも「発表開始の意気込

んな状況が長引けば長引くほど、聴衆にも気不味い

さて、この「いよいよ発表開始」のアナウンスを

空気が流れ始め、発表者の方もそれを感じ取るほど

発した後、話者はどのようにすれば、その先を首

に一層話し出しにくくなりかねない。
上記の英語表現を用いて場をつなぐことが出来れ

尾良く続けることが出来るだろうか。理論的にはも
ちろんのこと、実際にも、その方法は無数にあり得

ば、本題への入り方を頭の中で模索する時間的余裕

る。しかし本稿が依拠する RCG は「実用性に加え

が発表者に生まれ、また聴衆の側も英語を話す発表
者に安心して耳を傾けることが出来る。ここでは、

て学習の即効性をより一層重視する」
（筆者ら 2019:
25）ことから、そこで用いる具体的な出来合いの表

いわば時間稼ぎのような目的で語用論的標識が用い

現を幾つか（a few or several）に絞り込む。そして、

られているわけだが、言い淀み、言い迷いと言えど

学習者がそれらのうちの一つを選び取って用い、
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口を衝いて出る程度にまで使い慣らすことで、目標

添加したいところである。ここで注目すべきは、

とする言語活動が実現出来るところへ漕ぎつけよう

tag の添加によって出来上がる表現が上記（i）（ii）
-

とする。該当する英語の表現は、
（i）I’d like to talk
about...、
（ii）Let me talk about...、
（iii）(I think) I’ll talk

と同様に疑問文であると言う点である。つまり、

about...、
（iv）(I think) I want to talk about... の 四 つ で

と疑問文に求め得るものである可能性が強く示唆さ
れる 13。

ある９。これらは、先に例示した語用論的標識に対
して、speech starter とでも呼ぶことが出来よう 10。
言い淀み、言い迷いの標識の後、開始アナウンスの
標識を経て、ようやく、これら speech starter を用
いることによって、発表を始めることが出来る。

audience involver は、その原理を聴衆指示の you

３．発表を進め、終える。
話題を導入し、それを展開する段階では、いよ
いよ具体的な内容を語って行くことになるが、こ
の作業は端的に言えば話者の持つ知識や情報を聴

2.3

聞き手を巻き込む（audience involver）

衆と共有することに当たる。また、これには、発

発表を始めることに成功した話者は、引き続き聴

表の動機を示し（motivating the talk）
、背景を略述

衆を惹きつける必要があるかもしれない。程なく聴

する（outlining the background）といった内容が含

衆の注意や関心が潮のように引くのを感じ取れば、

まれ得る。学問ないし商業的な目的（academic or

話者の発表継続の意思も揺らいで来かねないからで

business purposes）の発表であれば、個人から切り

ある。そのためには、聴衆が前提とすること、予測
することに一旦寄り添うことが有効である。丁寧さ

離された（俗に客観的とされる）
「知識の共有」が志
向される。一方で、本論が第一に想定する「簡単な

（politeness）の観点から言えば、you を用いて聴者

発表」では、そうした話し手や聞き手から切り離さ

に話しかける（e.g., Would[Could] you give me...?）よ

れた説明は、聴衆を退屈させる危険性を孕む。寧

りも、用いない（e.g., Can[Could] I have...?）方が望ま

ろ、個人と密接に結び付いた（俗に主観的とされる）

しいという場合も少なくない 11。しかし、聴衆に働

「経験の共有」の方が聴衆の関心を維持しやすいよ

きかけるという点では、you を用いる方が効果は高

うに思われる。以下では、最初に「経験の共有」に

い 12。

ついて扱った後、「知識の共有」の典型として「図

例えば、アメリカに短期の語学研修に行ったこ
と の あ る EFL 学 習 者 が candy bar を 話 題 に 選 ん

表の解説」を取り上げる。これらについて論じた
後、
「発表の締めくくり」を扱う。

で、やはり EFL 学習者である聴衆に向かって発表
をするとしよう。先ず speech starter を用いて Let
me talk about candy bar. と始めた後、引き続き（i）Do

3.1

you know (some about)...?、（ii）Have you ever heard

を参照して時間的場面設定をするのが一般的であ

(about)...? などを用いて尋ねることが出来る。この

る。日本語の kodomo[(syoo/tyuu/dai)gaku[kookoo]see/
zyuunanasai]-no-koro/toki、(mada) tiisai [osanai/wakai]koro/toki、...nen(-kurai/hodo)-mae(-ni)、韓 国 語 の

場合、... の部分に it を用いることも出来るが、再
度、candy bar と言い直した方が聴衆には話題とし

経験を共有する（sharing experience）

経験は本質的に過去志向であるので話者が自ら

て 意 識 し や す い だ ろ う。 更 に、（iii）You may think
it’s.... などと続けて更に聴衆の前提や予測に寄り

chodeung[jung/godeung/dae]hagsaeng(-ieoss-eul)-

添った後、But it’s not. のように予想を覆せば注意や

ss-eulddae、...nyeon jeongdo jeon-e、...nyeon jeon-

ddae、yeolilgob sal(-ieoss-eul)ddae、eoryeo[jeolmeo]

関心を継続させやすくなる。これら（i）（iii）
のよう

jjeum-e、yag...nyeon jeon-e などは、そうした時間設定

な表現を audience involver と呼ぶことにしよう。
類 似 し た 機 能 は、（iv）It sounds like (it’s) [We can
imagine] something like.... のような表現でも果たし得

の表現（temporal “space-builder,” Fauconnier
1994: 17）である 14。英語では、when I was a child

るが、聴衆からすれば、話者がひとりごちて自らの
前提や予想を一方的に語っているように聞こえな
くもない。寧ろ、audience involver として用いる
には、doesn’t it?/isn’t it? や can’t we? のような tag を

[elementary[(junior/senior)high] school student]、when I
was at college[university/elementary[(junior/senior) high]
school]、when I was young(er)/little/small/seventeen
(years old) のように表現される 15。
先 の candy bar を 話 題 に し た 発 表 な ら、W h e n
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I was a high school student, I went to California and
studied English in a language school. One day I wanted

3.2 図 表 を 説 明 す る（explaining a figure or
table for sharing knowledge）

to eat chocolate and went to a nearby store. のようにご

「知識」は「経験」からも得られ、その共有は 3.1

く易しい過去形の動詞句を連ねることが出来るだ

節で扱った「経験の共有」と不可分のものとも言

ろう。二文目の最初に用いた One day は、更に時間
を絞り込んだ temporal space builder であると同時

える。そこで、「経験の共有」とは明確に区別され
る、より客観化された「知識の共有」の形態とし

に、話者自身の経験談という性質上、いわゆる歴史

て「図表の解説」を取り上げる。インターネットで

的現在に切り替えることが容易になることは注目に

様々な検索がしやすくなった現在では、生徒、児

値する。次のように話を続けたとすれば、四角括弧

童、学生が統計的な資料を見つけて、そこから得た

に入れた過去形で語るのと同様、現在形で語ること

知識を教室で共有するという形の学習活動も増えつ

も出来、その方が生き生きとした場面を描けるとい

つあると思われる。表（table）や図（figure）
、円グ

う側面もある。それは、過去形を考えずに動詞を選

ラフ（pie chart）
、棒グラフ（bar chart）
、折れ線グ

んで口に出来ることから、EFL 学習者にとっては

ラフ（line chart）などを提示して、そこから得た理

認知的な負担が小さいと言う点も利点となろう。

解を発表する場合を考えてみよう。

⑴

多くの場合、先ず koko-ni zu[hyoo/gurahu/tookeesiryoo]ga arimasu、kono-zu[hyoo/gurahu/tookeesiryoo]-o mite

I walk(ed) in and look(ed) for chocolate but I can't
[couldn't] find any. So I ask(ed) a shop clerk, “Where
is chocolate?” So he takes[took] me over to a shelf

kudasai、yeogi-e geurim-i[(do)pyo[geuraepeu]-ga] iss-

and says[said], “Here you are.” But what I see[saw]

言って示し、何についての統計かを知らせた後、

is[was] COCOA. You know what I mean? I don’t

その内訳に言及するという具合に進行する。そし

want to drink cocoa. So I say[said], “Sorry, this is
not what I want. I want to EAT chocolate.” And

て、sekai-no ninki SNS rankingu-desu[-o arawasiteimasu]、
segye-eui SNS ingi raenking-ibnida[-reul natanae[boyeo ju]-

then he said, “Ah, a candy bar” and he showed me

go isseoyo] の後、riyoosya-wa Facebook-ga mottomo ooku(-

where candy bars were.

te), YouTube, Instagram nado-to tuzukimasu、sayongja-neun

seubnida、i geurim-eul [(do)pyo[geuraepeu]-reul] boseyoと

Facebook-i gajang manh-go YouTube, Instagram deung-eui
このような語りの中で現在形相当の表現を用いる
ことは、⑵のように日本語や韓国語でもある程度は

sunseo-yeyo のように続く。

可能であろう。このような現在形語りは、幼児や幼

英 語 で は、Here is [Here we have] a table[figure/
chart/graph/diagram]. It shows the world’s most popular

い児童が絵本やその読み聞かせで接する言葉遣いに

social network services. You can see that [As you can

も近く、母語話者的な表現力を養うのに寄与すると

see,] Facebook has the largest number of users, and it is

思われるが、この点は日韓語に限らず英語にも当て

followed by YouTube, Instagram, and so on. 程度になろ

はまる16。

うか 18。本論が想定する EFL 学習者の場合、文章
での説明に用いるような難しめの語（big words）は

⑵

店に入ってチョコレートを探しますが見つかり

避け、先ずは平易な表現に使い慣れることが大切

ません。それで店員に、「チョコレートはどこ

である 19。ごく基本的な比較の表現、数量変化の表

ですか」と尋ねると、棚まで連れて行ってくれ

現を絞り込んで、Twitter has a (much) smaller number
of users than LINE (does). や The number goes [went]

て、
「ここです」と言います。ところが、それ
はココアなんです。なんと。ココアなんか飲み
たくありませんから、私は「ごめんなさい。こ
れじゃないんです。私はチョコレートが食べ

や There is[was/has been] a rapid[gradual/slow/steady]
rise[growth/increase/fall/decrease/drop] between 2015

たいんです」と言いました。すると、「あー、
candy bar ね」と言って、食べるチョコレート

and 2019. のように表現することが出来れば、多く

のコーナに案内してくれました 。

日 韓 語 で nihon-de-wa LINE-ya-Twitter-(nohoo)ga
Facebook-yori(mo) ninki-ga ari-masuga, kankoku-de-wa

17
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dore-mo Kakao Talk hodo[noyooni] ninki-ga arimasen

とはいえ、発表を買って出た話者としては出来るだ

や ilbon-eseo-neun LINE-ina Twitter-ga Facebook-boda
ingi-ga iss-seubnida-man, hangug-eseo-neun eoneugeos-

け避けたいものである。それに役立つのが、speech

do Kakao Talk-mankeum[cheoreom] ingi-ga manh-ji-

う 24。 日 本 語 で は izyoodesu、(korede) owarimasu、

neun anh-ahyo[seubnida] と言うのが普通である 。
21

英 語 で も、LINE and Twitter are more popular than
Facebook in Japan, but in Korea, Kakao Talk is far more
popular than any of those. のように、それに近い言
い回しは可能である。この場合、対照される要素
を but の直後に置くことで表現出来るが、最初に In
Japan を発するか、それを If we talk about [When it

starter の 反 対 の 役 割 を 果 た す talk closer で あ ろ
韓 国 語 で あ れ ば isang-ibnida、isang-euro balpyoreul machi-gess-seubnida などがその代表格であろう
か。 英 語 で は、That’s all (I wanted to say[talk about/
tell you] ). が分かりやすく、使いやすいだろう。幾
分ぶっきらぼうなニュアンスが否めないが、That’s
it. も可能であろう。
こういった talk closer が聞こえたら、EFL 学習

comes to] Japan のような長めの句にすることで、二

者といえども発表が終わったことを理解し、よほ

カ国の対比は一層はっきり表現される 22。かくして

ど「つまらなかった」
、
「意味がわからなかった」と

発表者は、国によって SNS メディアの好みに違い

いうことがない限り、自発的な拍手でも出ようも

があるという理解を聴衆に伝えるということを実践

のである。それに応えて Thank you (for listening[your
attention[patience] ). などと答えることが出来れば、

しつつ、客観的な資料を用いて知識を共有するため
の具体的な方法を学ぶことが出来る。

発表者も決して悪い気はしないはずである。筆者ら
の教室での経験からすると、ここまで漕ぎ着けた発

3.3

表者は大概意気揚々と自分の席に戻って行こうとす

発表を締めくくる（concluding the talk）

当然ながら、3.1 節に例示した「経験の共有」で

るものである。ただし、彼らはまだ席に戻るものと

あれ、3.2 節で示した「知識の共有」であれ、伝え

想定されていない。次節で扱うように、この後、発

るべき内容を伝えた後は、要するに何が言いたかっ

表を共有することが期待されるからである。

たのかが聴衆に理解されていることが発表としては
期待される。そのためには、今一度内容をまとめる

４．発表を共有する

ような発話があると、発表が締めくくられやすく

発表者の話が終わった後の「発表の共有」とは、

なると思われる。日本語や韓国語なら、toiu [sonna]
wakede...、sonnahuunisite...、konoyoo[konnahuu]

英語で Q&A session や discussion session などと呼

nisite...、geureon sig-eruro、geuereohge haeseo と 語

話者が俄かに聞き役に転じ、それまでもっぱら聞き

りを立ち上げ直して、アメリカではただ chocolate

役であった聴衆の中から新たな話し手が登場するこ

と言ってしまうと、ココアを指してしまうことも

とになる。従って、ここでは主に、発表中は聴者で

あ り、candy bar と 言 っ た 方 が 食 べ る チ ョ コ レ ー

あった人の言語活動を扱うことになる。質問をした

トと認識してもらえるということを知ったのでし

り意見を述べたりするというのが主な内容だが、便

たといった具体に失敗談として締めくくることが

宜上、それらに付随する謝辞についても触れること

出来よう。英語では、This[That] (experience) taught
me that...、This[That] (experience) made me know[find/

にしたい。

learn] that...、That was the moment (that) I first knew

4.1 発 表 者 へ の 謝 辞（acknowledgement to

[learned] that... のように言えば同様な締めくくりを

ばれる営みのことである。それまで一人語っていた

the presenter）

伝えることが出来る 23。
聴衆が EFL 学習者である場合には、話に落ちが

筆者らは、学会での研究発表などに参加する中
で、口頭発表の後に聴衆の何人かが質問をしたり意

ついたことに気付かない聴者がいるということも往

見を述べたりする姿を数多く見て来た。そんな際

往にしてある。そのような聴者が多ければ多いほ
ど、発表者は「終わったんだけどな」、「話が伝わら

に、好感の持てる質問者とそうではない質問者とい
うのが存在することも心得ている。その違いは、

なかったかな」と不安になる。発表の最後を迎え

もちろん発言の内容そのものに加えて、発言する際

て、そんな微妙な空気を味わうことは、ほんの一時

の身振り・手振り、口振りや声音、言葉の丁寧さな

人間文化● 55

Some effective ways to manage presentations in EFL Communication 英語による口頭発表への道を開く

ど多岐に渡るが、ここで取り上げたいのは、いわゆ

ということもあろう。そのような場合は、こんなこ

る謝辞の有無である。質問が手厳しいものであった
り、述べられる意見が批判的なものであったりして

とに つ い て の 部 分 だ ったと思う内 容 に 言 及し て
-nituite hanasareteita [-nituite-no ohanasi-ga atta(ka) ]-to

も、
「興味深く聞かせて頂きました」の一言が最初

omoundesuga、-edaehaeseo malsseum[eongeub]

に添えられていれば、発表者も他の聴衆も、発言者
を好感の持てない人とは断じないだろう。

hasyeoss-dago saengag[gieog]ha-neunde のように導

文化の違いもあろうが、この点は英語において一

入した後、sore-nituite mooitido ohanasi[gosetumee]
itadake-masenka[masu(desyoo)ka]、geugeos-edaehaeseo

層顕著である印象を受ける。かく言う筆者らも、英

dasi han beon malsseum[seolmyeong]hae jusi-gess-

語での口頭発表の場数を踏む中で、自然と身に付け

eoyo[seubnigga] ? のように尋ねることになろう 26。

るに到った感覚であって、知識としてどこかで改め

英語でも同様に、You said something about.... もし

て教わったことではない。聴衆から名乗り出た発言
者の中には、手を挙げて指名された傍から質問や意

くは You talked about.... と導入した後、Could[Would]
you (please) say that again? あ る い は Would[Could]

見に入るという人も良く目にする。発表内容に興味

you repeat that(, please)? と依頼することが出来る。

があればあるほど、そのような傾向は高まるのかも

聞き取った内容に自信がなければ、I think you said
something about.... や I think you mentioned [talked

しれないが、少なくとも北米や西欧の英語を媒介と
した口頭発表や講演という場においては、Thank you
(for your (interesting) talk[presentation] ). 程度の前置き

about].... と 導 入 し て か ら Could[Would] you say that

はごく普通に発せられるように思う 25。日本や韓国

repeat that? などと尋ねても良かろう。

の 国 内 学 会 で も、arigatoo gozaimasu[gozaimasita]、
gomabseubnida、gamsahabnida の前置きをする発言

発表者の意図を確認したいと思う場合もあろう。

者は少なくないのかもしれないが、もう少し長めの

そ の 場 合 に は、You said[mentioned] that.... な ど を

定型句となるとどうであろうか。

用いて、文字どおりではないにしても、発表者が

英語では、利用可能な表現にもう少し広がりが
あるように思われる。謝辞としては、Thank you for
sharing your story[experience/ideas/opinion] (with us). と

again(, please)? あ る い は Would[Could] you (please)
発表者によって語られた内容そのものではなく、

語ったと思われる内容を大まかに繰り返した後、
Is that...? や Are you saying that...? も し く は Do you
mean that...? などの表現を用いて、発表者の意図と

いうのも可能である。理解した話の趣旨に言及し

して理解ないし推測した内容を提示してみると良か

て、I was (very) interested in your talk about....、I enjoyed
your[the] talk [story] about....、Thank you for telling us

ろう。もし、その意図が理解ないし推測し難いと

your story about....、Thank you for sharing your talk[story/
experience/ideas/opinion] about.... とすることで、聞き

[Could] you (please) explain what you mean?、What do
you mean by that?、What are trying to say by that? のよ

手としての理解を示すことが出来る。当然、後者の

うに尋ねてみても良いだろう。

思う場合には、代わりに What does it mean?、Would

表現を用いた方が、発表者としては自らの話が理解
されたという印象を受けるに違いない。

4.3 疑 問 共 有 と 更 な る 情 報 の 求 め（sharing a
question and request for further information）

4.2

内容確認（clarification question）

発表を聞く中で新たに抱くに到った疑問点、更

発表を聞く中で新たに抱くに到った疑問点、更に

に知りたいと感じた点について尋ねる際には、直

知りたいと感じた点について尋ねるのではなく、あ

接、yes/no 疑 問 文 や wh 疑 問 文 を 用 い て 質 問 を す

くまでも発表者の話の中で聞き取れなかったこと、
良く理解出来なかったことについて確認をしようと

る こ と に な ろ う。 た だ し、 本 節 が 問 題 に し て い
る「発表の共有」という点から言えば、yes/no 疑

し て す る 質 問 は、clarification question な い し は

問文よりも wh 疑問文の方が遥かに有用であろう。

clarifying question と呼ばれる。ここでは発表が終
わった後の質問を想定しているので、聞き取れな

Communication 論で良く指摘されるように、yes/no
疑問文で尋ねた場合、発表者はそれこそ yes か no

かったこと、良く理解出来なかったことに関係する

に相当する答えを表明すれば事足りるため、EFL

くだりを文字どおり（verbatim）には覚えていない

学習者の間では、やりとりが続かないという苦境に
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押し出されることになる。

た場合は、発表者はそれなりに語って答える必要が
生じる。自ずと EFL 学習者間でも、やりとりが継
続的になるものである。

4.4 賛意・不賛意（expressing（dis）agreement）
聴衆から名乗り出る発言者は、質問ではなく自ら

そこで wh 疑問文を用いて質問をする場合を考え
てみることにしよう。ここでも質問をするというよ

の意見を披瀝する場合もある。もちろん発表者が
発言者から新たな知識や経験を共有させてもらえ

りは「共有する」という方策が取られるのを北米や

るということもあるので、一概には言えないが、

西欧では良く目にする。例えば、You mentioned that
it is not necessarily the case that.... のように論点を提

発表者の立場からすると、発言が長く続くとすれ

示 し た 後、Why do you think so? あ る い は Why can
you say that? とストレートに尋ねることは十分可能

で手強い相手ともなり得る。そのため、発言の要

であり、それが必要な場合もある。しかしながら、
I’m (just) wondering why.... や I was (just) wondering

立てとして最も有力なのは、「賛成するかしない

why.... のように、婉曲的な表現が取られることも少

いか」ということを一先ず伝えることであろう。

なくない。ここには、疑問を呈するというよりは、
寧ろ、疑問点を共有するというようなニュアンスが

日 韓 語 で あ れ ば ...to-hanasarete-imasita-ga や ...dago
malsseumhasyeoss-seubnidaman などを用いて、発表

感じられる。同じような動機から、yes/no 疑問文を
用いることが可能な場面でも、I’m (just) wondering
if.... や I was (just) wondering if.... のような表現が採

者の考え・意見であると思われる内容を繰り返した
後に、同じ立場であれば watasi-mo soo omoimasu、
(watasimo) sansee[dookan]-desu や jeo-do geureohge

用される傾向が一定程度見て取れる。

saenggaghabnida、(jeo-do) chanseong[dongeui]

ば、尋ねている内容が分かりにくい質問者と並ん
点を伝わりやすくする工夫が必要であり、その手
か」
、
「同感であるかないか」
、
「共感出来るか出来な

質問者・発言者が、これらの婉曲表現を用いる

habnida、(jeo-do) donggam-ibnida と言い添えれば良

のは、先に論じた発表者が聴衆を自らの話に巻き
込もうとするのと類似した動機からだと考えられ

い。それに対して異なる立場にあれば、watasi-wa
soo(-wa) omoimasen、(watasi (-ni) -wa) (tyotto) sansee

る。2.3 節では、話題を選んで導入した直後に、（i）
Do you know (some about)...?、（ii）Have you ever heard

[dooi]-dekimasen や jeo-neun jom dareu-ge saeggaghabnida、(jeo-neun) chanseong[dongeui]ha-gi-ga jom

(about)...?、（iii）You may think it’s.... などの audience

eoryeob-seubnida と言葉を継げば良い 27。

involver を用いることで、聴衆の注意や関心を継続

ここで大切なことは、やはり communication 論

させやすくなることを論じた。これと同じように、

などで夙に指摘されているように、単に賛成・不

質問者・発言者は自分の質問ないし意見を一方的に

賛成の考えのみを伝えるのではなく、それと同時

発表者に突き付け、それに対する回答を迫るという

にその理由を言い添えることが肝要である。日本

接近法ではなく、疑問や考えを共有し、「一緒に考

語 で な ら toyuunomo[nazekatoi(imas)uto/nazenara]
... dakaradesu、 韓 国 語 で な ら waenyahamyeon ... gi
ddaemun-ibnida と表現するのが一般的である。理

えよう」、「共に考えたい」という態度を示すのであ
る。そうすることによって、発表者は一方的に質
問・意見を突き付けられる場合よりも、応えたいと
いう思いを掻き立てられやすくなるものと思われる。

由 を 言 い 終 え た 後 に、kore[sore]-nituite(-wa) doo
omowarema[ikagade]suka や geu[i] geos-edaehaeseo

質問者・発言者が発表者と関わり合うという局

eoddeohge saenggaghasibnigga と付け加えることで、

面をしっかりと言語化するためには、Could[Would]
you tell me a (little) bit more about...? のように、say や

発言者の番が一旦終わって、今度は発表者の話す番

talk ではなく tell me が用いられることもある。それ
に対して、I’d like to hear a (little) bit more about.... と

だと首尾良く伝達することが出来る。
この点は英語でも大差はなく、You said[mentioned]
that.... などを用いて、発表者の考え・意見である

言えば、質問者・発言者側のもう少し聞きたいと
いう希望が、I would like you to talk a (little) bit more
about.... と言えば、発表者の側でもう少し詳しい情

と思われる内容を繰り返した後に、I think so too.、
I (totally) agree (with you). と言って同意するか、I’m

報を提供してくれても良かろうという要求が前面に

disagree. と言って不同意を示すことが出来る。そし

sorry but I don’t really think so.、I’m sorry but I have to
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て、いずれの場合もすかさず (That’s) because.... と続

wh..., right[aren’t you]? を用いることで、質問内容を

けて、根拠を明示することが肝心である。同じ不同

簡単に繰り返すことが出来る。その間接疑問文が

意 の 表 現 で も、I don’t think so. や I disagree. だ け で

whether 句の場合（つまり yes/no 疑問文の質問を受

は強く響くため、その効果を意図するのでなけれ

けたのなら）
、It is[was/will/can (not) ...]、I do[did/will/
can (not) ...] などの「主（助）動句」
（筆者ら 2019: 29）

ば、普通は弱めて表現することが好まれる。Yeah,
I could[can] understand your point[view/idea(s)/opinion],
but... や I partially agree with you but... などと前置きを
することも有用である。
賛 成 と も 反 対 と も 明 確 に は し 難 い 場 合 に は、
That’s really interesting.、I hadn’t thought about it that
way.、That’s a good point. などで御茶を濁すこともな

を用いて簡明に答えれば、Yes や No の一言しか答
えない場合よりは誠意が伝わりやすい。受けた質問
が wh 疑問文であれば、疑問詞句に該当する内容を
That’s.... で導くのが簡単な言い方であろう。断定的
な回答を避けたいと感じるなら、I can[could/would/
should] say を用いて語気を弱めることも出来よう。

くはない。けれども、それよりは寧ろ、I basically

その一方で、意見に対しては、発言者が最初に

[generally/partially] agree with you [I (can) see your
point], but I have a (little) bit different idea[opinion/view]

行った（行うのが望ましいと上で論じた）ように、

about[on] that [, but I think you can look at it this way].

言者に対する謝辞を改めて送るということが有効

のように言った後、自らの考えをごく手短かに表明

である。発言者が自身の意見を披瀝したという段

することも出来よう。あるいは、異論を唱えた後
に、...but, basically/generally, I agree with you. と言っ

階に到っては、発表者と発言者の間で話者と聴者
の役割が交替していると見ることが出来る。そこ

て、発表者との意見の衝突を和らげることも出来る。

で、4.1 節で見たような表現形式を援用して、Thank
you for sharing your idea[opinion/suggestion/advice/

4.5 質問者への謝辞と回答（acknowledgement

information/experience/knowledge]. と 答 え る こ と が

and answers to the questioner）
自らの発表内容に質問あるいは意見を投げ掛けら

今度は発表者の側が少し長めの定型句を用いて発

出来る。長めのコメントであれば、その趣旨を要

れた発表者は、それに対して何らかの回答をするこ

約 し て、I was (very) interested in your idea[opinion/
suggestion/advice/information/experience/knowledge]

とになるが、その際も開口一番は謝辞でありたい。

about....、Thank you for sharing your idea[opinion/

もっとも汎用性の高い表現は（i）Thank you for your
interest in my talk. かもしれないが、質問に対してな

suggestion/advice/information/experience/knowledge]
about.... のように応えることが出来る。

ら（ii）
Thank you for your question(s).、意見ならば（iii）
Thank you for your comment(s). な い し は（iv）Thank

意見である以上、それに対する賛否の表明が発言者

you for your suggestion(s). と先ずは応答することが出

からは期待され（てい）る場合もある。そのような

来る。（i）は、日韓語とやや異なる点であろうか、

場合には、4.4 節で発表者の発言者に対する応答と

文字通りの意味に近い kansin[kyoomi]-o omot[osimes]
i-kudasari[itadaki] arigatoogozaimasu や gwansim

して述べたことがやはり当てはまる。明らかに賛

[heungmi]-reul bo[gaj]yeo jusyeoseo gamsaha[gomabseu]
bnida は、 冗 長 で や や 野 暮 っ た く 聞 こ え な く も
な い。 そ れ に 対 し て、go-situmon[iken/teean]
(itadaki/kudasari) arigatoogozaimasu や jilmun[jean]
(-eul )hae [euigyeon-eul malsseumhae] jusyeoseo
gamsaha[gomabseu] bnida は普通に用いられる。
質問に対しては、発言者の言ったことを幾らか繰
り返すことで、答えるための時間的な余裕が出来る
と共に、的外れな回答を避けやすくなるという利
点があることが良く指摘される。具体的には、Your
questions is wh..., right[isn’t it]? あるいは You’re asking
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もちろん、投げ掛けられているのが質問ではなく

成出来るのであれば、I think so too.、I (totally) agree
(with you). と言って同意を示し、賛成しかねるので
あれば、I’m sorry but I don’t really think so [but I have
to disagree]. と言って不同意を示すことが出来る。
ここでもやはり (That’s) because.... と続けて、根拠
を明示することが期待されるので、先取りして、根
拠となる考えを提示してしまうことも一つの選択肢
である。そのためには、I could[can] understand your
point[view/idea(s)/opinion], but... や I partially agree
with you but... などと前置きしてから、自らの考えを
提示することが出来る。
ま た、 や は り 4.4 節 で 指 摘 し た よ う に、 賛 成
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と も 反 対 と も 決 め か ね る 場 合 に は、That’s really
interesting.、I hadn’t thought about it that way.、That’s

比べて、本稿で取り上げた具体的な表現は極めて限

a good point. などで御茶を濁したり、異論を唱えた

も、出来合いの句と見なし得る要素を線状的に並べ

後に ...but, basically/generally, I agree with you. と言う

ることに留め、緩やかな特徴付けをしているに過ぎ

ことで、発表者との意見衝突を回避することが出来
る。究極的には、Let’s agree to disagree. と言って締

ない。それらは到って簡素で、使用例を豊富に提供
するものとは言い難いが、そうであるがゆえに、こ

めくくる方法もあるという 28。残念ながら日韓語に

れらの学習資料を扱うことは容易となり、EFL 学

はこれに相当する表現は見当たらない。

習者にとって「覚えやすく、思い出しやすく、伝え

５．おわりに

定的である。文法的な要素として扱われている内容

やすく」なる 29。
人前に出て英語で 30 秒ほど話すことを求められ

英語で発表をする方法やそのための表現をまと

た際に、母語を用いる場合と大差ない様子で、英語

めた記事や指南書がホームページや出版物の形で

だけで話し始め、聞き手を巻き込みながら経験や知

存在するが、それらの殆どが学問ないし商業的な

識を共有することに成功し、その後、質問や意見を

目的（academic or business purposes）の発表を対

聞いて、それに対してそつなく応じる EFL 学習者

象としているようである。本論が主な対象とするよ

を見て、英語が上手だと思わない人は、英語の母語

うな「簡単な発表」（一言、ご挨拶、スピーチ、経

話者はもちろんのこと、他の EFL 学習者の中にも

験談、小話、余話、こぼれ話など様々な名称で呼ば
れて来たものが含まれ、小・中学生、高校生ない

決して多くは存在しまい。この程度の英語力とて、
日韓語を母語とする EFL 学習者にとっては、身に

しは大学生が授業中に教室の前に出て 30 秒ほどで

付ける価値の十分にある技能であることに異論を挟

披露するような話）で英語を駆使出来る力を養うた

む余地はないと思われる。本稿でその実践と応用を

めのガイドや参考書は一般的ではないという印象

例示した RCG は、その技能を獲得するのに大いに

を覚える。そこで本論では、筆者らが別稿（2019）

寄与すると信じる。

にて会話について実践法を展開した RCG（Radical
Communicative Grammar）に基づいて、EFL の学

謝辞

習者が英語で「簡単な発表」を行い、それに付随す

英語の自然な例文を準備するにあたって相談

る質疑応答などのやりとりを行うことを可能にする

に 乗 っ て 下 さ っ た Walter Klinger 先 生、Martin

具体的な表現と基礎的な文法を示し、その活用法と

Hawks 先生に心よりお礼を申し上げる。ご教示頂

その実用性の例証を試みた。

いた情報や資料の理解ないし扱いに不正確な点があ

「発表」に限らず、「会話」においても、豊富な語
彙と豊かな文法的表現力を身につけることが英語を

るとすれば、偏に筆者等の責任であることを申し添
えておきたい。

話す上で極めて有効で、大切であることに疑いの余
地はない。しかし、英語を読むこと、書くことに限
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参考資料
Real World English: agreement & disagreement,

５ これらは、Uhm... well...、Uhm... so...、Uhm... OK...の
ように、uhm の後に休止（pause）がある方が自然

Macmillan Education ELT（https://www.youtube.
com/watch?v=-S7wTMZQdZg）

であろう。
６

本稿で取り上げる具体的な表現は、その大半が
以下の「出来合い」の表現で組み立てられる：
well; uhm; so; now; and; you know; I mean; what can
I...?; how can I ...?; say; say that; what was that?; let
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want to....; Do you know...?; some about...; Have you

ので、高校生以降には省かない形がお勧めであ
る。I’m going to talk about... も可能だが、話す内容

ever heard (about)...?; You may think it’s....; It sounds like

を準備していたといったニュアンスを伴いやすい

(it’s); We[You] can imagine...; something like...; Doesn’t

ので、ここで想定される即興的な発表場面では

it?; Isn’t it?; Can’t we?; when I was....; Here is....; Here
we have....; It shows...; You can see that....; As you can

提示しないことにした。上記の四表現は、日本
語 の -nituite ohanasi-sasete-kudasai[itadaki(-tai-

see,...; (it) has the largest[large(r)/small(er/est)] number

to-omoi)masu]、-nituite ohanasisi[hanasi]-tai-to-omoi-

of ...; (it) is followed by....; (it) goes[went] up[down]....;

masu、-nituite ohanasisi-masu、韓国語の -edaehaeseo

There is[was/has been] a(n)....; If we talk about...; When

iyagi[yaegi]ha(e bo)-gess-seubnida、-edaehaeseo

me...; OK; I’d like to....; Let me....; I think....; I’ll....; I

it comes to...; This made me know[find]....; That was the

balpyoha-gess-seubnida に概ね相当するが、
（iii）と

moment (that) I first knew...; That’s all....; talk about;

（iv）で I think を 省 く と、-nituite hanasi-masu、 韓
国語の -edaehaeseo iyagi[yaegi] ha-lggeyo 程度に響

tell you; Thank you for....; sharing your....; I was (very)

くとなぞらえてみれば違いが感じられるだろう
か。 な お、-nituite happyoosimasu は 学 校 で の 発 表

interested in your....; I enjoyed your....; You said....;
something about....; You talked about....; Could you...?;

のように響き、-edaehaeseo iyagi[yaegi/balpyo] hago sip-seubnida は単に自分の欲求を表現している

Would you...?; You mentioned....; say that again?; repeat
that?; You said that....; Is that...?; Are you saying that...?;

だけのように聞こえ、また -edaehaeseo iyagi[yaegi]
haeyo は「について話しましょう」という勧誘の

Do you mean that...?; What does it mean?; explain what
you mean?; What are you...?; What do you...?; mean
Why do you...?; Why can you...?; say that; I’m (just)

意味になるため、学会発表などの正式な場面では
使われない。更に、-gess を用いずに -edaehaeseo

wondering....; I was (just) wondering....; explain a (little)

iyagi[yaegi] ha(e bo)-bnida、-edaehaeseo balpyoha-

by that?; want to say by that?; trying to say by that?;

bit more about...?; hear a (little) bit more about....; I

bnida と言ってしまうと、動作主が話者ではなく三人称

would like you to....; talk a (little) bit more about....;
I think so too.; I (totally/partially/generally) agree.;

であると理解されて不自然な表現となり、-edaehaeseo
iyagi[yaegi/balpyo] ha-go sipda-go saenggagha-bnida に

I’m sorry but....; I don’t (really) think so.; I have to....;

至っては、-go sipda-go saenggagha という連鎖が「し

(That’s) because....; I could [can] understand your....;

たいと思うと思う」のような意味的余剰性を示す
ため母語話者は用いない。

That’s really interesting.; I hadn’t thought about it that
way; That’s a good point.; I (can) see your point.; but

10 Todd（2016: 34）は、 こ れ ら speech starters に

I have.... ; but I think....; you can look at it this way.;

相当する表現を「新しい話題の導入（introductions

Your questions is....?; You’re asking...?; It is[was/will/

of new topics）
」 の 表 現 と 見 な し、
“topic shift

can(not)...]; I do [did/will/can (not)...]; Let’s....
７ 韓国語では、日本語の場合ほどイントネーショ
ンの違いによって発表者から感じ取れる意気込み
の度合いが違って来るということはないようであ
る。但し、引き伸ばして発せられる jeo... が低めよ
りは高めである方が僅かにその「意気込み」を感
じやすくなるようである。
８ 場合によっては Nowも可能だが、これは既に話
していて説明を加えるような場合に用いられやすい
（better used when making a further explanation,
p.c. Walter Klinger）
。
中学生までは省くのも可という趣旨で（iii）と
（iv）の I think を括弧に入れているが、省かずに用

９

いる方が丁寧さも増し、大人の言葉遣いに響く

markers and phrases”の一つとして扱っている。
11

例えば、Leech（1983: 134）などを参照された
い。これは、Brown and Levinson（1987: 190）で
言う「英語の I や you に当たる代名詞を避けるこ
と（
“avoidance of the‘I’and‘you’pronouns”
）
」
の表れの一つと見ることも出来よう。

12 これは、
“positive politeness”
（Brown and Levinson
1987）の一つの現れと考えることも出来る。
13 日本語と韓国語にも audience involver は見
出される。-wa gozonzidesuka、-tte kiita-koto(-ga)
arimasuka や -(n)eun asi-bnigga [aseyo]、-(r)eul deureo
bon jeog-i iss-seubnigga [isseoyo] のような表現が挙げ
られる。二言語は英語ほど主語代名詞を用いない
のが普通だが、minasan-wa や yeoreobun-eun を前置
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14

15

きした方が audience involvement は高まるようで

gage deureogaseo chokollis-eul chaja boass-neunde, an

ある。ここにも英語の場合と同じ原理が読み取れ

boi[mos jach-gess]-neun geo-yeyo. geuraeseo jeomweon-

る。

ege “chokollis eodi isseoyo?” rago mureo boass-deoni,

韓 国 語 で は、c h o d e u n g[j u n g / g o d e u n g / d a e]
hagsaeng(-ieoss-deon)-sijeol-e も可能だが文語的な表

chokollis iss-neun seonban-ggaji deryeoga ju-myeonseo

現で口語ではあまり用いない。また、...nyeon-jjeum
jeon-e は文法的には不可ではないが、あまり用い

kokoa-[yeoss-deon geo]yeyo. jeon kokoa-reul masi-go sip-

られない。興味深いことに、
「30 分ほど後に」は
30 bun hu jjeum-e よりも、30 bun jjeum hu-e の方が

meog-go sip-eundeyo” rago malhaesseoyo. geureoja,

自然である。

ggaemureo meog-neun chokollis-i iss-neun gos-euro

“yeogi-yeyo” rago (mal)haesseoyo. hajiman geugeo-n
ji anha-seo, “joesongha-jiman jeo-neun chokollisba-reul
geu saram-eun, “a-, kaendiba!” rago malha-myeonseo,

ここでは正書法の表記を取っているが、RCG

deryeoga jueosseoyo.

の発想に基づけば、音韻的表記を用いて /（h）
れることが望ましい。また、改めて注意したいの

な お、chaja boass-neude の 代 わ り に chaja boassjiman は 可 能 だ が、chaja bo-jiman は 三 人 称 主 語
と解釈されるため不可である。また “yeogi-yeyo”

は、これらの英語はいわば「小［中］学生［子

rago(mal)haeyo. のように現在形を用いるのは不自

供］だった時［頃］
」のような日本語ではやや不
自然な言い回しとなっており、
「小［中］学生の
時［頃］
」のような発想の表現ではないというこ

然である。
18 The number of users of Facebook is by far larger
than (that of) Twitter. や Facebook is far larger in

とである。興味深いことに、韓国語は「だった」

(terms of) the number of users than Twitter. のような

に相当する（-ieoss-eul）と（-ieoss-deon）を伴うタイ

表現は、学習者が自力で組み立てて用いるかもし

プと伴わないタイプのどちらも許容する。英語の
when I was seventeen を直訳したような「17 歳だっ

れないが、範例としてはより英語らしい表現とし

wenáiwəz/ と表示される一つの句として認識さ

て have の構文を示すのが良かろう。それに対し
て、Facebook users surpass Twitter users in number.

た時に」がやや舌足らずな子供っぽい響きを持つ
ように、
（日本語を母語とする EFL 学習者から発
せられやすい）
「17 歳の時」を直訳したような in

や Facebook users outnumber Twitter users. は、 英 語

time of seventeen は、大人の母語話者の発する英語

目的とする学習活動でもなければ導入不要であろ

ではない。興味深いことに韓国語では「17 歳だっ
た時に」に近い 17 sal ieoss-eul ddae が可能である
にも関わらず、17 sal ieoss-deon ddae はあまり用い

力のある高校生ないしは大学生が「書くこと」を
う。
19 それゆえ、It shows... の代わりに It sands for... を
導 入 す る の は 遅 ら せ、It represents[indicates/

られない。
16

reveals]... などに到っては（「話すこと」を目的と

以下のようにいわゆる -n(o)da の語尾を用いる

する学習活動である限り）導入を見合わせても良

と、絵本の読み聞かせではなく、口頭の説明とし
て、一層自然に聞こえるかもしれない：
店に入ってチョコレートを探すけど見つからない
んです。それで店員に、
「チョコレートはどこで
すか」と尋ねると、棚まで連れて行ってくれて、
「ここです」と言うんです。ところが、それはコ
コアなんですよ。なんと。ココアなんか飲みたく
ありませんから、私は「ごめんなさい。これじゃ
ないんです。私はチョコレートが食べたいんで

かろう。
20 同様に、小学生ないし中学生にとっては increase/
decrease もやはり難しめの語に属するかもしれな
い。その場合は示す必要はない。
21 こ こ で は、...hangug-eseo-neun eoneugeos-do
Kakao Talk-mankeum[Kakao Talk-manhan] ingi-neun
eobs-eoyo[seubnida] も可能である。
22 同時に、最初の文は、LINE and Twitter get [attract]
more users than Facebook (does) in Japan, but in

す」と言ったんです。すると、
「あー、candy bar
ね」と言って、食べるチョコレートのコーナに案

Korea, Kakao Talk gets[attracts] far more users than
any of those (does). のように動作動詞を用いる方

内してくれました。
17 韓国語では以下のように表現出来る：
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がより英語らしい表現と言えるかもしれない。
23

このような話の結び方は、自らが得た教訓を
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伝えるというという点で、Maynard（1980: 273）

英語による口頭発表への道を開く

Education ELT）

が「 格 言 を 発 す る（producing“aphorism”
）
」ま

29 Givón（1985: 189）は、 言 語 表 現 の 使 用 を 動 機

たは「格言めいたまとめを付け加える（adding

づ け、 容 易 に す る 原 理 の 一 つ（iconicity meta-

an“aphoristic summary”
）
」 と 呼 ぶ も の、West

principle）を次のように特徴付ける。
「覚えやす

and Garcia（1988: 559）が「格言めいた結論を導く
（
“drawing aphoristic conclusions”
）
」と呼んでい

く、思い出しやすく、伝えやすい」ことは、知識
に留まらない使用に力点を置いた学習にとっても

るものと本質的には同類のであろう。
24

極めて重要である。

意 味 的 な 対 立 か ら 言 え ば、speech starter に

“All other things being equal, a coded experience

対 し て speech ender、talk opener に 対 し て talk

is easier to store, retrieve, and communicate if the

closer とするのが相応しいとする見方があろう。

code is maximally isomorphic to the experience”.

本稿で想定する発表は、やや自信なさげに独話性

（条件が等しければ、表現される経験はそれと同

の強い話（speech）として始めるものの、やがて

形の言語形式で表現される方が（同型ではない形

聴衆を巻き込んで、経験や知識の共有を通して一

式で表現でされるよりも）覚えやすく、思い出し

体感を高めることで、話（talk）となったものを聴

やすく、伝えやすい。
）

衆と共に締めくくる（close）という筋書きから、
speech starter と talk closer という名称を選択す
る。opening/closing speech が会や式の参加者全
員で始め・終えることを含意するように、opener
には最初から聴衆も含めた全員で始めるニュアン
スが感じられるため、
speech opener は採用しない。
25

告 白 す れ ば、 こ の formulation が 持 つ 居 丈 高
な印象を払拭することが出来ず、筆者らは用い
ることに抵抗を覚え続けて来た。例えば目上の
先生の発表の後に、Thank you for your interesting
lecture. と言うのはおこがましい気がしてならな
いのである。その点では、この後に挙げる I was
(very) interested in...、I enjoyed ...、Thank you for
sharing... などの formulation の方が幾分謙虚であ
るように感じられるのは、日韓語と英語が異なる

“polite fiction”
（Sakamoto and Sakamoto 2004）
を想定しているからであろうか。
26

あるいは、geugeos-edaehaeseo dasi han beon
malsseum[seolmyeong]hae jusi-ji anh(-gess)-seubnigga?

となれば一層丁寧さが増す。
27 文法的には可能な jeo-neun geureohge saenggaghaji
anhseubnida、(jeo-neun) chanseong[dongeui] mos
habnida や (jeo-neun) donggamha-ji mos habnida、
(jeo-neun) donggamha-l su eobs-seubnida は、否定的
な語感が強過ぎるため、学習者にはお薦めし難い。
28 If you disagree with someone, neither of you will
change your mind, a useful phrase is“Let’
s agree
to disagree.”This politely acknowledges both
points of you and lets you move on.（Real World
English: agreement & disagreement, Macmillan
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近代日本における羊毛産業とモンゴル
包

嶺小

人間文化学研究科地域文化学専攻

はじめに

深くかかわるアメリカ人牧羊技師アップ・ジョーン

日本は、日露戦争のころから「満州事変」が勃発
する 1931 年まで「満蒙」１ における畜産調査、その

ズに出会い、アップ・ジョーンズの渡日のきっかけ
をつくった５。

なかでも特にモンゴル地域の畜産資源に強い関心を

明治政府は 1874 年ころから国内牧羊産業の育成

もっていた。その背景には明治維新以後における繊

に着手し、1875 年に清朝から「支那羊」
、
「満州羊」

維産業の発達など日本国内の工業化の需要があった

あるいは「蒙古羊」といった大陸産緬羊品種を導

ほか、第一次世界大戦期の日本をめぐる国際関係の

入し、千葉県で牧羊場を設立して飼育に乗り出し

変容も大きく影響していた。

たが、まもなく挫折した。20 世紀に入ると「満蒙」

日露戦争以後の四回にわたる「日露協約」 に

におけるロシアとの縄張り争いが背景となって日本

よって、内モンゴル地域は日本の勢力下におかれる

人の活動空間は「満蒙」地域まで広がり、牧畜の本

と同時に、1919 年の日中「21ヶ条約」によって日

場である内モンゴル東部地域で家畜品種改良事業を

本は内モンゴル東部３における特殊権益を獲得した。
近代日本が内モンゴルに興味をもった主な動機は

展開することとなった。本稿では、明治初期から羊
毛需要に迫られた日本はモンゴルの畜産資源に目を

モンゴル人の畜産資源であった。日露戦争後、特に

向け、モンゴル種羊を国内牧羊事業育成に導入した

「満鉄」４の設立（1906）にともなって日本は内モンゴ

もののまもなく挫折した歴史的経緯を考察したい。

２

ル東部の畜産資源に関する調査を本格的に開始し

明治初期国内牧羊事業の振興とモンゴル畜産資源

た。その後、日本は内モンゴル東部において家畜品

との関係に関する先行研究はまだ少なく、日本史や

種改良事業を大規模に展開し、近代羊毛産業の一大

畜産史関連分野で多少言及されているにすぎない。

原料供給地に育てあげようと終戦まで努力した。実

例えば、伊東（1957）は日本の羊毛工業史を論じる

は、モンゴル人の畜産資源に対する日本の関心は遥

際に明治初期の国内牧羊産業の育成に触れており、

か明治初期から芽生えていたようであり、日露戦争

谷垣（1982）は明治政府が開設した千葉県の「下総

に至るまでの四半世紀以上にわたってモンゴル種羊
の日本国内導入に努力していた。

牧羊場」の歴史について検討している。また、友田
（2002）でも「下総牧羊場」の設立経緯について論

明治維新以後、富国強兵政策の実施により、アジ

じている。本稿はこれらの先行研究および明治政府

ア周辺地域に対する軍事的拡張を目的とした近代的

の清朝における畜産資源調査や羊の調達に関する関

軍隊の編成がすすみ、毛織物を原料とする軍服の需

連史料をもとに分析したい。

要が高まった。しかし、畜産資源に乏しい日本は毛
織物産業に必要な羊毛の完全輸入に頼り、貿易上大

一、明治日本における牧羊事業の試み

きな圧力を感じていた。これを受け、日本では日々

明治維新以後の日本における毛織物の需要の高

高まる羊毛需要に対応するため自前の牧羊事業の育

まりはその原料となる羊毛の輸入拡大につながっ

成を視野においた動きがあった。そのなかで向けら

た。明治初期、毛織物の民間需要はまだ少なかった

れたのが東アジアで畜産資源が最も盛んなモンゴル

半面、急激に組織され、拡大された近代的軍隊の制

地域であった。

服需要があった。1870 年に陸海軍の制服が「洋服

明治初期の日本は有名な岩倉使節団に象徴される
ような大規模な調査団を欧米に派遣した。調査の目

とすべき」と定められ、このことが毛織物の需要が
急増する一大転機となったのである６。畜産資源に

的はいうまでもなく欧米諸国の近代的工業発展の経

乏しい日本は国内供給が皆無に等しく毛織物産業の

験であったが、畜産業の振興に関する経験をとりい

原料となる羊毛は海外からの輸入に依存した。明治

れるのも調査の目的に含まれていた。実際、岩倉使

初期の主要輸入総額に占める毛織物原料の輸入額

節団はアメリカで、後に日本国内の羊毛産業振興に

は、短期間で綿織物の輸入額とほぼ同水準となって
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いった７。これを受け、明治政府は毛織物の「国内

によって日本と清朝の関係は緊張したが、明治政府

自給」に迫られたが、もともと家畜飼養経験に乏し

の粘り強い交渉とイギリスの調停により日清両国の

い日本は国内において羊毛を生産することは困難で

間に「日清互換条約」
（1874 年 10 月 31 日）が締結さ

あった。

れた。これを受け、大久保は 1874 年 11 月３日に天

在の成田国際空港（新東京国際空港）が位置する場

津において清末最大の実力者で直隷総督兼北洋大臣
である李鴻章と会談した。大久保は「雨降地固ノ俗

所で国内最初の牧羊場として「下総牧羊場」８ を開

語アリ、此事アッテ却テ両国ノ幸ナラン」と台湾出

設した。そこに前述のアメリカ人牧羊技師アップ・

兵による日清両国の対立は乗り越えられたと述べ、

ジョーンズが技術指導の最高責任者として招かれ

日清間の貿易関係を強化するよう提案した。それに

た。アップ・ジョーンズとは、カリフォルニア在住

対して李鴻章は「是有無相通スルノ道ニシテ固ヨリ

の牧羊技師であり、1873 年に岩倉使節団とともに

10
所望ナリ」
と積極的に応じた。羊毛の国内自給に

来日したものとみられている。来日後、アップ・

迫られていた日本は今回の大久保と李鴻章の会談で

ジョーンズは自費で関東地方をまわり、牧羊業に適

国内の牧畜産業の振興に清朝の協力を求めたことは

する土地や気候風土を調査し、1873 年 11 月に牧羊

容易に推測できよう。

明治政府は、1875 年 11 月 23 日に千葉県にある現

事業に関する『意見書』を大隈重信大蔵卿に提出し
た９。

その半年後の 1875 年４月に大久保は早速、太政
官に清朝における畜産調査と農業調査の必要性を提

の注目もひき、1875 年５月に、アップ・ジョーン

案した。そこでは特に、日本において毛織物や肉食
の需要が高まっていることから牧羊の調査について

ズは明治政府と契約を結び、勧業寮の御雇外国人と

重点に置くと強調した。つづいて、同年５月５日に

して採用された。それを受け、内務省勧業寮には

大久保は日本国内で牧羊場を開業することに関する

アップ・ジョーンズの『意見書』は大久保内務卿

「牧羊取調掛」という係が新設され、岩山敬義を場

提案を行い、
「植物・家畜良種の輸入培養配布」
、

長とし、技術面での最高責任者にアップ・ジョーン

「農具農機械の改良」、「開墾牧畜」、「海運の開通」

ズが任命された。このように、アップ・ジョーンズ
は明治初期日本の国内牧羊事業の導入にかかわった
重要な人物であった。

など四点を強調した 11。
その基本主旨は貿易における海外からの輸入量を
抑制し、逆に日本固有の優位性を生かして輸出を増

「下総牧羊場」開設の準備はアップ・ジョーンズ

やすことであったが、そのなかで「家畜良種の輸入

を中心としてすすめられ、アップ・ジョーンズは明

培養配布」が重要な項目として強調されているとこ

治政府の用命を受けて千葉県、茨城県、栃木県で実
地の牧羊適地調査を行い、その結果さらなる千葉県

ろが注目に値する。特に、日本国内で畜産業を振興

で国内最初の牧羊場を設置することになった。
さらに、1875 年５月にアップ・ジョーンズは「牧

適宜ニヨリ活動ヲシテ奨励ノ術ヲ施」し、「毛織物

羊開業方法並に収支予算書」を作成して時の太政官

している 12。ここでいう畜産部門の振興策では、牧

であった三条実美に承認され、同年日本最初の牧羊

羊場を開設して、そこに海外から羊を輸入して品種

場である「下総牧羊場」が開設された。その後、

改良や増殖を行い、国内の羊毛原料供給の確保を目

「下総牧羊場」は日本の畜産業振興の先駆けとなり、

する必要性について「……牧場ヲ開キ等全テ現場ノ
生産、牧畜、勧農、製糸等」すべきと具体的に提案

指すとした。

1876 年以降、各府県から生徒を募り、牧羊方法並

このように牧羊場開設をはじめとする国内畜産業

びに牛、馬、豚の飼育管理方法などの講義と実習を

の振興策は毛織物の輸入拡大を抑止するといった明

行って多くの卒業生を全国各地へ送った。

治政府の「民産厚殖・民業振励」政策の重要な一部
であったと理解することができよう。

二、清朝における畜産調査および家畜調達
「下総牧羊場」をはじめとする牧羊事業の展開に

2-2：清朝派遣業務について
1875 年５月８日に明治政府は「是月（明治８年５

は海外からの羊の調達が不可欠となり、その調達本

月）勧業寮七等出仕武田昌次、岡毅……等を清国に

場は日本に近い清朝であった。1874 年の台湾出兵

遣わして農産物等を調査し兼ねて羊、驢（ロバ）お

2-1：明治政府の国内畜産振興策
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よび穀采果樹等を購求せしむ」を目的とした調査団

つまり、天津と北京の間には休棄農地を含めた広

を清朝に派遣した 13。この「清国派遣命令」を受け

大な荒地があり、そこには多くの驢馬や羊が放牧さ

た調査団は 1875 年５月 22 日に横浜港を出発し、清

れていて、特に頭部に黒赤模様のある羊が体格強壮

朝で５ヵ月間活動してから 12 月に戻ってきて「清

でモンゴル種の羊であったと強調している。しか

国派出復命書」を大久保内務卿に提出した。
「清国派出復命書」によると、一行は５月 29 日に

し、その特徴はむしろ肉食に適していて、毛織物の
原料としてはあまり役に立たないとみている。つま

上海につき、当時上海領事館に在任中であった品川

り、毛織物原料の国内需要から生まれたモンゴル種

忠道の案内により、上海周辺で農業や畜産関係の調

羊ヘの「憧れ」は毛織物の需要よりむしろ食肉に適

査を実施した。

するという現在なお通用する事実にはじめてであう

調査団一行は６月４日に上海道知の馮竣光らと会

のである。

い、上海および近隣地域における家畜と農産物の取

調査団一行は７月１日に北京に入り、北京の「驢

引状況を聞き取ったうえ、調査団メンバーを揚州地

羊」は天津より多くて値段も安く、調査機会も増

方に派遣して現地の驢馬、羊の状況や上海郊外龍華

え、北京を追い求めたモンゴル種羊が出回る本場と

寺付近の農村について調査した。このほか、上海滞

みて、いよいよ家畜の購入に着手した。約一週間ぐ

在中に湖北や四川などにも人員を派遣して養蚕など

らい北京市内で調査したあと、７月９日より団長の

農牧事業について調査した。

武田をはじめとする調査団の一部は万里の長城の八

上海では、揚州の地方に育ったものの北京種とい
われる「驢馬 120 頭」
、そして「蒙古種トハ些ク異

達嶺に向かって出発した。途中で北京より北西 50
キロを離れたところの南口でモンゴル地方からやっ

ナリ」の揚州地方産の「羊 74 頭」を購入し、日本

てくる羊について聞き取りし、つぎのように述べて

へ送ったという 14。つまり、「蒙古種」と異なると

いる。

わざわざ注意書きしていることから調査団は最初か
らモンゴル種の羊を求めていたことがうかがえる。

……路上往々野夫ノ數千ノ綿羊ヲ驅來ルニ遇フ

調査団一行は、天津道知に宛てた上海道知の紹介

之ヲ問バ蒙古地方ヨリ來ル者ナリト云何レモ頭

状を持参して６月 16 日に上海を出発し、天津ヘ向

部ニ黒赤斑アリ體格強大ニシテ食料ニ適スル者

かった。途中で煙台に立ち寄りそこで畜産に関する

ト覺ユ此ノ南口驛ハ蒙古往來ノ公道ニシテ所謂

状況を調べたが、煙台あたりの羊の品種は揚州産と

萬里長城ノ口ナリ（
『清国派出復命書』1958 年、

同種のうえ値段もやや高いことがわかり、ここで長

p.119）
。

く滞留せず６月 21 日に天津についた。天津では、
６月 23 日に李鴻章と面会して大久保内務卿の書簡

このように、彼らはモンゴル種の羊が長城を超え

を手渡し、李鴻章と二回にわたって会談した。会談

て北京の周辺で大量に取引されていた状況を把握し

の詳細は管見の限り不明だが、天津では道知黎兆棠

たのである。

の世話を受け、また帰りに大久保内務卿に宛た李鴻

調査団一行は、７月10日に八達嶺をのぼりそこ

章の書簡も受け取っている。つまり、天津では北京

で北方のモンゴル地方を眺めてモンゴル種羊を追

経由で万里の長城あたりに取引されているモンゴル

い求めてきた旅の本番を向かえ感無量であったよう

種羊を求めるための清朝側の協力がえられたと考え

である 15。調査団一行はさらに、居庸関や明の十三

られる。調査団一行は６月 27 日に天津を離れて北

陵など長城周辺を綿密にまわって、このあたりでは

京ヘ向かったが、途中見物した牧畜の様子について

「……本地毎月一回ツ、驢羊ノ市アリト云其形容ヲ聞

つぎのように述べている。

クニ秋季ハ蒙古ノ地方ヨリ多ク驅リ來ルヲ以テ價格
モ廉ナレシ夏時ハ其品寡少ナルヲ以テ價聲繽紛タリ

……廢地所々ニアリ多ク驢羊ヲ牧ス羊種體格強

16
然レモ驢ハ十二三弗ニシテ羊ハ三弗ヲ出テスト云」

壯ト見ユレモ頭部ニ黒赤等ノ班アリテ其毛織物
ノ用ニハ立難シ食料ニ適スルカ何レモ蒙古ノ種

とモンゴル種の「驢羊」の取引状況について詳細に
調べた。

ナリト云（『清国派出復命書』1958 年、p.123）。

調査団一行は７月 12 日に北京に戻り、７月 18 日
まで滞在して７月19日に天津に向かって出発した。
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その間、北京において羊毛や駱駝の毛を原料とする

を第一とし織物に毛を用うるは其次なり。茲の

フェルト（氈毯）製造場の見学やモンゴル種羊を購

図する動物は三歳のものにして牡は十一貫六百

買する詳細な手順や見積を行った。その結果、モン
ゴル地方からくる驢馬や羊などの家畜は「秋末初
冬」に集中するため、その時期に合わせて体格強壮
なものを選んで購入することになり、その担当に調

目牝は十一貫目の量あり。（
『大日本農史今世』
（1891）年、p.171）
。
武田はここで、目指したモンゴルを「支那領の内

査団の山口辰次郎が任命され、その時期まで北京に
残ることにした 17。

蒙古」と表現したことも興味深いが、特にモンゴル
種羊の共通の特徴として体格の強さおよび世話しや

清朝における５ヵ月間の活動において、調査団は

すいところに注目している点が重要であり、モンゴ

５回にわたって日本に羊、驢馬などの家畜を送っ

ル種羊は食用が中心で羊毛としての役割はあまりに

た。そのうち第一便は７月24日に送られたもので、

期待できないと認識している。まさにこの羊毛とし

そこに北京地方産といわれる「騾３頭、驢 47 頭」、

ての役割に対する意外な「不満」が後の「満蒙」に

「蒙古ノ種ニシテ頭部ニ黒赤ノ斑アリ」とされる

おける日本の大かかりな家畜品種改良事業のきっか

「羊 42 頭」および「蒙古種トハ些ク異ナリ」の揚州

けになったともいえる。つづいて、モンゴル種の驢

地方産の「羊 74 頭」
、また、「北京地方ニ産スル處

（ウサギウマ）について武田はをつぎのように述べ

ノ羊毛ナリ」とされる「羊毛６種」と「馬具、鐵

ている。

沓」などが含まれている。また、８月４日に第二便
として「驢 20 頭、騾２頭、楊州産の羊４頭」を日

ウサギウマ

驢（ろば）蒙古産

本へ送った 。さらに、10 月 14 日に「驢 87 頭、羊

驢は支那領の内にて蒙古産を良す。茲に図する

70 頭」を第三便として日本に送った。ひきつづき

動物は明治八年北京より購求し勧業寮の牧場東

11 月 15 日に第四便、11 月 24 日に第五便として送っ

京駒場および下総取香牧に飼養するものなり。

たが、第四便と第五便で送った家畜の頭数が「清国

形は馬に似て小く耳長大なるが故にウサギウマ

派出復命書」には記録されていない。こうして送ら

の名あり。毛色一ならず全体灰色にして肩より

れた家畜の大半がモンゴル種であり、ここでモンゴ

前両脚と背上より尾に至るの黒條あるを純驢の

ル種の家畜が日本にはじめて上陸することとなっ

徴とす。其他黒色鹿班等あり。性愚鈍なるも負

た。清朝から輸入してきたこれらの家畜は「内藤新
宿試験場」や準備段階にあった「下総牧羊場」に送

担の用をなし殊に嶮路を登降するに適し粗食に

られ、各種の試験に着手された 19。
このように、清国調査団一行が５回にわたって

の害なく婦女子と誰も使役し易し。是農家に飼

行った家畜調達地の大多数が北京地方であり、それ
は最初からモンゴル種羊を追い求めた調査団の初心

なれば鞭咎を加えざるは進むことなし。又壮驢

に合致するものでもあろう。

負・乗馬に用するに甚だ可なり。然に其仔は必

18

堪え病に感すること少く且柔軟なるを以て蹴噛
養して益とする動物なり。然も其れ性愚鈍瀬渚
と牝馬の仔を騾（らば）と名く。形長大にして

第一回目の清国調査団の代表である武田は帰国後

ず牝のみにして牡なく又牝なるも仔を産するこ

今回調査のなかで行われたモンゴル種の羊や驢馬の

となし。北京辺にては往々騾の字を驢に充て混

特徴についてつぎのように述べている。

用せり。（
『大日本農史今世』
（1891）年、
p.171）
。

ヒツジ

綿羊

蒙古産

此綿羊は支那領の内蒙古産にして明治八年五月

驢馬についてはモンゴル人は必ずしも伝統的に好

支那より購求す。其牡には痩角あり曲して螺旋

んで飼育してきたわけではないが、武田は驢馬につ
いて「支那領」のなかでモンゴル種の驢馬は良種で

状をなす。其毛は白色なれども面部より前脚に

あると強調し、性格がおとなしいうえ飼料に対する

至る暗褐色又は黒色斑文をなす。是蒙古産の殊

こだわりも少なく、婦女子供も扱いやすいと分析
し、日本の農村に役畜としても適すると強調してい

標なり。蒙古産は強壮なるを以て一千より三千
に至るの大数をも僅か十二名の飼人にて之を駆
り北部の嶮山を越え北京に輸送す。此羊は食用

る。さらに、驢馬と馬のハイブリッドとしての騾馬
（ラバ）の存在にも注目している。
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今回の清朝における畜産調査および家畜調達活動

ら調達してきた羊を国内牧羊事業のメインとして飼

は明治維新以後本格的にはじまった日本の畜産業全

育する方針が定められた 20。この方針を受け、清朝

般に対する最初の認識となった。しかも、それは工

産羊の基礎数を増やすため同年８月25日にアップ・

業化した遠くの欧米諸国ではなく近隣の東アジア大

ジョーンズを代表 21 とする二回目の調査団を清朝に

陸であったことが一層興味深い。つまり、日本のア
ジア大陸に対する拡張時代の幕明けで必要とされた

派遣し、羊の調達にあたらせた。アップ・ジョーン
ズら一行の赴清目的は「総頭数ハ牡羊二○○頭牝

畜産業の振興は近代日本のモンゴルに対する関心の

羊一○○○○頭」そのうち清朝から調達する分は

はじまりであったともいえる。

「支那羊千五百頭今秋輸入良種之牡羊卜配シ漸次良
種ニ変更致」すためであった 22。

三、牧羊事業の挫折

アップ・ジョーンズらは同年 11 月末にモンゴル

以上述べたように、清朝における畜産調査で調達

種羊 894 頭、上海種羊 393 頭、合計 128733 頭の羊お

されてきた第一回目の家畜の到着を受け、1875 年

よび若干の山羊を調達してきて「下総牧羊場」に移

11 月 23 日に千葉県で「下総牧羊場」が正式に設立

管された。さらに、1877 年 11 月にも、内務省一等

され、日本国内の牧羊事業がスタートした。

属門馬崇経をはじめとする第三回目の調査団を清朝

実は「下総牧羊場」が開設される準備段階におい

に派遣して、モンゴル種羊 993 頭、上海種羊 50 頭を

て清朝から調達してきた羊の繁殖にとりかかり、翌

調達した。次表は 1875 年７月から 1877 年 12 月まで

年の４月に順調に仔羊が生まれた。特に、双子の仔
羊が生まれるケースも多かったことにより、清朝か

に清朝から調達してきた家畜の詳細を表したもので
ある。

明治初期清朝から調達した緬羊の頭数

年月

派遣回数

品種

便数
1875年７月
1875年７月
1875年８月
1875年10月
1876年４月
1876年11月
1876年11月
1876年12月
1877年11月
1877年11月

１（1）
１（1）
１（2）
１（3）
１
２（1）
２（1）
２（2）
３
３
合

楊州種
蒙古種
楊州種
蒙古種（？）
上海種
蒙古種
上海種
不明
蒙古種
上海種
計

頭

数

その他

牝

牡

計

不明
不明
不明
不明
25
894
393
47
993
50

不明
不明
不明
不明
0
0
0
0
0
0

74
42
4
70
25
894
393
47
993
50
2592

引率者

騾３
驢47
騾２、驢20
驢80
山羊25

武田昌次

不明
アップ・
ジョーンズ
門馬崇経

152

出典：
『大隈文書』
（1961）年、『下総御料牧羊場史』（1974）年をもとに作成。
注記①（ ）の中は調査団の調査回数と日本に送った家畜の便数をさしている。
注記②第一回目の調査団は全部５便を調達してきたが、1875年11月15日の第四便と1875年11月25日の第五便の家畜頭数は
不明であることにより表に書き入れていない。
注記③「楊」は原資料の表記にもとづいた。

以 上 の 表 か ら わ か る よ う に、1875 年 ７ 月 か ら

アメリカに派遣されて、メリノ種 24 の羊牡牝各 50

1877 年 12 月末まで三回にわたる清朝における牧畜

頭を調達してきた 25。日本の牧羊事業の振興に携

調査において明治政府は清朝から合計９便で 2592

わったアップ・ジョーンズは諸般の事情により明治

頭の羊を調達し、そのうちの 1999 頭がモンゴル種

政府との契約を打ち切って1879年４月に帰国した。

羊であることがわかる。つまり、日本の国内牧羊事

このように、日本国内における牧羊事業は一定の

業の振興においてその基礎となった羊の大多数がモ

規模をもってスタートしたが、まもなく 1878 年１

ンゴル種羊であることがわかる。

月から羊に伝染性皮膚病が発生し、国内牧羊事業は

その間、1876 年 12 月末にアップ・ジョーンズは
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性皮膚病の症候は「……咬嗽ノ発作アリテ身体漸次

「満蒙」進出という地政学的な近代史のなかで語ら

ニ衰弱虚脱スルニアリ病原ハ即チ肺中ナリ按スルニ

れることが多く、日本に対するモンゴルの真の存在

満州ヨリ購入タル群羊ノ肺中ニ病毒アリテ其病害漸

価値のリアルな姿は語られることがあまり多くな

26
ク健全ノ羊ニ蔓延」
する特徴があるという。ここ

い。遊牧を伝統にもつモンゴルの最大の資源は牧畜

でいう「満州羊」とはおそらく三回にわたる清朝調
査で調達してきたモンゴル種羊をさしていると思わ

であり、19 世紀の末から近代化しはじめた日本の
経済発展には畜産業の振興が必要不可欠とされ、そ

れる。

の視野にモンゴルが入ってくるのはある意味当然と

伝染性皮膚病の蔓延を受けて、1878 年２月に清
27

もいえる。

朝からのさらなる羊の調達を一時見合わせ 、伝染

日露戦争の結果、日本は「満蒙」地域の大半にお

性皮膚病の原因を調査するため勧農局の門馬、舟木

ける権益を獲得し、「満鉄」の設立にともなって、

らを清国の張家口まで派遣したようだが、詳細は不

「満蒙」で活発な経済活動を展開した。そのなか

明である 28。結局、伝染性皮膚病に有効な対策は見

で、本稿で明らかにした明治初期日本国内で実践さ

出されず、1881 年ころまでに「下総牧羊場」の羊

れ、挫折したモンゴル種羊の導入をめぐる努力は日

は約 7000 頭斃死した。これを受け、「下総牧羊場」

露戦争後にいよいよ現場で実践されることになっ

は 1898 年に閉鎖され、最後に残った 200 頭の羊は北

た。その現場とは「満蒙」の一部であった内モンゴ

海道の「札幌牧羊場」に移管された。こうして羊毛

ル東部地域である。日露戦争以降の内モンゴル東部

原料の国内調達を目的とした日本国内における牧羊
事業は挫折することになった。

地域における日本の畜産資源調査や家畜品種改良に
関する考察は次稿に委ねたい。

「下総牧羊場」では、羊の肉で缶詰を製造するな
ど羊の食肉としての可能性に対しても試みたが、日

謝

辞

本人の嗜好や価格のうえで牛肉や豚肉に勝てず肉食

本稿の作成に当たって、テーマの決定から執筆に

としての価値も十分に見出せなかった。後の北海道

いたるまで、厳しく熱意あるご指導をいただきまし

で「ジンギスカン」という羊肉料理が定着し、北海

た指導教員のボルジギン・ブレンサイン先生に心よ

道を代表する名物料理の一つになったことは周知の

り感謝を申し上げます。

通りであるが、その根底にも明治初期に導入された
モンゴル種羊があったことが明らかである 29。
牧羊事業の挫折につながった伝染性皮膚病に関し
ては、獣医学的な専門知識は別としてそもそも寒冷
地域に適していたモンゴル種羊が北海道を除く高温
で湿度の高い日本の気候風土に適応できなかったと
理解することができる。

おわりに
本稿は明治初期日本国内羊毛需要の高まりを受け
て展開された国内牧羊事業のなかでモンゴルの畜産
資源に目が向けられ、モンゴル種羊をはじめとする
大陸産羊の導入による実験と挫折を考察したもので
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Comment
ボルジギン

ブレンサイン

人間文化学部国際コミュニケーション学科教授

日本とモンゴルは互いに親近感をもった国同士で
あることはよく知られている。ところが、鎌倉時代

上日本の勢力範囲は自ずと内モンゴル地域に限定さ

にモンゴル帝国の侵略を受けた歴史的記憶が残る日

突することになった日本側の必然性は、地政学的要

本は、一体いつころからモンゴルに親近感を抱きは

因以外の何らかの合理的な説明が必要であり、射程

じめたのかについては必ずしも明確なことがいえな

距離は日露戦争以前の時期まで遡ることが必要とな

い。近代日本は、20 世紀初頭におこなわれた日露

る。

れることになった。しかし、日露が内モンゴルで衝

戦争以降、清朝の一部であった外藩モンゴル、その

本論文は、明治初期の日本が、国内畜産振興運動

なかでも内モンゴル東部地域における利権を獲得す

のなかで、東アジアで畜産資源がもっとも盛んなモ

ることによって、モンゴル人と接しはじめたと一般
的に認識されている。しかし、「元冠」から日露戦

ンゴルに目を向けた歴史的経緯をとりあげた。明治
維新によって、日本には北東アジアの寒冷地帯で戦

争に至るまでの長い歴史において、日本人がモンゴ

える大規模な近代的軍隊を組織する必要性が生じ、

ルに親近感を抱くようになった納得のいく歴史的事

その軍服に毛織物が必要とされたが、畜産資源に乏

実は見当たらない。なぜ、今までの知的な探求から

しい日本は輸入に頼らざるをえず、にわかに国内で

このような素朴な疑問に対する答えがえられないの

牧羊事業を展開することになった。近代化以降に生

か。近代以降、日本とモンゴルはどのように互いを

じた肉食需要の高まりにも後押しされた畜産振興政

認識しはじめたかについて真剣に整理する必要があ

策は、国家の緊急課題として浮上し、近隣の清朝か

る。

ら家畜を調達して国内で飼育を試みることになっ

20 世紀初頭以降、それまで「外藩モンゴル」と

た。そのなかで、緬羊など「蒙古種」の家畜は最初

して清朝の支配下に纏められていたモンゴルはいく

から重要な調達目標となって追い求められていたこ

つかの部分に分裂した。俗に「外モンゴル」といわ

とが関係史料から明らかになった。つまり、日本に

れていたゴビ砂漠以北のハルハ・モンゴルは清朝か

とってのモンゴルは、今日のようにユートピア的に

ら独立したが、ゴビ砂漠より南のいわゆる「内モン
ゴル」は独立できず、清朝の後を継いだ中華民国の

語られる存在ではなく、近代化の幕開けと同時に国

領内におさまった。新疆情勢に左右されたアルタイ

あったのである。明治政府の「モンゴル種羊」を輸

山脈西部のオイラド・モンゴルも中華民国の支配を

入することから飼育し、挫折するまでの経緯をコン

受けた。それに、ロシア領内に含まれていたブリ

パクトにまとめたのが本論文の特徴であり、裏付け

ヤード・モンゴルを入れると、20 世紀以降の「モ

史料のさらなる発掘など課題はあるものの、今まで

ンゴル」は少なくとも四つの部分に分かれて、分散
と多様化の時代を迎えることになる。一方、ロシア

の研究で見落とされてきた部分に注目し、モンゴル
に対する近代日本の「好奇心」の発祥を探るための

との縄張り争いによる日本の「満蒙」進出はまさに

貴重な視点を提供したと評価できる。

「モンゴル」の分裂時代の幕開けと重なり、地政学
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家の産業振興の需要から求められたリアルな存在で

研究ノート

人間文化 , vol.49, pp. 73-80（2020）

村落運営における当屋制
─滋賀県旧蒲生町大塚の事例を中心に─

市川

秀之

人間文化学部地域文化学科

⑴問題の所在

このように当屋制の視点から村落を捉えた概念と

いわゆる「宮座」の定義は研究者によって多様で

して、蒲生正男の「頭屋制村落」がある。蒲生はこ

あり、肥後和男によってこの分野の研究が始められ

れを「それは神社祭祀のトウヤ、葬儀の際の墓地の

て 80 年以上がたつが、現在の民俗を対象としたと

穴掘りに従事するヤマシ、その他ムラの公共的作業

きにその明確な定義はない１。しかしながら、これ
まで研究者が取り上げて来た事例をみると、民俗学

の当番などが、すべて地域社会を構成する各戸が順

的視点からの研究、すなわち現在参与調査や聞き取

その社会的特色については「近隣関係を基盤とする

り調査が可能な事例をもとにした研究という意味で
の宮座については、研究者はその概念や定義とは別

互助と協同が著しく、長期的にみて各戸の対等、平
等を貫いているのを特徴としている」４ と述べてい

の時点で当屋制をもつ神社祭祀組織を宮座として研

る。蒲生がこれを書いた前提として、奈良県東山中

究が進められているものが多い。このようななかで

などの事例が頭にあったものと思われるが、残念な

上野和男は宮座を「当屋制を基本原理としながら、

がら事例に即して当（頭）屋制村落を説明する前に

その枠内において年齢階梯制をはじめとする二次的

蒲生はこの世を去った。本発表は蒲生の提言を基礎

原理を採用していると理解することが妥当」とし、

としながら、村落が展開するさまざまな活動を当屋

当屋制を基盤とした宮座理解を示している２。また

制という視点から分析したうえで、当屋制の類型化

市川もいわゆる「宮座」は「当屋制をもつ神社祭祀

を試み、また当屋制という枠のなかで神社祭祀組織

組織」としながらも、宮座は中世以来、村落に見ら

を再定置することを一つの目的としている。具体的

れた組織であるが、そのような歴史的存在としての

には滋賀県、ことに東近江市の旧蒲生町大塚の事例

宮座と現在の祭祀組織とはその形態や性格に大きな

を中心に分析をすることとしたい。

差があり、異なったものを同一の名称で呼ぶことは

送りで平等に負担するのを特色としている」とし、

混乱を招くだけであるため、民俗学的視点からの研

⑵東近江市大塚の当屋制

究においては「宮座」の語を用いず、
「当屋制神社
祭祀組織」と呼ぶことを提唱している３。

①旧蒲生町域の当屋制
蒲生町は平成 18 年に合併して東近江市になった

ここでいう「当屋制神社祭祀組織」とは、そのム

が、湖東平野のほぼ中央に所在し、29 の地区があ

ラの成員が当番で神社のさまざまな役割を務めるも

る。『蒲生町史』第三巻が平成 12 年に出されている

のを意味している。それは、一年神主や社守と呼ば
れる祭祀の司祭者である場合もあり、またそれを補

が、これによると町内の各集落の大半では社守とい

佐したり準備をつとめたりする輔弼者であることも

これは現在もそのまま引き継がれている。またそれ

ある。この両者が明確に区分できないケースもある

以外にも、水利の差配をするユトウや、ムラの連絡

が、いずれにせよその職務を交替で一年あるいは一

を触れて回るノイブレといった仕事などが当番制で
行われており、当屋制と村落の関係を考える上では

定期間、務めるものである。
ところがこのように成員が交替でムラの様々な役

われる一年交替で村人が神主を勤める制度があり、

格好のフィールドであると言える。

割を担う組織は、神社祭祀だけではなく村落生活の
さまざまな分野で見られるものであり、そのような

②大塚の概要

多様な当屋制の一つとして神社祭祀における役割を

そのなかでとくに取り上げるのは、大塚という集

理解することができる。また滋賀県などでは実際に

落である。大塚は平野部の農村でかつての生業はほ

それを務めている村人についてもムラ仕事の一つと

ぼ稲作であった。家数は現在 110 戸であるが、この

して一年神主や当屋を捉える傾向が強い。

うち東大塚と呼ばれる集落の東側にある地区の戸数
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は 10 軒である。これは戦争中に林を拓いたところ
に入植してできた地区で、この地区の人は神社の掃
除などはするが一年神主である社守などの役はして
いない。東大塚地区には近年工場などが建てられて
いる。
大塚は東大塚を除くと集落中央を通る東西方向の
道を堺に上大塚と下大塚に大きく二分される。この
区分は数年前までは自治会の役員を選出するときな
どの基準となっていた。またさらに細かな伝統的区
分としてショコウと呼ばれるものがある。ショコウ
はほぼ上大塚に対応する山出と、中央の道附近の上
の堤、その北側の北出にわかれる。また北出のなか
には今堤という地域があり、ここはもともと隣村の
市子川原の一部であったが、隣接しているために大
塚の一部となり、今は北出ショコウに属している。
また大塚には大塚イットウとよばれる同姓の組織
（大半が大塚姓で２軒だけが伴姓）があり、その８
軒がほぼ近隣に集住している。この大塚イットウは
ショコウと同様に扱われている。

図１

大塚集落図

はかつて地区内の特定の女性が務めており区長（当
時）などからの連絡のほか会議のときのお茶入れな
どもしていた。80 年代から各組が交代で二人を出

また大塚は 10 の隣組に分かれている。隣組は戦

す形に変化した。組内ではアルキの順番は家順にま

争中にできたもので、一つの組はおおむね 10 軒程

わっていた。この制度も現在ではなくなり会長から

度であるが近年では戸数にばらつきができている。

組長に連絡しそれが伝えられる形に変化している。

この組やショコウなどが現在の大塚ではムラ（区）

このようにアルキの役は、固定した人を村雇にする

の下部組織としての地縁的集団となっている。

形から、組を単位とした当屋制に変化し、さらに組

次に大塚にみられるさまざまな役職の機能につい

長の仕事と変化している。

て簡単に触れ、その選出方法についてもみていくこ
ととしたい。ムラレベルの団体としては当然自治会

③八幡神社関係の役職

がある。これはかつて区と呼ばれていたが、法人で

大塚には三つの神社があるが、ムラ全体で祭祀を

の土地所有をするため認可地縁団体となり近年自治

する神社は八幡神社である。神主は近くの岡本にい

会と改称している。

た神官がかつては兼務をしていたが、現在はその人

自治会の会長、代理者、評議員などは選挙で選ば

も高齢のために退き、遠くはなれた近江八幡市安土

れるが、定員がそれぞれ２名の代理者おおよび評議

町の神官が兼務をしている。従前から蒲生町の大半

員については、５～６年前までは上大塚、下大塚か

の村落には専任の神主はおらず村人が社守と呼ばれ

らそれぞれ一人が選ばれることとなっていた。現在

る一年神主を勤めてきた。大塚でも同様で、北出、

は全体から二人を選ぶこととなっている。聞き取り

山出、上の堤のショコウと、出郷であるといわれて

をする限りこれらの役員を選挙で選ぶのは相当古く

いる隣村の田井が交代で社守を出している。大塚

からのことで、戦前にはすでに選挙が行われていた。

イットウは八幡神社を勧請したといわれるが近年ま

自治会にはさまざまな係があるが、これらは会長
などが決まったのちに主として会長らからの依頼に

でその祭祀に直接かかわることはなかった。
それぞれのショコウの中では年齢順に社守にあた

よって決定され、総会で承認されることとなってい

ることとなっている。神社の大祭には神主が来る

る。このように現在の自治会では選挙と係制によっ
て役職が選任されている。

が、それ以外に多くある行事の大半は社守が祝詞な

現在ではなくなっているが、かつてのムラ運営に

が揃える。実際に担当した人の話によるとほぼ毎日

とって重要であった仕事にアルキがある。アルキ

神社に行き、掃除など何らかの仕事をしていたとい

74

●人間文化

ども担当する。また榊や湯立のための釜なども社守

村落運営における当屋制─滋賀県旧蒲生町大塚の事例を中心に─

う。社守は11月１日の神主渡しで次に人に交代する。

⑤溜池ごとの役職

オトナは各ショコウから２人（上の堤は１人）ず

以上が大塚のムラ全体としての役職であるが、生

つ出される役職で、ショコウによって異なるが２～

業や生活面でもさまざまなムラの下部組織がみられ

４年の間担当する。田井の場合には社守になるまで

る。以下その下部組織における役職についてみてい

オトナを担当することとなっている。他のショコウ
はそうではないが、やはり年齢順に 65 歳くらいで

くこととしたい。最初に生業のなかでも特に重要で
ある水利の組織について述べる。

オトナになり、それが終ってから社守になる。オト

大塚は水に苦労した土地で河川灌漑はほとんどな

ナは祭りに参加するほか、社守の準備などを手伝う

く地区内に 13 か所あった溜池に依存していた。溜

こともある。

池ごとにユトウという役職が置かれており、これは

また大塚では社守を終えた人が宮座という組織に

溜池によって異なるが２～３名からなり、それがユ

入ることになっている。その定員は 25 名である。

ルと呼ばれる樋の管理や、堰板の管理を行ってい

これは神社に関する大きな問題などを話し合う組織

た。ユトウは毎年交代し、溜池によって異なるが土

でその最年長者が氏子総代になっている。

地の多い順に回ったという。また実際に水を入れる

このように大塚ではいくつかの八幡神社関係の役

時にはユトウのほかに水番という役職が当り、堰板

職があるがその中心は社守であり、オトナ、宮座を

やポンプの管理を担当していたが、これは溜池の水

含めショコウのなかで年齢順に当たる仕組みとなっ

を利用している家が定められた順番に務めていた。

ている。社守をはじめとする諸役は基本的には１年
～数年の任期の当屋制であるが、その選出の母体は

ユトウや水番は平成のはじめに土地改良事業が完了
し、琵琶湖用水や蔵王ダムの水を利用できるように

宮座を除いてショコウであり、その中で年齢順に

なり、また圃場整備も完了したために溜池の機能が

よって担当することになっている。その意味で、地

低下したことを契機としてなくなり、現在では水利

縁組織であるショコウや年齢順は当屋制を支えるサ

組合が水利の管理をしている。また不要になった溜

ブシステムとして機能している。

池も埋め立てられ、現在では３つの溜池のみが補充

大塚には社守以外に神社祭礼の準備などをするい

用の溜池として残されている。

わゆる当屋、当人といった役職はなく、社守がそれ
を兼ねている。

⑥ショコウ

④山の神・野神

たショコウや隣組がある。ショコウは先述のよう

また生活面でのムラの下部組織としては先にあげ
大塚でムラレベルでの祭祀が行われるものとし

に、山出、上の堤、北出の四つあり、本来は同族組

て、八幡神社のほかに山の神と野神がある。ともに

織であったと思われる大塚イットウもショコウに準

神主という役職があり、山の神の場合もとは各ショ

じた扱いを受けている。ショコウは八幡神社の社守

コウから２人（上の堤は１人）が選ばれ、そのなか

やオトナ、野神や山の神の神主を選ぶ母体となって

から籤で一人が神主となり、他の人はそれを補佐す

いることは既に述べたが、ここでは北出ショコウを

るという仕組みであったが、10 年くらい前からは

中心にショコウ内部での役職について述べたい。北

毎年ショコウの順番を決め、そのなかから神主を選

出ショコウは現在 28 軒であるが、堂と呼ばれる会

ぶようになった。各ショコウでの神主の選ばれ方は

議所がある。同様のものは山出、上の堤にもある。

籤あるいは家順である。山の神の祭りは１月３日に

北出の場合、稲荷神社という神社を祭祀しており、

おこなわれる。また野神にも神主があり、８月 22

その祭祀組織である稲荷講が北出と同じメンバーで

日の野神祭りと同じ日の虫送りを担当するが、やは
りショコウから交代で神主を出し、ショコウの他の

組まれている。ショコウには月当番という役職があ
り、２～３軒ずつが 11 組にわかれて毎月交替で務

人が手伝う形であった。ただ現在ではオトナと神社

めている。この順番はあらかじめ定められたもので

総代が月廻りで担当する形になっている。このよう
に山の神や野神の神主もショコウを単位として選ば

会議所の札に書かれている。ショコウには会計が
あって毎月一戸あたり 500 円を集めている。ショコ

れていたが、どのショコウを選ぶかは籤から順番制

ウで集まるのは毎月７日の夜と定まっていたが勤め

に変化している。

人が増えたので今は土日の夜になっている。この寄
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合を稲荷講といっている。月当番は集金のほかこの

ねることとなった。そのころから農協が作ったホー

ときのお茶と茶菓子を出すこととなっている。また

ルで葬式をすることが増え、隣組が葬式で果たす役

稲荷講では年４回の稲荷のお火たきをその月の月当

割もだんだんと小さくなり、現在では受付をする程

番が担当することとなっている。さらに春秋の彼岸

度になっている。ソーレン組の組親は世襲であった

には堂で彼岸念仏がおこなわれる。この時には南無
阿弥陀仏を唱えながら数珠くりを 150 回するがその

が、現在の隣組は当屋制で運営されるというふうに
組織運営の変化がみられる。

世話も当該月の月当番がする。
北出には津島神社の小祠があるが、この灯明をつ

⑨総出

ける役割は毎日家順に廻している。津島社は北出の

以上はいずれも役職を定めてムラやその下部組織

ほか上の堤、山出にもあり同様に祀られている。こ

の運営をするものであったが、住民が全員（全戸）

のようにショコウの内部にもさまざまな役職があ

出てムラの仕事を務める総出の仕事としては、春・

り、やはり月や日を単位とした当屋制で運営されて

秋彼岸の道普請と５月の川がある。道普請は１戸に

いる。

１人、成年男子が出ることになっていて、かつては
女性や高齢者が出ないといけない場合にはテマフソ

⑦隣組

ク、欠席の場合にはデブソクとして規定の金額を払

先述の通り、大塚には隣組という近隣による組織

わなくてはいけなかった。また川浚えは用水路の整

が 10 組ある。これは戦争中にできた組織であるが
現在の村落生活では大きな役割を果たしている。組

備をするもので、このときにはデブソクなどはな
かったという。ともに現在では水路や道路の整備が

長は家順に廻され、アルキがなくなった現在では、

進み草刈りをする程度になっている。

連絡などは自治会長から組長に伝えられそこから各
家に連絡されるようになっている。また年三回ある

⑩大塚の役職の選出方法

草刈りなどムラの共同作業のときには組単位で受け

以上、大塚におけるさまざまな役職とその選出方

持ち範囲が決められ組長はその準備や指揮のほかお

法をみてきたが、それをまとめると次の表１のよう

茶を出すなどの世話をすることとなっている。自治

になる。

会長を中心とし組長が集まる組長会も年４回ほど開

これをみれば自治会の役員が選挙で選ばれるほか

かれる。組の集会は常会と呼ばれ、その会場は回り

は、ムラ、ショコウ、隣組の諸役は大半が当番（当

持ちでつとめる組もあり、また組長の家で開かれる

屋）制によって担当が定められていることがわか

組もある。また組によっては一年に一回宴会をする

る。ただアルキについてはかつてはムラ雇いであっ

場合がありこれは組汁と呼ばれる。

たものが当屋制になり、後には組長が担当する形に
変化している。これは通信手段の進歩などによって

⑧ソーレン組

連絡が容易になったこととも関連している。またか

このように現在では組の役割が大きくなっている

つて重要な役割を果たしていたソーレン組は世襲の

が、以前はソーレン組と呼ばれる葬送のための組織

組親が中心となった組織であったが、これも現在で

の果たす役割が大きかった。ソーレン組も 10 組あ

は当屋制によって運営される隣組にその機能を譲っ

り、おおむね 10 軒程度で組織されていた。ただそ

ている。

の家はばらばらに分布し地域的に固まってはいな
かった。その名の通り葬式の互助を中心とする組織

⑪大塚における当屋制の類型

で、組親と呼ばれる長は当屋ではなく世襲の家で
あった。これは伍長と呼ばれる資産家が務めた。組

以上のように大塚においては、さまざまなムラの
役職がありそのなかで当屋制は祭祀のみならず村落

親は葬式を出せない家があるときなどは金銭的に補

運営や生業面でも選出システムとして重要な役割を

助したといわれる。
ソーレン組では３月に組汁といわれる宴会をして

もち、その比重は近年強まっている。ここではひと
まずムラの役職について整理しておきたい。

いた。しかしながら組親が務められないケースなど

ムラにはさまざまな機能とそれに伴う職務があ

も出てきたため平成 12 年に隣組がソーレン組を兼

り、どのような形であれ村人がそれを担なう必要
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表１

大塚の役務の一覧

区（自治会）

大塚区全体

神社や祠関係

溜池ごと

ショコウ・イットウごと

組ごと
ムラをまたぐ組織
総出の仕事

区長（自治会長）
代理者
評議者
諸係

選挙
選挙
上下より一人ずつ
選挙
上下より一人ずつ
区長などからの依頼
70年代まで女性が村雇でしていた。その後
（アルキ）
村雇→組ごとの当番 組から二人でて１か月交替。平成20年ごろ
になくなって組長が知らせるようになる。
山出、北出、上の堤の３ショコウと田井
社守
当番
が一人ずつ、年齢順に出す。
４ショコウから１人出る。各ショコウで
オトナ
当番
は年齢順に３年勤める
宮座
定員制
定員は25名。社守を終えると入る。
以前は北出、山出は二人、上の堤は１人
山の神の神主
当番
（ショコウごと） の神主を出し籤で当番を決める。今はショ
コウごとに廻す。
ショコウに当番がまわり、そのなかから
野神の神主
当番
（ショコウごと）
神主を出す。
八幡神社の掃除
当番（組ごと）
毎月交替して組が掃除をする。
溜池ごとに２〜３名。毎年変わる。平成10
（井頭）
当番
年ごろの圃場整備まで。今は水利組合だけ。
カカリのなかのイエで板帳がまわる。毎
（水番）
当番
年変わる。圃場整備まで。
稲荷講のショウシ
北出ショゴウ、２〜３人が組を組んで月
当番
（月当番）
ごとに当番がまわる
稲荷講・津島社の灯
北出ショコウ。毎日廻る。
当番
明当番
大塚イットウと山出ショコウ。60日ごと
庚申講の当番
当番
に廻り順で交代。会食をする家は別に籤
で決める。
天神講の当番
当番
大塚イットウ。年ごとに交代する。
組長
当番
家並順
常会の宿
当番
廻り順が決まっている
（ソーレン組の組頭） 世襲
平成12年に廃止され隣組と一緒になる。
６かムラ、９社で当番で祀る。大塚は区
九社敬神講
当番
長が出席
道普請
総出
３月、９月に戸主が出る
川浚え
総出
５月に戸主が出る

がある。これには、Ａ）村人（全戸）全員で担う方法

１選挙で選ぶ（選挙制）、２話し合いや推薦など

と、Ｂ）特定の人あるいはムラの一部のものがそれ

で定める（係制）、３当屋制で定める（当屋制）、４

を担う方法がある。Ａはいわゆる総出の仕事であ

世襲で勤める（世襲制）、５雇用する（雇用制）など

り、大塚の場合には道作りや川浚えなどである。常

である。

にこの方法でムラ仕事を担当すると各自の生業や生

１は組織を代表する役職などを選出する場合に多

活を維持することが困難であるため、総出の仕事は

く、現在では大塚をはじめとして多くの自治会など

年数回に限定される。従ってそれ以外のムラ仕事は

で採用されている。２は自治会などの長以外の役職

Ｂの方法によって運営されることになる。どのよう

で多くみられ、比較的近年の制度と思われる。３が

にその職務を割り当てるかについては、次のような

本稿のテーマである当屋制であり、これまで見てき

ものが想定できる。

た通り大塚では多くの領域でみられる仕組みであ
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る。４の世襲制はかつて多く見られたと思われる制

になる。下線がその時の当屋である。

度で、大塚ではかつてのソーレン組の組長などがそ
うであった。５の雇用制は大塚ではかつてのアルキ
でみられた仕組みであるが、大塚でもそうであるよ
うにムラ仕事の担当を選ぶシステムとしては減少し
ている。ただムラ仕事の一部を業者などに委託する

B

ことなどは近年増加している。
これらの５種類の選出システムのうち、３の当屋
制が大塚では大きな役割をもっていることは表１か
らも明らかであるが、それにもいくつかの種類があ
る。当屋（当番）をどのように選ぶのかについて、

!

それぞれの役職を選ぶ際の選出母体と、そのなかで
の選び方を整理すると次のようになるが、当屋（当
番）の場合には、役職にはあらかじめ定められた任
期があること、長期的にはすべて人（家）がその役
職を務めること、という前提がある。その前提のも
とで次の二つに大きく分類することができる。
ａ：ある集団のなかで、役職を順番に選ぶもの

図２

大塚の当屋選出システム

で、大塚の場合には、庚申講や天神講の当番などが
それにあたる。これがみられるのは集団の規模が比

以上のうち、単純当屋制と二重当屋制は、当屋が

較的小さなものであり、大塚のムラ全体の役職を選

一人あるいは少数の場合であり、複合当屋制は複数

ぶときなどにはみられない（単純当屋制）。

名、組当屋制はさらに多数が当屋を務める場合に採

ｂ：ある集団の役職を選ぶ時に、その下位の集団
から担当者を選ぶものである。
ｂはさらに三つのケースにわかれる。

用されるシステムである。
またそれぞれの集団あるいは下位集団において当
屋を選ぶときの方法としては、次のものが見られる。

b －１各下位集団から選ばれた担当者が共同で役

①年齢順；大塚では社守やオトナを各ショコウか

職を担当する。大塚では八幡神社のオトナ

ら選ぶ時にみられる。宮座も社守が終ると入るの

などがこれにあたる。複数人が担当する場

で年齢順に選ばれている組織であるといえる。家

合のシステムである（複合当屋制）。

ではなく人を単位としたシステムである。

ｂ－２各 下位集団の間で順番を定め、該当の集

②籤：大塚ではショコウから選ばれた山の神の当

団から選ばれた人（家）がその役職を務め

番のなかから一人の神主を選ぶときに使われる。

る。大塚ではかつての山の神の当番、野神

③既定の順番：あらかじめ定められ表などに明示

の当番、などがこれにあたる。一人あるい

された順番に当屋が廻るものである。大塚では北

は少人数が担当する場合のシステムである

出ショコウの稲荷講のショウシ、灯明当番、大塚

（二重当屋制）。
ｂ－３各下位集団の間で順番を定め、その集団に

イットウの天神講の当番など広く見られる。その
順番の意味は現在ではわからなくなっているもの

所属する人（家）が全体としてその役職を

が多い。

務める。大塚では八幡神社の掃除などがそ
れにあたる。これも複数人が担当する場合

 家並み順；家の並びの順に当屋が廻る仕組みで
④
あり、大塚では組長や常会の宿を務める家などが

のシステムである（組当屋制）。
以上、４つの選出システムが大塚の当屋制にはみ
られる。ここでは、ａを単純当屋制、ｂ－１を複合

この仕組みで廻されている。
 これ以外にかつてのユトウは水田面積の多い順
に回っていたというがこれはやや例外的なもので

当屋制、ｂ－２を二重当屋制、ｂ－３を組当屋制と

あろう。

呼んでおきたい。それぞれを図示すると、次のよう

 大塚では以上の４つの方法のどれかを用いて、
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集団から当屋が選出されている。つまり上の４つ

⑶当屋制のなかの神社祭祀

の当屋制の形態と、下に述べた４つの当屋選出方

以上述べてきた大塚の当屋選出システムとその方

法の組み合わせによって大塚の当屋制は運営され

法についてムラレベルのものを今一度、表にして確

ている。

認しておきたい。横項目は選出システム、縦項目は
選出方法であり、表内のものは大塚における該当す
る役務である。
表２

大塚の当屋選出システムと選出方法

①年齢順
②籤
③既定の順番
④家並み順
⑤全員参加

ａ 単純当屋制 ｂ−１ 複合当屋制 ｂ−２二重当屋制 ｂ−３組当屋制
社守・オトナ
野神の神主
山の神神主・
水番
組長
かつてのアルキ
神社の清掃

これをみるとムラレベルの役務では単純当屋制は

このように蒲生町では社守や神主とよばれる役職

みられない。単純当屋制は組やショコウなどムラの

は年齢順に務めることとなっているが、それはこの

下部集団では大半でみられるものであるが、大塚の

地域の神社祭祀組織が神主だけではなく、子ども組

場合にはムラの規模が大きく、下部集団が発達して

や若者組からの年齢階梯的組織によって構成されて

いるため、ムラレベルでの単純当屋制がみられない

いることと深く関連している。

と考えられる。さらに小規模なムラにおいてはムラ

また神社当屋制には、住民が神主などの司祭者を

レベルの役職も単純当屋制で運営されているものが

務めるほかに、それを補佐して供物を準備したりす

みられる。

る輔弼的な役職を務める場合がある。地域によって

さて、ここでこのような当屋制の枠組みにおける

は、これら二種類の当屋を名称の上で区別する場合

神社祭祀の特色について考えることとしたい。大塚

もあるが６、旧蒲生町においては、神主や社守は司

の場合には、ムラの神である八幡神社の社守やオト

祭者であると同時に神社祭祀の準備を務める役を兼

ナは複合当屋制によって選出され、その選出方法は

ねていることが多い。大塚をはじめとするこの地域

いずれも年齢順である。またそれらを済ませた人が

の神社祭祀で年齢順の当屋制がみられるのは、その

宮座に入ることになっているので宮座の成員もある

ようにして選出される人が神社の司祭者を務めるこ

種の年齢順によって選出されていることになる。大

とと関連していると考えられる。すなわちさまざま

塚で見られるさまざまな当屋制のなかで年齢順に選

な神社関係の他の仕事を終え一定の年齢に達したも

出されるのは、これら八幡神社や野神など信仰関係

のが神社の当番制の神主を務めるべきだという考え

の役職だけである。すなわち複合当屋制のもと年齢

方が住民に存在し、そのために神主など神社の司祭

順に役職が選出されることが大塚における神社当屋

者が年齢による当屋制で選出されることが多いと考

制の特色であるといえる。

えられる。湖東地域の神社当屋制においては当屋制

冒頭にも述べたが旧蒲生町の大半の地区では、村
人のなかから社守と呼ばれる一年神主を選ぶ制度が
取られている。他地区の例をみても、宮井では神主
は年齢順に務める年行事の数年後に任じられること

のサブシステムとして年齢制が機能しているのであ
る。

まとめと課題

となっており、宮川でも 61 歳になると二人ずつが定

以上、蒲生町大塚を主たるフィールドとして、村

年 10 人のオトナに入るが、その二人のうち一人が神

落運営における当屋制の諸相を概観し、ムラの役

主を務めることとなっている。また桜川東でも年齢

務・役職について選出のシステムと方法について類

順に神主を務めるが、ここではその前年に水利の役

型化をおこなうとともに、神社当屋制についてもそ

であるユトウを務めることとなっており、生業の当

の特色を述べてきた。本稿で示した類型は他地域に

屋制と神社当屋制が関連した形で存在している５。

おいてもある程度応用が可能なものと考えるが、具
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体的にはさらに地域的な事例研究を蓄積することが
必要であろう。
神社当屋制については滋賀県下だけをみても大き
なバリエーションがあることは豊富な先行研究から
も明らかであり、さらに検討を続けなければならな
い。大塚の場合には水利や神社祭祀が一つのムラで
完結していたので複数村落にまたがる組織はほとん
ど見られなかったが、複数村落（郷）で神社祭祀や
山林、水利の管理などをおこなっている場合の当屋
制の検討も今後の課題である。さらに本稿では現在
聞き取りできる範囲での検討をおこなったが、史料
的な問題もあり歴史的な当屋制の成立過程や変遷に
ついての考察は果たせなかった。これらの諸課題に
ついては、フィールドをかえ今後考察を続けること
としたい。
大塚での調査にあたっては、吉村茂治氏、大塚活
美氏に大変なお世話になった。文末に記して謝意を
表したい。
また大塚の民俗全体については、『蒲生町史』の
ほか、中京大学民俗学研究会『蒲生町の民俗』1986
年、大塚勘二郎『村里に生きる』サンライズ出版．
2007 年を参照させていただいた。
註
１ 肥後和男の宮座論については次を参照されたい。
市川秀之「肥後和男宮座論の再検討」『国立歴
史民俗博物館研究報告』161 集、2011 年
２

上野和男「宮座研究の歴史と現在」『国立歴史
民俗博物館研究報告』161 集、2011 年

３

市川秀之「ムラの祭り」（市川他編『はじめて
学ぶ民俗学』ミネルヴァ書房、2015 年）など

４

蒲生正男「日本のイエとムラ」（『世界の民族・
十三巻・東アジア』平凡社、1979 年）

５ 『蒲生町史』第３巻、2000 年、蒲生町役場、ｐ
706 ～ 708 および市川の調査
６

湖北のオコナイ行事などでは、神主役を禰宜、
準備役を当屋（頭屋）と区別することが多い。多
くのオコナイの当屋は籤によってえらばれてお
り、年齢順に選ばれるものはほとんどみられない。
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■新任メッセージ
着任挨拶

櫻

井

悟

史

人間文化学部地域文化学科

2020 年度から人間文化学部地域文化学科に着任

罪社会学の基本に、デュルケムが『社会分業論』で

いたしました櫻井悟史と申します。COVID-19 の世

提示した「われわれは、それを犯罪だから非難する

界的流行を受けて、2020 年度前期の授業は全て遠

のではなくて、われわれがそれを非難するから犯罪

隔、教授会も准教授以下は遠隔参加を余儀なくされ

なのである」という言葉があります。それをふまえ

ました。担当している授業の受講者の多くとは顔を
合わせられませんでしたし、教授会では通信環境等

るなら、私には死刑における殺人が非難の対象にな

の状況により顔をお見せして挨拶することもできま

すのも、殺されるのも、殺させられるのも嫌だから

せんでした。こうした現状なので、未だに着任した

です。そのため、どうして死刑が日本にあるのかに

実感を持てていないというのが正直なところです。

ついて歴史的に分析する研究に取り組むようになり

らないことが不思議でなりませんでした。私は、殺

私の専門は社会学、とりわけ歴史社会学、文化社

ました。その他の研究も同様で、盛り場については

会学、犯罪社会学です。これまでは、日本近現代史

仲間たちと楽しい時間を過ごすなかで、障害につい

を背景に、死刑、体罰、居酒屋文化、キャバレー／

ては障害者の方たちと学んだり働いたりするなかで

盛り場文化、視覚障害者の読書環境、聴覚障害者へ
の情報保障、ユニバーサルツーリズムといったテー

問いを育ててきたのです。
彦根に引っ越してきてからまだ半年しか経ってお

マに取り組んできました。

りませんが、すでにたくさん興味深い研究テーマを

私は、常に研究対象を身近なところから見出しま

見出しました。地域おこし協力隊、動物との共生、

す。例えば、私が14歳のときに、同じく14歳であっ

観光文化、そして琵琶湖。他にも近江商人の歴史に

た酒鬼薔薇聖斗による神戸連続児童殺傷事件が起き

鑑みて「社史」を作るプロジェクトも面白いのでは

ました。このとき多くの人が「なぜ人を殺してはい

ないかと考えています。

けないのか」という問いを立てましたが、私は逆に

学生のみなさん、教職員のみなさんと共に、楽し

「なぜ人を殺してもよいのか」という問いを立てま

く研究していければと思っておりますので、今後と

した。なぜなら、日本には死刑制度があって、そこ
では人を殺すことが合法となっているからです。犯

着任のご挨拶

も、どうぞよろしくお願いいたします。

木

村

可奈子

人間文化学部地域文化学科

この４月１日に着任いたしました、木村可奈子と

入っております。駐車場で雉を見かけ、なんともの

申します。16－18世紀の中国、朝鮮、日本、琉球、

どかでいいな、と思いました。のんびりとしたキャ

シャムといった国々の国際関係について研究してお

ンパスも良いですが、本来ならばあるべき学生の姿

ります。コロナの影響で教授会・研究科会議に直接

がないのは残念です。慣れないオンライン授業の

参加できず、この場を借りてご挨拶させていただき

日々、教員学生双方ままならないことが多くあった

ます。これからどうぞよろしくお願いいたします。

と思います。早く活気にあふれる「普通のキャンパ

滋賀県立大学に赴任しまして５カ月が経ちまし

ス」の日々を迎えられればと思います。

た。昨年度までは京都に住んでおり滋賀はお隣だっ

本稿を書いている８月下旬現在、本学科教員にて

たのですが、前所属先の名古屋に行く際に通過する

作成する『歴史家の案内する滋賀（仮）
』の原稿を

ばかりで、残念ながら今まで御縁がありませんでし

執筆準備中です。わたしに与えられたテーマは「朝

た。今回彦根に引っ越し、滋賀について様々なこと

鮮通信使の道」ということで、皆さまご承知の朝鮮

を新たに知り多くの刺激を受けております。（コロ

通信使が江戸との往来で通った「朝鮮人街道」につ

ナ禍でそこまで出歩けないのが残念ですが）雄大な

いて書く予定ですが、琉球使節も中山道と東海道を

琵琶湖と田園に囲まれたキャンパスはとても気に

通って滋賀を通過しておりまして、こちらも取り扱
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いたいと思います。朝鮮使節、琉球使節の往来につ

究を通して縁があるテーマに関わるトピックが存在

いて勉強することで、わたし自身も新たに滋賀とい

していることに気づき、今後勉強してみたいと思っ

う地域の視点で東アジア国際関係史を考えたいと思

ています。東アジア国際関係史を研究しているた

います。

め、ここしばらくは年に２、３回は海外に行く生活

滋賀という地域の視点という点では、新たに近江
商人にも関心が湧きました。朱印船貿易で安南に

でしたが、気軽に移動できない今、まずは目の前に
ある地域を大事にしながら自分の研究を深め、学生

渡ったとされる西村太郎右衛門やシャムと貿易した

への教育に生かすことができればと思います。ご指

とされる岡地勘兵衛、両浜商人による蝦夷地交易な
ど、今まで専門的に勉強していないものの、共同研

導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

着任にあたって

高

木

純

一

人間文化学部地域文化学科

本年度より地域文化学科講師として着任しました
高木純一と申します。日本中世史を専門としていま
す。狭義の専門は中世村落論で、大学院進学以来、
かみ く

ぜ

主に東寺領山城国上久世荘という京都近郊の荘園村
落を題材として、中世村落の実態解明を進めてきま
した。
寺社や貴族の所領は、その大半が戦国時代までに
実質を失っていきますが、物理的距離の近い京郊の
所領だけは、なんとか信長・秀吉の時代まで支配が
継続しました。その結果、領主たちのもとには京郊
所領の支配に関わる多くの古文書史料が残されるこ
ととなります。中世段階では庶民レベルの文書史料
は希少ですが、領主の目を通じて、村や百姓の動向
を比較的長期にわたってうかがい知ることができる
というわけです。この地域が中世村落論の重要な
フィールドのひとつであった所以です。上久世荘も
まさにその一つで、当荘の百姓たちの動向は、領主
である東寺のもとに残された大量の古文書（『東寺
ひゃく ごう

百 合文書』）によって垣間見ることができます。
一方、本学が所在する滋賀県域＝近江国もまた、
京郊地域と並ぶ中世村落論の中心的な舞台であるこ
とはよく知られています。ただし、領主の古文書が
中心となる京郊とは異なり、近江では村・百姓自身
が残した古文書群が主要な史料となる点に特色があ

赴任メッセージ

ります。こうした史料残存状況は全国的にも類を見
ないもので、理由ははっきりとはわかっていません
が、非常に珍しい地域と言えます。中高教科書でも
必ず触れられる中世の「惣村」のイメージは、まさ
しく当該地域の村落をもとにして創り上げられたも
のです。
幸運にもかかる地域の大学に職を得ることができ
たからには、近江村落論に挑戦しないわけにはいき
ません。着任以来、授業準備と並行しつつ勉強を進
めているところです。
私の前職は日本学術振興会特別研究員で、ありが
たいことにじっくりと研究をする時間を得ることが
できました。しかし、様々な事情から、研究史整理
などの理論的な作業に終始し、具体的な史料の分析
から遠ざかってしまったという反省があります。
上述のように、これまで親しんできた研究対象と
の質の違いにはやはり戸惑いますが、このところ久
しぶりに腰を据えて史料と向き合う時間が作れてい
て、修士論文以来の“ワクワク”を感じています。
これから重厚な研究史とも格闘し、京郊とはまた異
なる、自分なりの近江村落論を立ち上げることがで
きればと思っています。
最後になりましたが、これからご指導ご鞭撻のほ
ど、よろしくお願いいたします。

徐

慧

人間文化学部生活デザイン学科

本年４月より人間文化学部生活デザイン学科に赴

領域はグラフィックデザインです。私が関心を持っ

任いたしました、徐慧と申します。韓国ソウル出身

ている研究は、視覚伝達デザイン分野で、身体の感

ですが、日本でプログラマーとして働いた経験もあ

覚が経験できるアナログ的教育と、情報をデジタル

り、去年までは武蔵野美術大学の博士課程と造形研

メディアで表現するデジタル的教育です。

ソー へー

究センターなどで研究・教育をしていました。専門
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今までの研究は、「なぜ多くの人々は手で作られ
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たものに美という共感を得るのか」という造形の根

触って、感じて、記録するなど五感を使った観察、

本的な原因を解き明かすことでした。東洋哲学・東

記録、考察、分析のプロセスを経るアナログ的な経

洋美学・仏教美学を通じた理論的考察と、伝統工芸

験が必要です。それらの経験をすることで、より幅

職人の美意識に基づいて、作る人の「心」と作られ

広い視野を持つようになり、デザイン思考力が身に

た「形」の相互関係について探りました。天才的な
芸術家が自由な環境で作り出す形ではなく、ごく平

つき、デザインの軸と個性を見つけられるようにな
ると思います。その経験ができる学問には、現代の

凡な職人が制約的な環境で長期間同じ形を作り出す

社会現象を調査・研究し、風俗を分析・解説する考

行為と形に注目して、無名の職人の造形思想を中心
に、柳宗悦の「無知の美」について考察し、人々が

現学が私は最も適していると考えます。
考現学は、現代人の生活様式や消費文化などの観

美しさを感じる造形の記号的な要素について探究し

察、記録、分析を通じて、今後必要となる生活デザ

ました。

インの考察や研究の基盤となる学問で、学際的側面

デザイナーは、外形だけを制作するのではなく、

では社会学、建築学、文学などの分野では論じられ

デザインの目的をしっかり把握し、その情報をどう

ているが、まだデザイン学との関係では充分な研究

効果的に伝えるかを考えるべきです。そのため、ア

が行われていないです。私はグラフィックデザイン

ナログとデジタル両方の分野で、表現、素材、構

分野を中心に、考現学による当時の資料を形態、色

成、媒体などを把握し、伝えたい情報に最も適切な

彩、数字、書体、構成などの造形的要素をとりあ

要素を選択して表現する能力を身に付ける教育が必

げ、それらが持つ記号的な意味を分析・考察しま

要になります。しかし、機械化の時代に向かってコ

す。それと同時に、現在の社会現象（ポストコロナ

ンピュータを用いたデジタルメディア中心の教育は

時代）を考現学の観察法を用いて観察する際に生じ

体系的に定着されている反面、フィールドワークで

る様々な発見について研究を行う予定です。

五感を経験させるアナログ的教育は、デジタルに比
べて体系化されてない場合があります。

私は滋賀県立大学の教員として、グラフィックデ
ザイン分野における考現学の活用可能性について研

グラフィックデザイン専攻の学生たちが、コン

究を行い、考現学が日本のデザイン関連学科はむろ

ピュータのデザインソフトウェアに全面的に頼るの

ん、アジア及び世界的に必要な学問であることを知

ではなく、一つの道具として扱いながら適切に使

らせ、滋賀県立大学及びグラフィックデザイン教育

いこなすためには、フィールドワークで直接見て、

分野に貢献したいです。よろしくお願いいたします。

赴任に際して

田 中 大

也

人間文化学部生活栄養学科

本年４月より、人間文化学部生活栄養学科に赴任
いたしました田中大也と申します。どうぞよろしく
お願いいたします。

栄養課では、周りの管理栄養士の方々に業務をご教
授いただきながら、入院患者様の栄養管理・NST
（Nutrition Support Team）業務、外来栄養指導業

私は大阪府大阪市で育ち、その頃より調理と栄養

務、特定保健指導業務に携わってまいりました。超

学に興味を持ったため、滋賀県立大学人間文化学部

急性期病院である当院では、様々な疾患を抱えた患

生活栄養学科に入学いたしました。研究室では矢野

者様が激しく入れ替わりながら治療にあたられるた

先生と遠藤先生のもと基礎研究の面白さに取り憑か

め、日々のルーティンに振り回されながら慌ただし

れ、同大学院人間文化学研究科生活文化学専攻健康

く従事しておりました。また消化器内科・外科の病

栄養部門に進学いたしました。研究室生活を通して

棟が主な担当で食事が摂取できない患者様が多く入

常に物事に対する原因究明の姿勢を養うことができ

院されているため、全身管理を含めた高度な栄養管

たと感じております。

理が求められました。そんな中、日々苦戦しながら

また中学から大学まで陸上競技部に所属しており

も栄養介入していくに従って患者さんがどんどん回

ました。競技の傍ら、大学大学院を通して小学生を

復していく様子をベッドサイドで診ていると、栄養

対象とした陸上クラブのスタッフとしても活動して

管理の奥ゆかしさ、またその面白さを感じられるよ

おり、教育に対する興味も養えたと感じております。

うになっていきました。また患者様やご家族、医療

大学院卒業後は管理栄養士の臨床現場を知るた

従事者の方々とコミュニケーションを通じて、病院

め、名古屋第一赤十字病院医療技術部栄養課に入職

において管理栄養士が存在する重要性とその意義を

いたしました。名古屋第一赤十字病院医療技術部

実感いたしました。病院での患者様や仕事を共にし
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た医療従事者の方々との出会いは私にとって一生の
宝です。

位向上へ寄与したいと考えております。
名古屋からまた彦根に戻り、散歩しながら雄大な

現在は学生時代から行っておりましたポリフェ

琵琶湖を眺めていると第二の故郷に帰ってきたと感

ノールなどの食品成分を用いたがん治療や予防につ

じ、しみじみと温かい気持ちがあふれてまいりま

いて基礎研究を行っております。がんの根治治療が
困難な理由として、既存の抗癌剤で殺傷効果がみら

す。学生のころはまさか母校の教員になるとは思い
ませんでしたが、教員となった責務を自覚し、自ら

れないがん幹細胞の存在が挙げられます。近年、が

の経験を学生の教育に反映させ、活躍できる管理栄

ん幹細胞に対する食品成分の有効性が着目されてお
り、その詳細な機序について検討を行っておりま

養士を輩出することを目標とするとともに、自らの
研究の発展に努めてまいります。

す。がん予防における食事の重要性はますます増加

生活栄養学科の先生方並びに人間文化学研究科の

しており、食品成分の有する機能の重要性を示すこ

先生方、また本学の学生の皆様、今後ともどうぞよ

とで、人々の健康維持・増進および管理栄養士の地

ろしくお願いいたします。

赴任のご挨拶と自己紹介

高

梨

克

也

人間文化学部人間関係学科

2020 年４月から人間関係学科に赴任した高梨克

収録されたデータを対象にすることも多く、また、

也と申します。京都大学文学部、同人間・環境学研

研究目的によってはその方が望ましいということも

究科を卒業後、国立研究開発機構情報通信研究機構

あります。しかし、実験室状況での研究では、社会

（現）に就職し、その後、京都大学学術情報メディ

と心理の両面において、実生活環境の持つ「自然な

アセンター、同大学院情報学研究科を経て、着任し

複雑さ」を適切に取り扱うのが難しいです。例え

ました。学部入学から大学院卒業までの 10 年間は

ば、会話に参加している人たちは、会話外の生活世

純文系、就職後の 20 年間は理工系に所属し、再び

界でさまざまな社会的属性を持っており、それに応

文系寄りの学部に戻ってくるというやや変わった経

じて、当該の会話に参加する際にも互いに異なる利

歴になります。大学入学から去年度末までの 30 年

害関心を持っていますが、こうした会話への参加動

間は京都在住でしたが、出身は静岡県で、神奈川県

機のようなものを人工的な実験室環境で自然に再現

鎌倉市にも子供の頃に 10 年間住んでいました。

するのはかなり難しいです。あるいは、実験的な会

専門分野は「コミュニケーション科学」と名乗っ

話では参加者は会話だけを行うことを要請されるの

てはいますが、科研費の分野コードなどに基づく限

が一般的ですが、日常生活においてわれわれは会話

り、そんな分野は存在しないとも言えます。要する

だけに専念しているとは限らず、同時に食事をした

に、コミュニケーションに関係する、心理学、社会

り、パソコンで作業をしたりというように、会話を

学、言語学、哲学、人類学、情報学、ロボット工

他の活動と両立させています。共同作業のように身

学、脳科学などの多様な分野の知見を少しずつ拝借

体動作の方が主であり、言葉を使うことはそのため

して成り立っている学際領域です。「物事を深める

の補助ということもあります。会話とそれ以外の活

にはまず先に視野を広げる方がよい」がモットーで

動への関与の配分をどうやってうまく調整している

す。

かという問題も、実験室環境では研究しにくい現象

研究では、会話などのコミュニケーション場面や

の一つです。コロナ禍での遠隔授業やその準備、予

人々の身体動作などをビデオに収録し、微視的に分

習復習などを教員と学生がそれぞれの生活環境の中

析していくことを通じて、そこにある心理的・社会

でどのように工夫して進めているかや、逆に、そこ

的な仕組みや工夫を解明していくという研究手法を

にどんな課題があるかといった問題も、関与配分の

主にしています。この 10 年ほどは、こうしたビデ

微視的分析の重要な対象になると考えています。

オ収録・分析をフィールドワークの中に埋め込む研

会話コミュニケーションのビデオ分析をフィール

究手法の構築を目指しており、科学館での展示制

ドワークの中に埋め込むという方向性は当初は日常

作、起業コンサルタント、病院のカンファレンス、

生活環境の社会的・認知的な複雑さを解明するとい

伝統的な祭りの準備、サッカー部の練習、科学コ

う学術的目的のためのいわば手段だったのですが、

ミュニケーションなど、さまざまなフィールドに赴

フィールドワークと名乗る以上、今度はそれぞれの

いての調査を行っています。

対象フィールドのもつ社会的・学術的特色を、コ

会話コミュニケーションの研究は、実験室環境で
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拡大して考慮していくことが必要になります。コ

いかと予感しています。

ミュニケーション研究が主目的であるというスタン

幸い本学には環境や地域、ものづくり、看護な

スをあくまで維持するならば、こうした背景知識の

ど、多様なフィールドをお持ちの先生方が充実して

習熟はどちらかと言えば「やらざるを得ない」義務

いると思いますので、もし会話や身体動作の分析が

とも言えますが、現在の私は、コミュニケーション
研究という糸口を利用する形で、さまざまなフィー

みなさんのフィールドの課題解決に少しでも資する
可能性があるとお感じになる場合には、いつでもお

ルドのことを知っていくことができるという「大人

気軽にお声掛けいただければ幸いです。コロナ禍で

の社会科見学」を素直に楽しんでいます。むしろ、
これからは、コミュニケーション分析をそれぞれの

多くの先生方や職員のみなさんにはなかなかお会い
できておらず、大変もどかしい思いもしております

フィールド・分野での課題解決のための「道具」と

が、小さな思いつきを少しずつ共有し合っていくと

して利用していくという方向性の方が、社会にとっ

ころから徐々に大きな突破口のようなものが見えて

てだけでなく、自分自身や自分が属する研究コミュ

くるという可能性を信じたいと考えています。

ニティにとってもより実り多いものとなるのではな

■『人間文化』編集・投稿規定■
【編集規定】
１．本 誌は、滋賀県立大学人間文化学部の機関誌
であって、原則として年２回発行する
（10 月末、
３月末）。
２．本 誌は、論文、研究ノート、翻訳、資料、講

・３月末発行のとき、原稿の締切は１月末とする。
・投 稿予定者は、投稿の意思をそれぞれ７月末
および12月末までに、編集委員に伝えるもの
とする。
・な お、締切日までに原稿が提出されなかった

演記録、エッセイ、人間文化通信、その他で
構成される。
３．本 誌の掲載原稿は、投稿原稿と依頼原稿とか
らなる。
４．投 稿資格者は、本学部教員、元本学部教員、
人間文化学研究科院生、同修了者・単位取得
満期退学者、学部教員の依頼を受けた者およ
び編集委員会が必要と認めた者とする。
５．投 稿者の選定および原稿の掲載・修正等の措
置は、編集委員会の決定による。
６．依 頼原稿については、別途編集委員会で決定
する。

ときは、投稿を放棄したものとみなす。
３．人 間文化学研究科院生は、指導教員を通じて
投稿意思を編集委員に伝え、投稿するものと
する。その際、投稿原稿に必ず指導教員等の
コメントを付すものとする（1,000字以内）
。
４．投稿原稿の分量は、次の通りとする（日本語。
日本語以外はそれに見合う分量とする）
。
・論 文・研究ノート：24,000字以内（図表等を
含む）
。
・翻訳：20,000字以内（図表等を含む）
。
・資料・講演記録：8,000字以内（図表等を含む）
。
・エッセイ：4,000字以内。
・人 間文化通信・その他：その都度、編集委員
会で決定する。
５．原稿は、ハードコピー（40字× 40行）と電子
媒体で提出する。

【投稿規定】
１．本 誌に発表する論文等は、いずれも他に未発
表のものに限る。ただし、学会・研究会等で

口頭で発表したものについては、その限りで
はない。
［付記］
２．投稿原稿の締切等は、次の通りとする。
・この規定は 2012年度より実施する。
・10月末発行のとき、原稿の締切は８月末とする。
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■編集後記■

多賀まつり（多賀大社古例大祭）

2020年度はじめの『人間文化』をお届けします。今
回は論文７本に研究ノート１本を収録することができ
ました。今年度からお迎えした６名の先生方に、新任

富ノ木渡し
2020年は新型コロナ感染によって、滋賀県下の春祭り、夏祭
りの大半は中止あるいは縮小した形での実施となった。多賀大
社の最大の祭りである４月22日の古例大祭もその一つであり
2020年は神事だけがおこなわれた。これは数々の戦乱の時代も
続けられてきた多賀まつりの長い歴史のなかでも初めてのこと
であった。
多賀まつりでは馬頭人とそれに従う御使殿が定められさまざ
まな行事や潔斎を経て当日の祭礼に臨むことが大きな特色と
なっている。頭役などが神によって指示される「頭役差定」と
いう中世的な祭祀の形を今日に引き継ぐ珍しい例である。当日
は頭人や神官が馬に乗り、芹川の上流の栗栖の御旅所まで巡行
する。この場所は杉坂峠に降りられた多賀の神が現在の鎮座地
に行く途中に休まれた場所であると伝承されている。御旅所と
なる調宮（ととのみや）の前で、芹川には堰が設けられ重要な水
路がそこから引かれている。多賀大社の信仰が古い時代からの
犬上地方の開発と結びついていることがうかがわれる。行列は
栗栖を出て尼子の御旅所に至る。ここでは富ノ木と呼ばれる桂
の小枝を、馬上の宮司から馬頭人・御使殿に渡される富ノ木渡
しの行事が行われる。桂は豊作を祈る印とされ、この行事が春
に桂の繁る山から神を迎える農耕開始の祭りであることが示さ
れている。来年度はコロナ禍が一掃され、華やかな多賀まつり
の行列がおこなわれることを強く願いたい。
市 川 秀 之

のメッセージをいただいております。私が赴任した当
初から顔ぶれがどんどん新しくなっていきます。いつ
のまにか私も学部のなかでも古い部類になってしまい
ました。そのようなこともあって、正直に申し上げて、
これまで編集委員としてあまり熱心でなかった私もい
よいよ編集委員長をつとめるようになりました。他の
優秀な編集委員のみなさまに支えられながら仕事をこ
なしております。今年はなんといっても年度当初から
のコロナ禍で、皆さまてんやわんやの半年を送られた
ことと思います。まだまだ終息には程遠く、今後どう
なっていくのか、先を見通すことが大変難しい時代だ
と思います。そのようなとき大事なのは「つながり」
を意識しなおすことだと思っています。『人間文化』
もまたその媒介となればと思っております。次号は50
号という節目を迎えます。活発な投稿をよろしくお願
いします。
（松嶋 秀明）
編集委員■
松嶋秀明・橋本周子・山田歩・横田祥子・田中大也
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