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● 牛尾山 ●
牛尾山は比叡山の末尾にあって大比叡ヶ岳を頭と
して、小比叡山とか八王子山とも言われている。標
高 378 ｍのこの山は日吉大社の御神体山でもある。
頂上には奥宮があり、巨大な岩座がある。朝日を受
ける古代太陽神信仰のシンボルだった。
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介

学部長

文系学部削減？
大学をめぐる昨年の「事件」として記憶に新しいのは、文科省の国立大学に対する通達
の中に文系学部・学科の縮小や廃止が要請されていたことだろう。
当然すぐに各方面から批判が相次ぎ、文科大臣が、廃止は教員養成系の新課程のことだ
と釈明するなどの一幕もあった（しかし、国立大学改革プランの中の「ミッションの再定
義」付帯事項には、教員養成系ばかりでなく人文社会科学系の「組織の廃止や社会的要請
が高い分野への転換」がうたわれている）
。一連の動きの中で、改革をしようとする側の
根拠となっているのは「少子化」
、
「社会経済状況の変化」そして「大学は社会が必要とす
る人材を育てる必要がある」とする考えだろう。ここで「社会が必要とする人材」につい
て、名指しされた人文社会系からばかりでなく産業界からも反論がなされたわけだ。
しかし、
多くの批判にもかかわらず、
あるいはそれと前後して、いくつかの国立大学は（生
き残りをかけて？）文科省の要請に呼応するかたちで文系を一部削減し、文理融合の新組
織・学部を作るプランを発表している。
国立と公立の役割の違いはあるが、この流れに、本学唯一の「人文社会系」である本学
部も泰然自若としてばかりではいられない雰囲気が、学内・学外に生じ始めている。寡聞
だが、他学部からは本学部を巻き込むような組織再編案までが出されようとしている。
しかし、幸か不幸か、本学部は純粋な文系ではなく、デザインや栄養学などの実学系の
学科も含んだ言わば寄り合い所帯からスタートしている。文理融合も、
「社会に役立つ」
人材養成も、開学当初から意識されてきたことになる。私たちは、拙速にならず、しかし
粛々と現在の事態に対処していく必要があるだろう。
国際コミュニケーション学科が加わって完成年度を終えようとしている現在、この５学
科体制の中で、どのように連携し、どのように「社会の要請」にこたえていくべきか、そ
して少子化が進む１０年後は………。難しい課題が待っている。
日本社会が変化していく中で、大学の位置づけも変わってくる。開学２０年を経て、私
達も変えるべきところは変え、変えるべきでないところは継続していくというスタンスが
求められている。１０年後２０年後を見据えておおいに議論を尽くし、望ましい学部の将
来像を描いていきたい。
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論文

「分かってくれない」という訴えは何を
意味しているのか
──当事者の発言と多様な取り組み事例から

中

村

好

孝

滋賀県立大学人間文化学部人間関係学科

１．問題の所在

である。それはつまり、現代社会において心理的精

本稿の対象は、「分かってくれない」「理解してく

神的な苦痛として表出される内面的問題を、社会学

れない」という訴えや感覚である。現代社会に生き

が分析対象とする仕方を考えるということである。

るわれわれにとって、人に分かってもらえないこと

本稿が扱う主要なデータは二種類である。第一

は、人を分かることや人が分からないことよりも、

に、上述のようなひきこもり、摂食障害などの多様

しばしばより切実である。それが切実であることを

な問題を抱える当事者の著書や雑誌等における発

示しているのは、本論で挙げるような多様な訴えが

言である２。
「分かってくれない」
「理解してくれな

きわめて多く存在することと、そう訴える人びとに

い」「分かってほしい」などのフレーズを手作業で

対応するカウンセリング、セルフヘルプ、コミュニ

収集したものがデータとなる。範囲の限定できる

ケーション論などの多様な取り組みが今日存在する

データを網羅的に検索するなどの方法はとっていな

ことである。しかし、これらが一つの問題群をなし

い。第二に、「分かってくれない」と訴えがちな人

ているということは、それぞれの問題について「分

びとに向けられたコミュニケーション論や、多様な

かってくれない」と訴える人びとにも、各種の臨床

支援者の著書である。

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4

4

4

4 4 4 4 4

現場の人びとにも、十分に理解されていない。本稿

まず２. で「分かってくれない」という訴えや感

全体で示す中心的な主張の一つは、そこに「分かっ

覚の基本的な特徴を明らかにする。その際、訴えと

てくれない」という共通する訴えが存在するという

ともにそれらを解消しようとする取り組み事例を見

こと自体である。そしてその上で、本稿の課題は、

る。次に３. で問題の構図を分かりやすく整理する

「分かってくれない」という訴えの基本的特徴を明

ために、分かってくれないと訴えない人びととの比

らかにし、それを解消しようとする様々なアプロー

較を行なう。ここでは、分かって欲しいか欲しくな

チから、この訴えの困難と可能性を検討することで

いか、分かってもらえていると思っているか分かっ

ある。

てもらえていないと思っているか、という単純な相

「分かってくれない」という訴えは、一見すると個

関分類により、分かられることについての４類型を

人の心理的・精神的生きづらさの表出にすぎないよ

提示する。最後に４. ではまとめを行なう。

うにも見える。そしてそう捉えられる場合、承認の
不足や格差、自己肯定感の問題としてアプローチす

２．「分かってくれない」の基本的な特徴

るということがありうるだろう。たしかに、これら

「分かってくれない」と訴えるのは、具体的に

の訴えが「何を」分かってくれないと言っているの

は、ひきこもり、不登校、自傷、摂食障害、虐待、

かという、その内容は、内面的な苦痛や辛さである

非行、精神障害、性同一性障害、花粉症の人などの

ことが多い。しかし、その訴えが特に集中して見ら

当事者であることが多いが、非常に多様な人びとで

れるのは、現代社会における典型的な内面的問題と

ある。彼らはその多様性にも関わらず、同じように

されることの多い、ひきこもりや摂食障害、自傷な

「分かってくれない」と訴えているのであり、その

どの当事者の語りにおいてである。この訴えの社会

訴えには以下のような共通する特徴がある。

的偏在性が示すのは、それらが単なる内面的問題で
はありえず、社会学的分析の必要な現象であるとい

⑴弱者から強者への訴え

うことである。しかしこれまでの社会学は、このよ

第一に、これは「弱者」から「強者」への訴えで

うな訴えをうまく対象化してこなかった。社会学

ある。
「理解ある上司」とは言うが「理解ある部下」

は、理解することや理解の不可能性については多く

とは言わない。分かってくれないのは、大人であ

の議論をしてきたが、理解されることについてはほ

り、先生であり、夫である。そう訴えるのは、子ど

とんど考えてこなかったのではないだろうか１。本

もであり、児童・生徒であり、妻である。ただしこ

稿は理解されることについての社会学を目指すもの

の強者は、むきだしの権力者という意味ではない。
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たとえば DV や家庭内暴力においては、加害者側こ

は、自分には相手に要求する権利がないと信じ

そが、自分は理屈ではかなわない弱者だと感じてい

ていることです。あるいは、言葉にする必要な

る。以下は DV 加害者の言葉（をカウンセラーが紹

どない、相手は自分の気持ちを察してくれて当

介したもの）である。

然だ、だから相手は要求通りにできるはずだ、

自分がなぜ暴力をふるわざるをえなかったか、

できないのは自分が悪いからだと思ってしまっ
ているのです。（特定非営利活動法人アサー

というところをわかっていただきたい。そこに

ティブジャパン 2007:24）

いたるまでには、どんなに言葉で追い詰められ
たか。はっきり言って僕はね、言葉じゃ女房に
はかなわないんですよ。（上野・信田 2004:175）

この点は重要である。これは単なるコミュニケー
ション・スキルの向上では解消しない問題である。
アサーティブ・トレーニングは、自分と相手とは対

私の考えでは、「分かってくれない」という訴え
の最も基底的な特徴は、この弱者から強者への訴え

等な関係だという原則を強調することによって、こ
の感覚を打ち消すことを試みている。

という点である。この点をよく示すために、アサー
ティブ・トレーニングの取り組み事例を取り上げよ

⑵相手の親密性

う。アサーティブ・トレーニングは、何を分かって

第二に、その訴えの相手である「強者」は、ある

ほしいのかを明確にして、それをどうすれば伝えら
れるのかを考える、という手法のトレーニングであ

程度、親密な相手である。人格障害や自傷、家族問
題の当事者の著者の本から引用する。

る。書物から事例と解説を引用する。
身内でなければ、こんな傷つくだけの関係、
妻（掃除機をかけています）
「はあ……テレビお

と っ く に 捨 て て い る の に。 そ れ で も な お、

もしろい？

わかってもらいたいと心の中で願ってしま

いいわね、最近テレビも見られな

いくらい忙しくて……」

うのを、どうにもできないでいます。（卯月

夫「見たらいいのに……」

2003:120）

妻「ああ……まったく、疲れる……」（とため
息をつきながら掃除を続ける）」

分かってほしい、理解してほしいと望む相手は、

たいへん曖昧な言い方をしながら、妻は、夫

親密な相手である。このこと自体は意外ではない。

がなんとか自分の気持ちをわかってくれるので

ここから導かれる対応の一つは、相手が親密ではな

はないかと願っています。往々にして私たちは

くなれば良いというものである。斎藤環は、子ども

このような態度を示しますが、どうも相手の人

がひきこもった場合、親は愛よりも親切という心構

はわかってくれません。（特定非営利活動法人

えで子どもに接するようにするべきだと主張してき

アサーティブジャパン 2007:23-24）

た（斎藤環 1998）
。逆の立場から、ひきこもり当事
者の勝山実も同じことを述べている。勝山によれ

アサーティブ・トレーニングは、このような問題

ば、これまでは父親は恩着せがましく理解力がない

意識のもとに、分かってくれないという感覚の内

と憤慨していたが、父親のことを父ではなくクソジ

容を明確にして、それを具体的に伝えるという、

ジイだと思うことにすると、自分がないものねだり

コミュニケーション論の一つである。しかしアサー

をしていたことが分かった（勝山 2011:31）
。

ティブ・トレーニングの特徴は、根幹は対等性の原
則や自己信頼感であるという主張である。上のよう

⑶訴えの内容の曖昧さ

な夫婦の事例に続けて、ディクソンはこう述べる。

第三に、その訴えの内容は曖昧であることが多

こうした状況にいる女性たちの話を聞いて気づ

く、しばしば訴えている本人も、自分が何を訴えた
いのか分からない。しかし、辛さや苦しみなどのネ

くのは、彼女たちが、いい加減腹に据えかねて

ガティブな内容である。以下はひきこもり当事者の

いる状態であるにもかかわらず、心の奥深くで

文章。
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精神神経科診療所協会うつ病診療研究グループ
誰もが、
「どういう気持ちだか、言ってみろ」

1998:79）
、 障 害 者（ 石 川 2007:225）
、 共 依 存（ 澁 谷

と迫る。中には理解しようと一生けんめいに

2009:215）
、 自 閉 症（ 山 口 2011）
、 病 気（ 斎 藤 1991:

なってくれる人もいた。けれど僕自身にも、こ

下 155-156）などのレッテルが使われる。また、精神

の気持ちを表現する言葉が見つからない。「僕
だけが人と違うので、つらい」としか言えず、

障害は一見すると困難が分かりにくい場合があるの
で、専門家が発行する障害者手帳や薬についての説

そう言えば「甘ったれだ」と返ってくる。（特

明書を提示したり、福祉の専門的な支援者に職場に

定非営利活動法人 ASK 2004:5）

来てもらうことによって、自分の不便なところを分
かってもらうということも行なわれる（多田 2007）
。

この点も、「分かってくれない」という訴えの根

ただしこの専門知に依拠するという対処法には欠

本的な特徴であり、おそらくその苦しみの中心的な

点がある。自分が抱えていたいわく言い難い「分

部分であろう。訴えたいことが分かっていれば、コ

かってくれない」訴えと微妙に違う概念や物語で代

ミュニケーション・スキルを磨くなどの方法もあり

用してしまう危険性である。

うるが、そもそも自分が何で苦しんでいるのか分か
らない場合には、それは役に立たない。そういう場

⑸同じ悩みの当事者には理解される

合に助けになるのが、分かってくれる専門家である

第五に、しかしながら同じ経験をしている人に

カウンセラーや心療内科医、精神科医に相談に行く
ことである。

は、その分かって欲しい内容が分かってもらえるは
ずだという期待がある。以下は摂食障害当事者から

ただし、カウンセラーや精神科医は単純に「分

摂食障害当事者（野村さん）への手紙。

かってくれる」人ではない。第一に、訴えの内容そ
のものというよりも、その訴えに困っているという

私も摂食障害です。野村さんに比べれば短いも

気持ちに焦点を合わせるからであり、第二に、受容

のですが、もう４年目になります。（中略）そ

を提供した後で、今後それを自分で訴えるための方

う簡単に胸の内を表現できません。野村さん

法を身につける助けをすることになるからである。

ならわかってもらえると思うのですが。
（野村

たとえば臨床心理士の梶原千遠は、摂食障害の少女

2008:137）

に「痩せて心配してもらうより、本当に不安なのだ
ということをわかってもらうようにしましょうよ」
（梶原 2004:119）とアドバイスする。

セルフヘルプ・グループやピア・サポートが、
「分
かってくれない」と訴える人びとに有効なのは、こ

分かってくれることの専門家と思われたカウンセ

のためである。セルフヘルプ・グループとカウンセ

ラーは、たしかにまずは受容を提供するとしても、

ラーは、分かってくれる人をどこかから調達してく

その後、分かってくれないという問題に自分で取り

るという意味では同じである。ただ、カウンセラー

組むための支援をしていると言える。

は分かってくれる専門家であるのに対して、セルフ
ヘルプ・グループは、分かってくれる人を自分たち

⑷外見上は分かりづらい辛さ

で互いに提供し合うという違いがある。

第四に、この訴えは、その辛さや苦しみが外見

セルフヘルプ・グループが有効なのは、人は援助

上は分かりづらいという特徴をもっている。「花

することで最も援助を受けるからである、という考

粉症のしんどさのひとつは、そのしんどさがなか

え方は、従来ヘルパー・セラピー原則として論じら

なか他人に解ってもらえないことである」（柴田
1996:131）
。身体障害者と比べて、知的・発達・精

れてきた（Gartner & Riessman 1977=1985）
。しか
し本稿の分かってくれないという問題にとってよ

神障害者のほうが「分かってくれない」と訴える傾

り重要なのは、同じ経験をしている人が聞き手（分

向があるのは、このためである。
このようなわかってくれないという感覚で悩む

かってくれる人）になってくれるという仕組みであ
る。摂食障害のセルフヘルプ・グループの手紙から

時、 専 門 知 に よ っ て レ ッ テ ル を 貼 ら れ る こ と が

引用する。

救いになることがある。そこでは、うつ病（大阪
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過食は私にとって最高のストレス解消法で、リ

いては献身的介護という支配的物語があるが、認知

ラックスの仕方なのです。（中略）全く麻薬の

症家族会の交流会においては、手抜き介護について

ようなものではないかと思います。こんな事、

躊躇なく語ることができる。

わかってもらえるのは会員の方々だけだろうと
思ってます。（斎藤 1991: 上 45）

この「手抜き介護」は、さきほどみた私たちの
社会の支配的物語である「献身的介護」から大

分かってくれないという問題は、専門家にもなか

きく逸脱します。そのため、私たちは、この

なか分かってもらえないし、見たところ分からない

「手抜き介護」について公衆の面前で語ること

からこそ深刻化する。ここに、同じ経験をしている

を躊躇します。しかし、交流会に参加する家族

人の集まりであるセルフヘルプ・グループの意義が

は、この「手抜き介護」ついて躊躇することな

ある。これは、「物語を聞いてくれる「誰か」、ある

く語ることができるのです。
（荒井 2013:47）

マ

マ

いはスタイルを見てくれる「誰か」」（伊藤 2013:iv）
としての意義である。

このようにセルフヘルプ・グループは、分かって
くれないという問題に対して、分かってくれる聞き

⑹内部での考え方の対立

手を互いに提供し合うことによって、支配的物語か

第六に、このような訴えの曖昧さの背景にあるの

ら逸脱する自分たちの物語を語ることを可能にして

は、この「分かってくれない」内容と対立する考え
方が存在し、そしてそれはそれで理があるという自

いる。
以上が「分かってくれない」という訴えの基本的

覚が、無意識かもしれないが存在することである。

な特徴である。あらゆる事例に共通するとは言えな

簡単に言えば、ひきこもりや摂食障害などに対する

いが、「分かってくれない」という訴えはこれらの

後ろめたさである。以下は女子高校生の作文である

特徴をもっていることが多い。それでは次に、「分

が、ここでは彼氏の本当の人格の良さと、外見がヤ

かってくれない」と訴えない 人と比較することに

ンキーのようで大人の目から見ると望ましくない、

よって、この訴えの困難さと可能性をさらに明確に

という対立したことがいずれも自覚されている。

しよう。

父が言いたいことも分からないわけじゃない

4

4

３．分かられることについての４類型

し、なるべく言うことも聞こうとも思ってい

分析的に考えると、社会には分かってもらえてい

る。でも、父が彼の事を悪く言うことだけは許

る人と分かってもらえていない人が存在する３。こ

せない。外見ははっきり言ってヤンキーな彼だ

の分断線や、「分かられることの社会的な配分のあ

けど、中身は誰にも負けないくらい良いと思

り方」とでも呼ぶべきものは今日非常に重大なもの

う。そんな彼の本当の人格を父はなぜ理解して

で別の機会に検討しなければならないが、もう一

くれないのか。（平井 2004:69）

つ、そもそも分かってもらいたい人とそうではない
人という区別も分析的には存在しうる。この二つの

セルフヘルプ・グループの意義は、同じ経験をし

軸を使うと、「分かってくれない」を一つの象限と

ている聞き手がいることだけではない。そこには支

して含むような相関分類を作ることができる（表３

配的物語から逸脱する共同体の物語が存在する。こ

－１）
。

れは、分かってくれない感覚と、それに反するが理
があるとも思えてしまう内面化された正論とで引き
裂かれて口ごもるという問題に対する助けとなる。

⑴分かってもらえているが、むしろ分かってもら
わなくて結構。貴戸理恵が論じる不登校当事者の

たとえば、過食は最高のストレス
解消法であるという⑸で引用した
意見は、支配的物語から逸脱して
いるが、セルフヘルプ・グループ
の仲間には言える。また介護にお

分かってもらえている
分かってもらえていない

分かってもらわなくてよい
⑴理解に対する倦怠
⑶理解の拒否

分かってもらいたい
⑵理解に対する満足
⑷「分かってくれない」

表３−１

人間文化●

5

「分かってくれない」という訴えは何を意味しているのか──当事者の発言と多様な取り組み事例から

「わかられすぎてしまう」ことへの「倦怠」（貴戸
2004）。

怒りである。それはおそらく、理解する側の勝手な
理解（または誤解）が押しつけられ、しかもそれを

⑵分かってもらえているし、分かってもらいた

理解される側である自分が拒否できないという状況

い。これは自分の期待が満たされている状態である

に対する不快であろう。これが不快であることは不

が、そこには危険もある。
⑶分かってもらえていない、かつ分かってもらわ

思議ではないが、考えなければならないのは、この
ように理解する側が理解される側の他者性を剥奪す

なくて結構。ハイカルチャーの趣味や、フェミニズ

るということは、どのような条件下で生じるのか、

ムの論者にも見られるスタンスでもある。

ということである。

⑷分かってもらえていないが、分かってもらいた

第一に、他者性の剥奪について。対等な二人が、

い。本稿の対象である「分かってくれない」はここ

ある一つの対象を理解するという相互行為の場合、

に当たる。

理解したかどうかをお互いに確認し、相手の理解が

以下、それぞれの類型について、詳しく見ること
にする。

間違いであれば訂正させることは可能であるし、自
分はそれを理解できないと表明することも可能であ
る。しかし、上下関係にある二人の場合は異なる。

⑴理解に対する倦怠

なだいなだは、「分かる」という言葉は相手の話を

貴戸理恵は、不登校の経験者であると同時に調査

遮ったり相手を黙らせるために使われると指摘して

者でもあるが、不登校当事者は分かってもらえない
ことにも分かられすぎてしまうことにも怒っている

いる。
「部下の話を聞いているときに、上役が「分
かった」といったら、部下はそこで話をやめなけ

と述べる。貴戸理恵の主張に一貫しているのは、不

ればならない」（なだ 1998:13）。なだは、上役の部

登校のことをそんなに簡単に分かってほしくはない

下に対する「分かった」、夫の妻に対する「もう分

ということである４。

かったよ」という例を挙げているが、いずれにして
も、権力関係の上位にある者が理解したということ

〈当事者〉の示す不快や怒りは、そのような

が下位にある者に示されており、下位はその理解が

「理解」という名のもとに行なわれる他者性の

勝手な誤解であったとしても否定できない。これこ

剥奪に対して向けられている。〈当事者〉は

そ、理解する側の理解が、理解される側の他者性を

「分かってもらえない」ことにじれているばか

剥奪しうる状況である。貴戸が言うような他者性の

りではなく、
「分かられすぎてしまう」ことに

剥奪は、このように、理解される側が権力関係の下

倦怠もしているのであり、そこで問題となっ

位にあり、上位の者に理解される時にのみ生じる。

ているのは、
「語りえないこと」よりもむしろ

つまり、分かられているがそれが嫌だという類型⑴

「語らされること」、執拗に耳を傾けられ、善意

が生じる条件は、分かる側が権力関係の上位で分か

と期待を込めて言葉を待たれるということであ

られる側が下位、という上下関係である。不本意な

る（貴戸 2004:257）。

理解を表明されることによって、分かられる側と分
かる側の上下関係が表面化してしまうことが、不快

摂食障害経験者の伊藤比呂美も、自分より若い
世代の摂食障害当事者に向かって、こう述べてい

の一つの原因である。この点は分かってくれないと
いう訴えと同じ構造にある。

る。まわりに理解されている環境は「真綿にくるま

第二に、その不快さについて。不登校経験者と学

れた」ような感じがする。伊藤自身は、そのような

校に通い続けた者が、お互いの経験を理解できない

「理解したがっている」環境に反抗心が湧き起こる
人間なので、かつての自分がもし理解してもらって

程度は、原理的には同じはずである。ではなぜ学校
に通い続けた者はそれほど不快にはならないのだろ

いたなら、自力では脱出できなかっただろう（斎藤

うか。なだの「分かる」論は、もう一つ、先生が子

1991: 下 182）。
これらの、分かられることに対する倦怠や、理解

どもに言う「分かった？」という例を挙げている。
子どもは、分からないことを恥だと思うので、分か

したがっている環境に対する反抗心や危惧感は、貴

らなくても「分かった」と答える。ここでも、上位

戸の言葉を使えば「他者性の剥奪」に対する不快や

の者の「分かる？」という言葉は下位の者を黙らせ

6
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る。つまり、下位の者（たとえば不登校経験者）は

ミニズムは徹底的に「他者」の思想ですから、あん

上位の者（学校に通い続けた者）を分からなければ

たにわかるわけがない、わかってたまるか、という

恥ずかしいが、逆は恥ずかしくないのである。ここ

ところがあります」（上野千鶴子（花崎 2002:257））

でもまた、理解の不可能性は非対称になっており、

などのフレーズに代表される。上野も田中もウーマ

下位にありかつ理解される側だけが、不快な思いを

ン・リブやフェミニズムの論者だが、この類型に当

することになる。

てはまるのはそれだけではない。他にしばしばこの
スタンスが見られるのは、文化ジャンルである。た

⑵理解に対する満足
第二の類型は、分かってもらいたく、分かっても
らえているという類型である。摂食障害当事者（香

とえばある文化的趣味にプライドを持っている場
合、大衆には分かってもらえていないが、それで良
いと思っているということがありうる５。

里）は、母親からの「こんなに香里が苦しんだなん

しかし分かってもらえていないことは事実であ

てちっとも知りませんでした」というファックスを
読んで、
「やっとわかってもらえた、と読みながら

る。そこに微妙な裂け目が存在している。つまり、

涙が出てきた」
（冨田 1997:220）。また、いま現在、

が、多くの人がそうは思ってない、という状況は残

分かってくれないと訴える人は、この分かってくれ

る。その状況でこのスタンスを維持するためには、

たという状況を望ましい未来として想像することが

何らかの根本的なプライド・自己肯定の感覚が必要

ある。その時「いつか」という言葉が非常にしばし

であろう（これはおそらく、分かってくれないと訴

ばともなう。たとえば、ある同性愛者はこう語る。

える人に最も欠けているものである）。通常この⑶

「どうしても、いつか、お母んに理解してもらう、

の人たちの自己肯定の感覚は、何らかの集合的な感

そう思っとるんよ」（井田 1997:351）。

自分としてはこの趣味は良い趣味だと思っている

覚に支えられているが、そうでなければ、自己肯定

しかしこの類型にも危険性は存在する。これをわ

を維持するために、理解しない大衆（文化的な趣味

れわれが渇望しているということ自体が、利用され

の場合には「にわか」）を見下す危険性が潜んでい

ることがある。たとえば、ある暴走族少年はこう述

る可能性もある。

べる。「俺は親も先生も信用していませんでした。」

田中美津は、⑶でありながら、そのどちらにも依

「でも、ヤクザの兄貴だけは俺の気持ちをわかって

拠していない。田中は、その状況にとり乱しつつ踏

くれます」（東京母の会連合会編 2000:137-138）。
これを活用しているのが、マーケティングや詐欺

みとどまることを主張する。そのフレーズが「わ
かってもらおうと思うは乞食の心」である。

である。たとえば開業医の三浦勇夫は本の中で、看
板を安く作るという詐欺に自分がだまされたエピ

「リブって何ですか」と聞いてくる男に、とも

ソードについて書いている。「何より「真面目に医
者をやっている」の一言にほだされました。「わか

すればわかってもらいたいと思う気持ちがわい
てくるからこそ、顔をそむけざるをえないあた

る人にはわかってもらえるんだ」」（三浦 2009:35）

しがいるのだ。男に評価されることが、一番の

と思ってしまったのである。

誇りになってしまっている女のその歴史性が、

つまり、この⑵は分かってくれないと訴える人に
とっては理想の類型であるが、だからこそ、分かっ

口を開こうとするあたしの中に視えて、思わず

てくれないと訴える人がここに飛びついてしまう可

句するあたしのその〈とり乱し〉こそ、あたし

能性がある（もちろんこの可能性はネガティブなも

の現在であり、あたしの〈本音〉なのだ。（田

のとは限らない）。

中 2004:88）

⑶理解の拒否

絶句してしまうのだ。（中略）顔をそむけ、絶

田中はわかりやすい例をいくつか挙げている。田

分かってもらえていないが、分かってもらわなく

中があぐらをかいて座っていた時に、好きな男が

てよい、という類型が⑶である。「わかってもらお

入ってくる気配を察して、女らしい座り方である正

うと思うは乞食の心」（田中美津）、「私はフェミニ

座に変えてしまったことがあった。その時、もしも

ズムがわかりやすい思想だと思っていません。フェ

意識的にどうすべきかを自問していれば、当時リブ
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の運動を始めていた田中はあぐらのままでいいと答
えただろう。しかし田中によればそれは本音ではな

言葉に詰まるのである。

い。一方の、
〈女は女らしく〉という論理は、すで

本節で提示してきた四類型の中で比較すると、

に田中の内面に血肉化されているため、無意識の本

「分かってくれない」という訴えはどのような困難

音と化している。他方には、女らしさを否定するリ

と可能性を持っているだろうか。

ブの理屈、理論がある。重要なのは、その二人の自

第一に、この訴えは権力上の上下関係を背景にす
ることが多い。「分かってくれない」と類型⑴理解

分、とり乱す自分に出会うことである。

に対する倦怠は、対極にあるはずだが、いずれも権
あぐらから正座に変えた、そのとり乱しの中に

力上の上下関係を背景としていた。そしていずれも

あるあたしの本音とは〈女らしさ〉を否定する

その上下関係が、分かってくれないつらさや他者性

あたしと、男は女らしい女が好きなのだ、とい

の剥奪に対する不快と結びついていた。

うその昔叩き込まれた思い込みが消しがたくあ

第二に、⑵のような理解に対する満足は、例外的

るあたしの、その二人のあたしがつくる「現

あるいは一時的なものになる可能性が高い。この

在」に他ならない。（田中 2004:70）

「分かってくれない」という訴えは、おそらく原理
的に無理難題な要求なのではなかろうか。２. で紹

この⑶に踏みとどまることは、生産的なスタンス

介した各種の臨床現場の事例は、同じ問題の当事者

の一つであろう。しかし多くの人はそこで踏みとど

や分かることの専門家といった分かるはずの人の調

まれないからこそ、血肉化された女らしさに依拠す
る（⑵）か、それを否定する理屈（＝専門知）に依拠

達、既存の枠組み・専門知に自分を合わせること、
などの、いわば搦め手の取り組みとなっていた。そ

するか、⑷のように分かってくれないと口ごもって

もそも、「分かってくれない」と訴えるそれぞれの

しまうことになる６。

人が何を分かってほしいのか、分からないことが多
いのである。クレイムの数歩前のいわく言い難い何

⑷分かってくれない
最後の類型が、分かってもらいたいが、分かって

かを分かってもらいたいという訴えの困難さも、本
稿で確認できたことの一つである。

もらえていないという「分かってくれない」であ

第三に、しかしだからこそ、このような原理的に

る。主な特徴は２. で挙げた。以下のひきこもり当
事者の例で再確認しよう。

困難なことが行なわれる時、そこには社会の生成の
論理に似たものが見られる可能性があるのではない
か。⑶の田中美津はそのような事例として検討する

働きに出なければいけないのは分かっていた

価値があるように思える。

し、親が心配していろいろなことを言っている
のも分かっていました。（中略）せめてもの罪

４．結論とまとめ

ほろぼしで、家のそうじなど家事を手伝って

本論文は、分かってくれないという訴えの諸特徴

いましたが、
「そんなことをするより仕事に出

を概観し、この訴えに対して行なわれている取り組

てほしい……」などと言われ、僕の気持ちは

み事例を紹介し、分かってくれないと思わない人と

理解してもらえませんでした（心の手紙交流館

の四類型を提示して、「分かってくれない」という

2001:8）。

訴えの困難さと可能性を考察してきた。権力的な上
下関係が背景にあることが多いこと、この訴えは充

ここには、養ってくれている親と、ひきこもって

足することが原理的には困難であるが、しかし他の

いる自分との上下関係が意識されている。しかし親
という親密な相手には、自分がのうのうと生活して

類型と重ね合わせてみると、その可能性について示
唆が得られそうだということが、現時点での結論で

いるわけではないという気持ちは理解してほしい。

ある。稿を改めて論じる必要があるが、そのような

しかし自分がひきこもっている辛い気持ちは、一見
分からない。そして働かなければいけないという正

可能性を示している実践として、べてるの家の実践
がある。べてるの家は、問題を明確化する当事者

論や、親は自分のことを心配して色々やってくれて

研究とコミュニケーションを練習するＳＳＴ（ソー

いるということも、内面化されている。だからこそ

シャル・スキルズ・トレーニング）の組み合わせに
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Gartner, Alan & Riessman, Frank, 1977, Self-Help in
the Human Services.（＝ 1985，久保紘章監訳『セル

特定非営利活動法人アサーティブジャパン，2007，

フ・ヘルプ・グループの理論と実際』川島書店．）
花崎皋平，2002，『〈共生〉への触発』みすず書房．
平井尚一，2004，
『思春期少女達は家族をどう見て
るのか』あけび書房．
井 田 真 木 子，[1994 → ]1997，『 も う ひ と つ の 青
春──同性愛者たち』文春文庫．
石川良子，2007，『ひきこもりの〈ゴール〉』青土社．
伊藤智樹編著，2013，『ピア・サポートの社会学』
晃洋書房．

『アン・ディクソン来日記念講演──対立を超え
対等な地平へ』特定非営利活動法人アサーティブ
ジャパン．
冨田香里、
1997、
『それでも吐き続けた私』講談社。
東京母の会連合会編，
2000，
『ざけんなよ』集英社．
上野千鶴子・信田さよ子，2004，『結婚帝国

女の

岐れ道』講談社．
卯月タラ、2003、
『今日一日だけ生きてみよう』雲
母書房．
山口真紀，2011，
「自閉者の手記にみる病名診断の

梶原千遠，
2004，
『大人はわかってくれない』光文社．

隘路──なぜ「つまづき」について語ろうとする

勝山実，2011，『安心ひきこもりライフ』太田出版．

のか」立命館大学生存学研究センター編『生存

貴戸理恵，2004，『不登校は終わらない』新曜社．

学』第 3 巻 : 92-105．

貴戸理恵，2013，
『女子読みのススメ』岩波ジュニ
ア新書．
心 の 手 紙 交 流 館 編，2001，『Hiki ♥ Com'i（1 号 ）』
子どもと教育社．

（Endnotes）
１ ほとんど唯一の例外は、江原由美子による田中

草 柳 千 早、2004、
『
『曖昧な生きづらさ』と社

美津についての分析である（江原 1985）
。また草

会──クレイム申し立ての社会学』世界思想社．
三浦勇夫，2009，
『駅前医者の「宵越しのストレス

柳千早は、キツセらの社会問題についてのクレイ
ム申し立てが強い主体を想定しているのに対し

は持たない」生き方』新講社．

て、今日の「曖昧な主体」
（草柳 2004:79）の「曖

なだいなだ，[1993 → ]1998，『こころ医者の手帳』
ちくま文庫．

昧な生きづらさ」を問題にすると論じており、本
稿の問題意識に近い。しかし「分かってくれな

野村佳絵子，2008，
『かなりあしょっぷへ、ようこ

い」と訴える人は、草柳の言う「問題経験」のさ

そ！──摂食障害がくれた宝物たち』筒井書房．

らに一歩手前にあり、神経性無食欲症の女性の手

人間文化●

9

「分かってくれない」という訴えは何を意味しているのか──当事者の発言と多様な取り組み事例から

「思春期の強烈な自我は、
「中学生とはこういうも

自分でもよくわからない」
（斎藤 1993:71）のである。

のだ」「うちの子はこういう子だ」という大人達

２

紙にあるように「何かをうったえたいのですが、
フィクションの小説や漫画、歌の歌詞のデータ

の「理解」という名の決めつけを、徹底して退け

（たとえば忌野清志郎の詞にはしばしば出てくる）

ようとします」（貴戸 2013:25）と述べていること

も収集しているが、本稿では用いていない。別の
機会に論じる予定である。

もふまえると、貴戸の言いたいことは類型⑶の理
解の拒否に近いのかもしれない。ここでは、相関

３

実際には、会社では上司は分かってくれないと

分類で論理的に考えられる⑴理解に対する倦怠と

思い、家では妻に分かってくれないと思われてい

いう類型の存在を、貴戸の議論が示唆していると

るような人はいるはずである。
４

ただしここでの貴戸の立場はやや不明確ではあ

言うにとどめたい。
５

る。まず、
「分かってもらえない」ことにじれて
もいると述べているように、「分かってくれない」
という感覚もある。さらに、別の著書において
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３. ⑴で論じたように、こう思えるのは、自分
の趣味が上位にあると思える場合にかぎられる。

６

一番問題なのは、なぜ田中はそこで踏みとどま
れたのかであるが、現時点ではよく分からない。

論文

中央アンデス高地南部における
古代農耕技術の復元実験と古代社会モデル
中

嶋

直

樹

ボリビア国立サン・アンドレス総合大学客員研究員（人間文化学部非常勤講師）

はじめに
文化人類学・民族学と考古学との接点に位置する
応用考古学と呼ばれている分野は、これまでその多
くが観光開発を目的とした遺跡の活用という分野で
発展してきた。しかし本論で取り上げる事例は、考
古学調査で得た古代農耕技術の知見を現代の農村開
発へ応用したものであり、既存の応用考古学の枠を
超えるものとして現地では 1980 年代後半から 1990
年代半ばにかけて非常に期待されていた。だが、最

モチェ文化

終的には2000年ころまでにほとんどが失敗に終わっ
てしまう。
本論では、考古学者や人類学者の視点、そして農
村においてみられる社会的要因、さらには現地の特
殊な生態学的要因などから応用実験の失敗原因を探

ティワナク文化

る。同時に、この問題を通して得た知見をもとに、
本来、考古学調査として行われてきた古代農耕技術
と古代社会との関係について考察を行う。本論は、
生業面を通して文化人類学と文明圏の考古学を結び
つける一つの試論でもある。

1. 盛り土畑と応用考古学
先スペイン期の古代アンデス文明において、人口
が多い地域は大きく二つあり、一つは現在のペルー

図１

先スペイン期の文化圏（A.D.400 － 700 年ころ）
（Moseley 1993 より一部改変）

共和国の北海岸地域、もう一つが本論文で扱うティ
ティカカ湖沿岸の南高地である（図１）
。これら両

ン科のイサーニョ（マシュア）Tropaeolum tuberosum

地域では早い時期から古代国家あるいは複雑な階層

といった在来の作物や、外来産のソラマメやオオム

性社会が発達してきたと言われている。本論で扱う

ギ、エンバクなどが栽培されている。このように環

ティティカカ盆地南岸は海抜 3850m の高地にあり、

境的に厳しい土地にあって、なぜ多くの人口が養え

熱帯高地と呼ばれる環境帯に属する。ペルー共和国

たのか、なぜ古代文明の中心地のひとつとなりえた

（以下ペルー）とボリビア多民族国（以下ボリビア）の

のか、といった問題意識は、常に考古学者や人類学

間に広がるティティカカ湖はアンデス山脈の東側山

者の間で持たれてきた。その謎を解くカギが、ティ

系と西側山系が分裂した間に広がるなだらかな高原

ティカカ湖周辺に広がる古代の畑の畝の痕跡と言わ

地帯に存在する。この高原地帯を現地ではアルティ

れ、
1980年代以降、多くの調査研究がなされてきた。

プラーノ Altiplano と呼ぶ。その標高ゆえに、ほと
んどの主要作物はその栽培限界を超えており育たな

海抜 3850m の熱帯高地にあるティティカカ湖周

い。そのためアルティプラーノでは主にナス科植物

辺には、堀を伴った畝の跡が散見される（図２）。

のジャガイモ Solanum tuberosum L. が主食として栽培

これらは、現地の先住民アイマラ Aymara 語族の

され、その他にアカザ科植物のキヌア Chenopodium
quinoa やカニャワ Chenopodium pallidicaule、ツルム

言葉で SukaKollu、ケチュア Quechua 語族の言葉

ラサキ科のオユコ Ullucus tuberosus、ノウゼンハレ

では Raised Field あるいは Drained Field と呼ばれ

で Waru Waru、スペイン語では Camellones、英語
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図2

ティティカカ湖沿岸の盛土畑の分布図

図3

盛り土畑の模式図（Kolata199 より一部改変）

（Kolata 1996 より一部改変）

ており、研究によればその分布範囲は 120,000 ヘク

要なく、古代に当該地域で行われてきた耕法である

タールにもおよぶという。日本語に訳せば「盛り

ため現地の生態系にも合致するというふれ込みで注

土畑」となるこの耕法は、スペイン人が侵入して

目を集めた開発ケースであった。

きた 16 世紀にはすでに行われておらず放棄されて
いたと言われている。この盛り土畑の存在は 20 世

し か し、 こ れ ら 伝 統 的 耕 法 の 現 代 へ の 応 用 は

紀初頭から知られてはいたが、本格的に調査が始

1996 年ころまでにほとんどが失敗に終わる。盛り

まったのは 1960 年代以降であり［Denevan 1970 ほ

土畑を支えてきた NGO は去り、ほとんどの耕作地

か］、1980 年代に入ってからはアメリカ合衆国（以
下米国）の研究者によるペルー領のティティカカ湖

が放棄されるにいたった。４つあった NGO は、
2004 年時点で Programa de Suka Kollu（ProSuko）

北岸、およびボリビア領のティティカカ湖南岸にお

のひとつのみになっていた。

ける調査により、徐々にその姿が明らかにされてき

筆者はこの失敗の原因について調べてきたが、そ

た［Erickson 1988; Kolata 1986, 1991,1996 ほか］。

れは市場経済とのつながりなど現代社会の構造的問

彼らは、この地域に先スペイン期の盛り土畑と同じ

題も含めて多岐にわたっている。しかしながら、主

ものを復元して実験を行い、その機能と生産性など

な失敗の要因は、伝統的な村落共同体の持つ社会的

の調査を続けてきた。その中で明らかにされた盛り

側面と、アルティプラーノや主要作物であるジャガ

土畑の機能とは、昼間の暑い日ざしによって堀にた

イモの持つ生態学的側面との二つに分けることがで

まった水が暖められ、それが夜間になると水蒸気と

きるという結論に至った。

なって熱を放射しながら畝を覆い、夜間の厳しい冷

下記では、まず社会的側面について盛り土畑の実

え込みから作物を守る（図３）というものであり、

験を振り返りその生産性について再検証する。その

これにより雨水に頼る一般的な乾燥地農耕（Dry

後、生態学的側面について検証する。最後に、本調

Farming）に比べ生産性が安定し、収量も大きくか
つ作物の大きさも大きくなるという実験結果が示さ

査を経て得た知見をもとに、古代ティワナク社会
（図４）の理論的モデルについても触れてみたい。

れた［Kolata 1991;1996］。現地で一般的に行われて
いる灌漑施設は伴わず雨水に依存する乾燥地農耕と
比較して、盛り土畑では１ヘクタール当たりの生産
量が２倍から３倍はあるという［Kolata 1991］。
この実験結果をもとに、米国の考古学者や人類学
者、またボリビアの農学者や人類学者を中心として
1980 年代後半から 90 年代半ばにかけて、現地の村
落開発、現金収入の向上と結びつけた村落開発への
応用が始まった。考古学調査で得た知識を現代の村
落開発へ生かすこと、これを応用考古学と呼ぶが、
その活動の始まりであった。盛り土畑の応用は、緑
の革命とは異なり、資本や資金、品種改良さえも必
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図4

ティワナク遺跡（筆者撮影）

中央アンデス高地南部における古代農耕技術の復元実験と古代社会モデル

2. 失敗の原因

社会的要因

2.1. 理論的視座

盛り土畑は、一般の耕作方法に比して単位面積当

─過少生産性と過少労働の原理─

たりの生産性が高く、冷害にも強い優れた耕法と言

1960 年代から 80 年代にかけて、文化人類学、特

われているが、同時に労働力や人員を必要とする耕

にマルクス主義経済人類学の分野において前資本主
義社会における生産と消費についての調査が多く行

法でもある。この点は下記で検証してゆく。このこ
とは、生産量に対する労働量という点では明らかに

われ、様々な知見が集まってきた。そこでは市場経

弱点となる。多人数が必要となる盛り土畑を効率よ

済の浸透が強くおよんでいない地域における過少労

く機能させるためには、人員の効率的なコントロー

働の原理や家族制生産様式などが明らかにされ、市

ルも欠かせない。1990-1991 年に米国人考古学者ア

場経済原理の影響を受けつつも生産に限界をもつ

ラン・コラータ Alan Kolata らが行った復元実験で

伝統的社会の世帯経済の原理が明らかにされてき

は、生態学的環境の上でもまた人員の経験の上でも

た［メイヤスー 1977; サーリンズ 1984, ほか］。これ

多種多様に行われたが、そこでは生産性にかなりの

ら一連の研究の中で過少労働の原理が明らかにされ

ばらつきが確認され、最大で約 9.6 倍の収量の開き

た。それは家族や社会が要求する限度までの生産を

（同一品種での１ヘクタール当たりの収量）が出て

達成すると、その時点で生産をやめる様式［山内

いる［Kolata et al. 1996:216-217］
。これについて、

1994］である。そこでは、生産性よりもむしろ安定

実験を主導したコラータ自身も、経験と動機が盛り

性に強い価値を置くことが明らかになったⅰ。
これらの経済人類学における研究成果は、盛り土

土畑の収量に大きく関係することを指摘している
［Kolata et al. 1996:222-223］
。

畑の応用開発が失敗した原因を探る上で重要な視座
となる。それは、盛り土畑の実験が行われた社会が

そこで以下では、先住民共同体に強くみられる過

とても保守的な農民たちの村であり、かつ市場原理

少労働の原理や過少生産性という視点から、農作業

が先進国ほど浸透はしていない地域だからである。

に対する生産者の動機、労働投下量、および耕地の

筆者は長年、ティティカカ湖南岸に住む先住民アイ

管理と維持について、一般の乾燥地農耕と盛り土畑

マラ語族の村落で調査を行ってきたが、これら経済

との比較を行い再検証する。これまで喧伝されてき

人類学研究で明らかにされてきた過少労働の原理と

た盛り土畑は、一般の乾燥地農耕に比べて生産性が

過少生産は現在の先住民村落にも当てはまることを

高いといえるのか、再度詳細に検証してみたい。

確認している。現在の彼らは、大企業による定期的
な牛乳買いとり制度などで現金収入を得てはいるも

2.2. 必須労働投下量とコスト - パフォーマンス

のの、ほとんどの世帯でほぼ自家消費のために農産

ここでは、既存の単位面積当たりの収量だけでは

物を生産しているに過ぎない。そのため、世帯内あ

なく、労働量という視点から既存の実験について検

るいは親族内消費を中心とする生産様式になってお

証したい。取り上げるのは、ペルー領ティティカカ

り、これまでの文化人類学調査の事例で確認されて

湖北岸の調査、およびボリビア領ティティカカ湖南

いるように、必要以上の過剰な生産を求めることは

岸における調査である。

現在でもほぼ見られない。このことは、実は現金収
入を得るための乳牛飼育においてさえ見られる現象

ケース 1：ペルー共和国

でもある。それは、こうした伝統的な村落社会では

ワッタ Huatta 地区での実験

ティティカカ湖北岸

収入の消費活動の場が乏しい（消費の制約）という問

米 国 人 考 古 学 者 ク ラ ー ク・ エ リ ク ソ ン Clark

題が潜んでいるからである。急速に拡大する市場や
市場原理の影響を受けつつ価値観が徐々に変容しな

Erickson は、1980 年から 84 年にかけて、ペルー南
部、ティティカカ湖北岸のワッタ Huatta 地区にお

がらも、現在の先住民共同体では消費目標や消費活

いて、重機を使わず伝統的な農具や土木用具を用

動により生産性がある程度まで限定されてしまう経
済体制がいまだ維持されているのである。こうした

いて盛り土畑の復元実験を行っている（表１）
。彼
は、１家族５人で計算すれば、１ヘクタールの盛り

伝統的な村落社会の経済観念、行動原理を理解する

土畑を作るのに 40 日もあれば可能であると述べて

ことは、盛り土畑の復元実験においても重要になる。

いる［Erickson 1988］
。最後の実験の年である 1984
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表１

一日一人あたりの労働量および収量（Erickson 1988 に基づき筆者作成）
1981-82

1982-83

1984-85

平均

盛り土畑の造営のみ
一日1人当たり1ヘクタールにおける計算値
（単位：人）

200

167

250

205.7

1ヘクタールあたりの収量

8.44t/ha

13.094t/ha

10.441t/ha

10.658t/ha

一日一人あたりの収量

42.2kg

78.41kg

41.764kg

51.81kg

表2

盛り土の建設コスト（Patty 2005 より一部改変）
詳細
詳細
（Detalle）

支払い方法

支払い回数
支払い回数
（Cantidad）

支払い方法
（Unidad）
（Unidad）

（Detalle)

（Cantidad）

支払い単価
支払い総額
支払い単価
支払い総額
（Costo
Unitario） （Costo
Total）
（Costo Unitario）
（Costo Total)
（Bs.）
（Bs.）
（Bs.）
（Bs.)

建設内容
建設内容

設計および区画設定
設計および区画設定
区画地の開墾と耕耘
区画地の開墾と耕耘
区画地の地ならし
区画地の地ならし
水路の掘削
水路の掘削
盛り土壁の建設と芝土の植え付け
盛り土壁の建設と芝土の植え付け
盛り土の地ならしと適応化
盛り土の地ならしと適応化
出費総額 (Bs.)
出費総額（Bs.）
出費総額 (＄）

日給
日給
トラクター使用料・時間給
トラクター使用料・時間給
トラクター使用料・時間給
トラクター使用料・時間給
日給
日給
日給
日給
日給
日給

㻝1
㻡5
㻠4
㻟㻜㻟
303
㻟㻜30
㻠㻜40

27,44
27.44 ($3.5)
78.40
78,40($10)
㻣㻤㻚㻠㻜
78,40
㻞㻣㻚㻠㻠
27,44
㻞㻣㻚㻠㻠
27,44
㻞㻣㻚㻠㻠
27,44

27,44 㻞㻣㻚㻠㻠
㻟㻥㻞㻚㻜㻜
392,00
㻟㻝㻟㻚㻢㻜
313,60
㻤㻟㻝㻠㻚㻟㻞
8314,22
㻤㻞㻟㻚㻞㻜
823,20
㻝㻜㻥㻣㻚㻢㻜
1097,60
㻝㻜㻥㻢㻤㻚㻝㻢

10.968,16
㻝㻟㻥㻥㻚㻜㻜
1.399,00

出費総額（$）

出展：Programa de SukaKollu(NGO) / UAC-T (Unidad Académica Campesina de Tiahuanaco (カトリカ大学農学部ティワナク・キャンパス)
㼠㻛㼏㻌㻣㻚㻤㻠㻮㼟㻚㻩㻝㻐㼁㻚㻿㻚
注） この表の見方は少々複雑である。支払いは日当と時給を基準として行われており、それが示されている。
例えば水路の建設費用は「正味303日分 (303 días netas)」と述べられている [Patty 2005:9]。これは日当、つまり一日一人当たりへの支
払い ($3.5＝27.44Bs./día) を基準としているため「日分」となっている。目的が労働者数にはなく、コスト計算にあるためである。
実際には一人ですべてを建設しておらず多人数で建設しているため、上記「支払回数」については本論では「労働者数 (人)」 に置き換え
た。こうしたことから労働者の実数は原本ではわざわざ触れられていないが、一人当たりの日当の支払い回数が303回であることから、結
果的に「正味303人分」となる。本論で述べたように、こうした値の合計値は筆者の調査で得た労働者数ともほぼ一致している。
ただしトラクターにおける支払い回数は総使用時間を示している。

表３

一般耕作と盛り土畑における生産量の比較（Swartly 2000 より一部改編）
一般農地（トラクター）
ワンコーリョ共同体
1996-97

一般農地（牛耕）
ワンコーリョ共同体
1996-97

盛り土畑
（NGO 人力による造営）
1990-91

造営と整地作業のための労働量
（人 / 日 /ha）

13 人 / 日 / ha

24 人 / 日 / ha

200 人 / 日 / ha

収量 /ha

3.3 mt / ha

3.3 mt / ha

14.85mt / ha

収量 / 人 / 日

220 kg

137.5kg

74.25kg

年から 85 年にかけては、１日に一人当たり４立方

べるとかなり少ないことがわかる。

メートルの土を移動させることが可能であったとし
ている［ibid.］。これらの結果を基に、最終的に、

ケース 2：ボリビア多民族国 ティワナク谷アチュ

１ヘクタールの盛り土畑を一日で造るのに、最大

タ・グランデ AchutaGrande 共同体における実験

で 250 人あれば可能であると算出している（表１）。
しかし、盛り土畑を造るコストは高く、単位面積あ

（カトリカ大学農学部）
1990 年代からボリビアにあるカトリカ大学農学

たりの収量は高くとも、一人当たりの収量に換算し

部による盛り土畑の実験が断続的に行われている

なおすと、その収量はかなり減少する（表１）。３
シーズンの平均で一日一人当たり51.8kg にしかなっ

が、そこでは１ヘクタールの盛り土畑を作るために
必要な労働の役割分担とその個々における労働者

ていない。この値は、下記で見てゆく乾燥地農耕の

数、現金支払いによる査定が行われている。それに

一日一人あたりの収量 220kg や 137.5kg（表３）に比

よると、１ヘクタールの盛り土畑を造るのに 383 人
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を擁している（表２）
［Patty 2005］。この１ヘクター
は約半分になる。ここではトラクターも使われてい
る。また、筆者の調査では、カトリカ大学の実験で
は畝の熱をより効率よく保つため畝の淵に２m 近
くにも達する特殊な植物を植えていることを確認し
ている。この実験はその後も断続的に行われてお
り、盛り土畑の建設・維持・管理はすべて学生や農
民たちに任せており、0.5 ヘクタールの盛り土畑を
造るのには、一日８−９時間の労働で３週間、10

（t/ha）
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

92-93
93-94
94-95
95-96

ジャガイモの生産量

ルの面積には水路も含まれており、実際の耕地面積

グラフ１

盛り畑

パンパ
耕作システム

山腹の傾斜地

異なる耕作システムごとのジャガイモ収量
（Patty 2005 より一部改変）

人いれば可能ということである。１ヘクタールの耕
作地を造成するのには、この２倍弱ほど、一ヶ月か

耕は労働量が非常に大きいことが確認できる。この

ら、一ヶ月と一週間ほどの期間が必要というが、ほ

ことは、多人数ではなく少人数で同じ面積の耕地を

ぼ表２の結果と同じになっている。

耕した場合には、一人当たりの労働量や労働強度が
高くなることを意味する。こうした特徴は、過少労

ケース 3: ティワナク谷ワンコーリョ Wankollo 共

働の原理が働く余地を生んだであろし、盛り土畑の

同体における実験 1990-1991
次に、米国の文化人類学者リン・スワートリー

潜在的な生産性を発揮し続けることができなかった
要因ともなりうる。

Lynn Swartly の調査を検証したい。実験は NGO
のもとティワナク谷にあるワンコーリョ共同体で行

グラフ１は、カトリカ大学が行った 1992 年から

われた。ここでも、表３が示すように、１ヘクター

1996 年までの耕作地別のジャガイモ生産量を示し

ルあたりの単位面積当たりの収量は高いものの、一

たものである。これを見てわかるように、２年目

人当たりのの見返りは極端に低くなっている。

からは年を経るにつれて、その生産量は減少して

盛り土畑の場合では、一日１ヘクタール当たり耕

いる。特に、94-95 年と 95-96 年の生産量は、盛り土

作するのに 200 人が必要になる。また、１ヘクター

畑（グラフ左側）とパンパ（平地部：グラフ中央）と

ルあたりの収量は 14.85mt/ha と、他の一般農地（ト

では、ほとんど差がなくなっている。92-93 年は冷

ラクターおよび牛耕で 3.3mt/ha）に比べ高くなって

害があった年であるため、どの耕作地でも収量がか

いる。しかし、一日一人当たりの見返りに計算しな

なり低くなっているが、それでも盛り土畑は一般農

おすと、盛り土畑では 74.25kg にしかならず、一般

地のパンパよりは高い。しかしそれでも冷害のな

農地のトラクター耕作による 220kg や牛耕による

い通常の年の生産量よりやや低いかほぼ同じ程度で

137.5kg よりもかなり少ない。この値は、一般的に

ある。逆にいえば、冷害には非常に強いことが示さ

現在当該地域で行われている乾燥地農耕の収量の半

れている。また、二年目の 93-94 年はどの高地でも

分からそれ以下である。やはりここでも盛り土畑は

収量が上がっており、特に盛り土畑は高くなってい

労働集約的耕作方法であり、それを機能させるため

る。しかしながら、３年目の 94-95 年になると生産

には労働力の維持管理が可能な社会的環境が必要と

量が再び落ち込み、ほぼ一般農地と同じかやや高い

されることがわかる。これらの表は、単純計算で、

程度にまで落ち込んでいる。４年目になるとわずか

盛り土畑の「建設」に直接携わった人数に対して、

とはいえさらに収量はさがっている。

均等に生産物が配分されると仮定した場合の、一人
当たりの見返りである。それでも牛耕における一般

実はここで最も重要な点は、経年によって盛り土
畑と一般耕地（パンパ）との収量の差がなくなって

農地の一人当たりの見返りである 137.5kg 以上には

きていることにある。盛り土畑は労働量が多いにも

到底およばない。

かかわらず、３年もたつと一般農地の収量とは最大
でも１tm/ha 程度の差しかないほどまでに収量が落

2.3 生産者の視点から

ち込んでいる。労働人数や労働強度を考慮すれば、

このように、どの復元実験においても盛り土畑農

一般農地（パンパ）に対する盛り土畑の利点は相殺
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されるか、むしろマイナスにさえなり、結果的に過
少労働の原理が強く働く状況を生み出している。そ
して、こうした経年にともなう収量低下の傾向は、
この実験のみならず他の複数の実験でも確認される
傾向なのである。
実際、筆者が調査時に農民たちから言われたの
は、盛り土畑における労働の面倒さや大変さであっ
た。現在、ジャガイモにおける一般の乾燥地農耕で
は灌漑もないため植え付けと収穫時以外は完全に放
置されたままであり、手を加えることはほぼない。

（Javier Escalante Moscoso 1997）

図５

ティワナク遺跡復元想像図

それに対して、盛り土畑の場合は堀を造営し水路を
水源から引かねばならない上に、堀の水を定期的に

想定する必要はないと論じた［Erickson 1988ほか］
。

組み上げて畝に撒くことも行う。２年目以降は盛り
土畑の造営は必要ないと思われがちだが、輪作・休

しかしながら、このような議論で重要なことは、

閑システムのため、一定の範囲に盛り土畑が広がる

単位面積当たりの生産性だけではない。非貨幣経済

までは常に新規に作り続けなければならなかった
であろう。しかもその範囲は人口増（＝遺跡数の増

において重要なのは、生産者の立場からの視点、農
民たちにとって最も重要な自分たち個人あるいは世

加）により、年々拡大して行ったと考えられる。広

帯への見返りである。しかもそこには対労働量とい

がりきったあとでも、数年も休閑すれば水路は埋ま

う基準が常に設定される。こういった生産者側から

るため繰り返し使う場合も盛り土畑の整備は必要に

の視点が、これまで米国の考古学系研究者の間でほ

なってくる。このように盛り土畑農耕は非常に手の

とんど見落とされてきたため、結果的に村落開発へ

かかる農耕技術である。さらには、水源自体が非常

向けた応用実験でも、労働強度の問題から最終的に

に重要な問題ともなっており、雨季の雨だけでは堀

失敗に至ったと考えられるのである。これが盛り土

の水を確保するのは難しく、結果的には管理ができ

畑の失敗に対する社会的要因である。

ず放置されてしまっていた。このように、盛り土畑
は生産者の側から見れば、決して労働効率の良い耕
法とは言えないのである。

実際、盛り土畑の村落開発への応用は、ティティ
カカ盆地ではかなり広範囲に行われてきた。しか
し、ペルー領も含めてほぼすべてが放棄されてし

ふり返って、1980年代後半から90年代を中心に

まっているか、大学農学部や NGO の援助などで断

盛り土畑の復元実験をした米国の考古学者であるコ

続的に何とか行っている状況である。ボリビア国立

ラータやエリクソンらは、単位面積当たりの生産

人類学局の元局長である（2004年当時）マウリシオ・

性を中心に議論してきた。そこでは、古代の盛り

ママーニ Mauricio Mamani 氏の出身地イルパ・チ

土畑とこの地にかつて栄えた古代のティワナク社

コ Irpa Chico 共同体でも実験が行われ、筆者も調査

会（A.D.500-1200年）
（図４および５）でどのように機

したことがある。しかし、ママーニ氏が言うのは、

能していたかという議論がなされてきた。コラータ

「盛り土畑は、得るもの無き重労働だ Mucho trabajo
para nada」の一言であった。イルパ・チコでの実

に至っては盛り土畑はティワナク社会の最も重要な
生業基盤であり、古代国家ティワナクが直接コント
ロールしていたとまで論じ、ティワナク社会は官僚

験では、トラクターなど重機を使わず、本体が木製

国家であったとした［Kolata 1991］
。さすがにエリク

から伝わる伝統的な踏み鋤を模したものや他の土木

ソンは、コラータの灌漑理論のような議論にはくみ
せず、盛り土畑の運営は世帯レベルや共同体レベル

用具を使って盛り土の畝を造成したとのことである

で維持管理が可能であることから、管理は世帯レベ

畑の復元応用は、古代社会を美化しすぎた結果、引

ルで行われており国家による直接的コントロールを

き起こされた、なるべくしてなった失敗といえる。
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表４

一般農地における輪作休閑システム（2004 年の筆者調査に基づく）

a. アチュタ ･ グランデ共同体
1年目

2年目

ジャガイモ

b. ティワナク村

3年目

キヌア

オオムギ

4年目

1年目

5年目以降

エンバク

休閑

ジャガイモ

2年目

3年目

4年目

5年目以降

キヌア

オオムギ
ソラマメ

エンバク

休閑

表５ ボリビア ･ アルティプラーノにおける土地利用（Carter y Mamani 1982 一部改変）
共同体

標高（m）

作付期間
（年） 休閑期間
（年）

１年目

２年目

３年目

４年目

オオムギ
コムギ
キヌア
カニャワ

ソラマメ
タルウィ
─
─

─
─
─
─

チリパ
Chiripa

3855

3

4

ジャガイモ
─
─
─

イチュ
Ichu

3830

3

2

ジャガイモ

オオムギ

ソラマメ

─

アコーラ
Acora

3861

2

3

ジャガイモ
─

キヌア
オオムギ

─
─

─
─

チャナハリ
Chanajari

3840

4

7

ジャガイモ
─

オユコ
オカ

ソラマメ
─

オオムギ
─

イルパ・チコ
Irpa Chico

3800

3

3

ジャガイモ

キヌア

オオムギ

─

ヘスス・デ・マチャカ
Jesús de Machaca

3800

3

3

ジャガイモ
─

キヌア
カニャワ

カニャワ
─

オオムギ
─

表６ ペルーおよびボリビアにおけるの輪作と休閑（山本 1988a より）
地域
マルカバタ
maway
chaupimaway
puna
ruki
アマレテ
kapana
ruki
タキレ

高度

１年目

２年目

３年目

４年目

５年目

６年目

3000 〜 3400m
3400 〜 3700m
3700 〜 4100m
4100m 以上

ジャガイモ
〃
〃
〃

休閑
〃
〃
〃

休閑
〃
〃
〃

休閑
〃
〃
〃

休閑
〃
〃
〃

ジャガイモ
〃
〃
〃

3500 〜 4000m
4000m 以上

〃
〃

オカ
休閑

大麦
休閑

ソラ豆
休閑

休閑
休閑

休閑
休閑

3800 〜 4000m

〃

オカ

ソラ豆

大麦

休閑

休閑

3800 〜 3900m

〃

キヌア

大麦

休閑

休閑

休閑

イルバ・チコ

3. 失敗の原因

─生態学的要因─

3.1 輪作と休閑システム

しかしながら、驚くことに、これまでの盛り土畑
の実験では、この輪作・休閑システムに対して研

ここからは、生物学的、生態学的な問題点につい

究者たち（考古学者、人類学者、農学者、NGO 人

て検証してゆく。アルティプラーノの主作物である

員などを含む）は見落とすか、軽視してきた。NGO

ジャガイモはナス科植物であるため、病害虫に弱
く、連作障害を引き起こしやすい。そのため、中央

である Pro Suko の応用開発でも、アチュタ・グラ
ンデ Achuta Grane 共同体の同じ耕作地で２年連続

アンデス高地では今も必ず輪作や休閑システムを採

してジャガイモを栽培していた。筆者が調査をした

用している。２年連続して同じ耕地にジャガイモを
植えることは避け、必ず次年度は別の耕地へ植え、

際にも、農民たちは２年連続で盛り土畑の同じ畝で
ジャガイモを植えているのを確認している。では、

元の耕地には別種の作物を植える。３年目もまた異

収量減少の原因はこうしたアンデス地域に顕著に見

なる作物を植える。その後は長期の休閑に入る。

られる輪作・休閑システムとどのように関連してい
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るのであろうか？

表７

るアチュタ・グランデ共同体におけ
る伝統的な輪作・休閑システムであ
る。表５は、1980 年代のボリビア

休 閑 年 数
ジャガイモ栽培
のための平均値 １年目 ２年目 ３年目 ４年目

土壌養分の要素

表４は、筆者が採取した 2004 年
当時のボリビアのティワナク谷にあ

休閑地の土壌分析（山本 1988a より）

pH

5.0-6.8

4.0

4.0

4.1

4.0

有効態窒素（NO3-N）
（mg/100g）

9.0

7.0

2.0

2.0

9.0

有効態リン（P2O5）
（mg/100g）

17.0

10.0

2.0

2.5

0.5

有効態カリ（K2O）
（mg/100g）

12.0

0.0

0.0

0.0

1.5

のアルティプラーノにある村落、表
６は 1970 年代から 1980 年代にかけてのペルー、ク

アンデス高地の多くの地域では、家畜の糞を肥料と

スコ県やボリビアの村落における輪作・休閑システ

して利用しており、感染源となっている。また、オ

ムを示したものである。

ルローブ Orlove とゴドイ Godoy によれば、ジャガイ

これらのほとんどで共通するのは、同じ畝には、

モを確実に栽培するために必要なのはジャガイモを

毎年、異なる作物を植え付け、かつ初年度は必ず

同じ土地に植えないでおく期間にあるという［Orlove

ジャガイモを植えつけていることである。そして、

and Godoy 1986:80］
。つまり、アンデス地域における

３年ほどの輪作を経て、利用されていた耕作地はや

輪作休閑システムは、地力回復よりもむしろ寄生虫

がて休閑に入っている。休閑期間は土地の広さに

のシストセンチュウへの対策といっても良い。

よって異なってくる。これまでの他の資料、およ
び筆者の聞き取り調査からは、おおよそ 10 年から

山 本 は、 ペ ル ー、 ク ス コ 県 の マ ル カ パ タ
Marcapata 共同体において、ムユ Muyu と名づけ

15 年、長くて 20 年ほどである。また、筆者が調べ

られた４つの休閑地の地質調査している（表７）
。

たところでは、同じ畑を 4 年ほど利用し、その後、

山本によれば、「植物の栄養素として必要な窒素、

休閑に入ることもしばしばみられた。休閑中は牧

リン酸、カリのいずれにおいてもほとんど変化して

草地として利用するため、アルファルファ Alfalfa

いないことがわか」り、「休閑がおわる前年の耕地

（Medicago sativa, 和名 ムラサキウマゴヤシ）と呼ば

でも、いずれの要素もジャガイモ栽培に必要な量に

れる植物を植えるが、これもティティカカ盆地では

ははるかに及ばない」という。また、「たしかに休

よく行われている。

閑は地力を回復させるという目的もあるが、中央ア
ンデス高地でのジャガイモ耕地の休閑は病気の除去

3.2 シストセンチュウ

のためでもある」と述べている［山本 2000：41］。

近年の研究では、農地の同じ畝で連続してジャガ

実際、ジャガイモ耕作の休閑期間を短くすること

イモを栽培しないのは、地力回復よりもむしろ病原

で、生産量が落ちた例もある［Carter y Mamani

菌を避けるためということが確認されている。アン

1982; Yamamoto 1988b ほか］
。これはボリビアでも

デス高地の場合、シストセンチュウを避けるためと

顕著であり、筆者が調査したティワナク村周辺やカ

言われている。その種類は、Globodera rostochiensis,
Globodera pallida, Pratylencus flakkensis, Meloidogyne

タリ盆地南部のパンパ・コアニ Pampa Koani 地区、

incognita, etc..［CIP 1983:65-72; 1984:75-81; 1985:73-

イモの生産量が極度に落ちていることを農民たちは

81; Hooker 1981; Yamamoto 1988; Haverkort et al.

認識していた。

他の地域でも、休閑期間を短くしたことで、ジャガ

1989 ほか］などがあるが、アンデス地域でもっと
も問題になるのは、Globodera spp. である。

このほかに、ジョーンズ Johns［Johns et al. 1982:

このシストセンチュウ対策でもっとも有効な伝統
的な方法は、ジャガイモの休閑期間を長くすること

151］や山本［2000:40-44］は 、ジャガイモ耕作にお
いて、イサーニョ Izaño（別名 マシュア Mashua、

であり、これは欧米でも日本でも見られる。ハー

Tropaeolum tuberosum） と 呼 ば れ る 塊 茎 類 を、

フェルコルト Haverkort によれば、オランダでは、
明らかに輪作・休閑システムとシストセンチュウの

ジャガイモとともに混作していることを報告してい
る。このイサーニョの根からは、ネマトーダが嫌う

関連が見られるという［Haverkort et al 1989］
。シス

物質が分泌されており、それによってネマトーダか

トセンチュウは動物糞にまぎれているが、現在まで

らジャガイモを防ぐことが可能になるという。
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Cantapa および Callamrca 共同体年間生業サイクル

夏
秋
冬
春

ムギ
オオ
間

期

マメ
ソラ

込む地域が多い。

4月

5月

6月

このようなアンデスに特徴的な生態学的要因や
それに適応した伝統的な環境利用を無視した形で
NGO やコラータらの盛り土畑の復元実験は継続さ

乾季

トゥンタ・
チューニョ
づくり

図６

と呼ばれる在来のマメ科植物を輪作システムに組み

3月

期

放牧
7月

だが、アンデス高地ではタルウィ Lupinus mutabilis

2月

収穫

放牧
放牧

8月

季

放牧

期

作付
オカ
イサーニョ
キヌア
コムギ

9月

わっていると思われる。ソラマメ自体は外来産作物

雨

1月

10 月

培

11 月

栽

ジ
ャ
ガ
イ
モ

12 月

うした作物の植え付け時期もまた地力の問題とかか

天
雨
少
期
続
連

ティワナク谷上流域の先住民共同体における
年間生業サイクル

（トゥンタ、チューニョは乾燥ジャガイモであり冬場
の備蓄用食料である。5 月と 8 月は季節の変わり目で
もあり農地での活動はほとんど行われず、収穫物への
作業や作付け前の準備期間となることが多い）

（筆者調査に基づく）

れてきた。カトリカ大学農学部の実験でも初期のこ
ろは輪作システムを採用していなかったという。カ
トリカ大学の農業技師によれば、シストセンチュウ
はここ最近（2004 年当時）特に問題になってきたと
のことであった。こうした状況が続いてきた結果、
経年による収穫逓減をひき起こすことになったと考
えられる。これらは、恐らく農民たちの過少労働の
原理をさらに刺激することにもなり、結果的に、
NGO らにより行われてきた応用考古学としての盛
り土畑は失敗に終わったと考えられるのである。
3.3 失敗の要因を通して
こういったアンデス高地の伝統的な環境利用や先

しかしながら、筆者が調査したティワナク谷上流

行する先住民の生業研究を省みず、米国の考古学

域のカリャマルカ Callamarca 共同体およびカンタ

者やボリビアの農学者たちは盛り土畑の応用実験

パ Cantapa 共同体においては、イサーニョとジャ

を行ってきた。この事実に対して、米国人の文化人

ガイモは、通常は混作していない。そのかわり、こ

類学者でありコラータからみて孫弟子にもあたる

の周辺の村落では各作物の植え付け時期をずらして

文化人類学者のリン・スワートリーは、盛り土畑

いる。イサーニョはジャガイモより必ず先に植え

は「（考古学者により）生み出された先住民の先祖

られており、その後にジャガイモが植えられる（図

伝来の知恵 Inventing Indigenous Knowledge」と

６）
。ただし場合によっては、植え付け時期はずら
すものの、イサーニョとジャガイモを同じ昨付地に

皮肉をこめて呼んでいるが、もっともなことである
［Swartly 2000, 2002］
。

植えることもあり、最終的には混作になっているこ

NGO の ProSuko も、このジャガイモとシストセ

ともある。この他、ジャガイモの畝を囲むようにイ

ンチュウとの関係については調査を行っていなかっ

サーニョを植えることもあると農民たちは説明した

た。筆者は直接 ProSuko のオフィスを訪ね担当者

が、筆者自身では目にしたことは無かった。また、

にインタビューを行ったが、シストセンチュウや輪

病害虫を避けるためにはトウガラシをジャガイモと

作・休閑システムの重要性についてまったく認識し

混作するとよいとのことであったが、これも目にす

ていなかった。また、筆者によるアチュタ・グラン

ることは無かった。地力回復についても農民は熟知
しており、必ずソラマメを輪作する作物種に入れて

デ共同体の調査では、ジャガイモが２年連続同じ耕
作地で栽培されているのを確認している（表８）
。

いる。海抜 3800m から 3900m の土地では栽培され

ここでも、２年目は極端に収穫量が下がると農民た

る作物種が限られることにくわえ、マメ科植物が窒
素を供給することを経験的に知っているからでもあ

ちは述べている。
こうしたことは、アルティプラーノにおける農村

る。ソラマメは毎年８月末から９月頭の雨季が始ま

開発を考える上で多くの示唆を与えてくれる。“実

る少し前から他の作物に先駆けて植えられるが、こ

践的な技術”を現実社会へ応用していく上でも、こ
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表８

ティワナク村およびアチャカチ地区における輪作休閑システム（2004 年 筆者調査に基づく）
地区

１年目

２年目

３年目

４年目

５年目以降

ティワナク村
カトリカ大学農学部

ジャガイモ

キヌア
あるいは
カニャワ

ソラマメ
あるいは
オオムギ

休閑

休閑

ティワナク村
NGO ProSuko

ジャガイモ

キヌア
あるいは
カニャワ

エンバク

休閑

休閑

ティワナク村
NGO ProSuko

ジャガイモ

ジャガイモ

オオムギ
あるいは
キヌア

オオムギ

休閑

アチャカチ地区
ボリビア陸軍地

ジャガイモ

キヌア

ソラマメ

休閑

休閑

れらの実験を検証すべきであり、何よりも土地ある
いは労働の“集約性”についての評価や内容を見直
すべきであろう。また、作物に由来する病害虫とそ

め池を利用した円形耕作地址やテラス址も見られ、
それらの周辺にも大きな遺跡が立地しているという
［Albarracín-Jordan 1996:195］
。

れに対する伝統的な対処法について謙虚に調べなけ
ればならないことは言うまでもない。

4. 盛り土畑の広がりについて
ここからは考古学の話に移りたい。コラータは
ティティカカ湖南岸における盛り土畑の広がりを、
周辺の河川に沿ってマチャカ－デサグワデーロ盆
地（以下デサグワデーロ盆地）、ティワナク谷（盆
地）、カタリ盆地の３盆地に分けている（図２）。
これら３盆地に広がる盛り土畑の総面積をおよそ
190k㎡（19,000ha）と見積もっており、デサグワデー
ロ 盆 地 が 60k ㎡（6,000ha）、 テ ィ ワ ナ ク 谷 が 60k ㎡
（6,000ha）、カタリ盆地が 70k㎡（7,000ha）としてい
る［Kolata 1996:112］。

図７

雨季のカタリ盆地中流域（筆者撮影）

図８

雨季のティワナク谷下流域（筆者撮影）

コラータが主に調査を行ってきたカタリ盆地南部
のパンパ・コアニ地区は、102 k㎡の盆地全体の面
積に対して 72k㎡（約 70%）に盛り土畑の分布が見ら
れるという。しかし、カタリ盆地とティワナク遺跡
が存在するティワナク谷とではミクロな生態学的環
境が異なっている。カタリ盆地は雨季になると湿地
帯が増え、大きな溜め池も出現し余剰水分が大量に
発生するが（図７）
、ティワナク谷は湿地帯にほと
んどならず、河川沿いの低地や比較的高い地下水位
を保つ地域などに余剰水分が現れるのみである（図
８および９）。
ボリビア人考古学者のアルバラシン - ホルダン
Albarracín-Jordan によるティワナク谷下流域の遺
跡分布調査によれば、ティワナク谷下流域で確認
できる古代の盛り土畑の痕跡は 18k㎡ほどという
［Albarracin-Jordan 1996:194-195］。また、盛り土畑
はティティカカ湖沿岸の北側に分布しているが、谷
の中南部側や南側にはコチャ Q’ocha と呼ばれる溜
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図９

雨季のティワナク谷上流域（筆者撮影）

また、盛り土畑址が多いカタリ盆地に比べ、デサ
グワデーロ盆地やティワナク谷ではティティカカ湖
岸でさえも実は盛り土畑の広がりは現在ではほとん
ど確認できない。何ゆえ、同じティティカカ湖沿岸
であっても、カタリ盆地では盛り土畑の痕跡が明瞭
に残り、他の２盆地の湖岸ではそれほどでもないの
か？その点について、調査者のコラータは明確な説
明をしていない。筆者は同地を踏査した経験から、
これらの違いは各盆地の人口密度の差からくる破壊
や湖水面変動が主要因ではあるものの、ティティカ
カ湖内部へ続く地形が最も深く絡んでいると考える。
例えば、カタリ盆地の湖岸は広大な遠浅の地形に
なっている。また湖岸線が湖に対して開けており、
ティティカカ湖水面変動の影響を受けやすい（図10）
。
それに対してティワナク谷の湖岸はそれほど遠浅
ではない。そのため浸水も内陸部へそれほど入り込
まず、カタリ盆地に比べ沿岸部の低湿地は広くはな
い。また湖に突き出したタラコ半島がティワナク谷
の沿岸部を囲んで湾を形成しており、急激な湖水面
変動の影響を直接は受けにくい（図 10）。現在ティ
ワナク谷沿岸部で確認されている盛り土畑はタラコ
山脈の麓に集中しているが、実はそこが湿地になっ
ているのはティティカカ湖の影響ではなく山脈から
無数に走る季節的小河川（ケブラーダ）による。
このように、同じティティカカ湖岸のあり方でさ
えも、カタリ盆地とティワナク谷とでは全く異なっ
ているのである。
実際、盛り土畑の分布状況は、土壌中の余剰水分
と深い関係がある。カタリ盆地は雨季になると低湿
地が湖岸沿いやタラコ山脈の麓に現れる。また盆地
の中ほどに流れるカタリ川は大きく湾曲しているた
めしばしば氾濫し周辺が湿地と化す。このように余
剰水分が多い土地だからこそ排水溝を持つ盛り土耕
作が必要になる［Denevan 1970］。

図 10

ティティカカ湖南岸（© GoogleEarth より筆者作成）

それに対して、ティワナク谷は基本的に低湿地が
少ない。もちろん湖岸沿いや地下水位が高い場所な
ど余剰水分が多い土地は存在するが、全体として余
剰水分に悩まされる土地柄ではない。それゆえティ
ワナク谷においては、カタリ盆地の盛り土畑に比べ
小規模な盛り土畑が特定の地域に集中する傾向があ
る。この特定地域とは、実はティティカカ湖沿岸で
はなく、ティワナク谷北縁を走るタラコ山脈の麓と
ティワナク川の間の沖積土地帯である（図 11）。タ
ラコ山脈は尾根の高さが低く均一になり平原状態
を形成しているため無数の小河川（ケブラーダ）が
走っている。しかし、尾根はティワナク谷へ向けて
やや急角度の傾斜をなしており、小河川の水や土
砂はタラコ山脈の麓に堆積し低湿地を形成する（図
11）。こうした土壌が豊かな地域に盛り土畑の痕跡
は最も多くみられる。盛り土畑のみならず、一般的
な農地としても理想的な土壌を形成しているため、
この場所は最も古い時期から遺跡が集中しており、
現在でも多くの住居や一般の乾燥地農耕地が見られ
る。もちろん谷の中央部にも盛り土畑の痕跡はみら
れるが、非常に少なく範囲も小さい。ほとんど見ら
れないと言ってもいいほどである。またこれらも低
湿地周辺の小河川沿いに分布する傾向があり、やは
り水のコントロールが行いやすい場所に立地してい
る。恐らくこうした傾向は、季節的低湿地ではない
半永久的な低湿地では水のコントロールが難しいこ
とと関係があると思われる。
盛り土畑の復元実験の継続が失敗した原因の一つ
に堀に蓄える水の不足がある。雨季のスコールのみ
では水が足りず、堀の水による畝への保温効果が発
揮できない。それゆえ、盛り土畑の利用は水資源の
状態に大きく左右される。不足のみならず多すぎて
も湿地状態になるため耕作ができない。そのため水
のコントロールは重要である。しかし、タラコ山脈
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あるため難しい。こうしたジャガイモ
栽培に伴う生業型態の制約は、恐らく
古代社会の構造部分に直結してくる。
少なくとも、大規模な灌漑施設に基づ
く二期作や二毛作が行える他の穀物栽
培地域のように、広大な土地に大量の
労働力を集中的に投下する農耕型態
を、ティワナク社会ではとることはで
きなかったと推定される。穀物栽培と
異なりジャガイモ栽培では労働力も耕
図 11

ティワナク川とタラコ山脈から流れ落ちるケブラーダおよび低湿地帯

（© GoogleEarth により作成）

地も分散傾向にあるだけではなく、水
源自体も天水依存であるため遍在する
うえに、ティワナク谷では小河川自体

の麓などの低湿地であれば、雨期になると常に水が

も分散して走っており扇状地や水分が豊かな土壌は

流れてくるため水不足は起こりにくい。しかも扇状

南北の山脈の麓に沿って分散傾向にある。大河川の

地で河川沿いにあるため排水も行いやすい。少なく

みが水源という他の古代文明地域とは明らかに異

ともティワナク谷においては、こうした「季節的に
現れる低湿地＋降雨」によってほとんどの盛り土畑

なった状況にあったと考えられる。
盛り土畑に関しては確かに多大な労働力を必要と

は行われていたと考えられる。こうしたことを考慮

はするものの、必要以上に労働力を集中投下しても

すれば、図２にしめすようなコラータの推定分布域

単位面積当たりの収量が上がるわけではなく、既に

は考えにくく、実際の分布面積はははるかに小さ

検証したように逆に一人当たりの見返りは低くなっ

かったと推定される。筆者は、現在確認できる盛り

てしまう。仮に権力機構が盛り土畑の運営に介入し

土畑の痕跡と生態学的環境との関係から、ティワナ

収量を上げようとしても、過少労働の原理が一般農

ク谷の盛り土畑の分布面積は多く見積もっても 40k

地以上に強く働く盛り土農耕では逆効果になる。一

㎡強と推定している。

人あたりの労働量を減らすために労働者数を増やし
ても、単位面積当たりの生産量はその人数分には追

また、コラータは盛り土畑の推定分布面積 19,000

い付かず、一般農地による一人当たりの収量よりも

ヘクタールのうち 75% ほどが同時に利用されてい

低くなってしまう。また盛り土畑に連なる水路のほ

たと仮定して、盛り土畑の人口扶養能力について一

とんどは最終的にティティカカ湖へ接続され流れ出

毛作で 57 万人、二毛作で 111 万人強と算出している

ており、水路は灌漑用ではなく排水路であり、灌漑

［Kolata 1991］
。だが、すでにみてきたようにジャ

理論のようにはなり得ない。水利施設の検証は紙面

ガイモは膨大な休閑地が必須な作物であり、75% も

の関係で省くが、他地域の灌漑施設とは規模も構造

の土地が同時に利用されていたなどありえない。現

も比較にならないほど小さく単純であり、そこに権

在の伝統的な共同体の共有地はたいてい４～５など

力など想定する必要すらない。

の複数ヶ所に分散しており、その中の一ヶ所を利用
している。そこに他の栽培作物との輪作システムが

このようにみてくると、ティティカカ盆地では中

加わる。こうしたことから、コラータが算出した盛

央集権型社会は生じにくく、むしろ各地で自立的、

り土畑の人口扶養能力は彼の算出した値の 1/4 から
1/5 近くまで下がる。さらに、現在もスペイン人到

独立的な共同体社会が発展併存しながらひとつの全
体を作り上げるという方向へ向かったのではないか

来時も、中央アンデス高地においてはジャガイモの

と考えられる。もちろん既存の考古資料から、ティ

二毛作は行われておらず、連作障害や乾季と雨季の
明瞭な気候差を考慮すればこの地で二毛作は難しい。

ワナク社会は決して平等社会ではなく階層性がある
程度は発達していた社会と思われる。しかし、そこ

さらに、こうしたアルティプラーノの環境では、

にピラミッド型の中央集権性は存在せず、各地に分

労働集約的に行おうとしても耕地自体が分散傾向に

散する同レベルの共同体的社会をつなぐ結節点とし
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てティワナク遺跡が機能していたと考えている。こ

する研究による大きな成果はあった。一連の実験に

うしたことは、圧倒的な権力あるいは権威を示す巨

よってアルティプラーノは豊かな生産性を誇る土地

大墳墓や都市型遺構を持つペルー北海岸の大河川沿

といったことが唱えられ、これまでのティワナク社

いに栄えた古代社会とは非常に対照的であり、ティ

会の見方を大きく変えたのである。これこそが最大

ワナク社会がそれらを持たなかったことからも、や
はりその社会構造は北海岸の古代社会とは全く異

の貢献であろう。アルティプラーノはその自然環境
ゆえに貧しい土地であるため、低地の作物や生産物

なっていたと考えられるのである。

に依存していたという外部依存モデルから、アル

結びにかえて
盛り土畑の復元実験から 20 年以上がたち、考古

ティプラーノは盛り土畑を利用すれば豊かな生産性
を誇るのだというティワナク社会のアルティプラー
ノ自生発生モデルへの転換である。

学者はいったいこの実験から何を得たのであろう
か？

ただし、筆者はコラータが唱えたティワナク社会

コラータやエリクソンが行ってきた盛り土畑の復

のモデルは、「生産力モデル」と考える。研究者の

元実験などから、１ヘクタール当たりの“潜在的”

置かれた環境、極度に資本主義が発達し、世界最大

な生産性は推測できるかもしれない。その意味では

の経済大国、生産大国、「超大国」出身の研究者と

最高の環境を整えることが盛り土畑実験の復活への

いう環境が、彼のティワナク社会像の構築において

近道でもある。また、忘れてはならないことは、盛

も反映されているのではないだろうか。特に、盛り

り土畑は寒さに対して強い耕作方法であるという点

土畑があれば貧しいアルティプラーノでも豊かにな

である。こうしたことからも、決してこの耕法の潜

れるというコラータの思考の背景には、アルティプ

在的魅力は輝きを失ってはいない。たとえ長期的視
点からみて実験はうまく軌道にのらなかったとはい

ラーノそのものが、根源的に貧しい地域、生産力の
乏しい地域としてやはり認識されていることを示し

え、考古学調査で得た知見に基づき、現代の村落開

ている。しかし、実際にはアルティプラーノは思う

発、現金収入の向上へ盛り土畑を結び付けようと果

ほど貧しくは無く、雨水に頼る一般農地であっても

敢に挑んだその勇気と崇高な理念は、決して色あせ

塊茎類や豆類、そして牧畜を行うことで十分な人口

ることは無く、称賛に値する研究と活動である。

を養える。このような「標高の高いアルティプラー

しかし、やはり同時に冷静でもなければならな
い。本論の分析からは、盛り土畑は生産者一人当た

ノは貧しい土地である」という先入観はスペイン人

りの収量に置き換えれば決して効率が良く生産性の
高い耕法とは言えないことが明らかになった。この

者の思考を狭めている。実際、現在のアルティプ

点は、冷静に受け止めねばなるまい。逆にこの点を

つまり現代の経済体制やそれに深く根ざす社会構造

克服すれば、盛り土畑の生産性と安定性は現代でも

から来る問題であり、生態学的な側面、食料生産と

うまく機能する可能性は残されている。いかに労働

いう点からは、農民たちも自らの土地の豊かさ、食

量や労働者数、コストを下げて盛り土畑を運営する

べて行く分には困らないということを十分に認識し

か、この点がカギとなる。同時に、今後は栽培され

ている。その点は筆者も実際に共同体に住んで体験

た作物を市場原理の影響を最小限に抑えた形で流す

していることでもある。

による征服時から始まったものであり、いまだ研究
ラーノが貧しいのは、あくまで現金収入という点、

こと、例えば、二次加工品の原料などとして固定顧
客へ卸すことなどが必要となる。そして最大の課題

本研究では、これまで見落とされがちであった主

でもある「得られる現金収入を消費する場」を共同

食の栽培作物種により限定される農耕形態こそが、

体の近くあるいは内部に作ることも必要になる。こ

文明圏の考古学にとって実は重要であることを示し

ういった経済のエコシステム全体の問題の中に応用

た。これまで文明あるいは国家や権力、複雑化した

考古学としての盛り土畑を組み込んでゆかねばなら

社会階層の発生と生業との関係では、栽培作物を備
蓄できるか否かという点に議論が集中する傾向が

ない。

あった。それは、旧大陸の文明圏や新大陸のメソア
考古学の面においてもコラータらの盛り土畑に関

メリカ文明においては、穀物栽培が主体であったか
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らでもあろう。そこでは、穀物こそが備蓄可能な主

こと、そうした狭い地域で起こった人口増と人口圧

要作物であり、その蓄積は文明や国家、権力の発生

の問題、そしてそれらを支えうるジャガイモの主食

を促す原動力の一つであったとみなされてきた。同

としての選択、ジャガイモ栽培に伴う土地利用方法

時に、乾燥地帯を流れる大河で発達した穀物栽培で

や労働力管理の複雑さなどにあったのではないだろ

は大規模な土地集約的、かつ労働集約的農耕により
生産性が高まり、そうしたことは灌漑や権力との関

うか。
その意味で、本研究が、実際の考古遺物や遺構に

係から議論されてきた。しかし、今回、提示した南

対する安易な解釈や、現地の生態学的環境を無視し

高地の例は、旧大陸のそういった概念や議論とは全

た机上の空論を戒める強い警鐘となり、考古学と文

く異にする性格のものである。確かにジャガイモで

化人類学とを結びつけるきっかけになることを期待

あっても現地で利用される乾燥ジャガイモを使えば

したい。

備蓄は可能である。しかし、筆者がここで論じてき
たことはそのような視点ではない。重要なのは生業
型態と社会構造の関係性であり、それは栽培作物の

注

特質や生態学的環境により方向づけられるという点

ⅰ）ただし、これは前資本主義社会において過剰な

である。本論で述べたジャガイモというナス科植物

生産が行われたり、環境破壊が全く起こらないと

には必須な輪作や休閑といった土地利用方法、かつ

いうことを意味しない［山本 1994 参照］
。

そうした土地利用方法に伴う労働力の組織化の在り
方である。こうした広大な休閑地を伴う土地利用方
法は、この地域における牧畜の発達も促し、さらに
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論文

方形周溝墓からみた弥生時代前期
社会の様相
─近畿・東海地域を中心として─

浅

井

良

英

人間文化学研究科地域文化学専攻博士後期課程 2015 年単位取得満期退学

はじめに

論じたい。

どの時代においても、墓制は被葬者のみならずそ
の人が生きた時代の様相や思想を強く反映してい

１．弥生時代前期の方形周溝墓の集成

る。そのため、ある時代の社会構造や変遷が墓制の

１. １

集成にあたって

研究を通して論じられることが多い。とりわけ、金

弥生前期の方形周溝墓の集成作業は山田清朝（同

石文・文書類などの記録の乏しい時代の社会様相を

1995）の仕事を嚆矢として、その後、新出資料を追

明らかにするには、当時の墓制を研究することが有

加する形で進められてきている（山田 1995、本間

効である。

1997、角南 1999、中村大介 2004）
。

方形周溝墓は細い溝で方形の区画を設けて、その

本稿では出現期の方形周溝墓が集中する近畿・東

区画内に死者を埋葬する墓である。弥生時代を通し

海地域の弥生前期の方形周溝墓を対象とした。その

て九州地方から東北地方にかけて広くみられる代表

集成表を表１に、その所在地を図１に示す（表１・

的な墓制であり、これまでに 5,000 基以上の検出が

図１の遺跡番号は共通で、以下、本稿中にでてくる

あると報告されているが（山岸 2015）、その実数を

遺跡名のあとの数字は遺跡番号を示す）。また、方

把握するのは困難な状況にある。
これまでの報告では、その初現は
弥生前期までさかのぼり、当該期
に優勢を占める土壙墓・土器棺墓
と併行する。また、その分布状況
も近畿・東海地域に偏在すること

11

がわかってきている。

12
21

3

方形周溝墓という新しい墓制の

20
19

起源やその出現の背景について諸
説が提出されてきたが 、実証的
⑴

かつ十分な説明がなされていると
は言えない。これらは人の精神
面、ひいては思想面にかかわるこ
とであり、考古学的な遺構・遺物

1

2

近年、これまで現地説明会資料

9
5
6

からではおのずと限界があるもの
と推定される。

4

10

17

13
16
15
14

18

7
8

や概報からの情報のみであった遺
跡の調査報告書も順次発行され、
新知見も蓄積されつつある。本稿
では、このような研究状況・成
果・背景を念頭におきつつ、近
畿・東海地域の方形周溝墓をとり

前期後葉以前

あげ、その出現状況、墓域の変遷

Ｘ型優勢

状況、墓群の群構成を視点とした

Ⅳ型優勢

事例研究から、当該社会の集団と
階層、そして弥生前期の社会像を
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図１

弥生時代前期の方形周溝墓の分布

前期末以降
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表１
µ¯

µ¯$

µ¯W+,

,

µo$

弥生時代前期の方形周溝墓集成表

Qbd

#
z

Ñ

huP

Ò

!¶©qËãÌ
»°

Ð

È-ô

P

VL
CJL

Â

P

HL

^R%6

%¶R

°

õZ@ö

Ô

h=¡

K

<¾O

<¾O

¢eL

d]vÁ

ÖÎ×

ÕÎÒ

em

Ð

^R%6ú#

d]vÁ

ÖÎÏ

ÕÎÏ äâ

em

Ð

^R%6û#

dvÁ

ØÎÕ

ÖÎÔ å

^R%6ü#

dvÁ

ÐÐÎÓ

ØÎÐ å

emÑô*8Ð

Ò

nR(

^R%6ý#

d]vÁ

ÒÎÖ

ÑÎÖ

*(m

Ð

º

^R%6þ#

dvÁ]

ÕÎ×

ÔÎÓ

em

Ð

^R%6ÿ#

dvÁ

ÔÎÕ

em

Ð

^R%6Ā#

d

ÒÎÔ

^R%6ā#

dÅ

^R%6ùø#

d]vÁ

^R%6ùù#

dÅ

ÕÎ×

ÓÎÕ

em

Ð

ÓÎÏ

Dl

TÉ,

¼L

ØÎÒ
ÐÓÎÏ

^R%6ùú#

dvÁ

ÕÎÏ

^R%6ùû#

d]vÁ]

ÓÎÏ

^R%6ùü#

d]vÁ

^R%6ùý#

d]vÁ]

^R%6ùþ#

Ă

ê

Ă

ê

×ÎÔ



d]vÁ

ÖÎÏ

ÕÎ×

nR(

^R%6ùÿ#

d]vÁ]

ÓÎÒ

ÒÎÔ

^R%6ùĀ#

d]vÁ]

ÔÎÖ

ÒÎÓ

^R%6ùā#

d]vÁ

ÕÎÔ

ÒÎÔ

^R%6úø#

d

vÁ

ÕÎÔ

^R%6úù#

d]vÁ

ÒÎ×

^R%6úú#

d

ÓÎÓ

^R%6ü#

d]vÁądÅ

ÖÎÒ

^R%6ÿ#

d]vÁądÅ

ÖÎÑ

vÁ

nR(
emô*8

Ñ

Y§ºÐ

*8ì¦

emĂ

Ð

§ºÑëY§ºÔëîïóÐ

^R%6ùù#

d]vÁądÅ

ÐÐÎÏ

ÖÎÒ

em

Ð

Y§ºÐ

^R%6ùú#

d]vÁądÅ

ÕÎÔ

ÓÎÑ

em

Ñ

^R%6ùû#

ÕÎÏ

d]vÁądÅ

ÐÏÎÔ

^R%6ùü#

d]vÁądÅ

ÐÐÎÒ

^R%6ùý#

d]vÁądÅ

ÓÎÏ

em

Ð

ÐÑÔ÷ëY§ºù

em

Ð

Y§ºÐ

^R%6æ

dS¤

^R%6ç

dS¤

9m

Ð

ÜÍÓ

^R%6è

dS¤

*8

Ð

ÜÍÓ

^R%6é

dS¤

*8

Ð

ÜÍÓ

^R%6ù

df

×ÎÏ

^R%6ý

df

ÕÎÏ

^R%6þ

df

^R%6ÿ

df

^R%6ā

df

*8

Ñ

ÜÍÓ

ÕÎÓ

3¿ ^R%6āþ

dS¤

ÐÑÎÓ

ØÎÒ

Ö

)ðx

<¾O

4L

À

^R%6

d

ÖÎÔ

ÖÎÔ

×

x

<¾O

&yL

v

^R%6ÝÍù#

d]vÁ

×ÎÒ

ÖÎÏ

Ø

?

<¾O

ÉpL

w

^R%6Ùù

df

ÐÏ

¤

ÐÐ

¨|³

®

ÉIL

^R%6ăĄý

dS¤

ÐÑ

5

®

»{L

^R%6Þàøù

df

ÖÎÔ

^R%6Þàøú

df

ÔÎÐ

ÐØÖÒNÒ
ÝÊ,
²>

dS¤

TÉ,

üt¬j

^R%6Þàøû

df

ÓÎ×

^R%6Þàøü

df

ÒÎÔ

^R%6Þàøý

df

ÓÎÓ

^R%6Þàøÿ

df

ÐÏÎØ

ÖÎÑ



ÓÎÑ

XM\

^R%6Þàøā

df

^R%6ÞàÐÕÒÕÏ

dS¤

ù

dS¤

ØÎÐ

^R6µo

df

ÖÎÏ

^R%6Þßøû

df

ÐÑÎÔ

×ÎÐ

^R%6û

df

ØÎÏ

ÕÎÏ

^R%6ÞàûÖ

dS¤

å

^R%6Þà×þ

dS¤

å

^R%6

df

M1A¯"ÇB =¡

=¡L

ÐÓ

.

=¡

rL

ÐÔ

;

=¡

g

ÐÕ

2h

=¡

>

ÐÖ

iòe

¸

zL

Ð×

íñòÚ

¸

a&

ÐØ

c`

U

}ÄL

TÉ,

ÑÏ

F

U

AL

3¿ ^R%6ÞáÏÐ

dS¤

ØÎ×

^R%6ÞáÏÑ

dS¤

ÐÏÎÏ

^R%6ÞáÏÒ

dS¤

ÐÏÎ×

^R%6ÞáÏÓ

dS¤

×ÎÏ

ÕÎÖ

^R%6ÞáÏÔ

dS¤

ÔÎÕ

ÓÎÑ

^R%6ÞáÏÕ

dS¤

ÕÎÔ

ÔÎÕ å

^R%6ÞáÏÖ

dS¤

ÕÎÔ

ÔÎÐ

TÉ,
TÉ,

^R%6ÞáÏ×
w

dS¤

þtôÿt¬j

ÒÎØ

ÐÒ

</L

ô

ÔÎÔ

DL

G½

§(

ÔÎ×

<¾O

£D

sô@R(

ÐÕÎÏ

±L

Ã

×Î×



ÑÐ

ª

Ð

ÐÑÎÒ äâ



ô<

:ö

ÒÎÒ

Õ

·O

[

S~, ^R%6ù#

^R%6ā#7E d]vÁądÅ

Ó

¥'õ*(

0¥_«
Æ

dS¤ą

ÐÐÎÏ

ØÎÔ

ÑÓÕt¬j
*8



ùùt
Û,

Ð
×ÎÏ å

´®K*(

ÖÎÏ
ÐÏÎÔ å

×ÎÓ

ÕÎÏ

^R%6ÞáÏØ

dS¤

ØÎÔ

ÖÎÏ

^R%6Þáùûÿ

d

ÑÎÖ

^R%6ÞáùûĀ

dS

ÕÎÔ

ÔÎÔ

^R%6Þáùüý

d

ÖÎÐ

ÕÎ×

^R%6Þáùýû

d

ÔÎÕ

ÒÎÓ

^R%6Þáùýü

d

×ÎÑ

×ÎÑ

^R%6Þáùÿø

d

ÐÏÎÔ

^R%6Þáùÿù

d

^R%6Þáùÿü

d

ÒÎÏ

ÑÎÏ

^R%6Þáùāú

d

ÖÎ×

ÕÎÕ å

×ÎÏ å

Y§ºÓëY§¹Ðëk
Y§ºÐ

(ù
(ù
(ù

人間文化● 27

方形周溝墓からみた弥生時代前期社会の様相─近畿・東海地域を中心として─

5 号墓
14号墓

Ⅹ

4 号墓
長軸長

方台部

11号墓

3 号墓

Ⅰb

13号墓

Ⅰa
6 号墓

短軸長

10 号墓

Ⅱb

Ⅰa 型

弥生前期中葉
弥生前期後葉

7 号墓

Ⅱa

弥生中期初頭

8 号墓

周溝部

Ⅲ
2 号墓

16号墓

17号墓

18号墓
19号墓

9 号墓
20号墓

1 号墓

Ⅳ

21 号墓

(a) 方形周溝墓の各部名称（図版は『東武庫遺跡』より引用）

図２

弥生前期（時期不明）

15号墓

Ⅳ型

埋葬施設

弥生前期前葉

12号墓

(b) 周溝形態の分類

方形周溝墓の各部名称と周溝形態の分類

形周溝墓の各部の名称、規模の計測位置、周溝形態
の分類などは図２の通りである。
報告書により弥生前期の時期区分が異なることが

20m

0

図３

墓域の変遷⑴

22号墓

東武庫遺跡２

が優勢を占めていると理解されている。

２．弥生前期の方形周溝墓の様相－事例研究

あるが、弥生時代を前期・中期・後期に区分し、本
稿の主題の時期となる弥生時代前期についてはさら

墓域として弥生前期・中期・後期・古墳初期にわ
たるものをとりあげ、その墓域における方形周溝墓

に前半・後半、あるいは前葉・中葉・後葉・末に小

の出現状況、変遷状況、さらに群構成などを報告書

区分して、弥生前期中葉、弥生中期などと記述す

にもとづいて検討する。事例としてとりあげるのは

る。集成表では報告書に記載の時期区分の名称をも
ちいた。

東武庫遺跡２（兵庫県尼崎市）・北仰西海道遺跡 11
（滋賀県高島市）・山中遺跡 20（愛知県一宮市）・荒
尾南遺跡 21（岐阜県大垣市）であるが、地域間での

１. ２

弥生前期の方形周溝墓概観

比較を目的とするものでない。

弥生前期の方形周溝墓は表１・図１の通り 21 遺
跡、79 基にのぼる。すでに先行研究において多く
の分析・考察がされているので、それらに導かれな
がら分布・形態などについて概観しておく。

２. １

東武庫遺跡 2（図３）

この遺跡は弥生前期前半から中期初頭に至るが、
検出された遺構・遺物はさらに６段階の小時期に分

弥生前期の方形周溝墓の分布状況は、大きくは、

かれる。調査区域は約 2,000 ㎡と狭いが、22 基の方

鈴鹿山地をはさんで近畿地域と東海地域に偏在して

形周溝墓群が検出されており、その分布密度が高

いる。両地域ともに弥生前期後葉以前のものが存在

い。弥生中期初頭には武庫川の氾濫により廃絶する

し、最古のものは大阪湾岸の東武庫遺跡２で、弥生

短期的な墓域である。

前期前半までさかのぼる⑵。ここで、駄坂・舟隠遺

方形周溝墓の出現状況

跡３は丘陵上に造られており、立地面では他のもの

検出されているものの、当初から方形周溝墓を造営

と異なり台状墓に分類されることもある。

するための墓域であったとみられる。方形周溝墓の

この墓域では数基の土壙も

方形周溝墓の平面形態は方台部が正方形・長方形

規模は方台部に大小があり、最大のものは 10 ｍ前

で分類され、さらに周溝形態でも、その周溝が全

後を測る。平面形態は長方形を呈するものが多く、

周する型、隅が切れる型などの７類に分かれる（図
２）
。ただ、多くの墓は削平された状態で検出され

周溝の形態は図２に示す型のほぼ全てがみられる。
墳丘の規模はかなりのバリエーションがあるもの

るので、当初の周溝の形態については慎重な判断が

の、弥生中期以降と比較して、盛土は厚く盛らない

要る。このような事情を考慮した上でも、周溝形態
はやはり近畿地域と東海地域では異なり、近畿地域

傾向にある。
埋葬施設は７基から検出されており、土壙・土器

では周溝が全周するもの（Ｘ型・近畿系）が優勢を

棺・木棺が検出されている（表１）。このうち複数

占め、東海地域では隅が欠けるもの（Ⅳ型・東海系）

埋葬は４号墓（主体数は木棺２基、土壙１基の計３

28

●人間文化

方形周溝墓からみた弥生時代前期社会の様相─近畿・東海地域を中心として─

基）のみで、単数埋葬が優勢である。また、単数埋

地利用されていたことをうかがわせる。当然、近辺

葬の主体部はほぼ墳丘の中央部にあるが、複数埋葬

にはこの遺跡を墓域とする当該期の集落の存在が予

では中心にはない。層位の検討から埋葬施設の位置

想される。

は生活面より上方か、一部掘り込んでいる。つま

方形周溝墓の出現状況

り、周溝を掘削し方台部に盛土を積んで、そこに埋
葬施設を納めたと報告されている。

式）前半を最古として、縄文晩期末（滋賀里Ⅴ式）に
いたるまで 250 基以上の土壙墓、90 基以上の土器棺

縄文晩期中葉（滋賀里Ⅲ

遺物としては周溝・土壙・溝状遺構などから土

墓が営々と造られた。そして、弥生前期後葉になる

器・石器・装身具が出土した。２号墓では周溝から

と方形周溝墓 SX5 が、弥生中期には SX6 ～ SX14

在地の胎土をもちいた「擬朝鮮系無文土器」が、埋

が、そして弥生後期には SX2 ～ SX4 が造られる。

葬施設から赤漆塗りの竪櫛が出土していることが特

このように、土壙墓・土器棺墓の墓域に方形周溝墓

筆される。

が、突然、出現する状況にある（図４b）
。

墓域の変遷状況と群構成

墓域の変遷状況

遺構の切り合い状況およ

墓域として前述の通りの変遷を経

び供献土器から方形周溝墓 22 基の築造順序があき

るが、方形周溝墓が出現する弥生前期後葉以降では

らかにされ、さらに方台部の長軸方位を考慮して群

方形周溝墓からなる墓域となり、土壙墓・土器棺墓

構成が推定されている。すなわち、22 基を５グルー

がみられない。ただ、弥生中期中葉には方形周溝墓

プに分け、各々のグループでの築造順序を示した上

に並行して 15 基の土壙が検出されているが、個々

で、一小時期にはせいぜい数基の造墓がなされてい
たに過ぎないと報告されている。ここでみられる多

の土壙が埋葬施設の主体部かどうかの判定にはい
たっていない。

くの切り合い状況のうち、同じグループ内の３・４

墓群の群構成

号墓はほぼ重なるように、重複埋葬の様相を呈して

は、土壙墓・土器棺墓とも複数の小群をもち、これ

いる。

らの小群が環帯状に配置される環状墓域の様相を呈

２. ２

方形周溝墓が出現する前の墓域で

している。個々の小群は 4 基前後からなるもの、10

きと げ にし かい どう

北仰西海道遺跡 11（図４）

基前後の列状配置をとるもの、並列配置をとるもの

この遺跡では縄文時代晩期から古墳時代初頭にか

などがみられる。この様相は一つの居住域に複数の

けての遺構が検出されており、とくに縄文時代晩期

集団が存在することを示しているのだろう。ただ、

には土壙墓群・土器棺墓群により構成される大墓域

報告書では他の遺跡例をふまえ、土壙墓は成人が、

となる。さらに調査区の隣接地にも同規模の遺構が

土器棺墓は小児が埋葬されているとは言えないと指

あると推定されており、長期にわたり墓域として土

摘している。

SX4

弥生前期

縄文晩期

弥生中期

弥生前期

弥生後期

弥生中期以降

SX10
SX14

SX9
SX3
SX8
SX13

SX2

SX7
SX12
SX6

0

20m

SX11

SX5

0

5m

(a) 弥生時代全期

(b) 縄文晩期～弥生前期の詳細
縄文晩期の遺構は土壙墓・土器棺墓

図４

墓域の変遷⑵

北仰西海道遺跡 11
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SZ17

F区
SZ16

B区

A区

D区

16

SZ12

SD01

SZ11

SB18

SB11

10

SB12
19
SB13 15

弥生前期
17

弥生後期－古墳初期

14

SZ07
SK01

SZ09
SZ01

SZ10

SZ08

SZ06

SZ02
SZ05
SZ03

SZ04
SZ15

F区

S13
0

図５

墓域の変遷⑶

20m

SZ14

山中遺跡 20

弥生中期中葉に方形周溝墓群の墓域として盛期を

なり、一辺に欠けをもつ型になる。規模も最大のも

もつが、ここでは方台部の方位に着目すると、Ａ群

のは 16 ｍを越え、前方後方形に造り変えられたも

（SX5 ～ SX10）、 Ｂ 群（SX11 ～ SX14）の 二 つ の 小

の（SZ13）もある。

群構成をもち、それらの規模には差がみられる。ま

墓域の変遷状況 Ａ２期の方形周溝墓群は環濠 SD01

たＡ群においては弥生前期の SX5 と弥生中期中葉

をはさんで反対側に竪穴建物群が存在し、墓域と居

の SX6 ～ SX10 が群構成をとることが特筆される。

住域とが明確に分かれていたことがわかる。さらに
出土土器の分析から、同じ前期Ａ２期の遺構ではあ

２. ３

山中遺跡 20（図５）

るが、竪穴建物 SB10・11・16 〜 19 は方形周溝墓群

この遺跡の遺構・遺物は弥生前期から中世まで続

に先行して造られ、その後、方形周溝墓群が造営さ

くが、本稿では弥生前期から古墳前期までを対象と

れ併行して、竪穴建物 SB12 ～ SB15 が造られたこと

する。遺構・遺物は、弥生前期で遠賀川系土器を伴

がわかった。すなわち、この地での生活が始まり、

わず粗製土器のみ出土する段階（Ａ１）、確実に遠

建物が建て替えられ、人が亡くなり墓を造り、さら

賀川系土器を伴う段階（Ａ２）、そして弥生後期〜

に環濠を掘削して居住域と墓域を分けて暮らしてい

古墳前期（Ｂ）の３時期に分かれる。

た生活空間を髣髴とさせる。

層位の検討からＡ１・Ａ２期の遺構は洪水等に

その後（弥生末までに）、この地域は洪水にみま

よって一気に廃絶し、Ｂ期に再び墓域として土地利

われ居住域は衰え、墓域としても土地利用がなされ

用されたとみられる。

ないまま、Ｂ期には墓域としてふたたび利用される

方形周溝墓の出現状況

弥生前期Ａ１では土壙墓

ことになる。周溝の形態は一部の隅が欠ける型とな

１基（SK01）
、Ａ２期では方形周溝墓９基（SZ01 ～

り、規模も 15 ｍを越えるものもある。

SZ09）および竪穴建物 10 棟（SB10 ～ SB19）、Ｂ期

方形周溝墓の群構成

弥生前期Ａ２において明確な

では方形周溝墓８基（SZ10 ～ SZ17）が検出されて
いる。Ａ１期には土壙墓が１基あるが、Ａ２期に新

群構成はみられないが、比較的中規模なグループ
（SZ01〜03・08・09）と小規模なグループ（SZ04 〜

たに方形周溝墓からなる本格的な墓域が始まったと

SZ07）に分かれ、各々塊状に配置されているとみる

いえるだろう。
Ａ２期の方形周溝墓の平面形態は正方形で、周溝

ことができる。Ｂ期には分布は広範囲にわたるよう
であるが、各調査区域が離れているので、群構成の

形態は四隅が欠けるⅣ型である。方台部の規模はせ

検討はできない。

いぜい 10 ｍ程度である。Ｂ期には四隅欠けがなく
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２. ４

荒尾南遺跡 21（図６）

この遺跡は弥生前期から古墳前期まで
続く墓域・居住域であり、弥生中期中葉
までに方形周溝墓が約 230 基、弥生中期

弥生前期
弥生中期前葉

A区

弥生中期中葉

後葉以降には竪穴建物・掘立柱建物約
600 棟からなる遺跡である。遺構・遺物

弥生中期後葉以降

は弥生前期（Ⅰ期）
、弥生中期中葉まで
（Ⅱ・Ⅲ期）、弥生中期後葉以降（Ⅳ期）
に分かれる。調査区はＡ・Ｂ・Ｃ区に分
かれるが、遺構の粗密を考慮して、本稿
ではＡ・Ｂ区を中心に検討する。
方形周溝墓の出現状況

弥生Ⅰ期にはす

でに土壙墓・土器棺墓・木棺墓からなる
墓域に近接して方形周溝墓（９基）がＢ
区の西南に偏在する。平面的な分布に特

B区

徴はなく、後の時期のものと重複するも
のがある。従来の明確な墓域に出現する
点では北仰西海道遺跡 11 と同じ出現状
況といえる。
墓域の変遷状況

時期ごとにこの墓域の

利用をみると、Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期の各時
期によって墓群の分布の中心が移動して

土壙・土器棺・木棺墓群

図６

0

墓域の変遷⑷

５0

100m

荒尾南遺跡 21

いる。つまり、先行の墓域を避けて造墓
している。

える。ところが、Ⅳ期になると 4 基程度を単位とし

Ⅰ期ではＡ区に偏在する。やや長方形を呈するも

て造墓され、これが塊状となり、場所によってその

のが多く、周溝の形態は隅欠き型が優勢である。周

塊が連結する場合と、連結しない場合がある。あき

溝を共有するものがあるが重複するものはない。Ⅱ

らかにⅡ・Ⅲ期よりも統一性が少なくなって、個別

期になると本格的な方形周溝墓の造墓活動が始まっ

の塊状が強くなっている。また墓域全体に分布し、

た。周溝を共有するものが目立ち、より群構成が意

先行の墓を削平・破壊している状況がうかがえる。

識されてくる。Ⅲ期にはより整然とした列状の分布
を呈し、両列の中央に南北の空閑地域があり、墓道
の可能性もある。このような列状配置は調査区域外
にも大きく広がるものとみられる。

２. ５

事例研究のまとめ

以上の事例研究での分析を中心に各遺跡に共通す
る事象、共通しない事象を、以下にまとめる。

Ⅳ期になると造墓活動はほぼⅡ期の墓群を覆い、
より広大な墓域となり、その盛期をむかえる。Ａ区

１）方形周溝墓の出現状況

西部では方位を揃えて比較的に整然と配置されてい

従来の墓制（土壙墓・土器棺墓）と方形周溝墓が

るが、Ｂ区南部では濃密に分布しており、方位が異

混在する墓域（北仰西海道遺跡 11・荒尾南遺跡 21）

なり重複するものもある。形態はほぼ正方形で、四
周に周溝がめぐるＸ型が優勢を占め、山中遺跡 20

と、方形周溝墓のみから構成される墓域がある。表
１にみられるように、どちらの墓域においても出現

と同様の変化がみられる。

期の方形周溝墓の数はせいぜい数基で、多くの墓域

墓群の群構成 上述の変遷でもみたとおり、Ⅰ期に
おいては狭い範囲に集中するものの、分散的な分布

では１基の検出にとどまる。
これに対して数基以上の方形周溝墓が検出されて

である。Ⅱ期・Ⅲ期には周溝を共有するものが多く

いる墓域では東武庫遺跡 2 を典型例として、どの墓

なり群構成がみられ、墓域の利用に企画性がうかが

域でも狭い範囲に密集している傾向にある。そのよ
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うな稠密状態の極致が、東武庫遺跡２・荒尾南遺跡

が、この事象は弥生前期と弥生中期のように時期を

21 にみられるような、先行墓と重複した造墓状況

隔てて出現している方形周溝墓群内においても観察

である（重複埋葬）。

され、時を経ても、あきらかに群構成を意図してい

最古の方形周溝墓群である東武庫遺跡２では、方
形周溝墓の多様な様相がみられる。すなわち、方台
部規模の差、周溝の形態での隅欠け状況、埋葬施設

るものと考えられる。

３．方形周溝墓からみた弥生時代前期の社会像

では土壙・土器棺・木棺、主体部数では単数・複数

以上の事例研究で得られた知見に基づいて弥生前

などの諸相である。また、埋葬施設は生活面より

期の社会像、とりわけ、方形周溝墓造墓集団と社会

上、つまり、方台部に盛土を積んでそこに埋葬施設

階層について考えてみたい。

が設置されていると理解できる。このような弥生前
期の方形周溝墓の諸相は、その後の弥生中期・弥生

３. １

方形周溝墓という新しい墓制

後期・古墳初期を通して他の地域においてもみられ
るもので、方形周溝墓のもつ諸相の多くがすでに出
現期から存在しているといえる。

１）どのように新しいのか
方形周溝墓という平面形態にとらわれがちである
が、ここでは被葬者の埋葬位置に着目する。縄文時

２）墓域の変遷

代の墓制は主として土壙墓・土器棺墓・木棺墓（以

弥生前期から古墳初期に至るまでの墓域の変遷を
みると、短期的に利用されている墓域（東武庫遺跡

下、これらを従来墓と呼ぶ）であり、死者をそのま
ま埋葬するか、あるいは土器棺・木棺に納めて埋葬

２：弥生前期～中期初期）、長期的にわたり造営さ

するかの違いはあるものの、どの葬法をもちいても

れる墓域（北仰西海道遺跡 11・荒尾南遺跡 21；弥生

死者を生活面よりも下、つまり地下に埋めることに

前期～古墳初期）
、一旦途絶えるものの再度使用さ

なる。

れる墓域（山中遺跡 20：弥生前期、および弥生後期
以降）がある。

これに対して、弥生時代の方形周溝墓は死者を生
活面よりも上に置くというものである。これは縄文

長期にわたり造営される墓域においては、時期の

時代の墓制の延長では考えられないもので、従来墓

経過とともに方形周溝墓の規模が大型化している。

と方形周溝墓は異質の墓制である。一般的に墓制は

また、周溝の形態について東海地域では弥生前期に

保守的な習俗といえるが、それにもかかわらず、従

周溝の一部が切れる東海系が優勢であるが、後期に

来の墓制を変化させるということは、その背景とし

なると近畿地域に優勢な四周を溝がめぐる近畿系に

て思想的な変化があったとみるべきであろう。

統一される傾向が看取される。
墓域は、当然、居住域にともなうものであるが、

２）方形周溝墓の起源の問題

山中遺跡 20 では溝をはさんで墓域に近接して竪穴

最古の方形周溝墓群がある東武庫遺跡２の２号墓

建物跡（居住域）が検出されている。この状況は古

で擬朝鮮系無文土器が出現していること、寛倉里遺

川遺跡５でもみられ、弥生前期には墓域と居住域を

跡（韓国・忠清南道保寧市 ）の周溝墓が紀元前３世

明確に区分けすることが普遍化していたといえる。

紀までさかのぼりえることなどから、その起源を韓

また、先述の墓域の変遷は対応する居住域の盛衰を

半島に求める考えがあった（渡辺 1999）
。しかし、

反映しいるといえるのであろう。

韓半島から伝わったとしても、その中継地である九
州北部地域・中国地域にかけて弥生前期の方形周溝

３）方形周溝墓群の群構成
墓域における方形周溝墓の配置は造墓に際して先

墓が見られないことから、近畿・東海地域の在地固
有の墓制という従来からの考えも支持されてきた。

行墓の周溝を共有することがあり、また、完全に重

このような方形周溝墓の起源論の流れにあって、

ねる重複埋葬もみられる（東武庫遺跡２、荒尾南遺
跡 21）。この事象については後章で詳論する。

中村弘（同 1998）は、韓半島の墓制情報が水稲耕作
情報とともに九州北部経由で近畿に伝わり、在地人

墓域に密集する墓群内において周溝を共有するも

がそれらの情報を取捨選択し既存社会に適合する墓

のや、方位を揃えた一群を抽出することができる

制として方形周溝墓を創出したと論じた。また、中
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村大介（同 2004）は、被葬者を生活面よりも上に置

が、その内６遺跡が方形周溝墓のみからなる墓域で

くという視点から韓半島や大陸の墓制を検討し、韓

あり、従来墓と混在しないものが多いようである。

半島南部の支石墓に一時期みられた地上式の埋葬施

ところで前述の通り、方形周溝墓造墓集団のメン

設の情報が方形周溝墓成立に影響を与えたとする。

バー全員が方形周溝墓に埋葬されるわけではない。

いずれの論に立っても、在地の人々が韓半島からの
墓制情報をリレー式に収集・咀嚼し、その社会に適

基準は明確でないが、その集団の中の「限られた
人」のみが方形周溝墓に埋葬され、他のメンバーは

合した在地固有の墓制を創出した、その一つが近

従来墓で埋葬されるわけである。つまり、個々のメ

畿・東海地域においては方形周溝墓という墓制であ

ンバーとして墓制は異なるが、方形周溝墓造墓集団

るといえるだろう 。

として同じ居住域に住むと考えられる。

⑶

ところで、在地人にとって新しい墓制は長い時間

山中遺跡 20 では溝で境界を設けて墓域と居住域

をかけて受容・定着させるものであろう。方形周溝

を分け、居住域（竪穴建物）の変遷と造墓活動が対

墓の起源を中村弘・中村大介が論じる通りとすれ

応していることをうかがわせた。上述の議論に立て

ば、方形周溝墓の出現の契機となる新しい墓制情報

ば、この居住域の住人のうち「限られた人」は方形

は、その出現時期より相当早い段階に伝わっていた
と想定せざるを得ない。端野晋平（同 2014）は気候

周溝墓の墓域に埋葬されるが、他の住人は従来墓
（別な地域）に埋葬されるということになる。

の寒冷化が紀元前８世紀後半に始まり、それにとも
ない韓半島から日本列島への渡来が始まって、半
島・列島での双方向の情報伝達網ができあがり、そ

２）短期的な集落と長期的な集落
墓域の変遷をみていくと、墓域には短期的なも

の後、紀元前６世紀半ばには気候が安定し九州北部

の、長期的なもの、一時途絶えるが再度使用される

で水稲農耕が本格化すると論じる。これらの情報網

墓域がみられる。これらの事象は当該の墓域に対応

には水稲農耕とともに墓制情報も含まれていただろ

する居住域の盛衰を反映しており、その住人たる集

う。これが九州北部から東漸し近畿に到達・熟成す

団の動態を示している。短期的な墓域の多くは洪水

るのは縄文晩期から弥生初頭といえるのではないか。

等の自然環境の変化により廃絶したと考えられ、こ
の時期には人為的理由（戦い）での居住域・墓域の

３. ２

方形周溝墓と集落

廃絶を証左するものはみあたらない。
ここで、図６の荒尾南遺跡２の墓域を再確認し

１）造墓集団と集落

たい。この墓域は長期にわたり継続し、各時期に

方形周溝墓を在地固有の墓制であると考えた場合、

よって墓域の中心が移動しているものの、巨視的に

弥生前期において近畿・東海地域には従来墓をもつ集

は「荒尾南遺跡」という地域におさまっている。Ⅱ

団と、方形周溝墓という墓制を創出した集団の存在が

期・Ⅲ期と経るにつれて方形周溝墓の規模が大型化

想定される。では、在地人でありながら方形周溝墓の

し、群構成もより顕在化する。この地域ではそのⅠ

造墓集団とはどのような人々であったのか。

期の初現以来、世代の交代がなされても集団の強い

事例研究では、従来墓が優勢な墓域に新しい方形

紐帯意識をうかがわせる。

周溝墓が出現する墓域と、方形周溝墓のみが出現す
る墓域があった。これは、従来墓造墓集団と方形周

３. ３

方形周溝墓からみた集団と階層

溝墓造墓集団がどのような関係にあるかを示唆して

一般論として墓制から被葬者やその属する階層を

いると思われる。つまり両墓制が混在する墓域で

引き出すには墓の規模・形態、副葬品の多寡・奢侈

は、それらに対応する居住域には両集団がいたとい
えるだろう。居住域は別で墓域を共有していたとも

がその指標となる。とりわけ、副葬品は有効な資料
であるが、弥生前期の方形周溝墓では顕著な出土例

考えうるが、墓の数からみて、墓域を共有していた

がない。供献土器はともかく、そもそも副葬という

と考えるには無理がある。
では、方形周溝墓のみからなる墓域に対応する居

習俗があったのかも疑問である。
そこで、集団と階層という問題を、従来墓・方形

住域の状況はどうか。表１の集成表をみても、弥

周溝墓の造墓集団、複数埋葬・重複埋葬という埋葬

生前期の段階で４基以上を擁する墓群が 7 遺跡ある

方法、および群構成の視点から考えてみたい。
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１）造墓集団からの考察
これまでの検討から、方形周溝墓という新しい墓

弥生前期中葉

弥生中期前葉

3 号墓関連

弥生中期後葉

4 号墓関連

制は進取気鋭の集団において創出・採用され、そ
の集団の中の「限られた人」のみが埋葬されたと
想定される。その造墓にあたっては従来墓よりも労
働力を必要とすることから、「限られた人」は集団
内の有力者といえるだろう。また、多くの墓域では
両墓制が混在しないということから、新たに方形周
溝墓用の土地が開拓されたといえるだろう。このよ

主体部 1
主体部 2
主体部 3
0

(a) 東武庫遺跡

10m

(b) 荒尾南遺跡

図７

重複埋葬事例

うに、従来墓造墓集団に比して方形周溝墓造墓集団
は、あえてより多くの労働力を必要とする墓制を採
用しているのである。

（荒尾南遺跡 21 の SZ201・202・203）である。これら
は造墓の時期が近いことから、先の墓の痕跡がなく

ここで階層という概念を「さまざまな社会的資源

なっているわけはない。また、空閑地のある墓域に

とそれを獲得する機会の配分が不平等な社会構造」

おいてもみられるので、単に墓域の広さの問題では

（田中・佐原 2002）と定義すれば、前述の労働力は

ないようである。このような点を考慮すると、この

社会的資源にあたり、またどの集団においても労働

重複は確たる意図をもっていると考えざるを得ない。

力を十分に整えうるというものではない。そこに両
造墓集団に階層差をみることもできるが、その労働

図７（a）の東武庫遺跡２は完全な重複の例であ
る。３・４号墓ともに弥生前期中段階古相の所産で

力を必要とする造墓作業は当該集団が自発的に行う

あり、切り合い状況から造墓順序は３号墓→４号墓

ものであり、不平等な社会構造からくるものではな

である。両者とも規模がほぼ同じで、４号墓の造墓

い。したがって、造墓に対する労働力の差をもって

に際して、まるで３号墓を覆うように造られてい

両造墓集団の間に階層差があるとみることはできな

る。また４号墓では複数埋葬（３基の主体部）も検

いであろう。

出されている。土器１型式の間のこのような状況か
ら、３・４号墓の被葬者は近い関係にあり、４号墓

２）複数埋葬・重複埋葬事例からの考察

ではキョウダイ原理での埋葬が行われたとみるこ

埋葬施設の遺存状況はよくないものの、表１にみ

とができるであろう。図７（b）の荒尾南遺跡 21 は

るように弥生前期では単数埋葬が多いといえる。そ

部分的な重複の例である。ともに弥生中期初頭（報

の中で、複数埋葬は例外といえるだろう。後から埋

告書ではⅡ期）の所産であり、切り合い関係から

葬される人は、
「限られた人」と最も近い関係にあ

SZ203→202→201の造墓順序であることがわかる。

るとの想定ができる。人骨の遺存がないので、それ

ここでは SZ203 に入れ子状に SZ202 を重ね、さら

らの関係（血縁・非血縁など）は実証できないが、九

に SZ201 を同様に重ねている。短期間に重複して

州北部を中心とした西日本での土器棺墓や支石墓の

埋葬されているということから、これらの３人の被

人骨の分析結果（田中 2008）から類推すれば、この

葬者は同じ集団の構成員であり、やはり近い関係で

時期の複数埋葬はキョウダイ（シマイを含む）のよ

あったと推定ができる。ただし、先述の複数埋葬が

うな血縁関係にあり、夫婦の関係ではない。

重複埋葬よりも、より近い関係であるとみることが

次に、重複埋葬について検討する。長期にわたる

できるであろう。

墓域では二つの墓が重複することがよく観察され
る。時間を経てその痕跡が消滅している場合や狭小
の墓域の場合などではありうることであり、普遍的

３）群構成からの考察
多くの墓からなる墓域では方形周溝墓の長軸の方

なものといえるだろう。これに対して、造墓の時期

位や群集状態を基準にグルーピングをおこない、群

が近いにもかかわらず、切り合い関係にある墓がみ
られる。この切り合い関係には２種類があり、ほぼ

構成を抽出している（山田 1995、藤田 2015 など）
。
弥生前期では東武庫遺跡２では５グループ、荒尾南

完全に重複している事例（東武庫遺跡２の３・４号

遺跡 21 では２グループ⑷、山中遺跡 20 では２グルー

墓）と、方形周溝墓の方台部の一部が重複する事例

プなどが事例研究でわかった。
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居住域Ⅰ

墓域 X

集団 a

ところで、群構成とは「限られた人」を輩出した
集団が、その後の埋葬に際して先行の墓を意識した
配置をとった結果であるとの想定はできるだろう。

b1
b2

したがって、一つの墓域に複数の群構成があるとい

b3

うことは、「限られた人」を輩出する集団が複数存
在するといえる。上記の事例では、どの群構成も数

c2
集団 c

c3

居住域Ⅱ

10 ｍ以内であることから、複数の集団の間に明確

集団 d

な階層差をみることはできない。
弥生時代前期の社会像－社会構造

c1

集団 b

基の墓からなる群であり、各墓の規模もせいぜい

３. ４

墓域 Y
a1
a2
a3

○

従来墓

□

方形周溝墓

墓域 Z
d1
d2
d3

これまでの議論をもとに弥生前期の社会像－社会
構造を推定したい。集団・居住域・墓域の関係につ

図８

弥生時代前期の集団・居住域・墓域の概念図

いて、図８にその概念図を示す。ここで、a1・b1
などは集団のメンバー、集団 a・集団 b などは各々
の共通の祖先・系譜を意識した出自集団（クラン）

であり、社会的資源の不平等からうまれたものでは

であり、家族とは限らない⑸。また、ここでは居住
域Ⅰと居住域Ⅱの墓域を別にしているが、もちろん

ない。よって、階層差が発生していない社会構造に

共有していてもよい。

の「限られた人」のみが方形周溝墓に埋葬されると

居住域Ⅰでは集団 a・集団 b が方形周溝墓造墓集
団で、集団 c は従来墓造墓集団である。集団 a で

あったと考える。ただ、集団内では、そのメンバー
いうルールがある。この人物の性格づけは弥生前期
だけの事例研究では明らかにできない。

は a1、集団 b では b1・b3 が「限られた人」であり

弥生中期には近畿地域での墓制は方形周溝墓が

方形周溝墓で墓域Ｘに、その他の a2・a3・b2 は従

席巻するが、それを、方形周溝墓という墓制から

来墓で墓域Ｙに埋葬される。また、集団 c ではメン
バーの全員が従来墓で墓域Ｙに埋葬される。居住域

みると、やはり「階層差」が見えてこない（浅井
2015）
。弥生前期の従来墓集団が、弥生中期にはど

Ⅱの集団 d は方形周溝墓造墓集団であり d2 が「限

のように方形周溝墓造墓集団に変貌するかを検討す

られた人」であるが、d1・d3 とともに墓域Ｚに埋

ることにより、おのずと「限られた人」の性格も明

葬されることを示した。

らかになると考えている。

事例研究でみた複数埋葬・重複埋葬は b1 と b3、
さらに群構成は集団 b 内での紐帯を顕示している
とみられる。しかし、これまで検討してきたよう

【註】

に、集団内で方形周溝墓を採用する「限られた人」

⑴これまでの研究の集大成としては、『墓制から弥

と従来墓の人の間に階層差はみとめられない。また

生社会を考える』（六一書房、2007 年）がある。

同様に、方形周溝墓造墓集団と、従来墓造墓集団の

また、『考古学ジャーナル』No.674（ニュー・サ

間にも階層差がみられない。

イエンス社、2015 年）では「方形周溝墓

以上から、弥生前期にはすでに稲作農耕が定着し
ている時期ではあるが、墓制からみるかぎり、均質
な社会であったといえるだろう。

おわりに

発見と

研究 50 周年」と題して特集を組み、これまでの
研究の歩みと課題を載せている。
⑵東武庫遺跡の最古の方形周溝墓の時期判定につい
ては当該報告書では近畿第一様式古段階（弥生前
期前葉）とされるが、判定の資料が十分ではない

近畿・東海地域の弥生時代前期の方形周溝墓の検
討を通して、当該期の社会像を提示した。すなわ

として、近畿第一様式中段階（弥生前期中葉）で

ち、土壙墓・土器棺墓・木棺墓・方形周溝墓など墓

⑶中村大介（同 2015）によれば、近年の韓半島での

制はちがうが、それらは集団が自ら選択しうる墓制

調査では、紀元前９世紀に遡る周溝墓が検出され

あるとの考えもある（中村弘 1998）
。
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ているとのこと（春川泉田里遺跡）。支石墓や方
形周溝墓という墓制の成立への影響などの議論が
深まると思われる。

藤田英博 2015「方形周溝墓の様相」
『荒尾南遺跡Ｂ
地区

第 8 分冊』岐阜県文化財保護センター調査

報告書第 131 集

同センター

⑷報告書ではグルーピングに触れていない。分布

本間元樹 1997「弥生時代前期の区画墓」
『田井中遺

状況から、SZ137・138・145・153・154、および
SZ170・192・193・221 の２グループがあると筆

跡（1 ～ 3 次 ）
・ 志 紀 遺 跡（ 防 1 次 ） 陸 上 自 衛 隊
八尾駐屯地内施設建設事業に伴う発掘調査報告

者が判断した。

書』大阪府文化財調査研究センター調査報告書

⑸弥生時代前期から中期前半には稲作農耕が定着し

23 集

同センター

人口が爆発的に増加する。これにともない人口密

山岸良二 2015「新たな方形周溝墓研究へ「５つの

度が大きく拡大した集落からの分村が活発化す

提言」」『考古学ジャーナル』No.674 ニュー・サ

る。この分村化は無秩序ではなく、その実態はク
ランの分節化とみられている（禰宜田 2011）。

イエンス社
山田清朝 1995「周溝墓」
『東武庫遺跡』兵庫県文化
財調査報告第 150 冊

同教育委員会

渡辺昌宏 1999「方形周溝墓の源流」
『渡来人登場』
【参考文献】

大阪府立弥生文化博物館図録 18

同博物館

浅井良英 2015「弥生時代中期社会の一様相」『淡海
文化財論叢』第７輯 淡海文化財論叢刊行会
角南聡一郎 1999「初期区画墓と土器棺墓」『古川遺
跡』門真市埋蔵文化財発掘調査報告書第 6 集

同

教育委員会
親族と社会』

吉川弘文館
中村大介2004「方形周溝墓の成立と東アジアの墓制」
朝鮮古代研究会

中村大介2015「朝鮮半島における周溝墓の展開」『考
中村

ニュー・サイエンス社

弘1998「近畿地方における方形周溝墓の出現」

『考古学論集』上巻 網干善教先生古希記念会
禰宜田佳男2011「墓地の構造と階層社会の成立」『講
座日本の考古学 6 弥生時代（下）』青木書店
端野晋平 2014「渡来文化の形成とその背景」『列島
初期稲作の担い手はだれか』すいれん舎
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レース・改変した。紙幅の都合上、他の遺跡の報告
書は割愛する。

田中琢・佐原真 2002『日本考古学事典』三省堂

古学ジャーナル』No.674

事例研究でとりあげた遺跡の報告書は下記の通り
である。図３～図７は当該報告書の図を引用・ト

田中良之 2008『骨が語る古代の家族

『朝鮮古代研究』第 5 号

【発掘調査報告書】

東武庫遺跡 02（兵庫県尼崎市）；

兵庫県教育委員

会 1995『東武庫遺跡』兵庫県文化財調査報告第
150 冊
北仰西海道遺跡 11（滋賀県高島市）；

今津町教育

委員会 1987『今津町文化財調査報告書第 7 集』
山中遺跡 20（愛知県一宮市）；

愛知県埋蔵文化財

センター 1992『山中遺跡』愛知県埋蔵文化財セ
ンター調査報告書第 40 集
荒尾南遺跡 21（岐阜県大垣市）；

岐阜県文化財保

護センター 2015『荒尾南遺跡Ｂ地区』岐阜県文
化財保護センター調査報告書第 131 集ほか

論文

盆棚に関する活動からみる
イエの盆行事の現代的な変化
─滋賀県甲賀市信楽町多羅尾の初盆を事例に─

湯

紹

玲

国立民族学博物館外来研究員

第１章

序章

（柳田 1990 126 ～ 127）
。柳田は盆棚の設置場所の
多様性から三種の精霊の歴史関係を述べているが、

第１節

研究目的と方法

立証していない。伊藤唯真は、新仏・無縁仏は性格

本研究では、近年のイエの盆行事の変化を明らか

が不安定であるため、ともに屋外でまつられるのに

にすることで、その性格を確認することを目的とす

対して、先祖はイエの中の盆棚でまつられるという

る。これまでのイエの盆行事研究は、盆棚の祭祀場

ように、三種の精霊の性格の区別が示されている

所と祭祀対象の変遷を論じるものが多かった（注１）。

ことを述べている（伊藤 1995 137）
。以上の研究

近年、イエの盆行事では仏壇で精霊を供養すること

は、盆棚の設置場所から三つの精霊を区別するもの

が多く、盆棚を作ることは少なくなっている。また

として理解できる。

盆棚が次第に室内に定着し、盆棚の祭祀場所の変化
を考察するだけでは、イエの盆行事の変化を反映し

⑵盆棚の設置場所の変遷からみる祭祀対象の変化

にくい。そのため、祭祀主体であるイエと盆棚の作

最上孝敬は、上述の屋内でまつられるのは先祖で

成、装飾、また周辺との付き合いなどの活動から考

あり、縁側や屋敷地内でまつられるのは新仏・無縁

察することが必要である。一般のイエでは盆棚を作

仏という説を踏まえ、次のように推測している。本

ることが減少しているなか、初盆のイエでは新仏を

来屋外の盆棚は先祖・無縁仏をともにまつったが、

供養するために、仏壇と別に屋内で盆棚を作ること

後に先祖は屋内でまつられるようになり、屋外の盆

がよく見られる。イエの盆行事の性格を明らかにす

棚は仏教の教えによって無縁仏の専用棚として位置

るために、本研究では初盆のイエの盆行事に注目す

づけされたという（最上

1984

143）
。

る。初盆のイエの盆棚の作成、装飾、また周辺との

喜多村理子は、先祖が屋外でまつられる地域が

付き合いの範囲の変化をとらえることによって、イ

あり、屋外あるいは屋内でまつることを精霊の空

エの盆行事の性格を明らかにする。

間的な区別と判断することは疑問であると述べて
い る（ 喜 多 村

第２節

先行研究と本研究の研究視点

1988 144）。 先 祖 の 祭 祀 場 所 は 庭

先、軒下、縁側、室内、座敷の中、仏壇の前とさ

これまでのイエの盆行事研究では、盆棚に関する

まざまである。これらの現象は、先祖祭はすべて

研究については多くの業績が蓄積されてきた。次に

仏壇でおこなうことがパターン化されるまでの過

それらの先行研究を紹介する。

渡的な形態であると、喜多村は述べている（喜多
村

⑴三種の精霊と盆棚の設置場所

1988

162）
。また、夏のある時期に屋外で何ら

かの霊をまつっていた民間習俗に、仏教的な先祖と

盆行事の祭祀対象は先祖・新精霊・外精霊の三種

無縁仏の概念が導入され、先祖は屋内へ、無縁仏は

類があると、柳田國男は『先祖の話』において述べ

屋外において空間的に区別してまつられ、それとと

ている（柳田

。本研究では

もに仏壇と位牌の定着により、先祖と無縁仏が屋内

この三種の精霊を先祖・新仏・無縁仏を呼ぶ（注３）。

1990

100 ～ 102）

と屋外に空間的に両極化されたと、喜多村は述べて

イエの盆行事では、精霊をまつるために盆棚をし

いる（喜多村

（注２）

1988

166）
。

つらえる。盆棚の設置場所は屋外、縁側、屋内など

高谷重夫は喜多村と同様に、三つの精霊の祭祀場

があげられる。柳田は、先祖を室内にまつることに

所の区別は、各精霊の性格を示すものではなく、盆

対し、新仏の喪の穢れを先祖に近づけないよう、軒

棚の設置場所が屋外から屋内へ変遷する過程を示す

下に新仏のために別の荒棚を作ると述べている（柳

ことを明らかにしている（高谷

田 1990 93）
。柳田は室内の先祖棚が先にあり、

し、屋外と屋内でまつられる霊に対して、それ以上

その後、軒下の新仏の荒棚、さらに屋外の無縁仏の

の根拠はなく、やはりすべては先祖であると高谷は

外棚、水棚などが増えていったことを推測している

述べている（高谷

1995

1988

177）
。しか

62 ～ 63）
。
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以上の研究では、先祖が屋内、無縁仏が屋外にま
つられることについて、先祖は穏やかな性格である
のに対して、無縁仏は不安定な性格であり、室外で
まつられることは後に付与された解釈にすぎないと

ラとの付き合いの変化をとらえ、現代のイエの盆行
事の性格を深めていく。
第３節

調査地の選定─滋賀県甲賀市信楽町多羅尾

主張している。

本研究では、滋賀県甲賀市信楽町多羅尾を調査地
にする。多羅尾は滋賀県の最南端に位置し、南東は

⑶盆棚と仏壇の祭祀場所の変遷

三重県上野市と境界をなし、西南は京都府相楽郡と

仏壇は日常的な祭祀活動とイエの盆行事に使われ
るものである。仏壇は常設の棚であるが、盆の時期
には精霊まつりの祭壇になり、盆棚に含まれるべき
だと高谷が述べている（高谷

1995

6）。仏壇は屋

内に定着しているため、盆棚が屋外から空間的に仏
壇に接近することが注目されている。その両者の祭
祀空間の変遷については、次のような研究があげら
れる。高谷・喜多村は、かつて先祖は屋外の盆棚で
まつられたが、仏壇が室内に安置されて以後、先祖
は仏壇あるいはその近くにまつられるようになり、
屋外の盆棚は仏教の影響を受けて無縁仏をまつるも
のになったと述べている（高谷
村 1988

1988

192・喜多

158）
。高谷は仏壇と盆棚の祭祀空間の

関係を次のように類型化した。①屋内に仏壇、屋
外に盆棚・②屋内に仏壇＋盆棚、屋外になし・③
屋内に仏壇（盆棚と仏壇の一体化）、屋外になし（高
谷

1988

173 ～ 186）。①から②、③への順序で仏

壇と盆棚の祭祀空間が変遷したと高谷は考えている。
以上のほかに、祭祀空間を提供する建物から考察

境界線をなしている（図１）。海抜約 400 メートルか
ら 600 メートル余りの高地性盆地にある山間集落で
ある。
現在、多羅尾は静かな山間集落であるが、歩行や
馬・籠に乗る時代には、山城国・伊賀国・伊勢国
につながる交通要所であった。京都方面から伊賀
国・伊勢国に行くには多羅尾を通って、御斎峠を
越え、伊賀国の上野に出る方法が近道であった（杉
原

1985

6 ～ 7）
。1582 年に、後の江戸幕府の初

代将軍となった徳川家康は、本能寺の変で京都から
逃げ出し、多羅尾の豪族の多羅尾氏の保護を得て、
御斎峠に出て、無事に伊勢国白子浜へ到着したとい
われている（杉原

1985

54 ～ 55）
。現在では、御

斎峠において「家康伊賀越え」の遺跡地が残ってい
る。1603 年に徳川家康は征夷大将軍に任ぜられ、
江戸に幕府を開いた。1638 年に江戸幕府は多羅尾
家 16 代目の光好を代官に任命し、多羅尾家の屋敷
内に近畿地方の天領を治める役所を設置した（杉
原

1985 67）
。これが多羅尾代官所のはじまりで

する説もみられる。森隆男は高谷の説に賛同しなが

ある。多羅尾家の家来のうち、文書の読み書きので

ら、盆棚の室内化については、さらに屋内に祭祀機
能を持つ部屋が誕生した背景があることを強調して

の技術がある人は幕府に雇われて役人となった（杉

いる（森

1996

74）。

きる学問がある人、耕地の測量や河川・道路の工事
原

1985

67）。その時から、江戸やそのほかの土

⑷本研究の視点─初盆の盆棚に関する活動からみる
イエの盆行事の変化
本研究では、これまでの先行研究に反映されてい
なかった盆棚に関する祭祀主体としてのイエの活動
の変化に注目する。近年、イエの盆行事では、先祖
と新仏は室内でまつられることが定着している。盆
棚の設置場所の変化だけでイエの盆行事の変化を考
察することは不十分である。仏壇が普及している現
在、盆棚の作成が減少しているなか、本研究では初
盆のイエの盆棚に着目する。初盆のイエでは新仏を
供養するために新しく盆棚を設えることが多い。そ
の盆棚の作成、装飾、棚参り、処分などの活動か
ら、初盆のイエと一般のイエ・初盆のイエ同士・ム
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図１

多羅尾の位置図（著者作成）
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表１．多羅尾の盆行事の資料一覧表
番号
①

時代
1750年（寛延三年）

②

1804 ～ 1831年（文化文政年間）

③

1964年（国学院大学の民俗調査）

④

1977年（中京大学の民俗調査）

⑤

2014・2015年（筆者調査）

参考資料名
「寛延三年改多羅尾村年中行事」
元庄屋佐野家文書 杉原信一氏提
供 （原 良輔編 1977 『多羅尾の民俗 ・中京大学第14号』 中京
大学郷土研究会）
竹内利美・原田伴彦・平山敏治郎編 1969 「近江國多羅尾村風俗問
状答」（「諸国風俗問状」）『日本庶民生活史料修集成』第9巻 風俗
三一書房
国学院大学民俗学研究会 1976年再版 『民俗採訪 青森県下北郡東
通村尻屋ほか・滋賀県甲賀信楽多羅尾・福島県信夫郡飯坂町茂庭』 国
学院大学民俗学研究会
原 良輔編 1977 『多羅尾の民俗』中京大学第14号 中京大学郷土
研究会
筆者が調査した内容

地から多くの役人が来て住むようになった。商人や

ある（注６）。区内の檀家は約 130 軒であり、ほかのイ

武士たちの出入りも盛んになって、小さな城下町と

エは天理教の信徒となる。区内は、上出・西出・中

して栄えた（杉原

野・下出・茶屋出・新出と、６組にわけられる（注７）。

1985

66）。

文化文政年間に幕府の国学者である屋代弘賢が風

図２は、西出、中野、下出、茶屋出の一部が入って

俗問状という質問書を作り、全国各地に配布して、

いるものである。住宅が一番密集するところは中野

その地方の答書を求めた（注４）。その質問書の内容は
江戸の生活を標準とし、年中行事や冠婚葬祭の各項

組であり、多羅尾小学校、公民館、里宮神社、浄顕
寺、郵便局があり、区の中心となる。区内の主な

目を作り、諸国の風俗の異同をはかるものであっ

川は大戸川である。墓制は両墓制である（注８）。埋め

た（竹内・原田・平山 1969

墓はサンマイといい、中央の山にある。参る墓を石

453 ～ 454）。その当時

の７代目の多羅尾代官であった多羅尾氏純は質問

塔場といい、浄顕寺の裏にある（原編

書に応じて、「近江國多羅尾村風俗問状答」を書い

98）。次に 2015 年の盆行事の内容をイエ・ムラ・初

た（杉原

盆のイエという祭祀主体にわけて紹介する。

1985

71・78）。「近江國多羅尾村風俗問

1977 97 ～

状答」では、盆行事を記載し、それは後の盆行事の
変化を明らかにするために貴重な
資 料 を 提 供 し て い る。1964 年・
1977 年、国学院大学・中京大学
の民俗調査団が多羅尾において詳
細な民俗調査をおこない、盆行事
に関しては調査時の様子を詳細に
記録していた。以上の資料を表１
（注５）
に整理する（表１）
。

多羅尾を調査地にする理由は、
以上の豊富な民俗調査報告による
ものである。それらの資料に基づ
いて、多羅尾のイエの盆行事の変
化を明らかにすることが可能であ
る。
第４節

多羅尾の概況

多羅尾では、現在約 165 軒のイ
エがあり、人口は 400 人前後であ
る（図２）
。区内には、浄顕寺とい
う檀那寺があり、宗派は浄土宗で

図2

多羅尾の住宅地図（一部）
（筆者作成）
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第２章

多羅尾の現在の盆行事

することもある。迎え手は家族全員や夫婦、または
年配の女性などそれぞれである。竹の先端にジンジ

第１節

イエの盆行事

松を括った松明 1 本を川辺に挿し、火をつける。家

多羅尾では、一部のイエは天理教の信徒にもかか

族がそろって鉦を敲きながら、経を唱える。線香に

わらず、すべてのイエで盆行事がおこなわれる。８
月７日から墓掃除や墓参りをはじめる。サラリーマ

火を移して仏壇に入れる。仏壇の前において、家族
全員が経を唱え終えると、精霊迎えが完了する。

ン家庭が増え、土・日にすることが多い。８月 13

仏壇に供える供物はボタモチ、キュウリ、ナス

日朝、各イエの人々は浄顕寺の石塔墓に参る。午前

ビ、カボチャの煮物、ソウメン、スイカなどがあ

に各イエの近くの川辺に砂台を作る。一部のイエで

る。精霊を送るまでに、仏壇と砂台の供物を毎日３

は、付近の川辺、屋敷地の庭先、井戸の三カ所で砂

回入れ替える（注 10）。14 日～ 15 日の間に、浄顕寺の

台を作る場合がある（写真１・２・３）

住職は各イエを回り、仏壇の前で棚経をおこなう。

。ナス

（注９）

とキュウリなどの野菜の刻みを里芋の葉に載せ、コ

８月 15 日夕方、各イエでは精霊を送る。仏壇と

ロコロ団子を柿の葉に載せ、それらを砂台の上に載

砂台から下げた供物を持っていく。竹の先端にジン

せる。両側に供花を入れたプラスチックの筒を立て

ジ松を括った松明１本を川辺に挿し、火をつける。

る。これは精霊を迎える準備である。13 日の夕方

家族がそろって鉦を敲きながら、経を唱える。以上

に各イエの人々は、川辺の砂台の近くで精霊を迎え

が精霊送りとなる。供物は以前は川に流していた

る（写真４）
。集落の中央を流れる大戸川の川辺で
精霊を送迎するイエが多いが、大戸川から離れたイ

が、環境汚染となるため、約 20 年前から禁止され
た。現在では、持ち帰りゴミとして処分する。イエ

エでは、自宅の庭先、門口、近くの道で精霊を送迎

の盆行事は精霊送りをもって終わる。

写真１

川辺の砂台（多羅尾・2015・著者撮影）

写真２

庭先の砂台（多羅尾・2015・著者撮影）

写真３

井戸の砂台（多羅尾・2015・著者撮影）

写真４

イエの精霊迎え（多羅尾・2015・著者撮影）
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精霊を送迎する松明については、以前は各イエで
２本の竹を十文字にし、上、左、右にジンジ松を括
りつけ、十文字の松明を作った。近年は１本の竹に
ジンジ松を括りつけるだけで、簡単に作るように
なった。ロウソクで代用する場合もある。現在、初
盆のイエだけは十文字の松明が作られる。
第２節

ムラ一同の盆行事

⑴盆行事の清掃作業
多羅尾では、毎年８月に入ると、盆行事の準備を
はじめる。８月１日に浄顕寺の総代とムラの役員が
寺の境内を清掃する。８月２日に仏教婦人会の会員

写真５

経木の種類（多羅尾・2015・著者撮影）

写真６

経木を書く奉仕者（多羅尾・2015・著者撮影）

とムラの役員が、昭和大水害でなくなった災害死者
の墓地を清掃する（注 11）。
⑵経木の受付
８月 12 日から浄顕寺では、施餓鬼会において使
われる経木の受付がはじまる。経木とは、薄い板に
「施餓鬼」や「大施餓鬼」と、供養される対象、施
主の名前を書くものである（写真５）
。主な供養対
象は、各檀家の先祖代々と新仏にわかれる。また、
自由に供養する「水子之精霊」、「殉国之英霊」、「水
難之英霊」という経木もある。檀家同士は自家の先
祖代々と新仏を供養するだけではなく、区内の近隣
や親戚、または親交のイエの先祖代々や新仏のため
に、経木を注文して相互に供養する。平均すると、
１軒のイエは８枚程度の経木を供える。多い場合に
は１軒のイエが数十枚の経木をもらうこともある。

⑷施餓鬼会

毎年注文される経木は 2000 枚以上になる。経木に

８月 16 日に浄顕寺の本堂において施餓鬼会がお

は、供養対象のイエの名前と、施主の名前が記入さ

こなわれる。その日の早朝に総代が寺の本堂の入り

れる。記入作業は寺の評議員と奉仕者によっておこ

口に施餓鬼棚を設置する（写真７）
。施餓鬼棚の四

なわれる（写真６）
。記入済みの経木はイエごとに

角に笹を挿し、笹に施餓鬼旗を吊るす。棚は階段式

束ねられ、施餓鬼会の後に各イエに配られる。

である。一番上の段に三界萬霊碑、前に蓮の葉に御
飯を載せ、御飯にメシバタを挿す。ロウソク台、経

⑶ムラの接待
2015年には、浄顕寺の石塔墓へ墓参りに来る人々

木を立てる箱、水たらいに水かけ用のしきみを置
く。本堂の真ん中に本尊に背を向いて住職の椅子と

のために、ムラでは一日の無償の接待をおこなっ

経木台が設置される。

た。８月 13 日朝から午後３時半まで、草の根ハウ
スの前において、傘とテープルが設置され、接待場

多羅尾の施餓鬼会は三つの部分にわかれる。朝８
時から 10 時までは村中施餓鬼会、10 時から午後４

所が設けられた。多羅尾区の区役員と各団体の長が

時までは初盆の施餓鬼会、午後 4 時半から５時半ま

スタッフをつとめた。だれでも無料で飲み物や軽食
が取れる。地域活性化につながるためにおこないは

では通常施餓鬼会である。次にそれぞれの施餓鬼会
を説明する。

じめたという。初回の接待は好評であったため、翌

①村中施餓鬼会

年にもおこなう予定である。

朝８時から 10 時まで、村中施餓鬼会がおこなわ
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れる（写真８）
。住職、寺の役員（袈裟輪をかけた

施餓鬼会は一般のイエの先祖供養のためのものであ

人）が集まり、浄顕寺の檀家の過去帳を出し、読経

る。寺の役員を中心におこなわれる（写真 10）
。各

をしてすべての死者を供養する。

イエの人々は現在は参加しない。住職が読経を終

②初盆の施餓鬼会

え、寺の役員は各イエが出した経木を一軒ずつ配り

午前 10 時から午後４時までは初盆の施餓鬼会の
時間となる（写真９）
。初盆の施餓鬼会はイエごと

に行く。イエの人はそれらの経木を仏壇で供養し、
夕方になると、庭や門口で焼却する。20 年ごろ前

におこなわれる。遺族と親戚は、決まった時間に本

には経木は川に流したという。

堂に集まる。住職が読経しながら新仏供養の経木を
施餓鬼棚の箱に入れ、しきみで経木に水かけをし、
施餓鬼棚の前で焼香する。後に遺族と親戚が 1 人ず
つ施餓鬼棚の前に進み、住職の作法に倣う。初盆の

⑸盆踊り
８月 19 日夜、多羅尾小学校のグラウンドで盆踊
りがおこなわれる。ムラの人々皆が参加する。

施餓鬼会は 1 軒ずつ 30 分であり、終ると、次の初盆
のイエの遺族らと入れ替わる。寺の総代は、施餓鬼

⑹地蔵盆

棚で供養済みの経木を初盆のイエの遺族に配る。遺

８月 24 日に地蔵盆がおこなわれる。以前は組ご

族らは経木を新仏の祭壇で供養する。夕方になる

とに子どもたちが集まり、地蔵があるところで鉦と

と、庭で焼却する。20 年前には経木は川に流した

太鼓をたたき、大人に菓子と小銭を求めていた。現

という。
③通常の施餓鬼会

在は子どもの数が少なくなったため、公民館の前に
１つのテントを立て、まとめておこなわれるように

午後４時半からは通常の施餓鬼会である。通常の

なった。テントの中に阿弥陀仏の掛軸、初盆のイエ

写真７

浄顕寺の施餓鬼棚（多羅尾・2015・著者撮影）

写真８

写真９

初盆の施餓鬼会（多羅尾・2015・著者撮影）

写真 10
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通常の施餓鬼会（多羅尾・2015・著者撮影）
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が寄付した提灯（注 12）、蓮華が飾られる。子どもたち

て焼却し、枠組みを倉庫に納める。その枠組はまた

は午前中に地蔵の周囲を掃除する。その後、グラウ

来年度の初盆のイエに貸し出される。

ンドでゲームをしたり、菓子を食べたりして夜まで
遊ぶ。テントの中は、一日空になっており、子ども

第3節

の姿はみられない。子どもの親は料理を作ったり、
現場を片付けたりするために１日奉仕をする。

⑴初盆のイエの寄合
多羅尾において、初盆のイエでは新仏を供養する

初盆のイエの盆行事

ために特別な祭壇を設ける。2005 年ごろから区自
⑺初盆の灯籠供養

治会では、初盆のイエの寄合を開催するようになっ

８月 24 日夜７時に浄顕寺の本堂で初盆のイエの

た。それには宗派にかかわらず、初盆を迎えるすべ

遺族が集まる。初盆のイエは、祭壇の飾り灯籠を寺

てのイエが参加する。その初盆のイエの寄合は、30

に寄付する。飾り灯籠は本堂の真ん中に掛ける（写

年ほど前の生活改善運動の影響で、行事の簡素化を

真 11）
。その日に、本尊に向かって通常の年忌用の

すすめるためにはじまったものである。盆行事のま

供養棚が設置される。住職が読経し、念仏団の女性

つり方が派手すぎないように、飾り物、参加者など

が念仏を唱える（写真 12）。その間に、初盆のイエ

が決められるようになった。聞き取りで把握した初

の遺族が次々と焼香する。その後、本堂の電気が消

盆のイエの寄合がはじまった理由は次のように整理

され、遺族らが飾り灯籠の美しさを観賞する。最

できる。①以前の初盆供養は祭壇や飾りものが派手

後、遺族代表が自治区や寺に今年の初盆の協力への
謝辞を述べる。各初盆のイエの遺族らが解散する。

すぎ、浪費が多かった。②盆に帰省する人や、初盆
に来る親戚の飲酒運転をなくすように、初盆の参加

飾り灯籠は寺に納められる。住職は飾り紙をはがし

者や接待のメニューまで簡素化する。③現在の若者
は初盆供養の仕方がわからない。
現在では、盆月に入る前に、多羅尾公民館２階の
会議所において初盆のイエの寄合が開催される（注13）。
2015年は７月８日夜８時からおこなわれた。自治会
の役員と初盆イエの各遺族代表が集まり、
「初盆家申
し合わせ事項」を説明する。その内容は大体次の３
つにまとめられる。まず、祭壇の周辺の装飾物の規
定である。多羅尾自治区の初盆を代表する飾り灯籠
は自分で作ることを禁止されているが、親戚からは
贈与できる。次に、組内と区内の付き合いの規定で
ある。最後に、初盆のイエごとの費用と初盆のイエ

写真 11

初盆の灯籠供養（多羅尾・2015・著者撮影）

同士の費用の規定である。初盆のイエは「初盆家申
し合わせ事項」にしたがって、親戚、組内、区内、
初盆イエ同士と付き合いながら、初盆を遂行する。
「平成27年度 初盆家申し合わせ事項」の内容は表２
（注14）
に整理した（表２）
。

⑵初盆の祭壇と棚参り
初盆のイエでは、８月 12 日に座敷に新仏供養の
ための祭壇を設ける（写真 13）。それは盆棚のこと
である。祭壇は、葬式の時に葬儀ホールから提供さ
れる３段の階段式のものがあるが、座敷のスペース
や周辺の装飾物の都合によって、５段の高い階段式
の祭壇を使うことが多い。５段の階段式の祭壇を持
写真 12

念仏団（右の奥）
（多羅尾・2015・著者撮影）

たないイエはそれを持っているイエから借りる。祭
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表２ 「初盆家申し合わせ事項」内容一覧
項目

内容

装飾物

初盆の祭壇周辺の装飾物の数が限定され、自分で飾り灯籠を作ることが禁止されるが、親戚からも
らうことは禁止されない。

組内

①13日に寺の本堂での精霊迎えは身内に限り、近隣への呼びかけはしない。②組内の棚参りは各組
の判断とする。

区内（ムラ内）

①区内からのご霊前へのお供えは辞退しよう。②棚参りの返しはしない。②区役員の参りは廃止。
③寺は従前の通りに参りがある。④子どもの地蔵盆祭に不要となった提灯を自治区に寄付する（公
民館に納める）。

経済的（初盆のイエ各自）

①13日に使う弁当は3000円以内のもの。②棚参りの接待はお茶のみ。③12日～ 13日のご霊前の
返し（子どもへの駄賃）は200円程度。④詠唱講への接待はお茶、おしぼり、包菓子とする（15 ～
16人分）。④13日に寺での精霊迎えのため、寺への布施は一軒ごと10000円以内。

経済的（初盆イエ同士）

①初盆イエ一同で寺へ盛籠1対を出す。②初盆イエ一同で各初盆イエに来る詠唱講（念仏団）への御
礼10000円を出す。③地蔵盆に、初盆イエ同士は寺への盛物、布施30000円とし、詠唱講（念仏団）
への御礼10000円とする。④地蔵盆に初盆イエ一同で灯籠1対を寺に奉納する（灯籠がない場合は取
りやめる）。⑤初盆イエ同士のお供えとご霊前はしない。

ウリで作った馬がある。これは親戚が持ってくるこ
とが普通である（写真 14）
。
祭壇の周辺に戒名提灯（注 15）、飾り灯籠（注 16）、回転
提灯、蓮華、盛り籠がある。回転提灯、蓮華は葬式
の時に使ったものである。戒名提灯と飾り灯籠は初
盆に親戚から贈ることが多い。戒名提灯はリサイク
ルで、それを持つイエから借りるものである。その
枠組みを三重県伊賀市の業者まで持って行き、戒名
の部分を新しく張り直してもらう。以前、親戚や近
隣の人々は祭壇の装飾を手伝ったが、近年「初盆家
申し合わせ」の規定内容にしたがって、近隣の人々
写真 13

初盆の祭壇（多羅尾・2015・著者撮影）

は手伝わなくなった。
12日に区内のイエの子どもは初盆のイエを訪ね、
霊前を持って行く。これを棚参りという。初盆のイ
エでは、棚参りに来る子どもに駄賃をあげる。近
年、子どもがいないイエは大人が棚参りに行く。棚
参りは、以前は区の範囲でおこなわれたが、現在は
組内に限られている。
⑶初盆の精霊迎えと精霊送り
13 日朝、初盆のイエでは浄顕寺の石塔へ墓参り
をする。午後２時から５時半まで寺の本堂におい
て、初盆のイエの精霊迎えがおこなわれる。2015
年には、11 軒の初盆のイエがあった。新仏がこの

写真 14

初盆の祭壇の供物（多羅尾・2015・著者撮影）

１年間でなくなった順に、初盆のイエが１軒ずつ順
番に本堂で精霊迎えをつとめる。１軒のイエの時間

壇は仏壇の近くに設置される。精霊が縁側から通れ

は約 20 分間である。初盆のイエの遺族と親戚は、

るように、縁側のドアを開けておく。一番上の段の
真ん中に新仏の位牌がある。その下の段に、遺影、

喪服姿で決まった時間に寺の本堂に集まる（写真
15）。住職は本尊に向って読経する。読経が終わる

紙の花、供物がある。お膳には、ミョウガで作った

と、寺の総代があいさつして終了とする。次の初盆

鶴、シイタケで作った亀、ナスビで作った牛とキュ

のイエの遺族が入れ替わる。本堂の右側に受付の窓
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口があり、初盆のイエの遺族が来ると、そこで待機

族は「初盆家申し合わせ事項」にしたがって、茶で

する。本堂での精霊迎えを終えた遺族たちは、帰る

接待し、御礼を出す。

と本番の新仏供養をはじめる。親戚は盆行事の間に

15 日夜 10 時に初盆のイエでは精霊送りをする。

初盆のイエに集まって初盆供養の作業を手伝う（写

一般のイエの精霊送りより遅くなる。送る前に、

真 16）
。14 日に住職と寺の総代が初盆のイエをまわ

遺族と親戚が祭壇の前に集まって読経する（写真

り、祭壇の前で棚経をあげる。また詠唱講の念仏団

17）
。その後、精霊送りをはじめる。祭壇に飾った

も初盆のイエを訪ね、祭壇の前で詠歌を唱える。遺

提灯と供物を持つ人、鉦をたたく人、十文字の松

写真 15

初盆の精霊迎え（多羅尾・2015・著者撮影）

写真 16

初盆のイエの親戚（多羅尾・2015・著者撮影）

写真 17

精霊送りの前に念仏（多羅尾・2015・著者撮影）

写真 18

十文字の松明（多羅尾・2015・著者撮影）

写真 19

初盆の精霊送りの行列（多羅尾・2015・著者撮影）

写真 20

初盆の精霊送り（多羅尾・2015・著者撮影）
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明を持つ人など、一列で 10 数人となる（写真 18・
19）
。近くの大戸川の川辺まで行き、松明を灯して
そこに挿す。コロコロ団子と提灯を川に流し、その
場で読経して精霊を送る（写真 20）。現在では、大
戸川が浅く、供物と提灯を流すとすぐ引っかかる。
翌日に遺族はそれらを拾って処分する。精霊送りが
終わると、遺族は座敷において、酒、料理や菓子な
どで親戚を招待する。
⑷初盆の施餓鬼会と灯籠供養
16 日に浄顕寺では施餓鬼会をおこなう。午前 10
時から午後4時までは初盆の施餓鬼会の時間となる。
24 日夜７時に初盆のイエの遺族らが灯籠供養に参
加する。それらの内容は前節を参照する。

図３ 「近江國多羅尾村風俗状答」に掲載した盆棚と松明
（出典：竹内など編

1969

655）

第3章 盆棚からみる初盆のイエの盆行事の変化
第1節

江戸末期の新仏の盆棚

盆棚とは、盆の時期に精霊まつりのために特別
にしつえられたすべての祭壇である（高谷 1995

5

～ 6）。本節では、新仏をまつる盆棚の変化に注目

トルであり、階段式の祭壇ではよく見せるように
段々に供物や飾りものを供える。必要な場所は広く
なった（表３「高さ」参照）
。

する。江戸末期の「近江國多羅尾村風俗問状答」で

屋根付きの祭壇は 1955 年ごろにまた存在してい

は、新仏の盆棚について、次のような記録がある

た。筆者の聞き取り調査では、屋根は木で枠を作

（図３）。

り、銀色や金色の紙を貼り付けたという。精霊送り

「 新 靈 は 別 に 棚 を 設 く、 其 形 凡 高 さ 六 尺 に て、

の際に、屋根は大戸川に流していたという。1953

屋 根 四 方 と も 青 檜 葉・ 青 竹 に て 製 す。 家 檐 の 邊

年に多羅尾では甚大な水害が発生し、その後、大戸

に營み、麻からのはしごをかくる也」（竹内など

川は河川改修で広くなった。水位が浅くなり、屋根

編

655）。江戸後期の多羅尾における初盆の

が流されると、川辺に引っかかり、環境汚染にもな

イエでは、軒下に盆棚を設けていたことがわかる。

るため、屋根を川に流すことが禁止された。後に初

1969

図３が示すとおり、足が長くて屋根つきの棚であっ
た。現在、多羅尾では、このような棚で新仏をまつ
ることはみられず、階段式の祭壇が普通である。

盆のイエでは、祭壇に屋根を作らなくなった（表３
「屋根」参照）
。
設置場所については、以前は軒下に設けられた

新仏の盆棚の変化について、前章にあげた資料と

が、1955 年にはすでに室内（座敷）でまつられるよ

筆者の調査結果によって表３のようにまとめること

うになっていた。表３の「麻がらの梯子」という項

ができた。次に表３に基づいて盆棚の様式と設置場

目では、資料③国学院大学の調査によると、祭壇か

所・周辺の装飾物・新仏のシンボル・作成と処分の

ら仏壇まで麻がらの梯子をかけたという（表３「設

（注 17）
変化を検討する（表３）
。

置場所」参照）。これは、新仏の祭壇と仏壇の連続

第２節

化が進んでいることを示している。筆者が 2014・
2015 年に取材した内容によると、初盆の階段式の

盆棚の様式と設置場所の変化

以前は新霊の棚と呼んだが、現在ではアラボトケ

祭壇は仏壇のすぐ横に設けられていた。仏壇の扉が

の祭壇と呼ぶ（表３の「名称」を参照）。盆棚の高
さは２メートルであった。足が長くて屋根付きのも

開けたままであり、ホトケサンが自由に仏壇や祭壇
の間で遊べるという話もあった。

のであり、隠蔽式の形であった。それほど場所を取
らないことがわかる。祭壇の高さは 1.2 ～ 1.5 メー

46

●人間文化

盆棚に関する活動からみるイエの盆行事の現代的な変化─滋賀県甲賀市信楽町多羅尾の初盆を事例に─

表3

初盆の盆棚の変化
年代

1804 ～ 1831年
（資料②）

約1955年
（筆者の聞き取り）

1964（資料③・国学
院大学の調査）

1977年（資料④・中
京大学の調査）

2014・2015年
（⑤・筆者調査）

名称

新霊の棚

アラボトケ祭壇

アラボトケ祭壇

アラボトケ祭壇

アラボトケ祭壇や初
盆の祭壇

高さ

6尺（約2メートル）

1.2 ～ 1.5メートル

麻がらで三段に作る

1.2 ～ 1.5メートル

1.2 ～ 1.5メートル

屋根

あり

屋根がある。5段の祭
壇の一番上に屋根が
あった。屋根は木で
枠を作り、銀色や金
色の紙で貼り付けた

なし（階段式）

なし（階段式）

なし（階段式）

設置場所

家檐の邊に營む
（縁側）

室内（座敷）

室内（座敷）

項目

麻がらの梯子

飾り物

室内
（座敷、
仏壇の横） 室内
（座敷、
仏壇の横）

地面から屋根の下の 三段目から一番上の 祭壇から仏壇まで麻
祭壇の階段に掛ける
段までかける
段の位牌までかける。 がらで梯子をかける

二段目から掛ける（現
在、掛けるイエは少
ない）

両側に戒名提灯、飾
り 灯 籠、 回 転 提 灯、
出来る限り立派なも 両側に戒名提灯、飾 蓮華など。（しかし、
屋根四方とも青檜葉・ 両側に戒名提灯、飾
のを設けなければな り 灯 籠、 回 転 提 灯、 今年は５分の１の初
青竹にて製す
り灯籠があった
らない
蓮華など
盆のイエだけで戒名
提灯、飾り灯籠を飾っ
た）

位牌

不明

ある。屋根のすぐ祭
壇の一番上の段に位
牌がある

位牌がある

遺影

なし

不明

不明

ある

ある

遺骨

なし

なし

なし

なし

遺骨をまつる

作製

不明

大工や自家製、隣人
から貸出

自家製

自家製や隣人から貸
出

葬儀会社が提供、隣
人から貸出

処分

不明

①屋根は川に流した
自家の枠組みを収納
する②貸出のものを
返却する

不明

自家製や隣人から貸
出

①葬儀会社が提供し
たものを焼却する
②貸出のものを返却
する

第４節

新仏のシンボルの数の増加

第３節

周辺の装飾物の変化

盆棚の周辺の装飾物は、江戸末期は、屋根四方と

祭壇の一番上の段に 祭壇の一番上の段に
ある
ある

⑴位牌

も青檜葉や青竹によって作られた。後の祭壇は、

新仏のシンボルについて、江戸末期の盆棚に新仏

両側に戒名提灯と飾り灯籠、回転提灯、蓮華など

の位牌があったかどうかは不明であるが、新仏の位

が飾られるようになった。1970 年代に仏壇はすで

牌が 1955 年にすでに祭壇の一番上の段でまつられて

に立派に飾られるようになったことがわかる（原

いたことがわかる（表３「位牌」参照）
。

編

1977

（注 18）
写真の部分）
。現在の祭壇の飾り方

はそれほど変わっていない（写真 13 参照）。戒名提
灯は新仏の戒名を入れた長い提灯であり、その枠組

⑵遺影

みを旧家から借りる場合が多い。以前多羅尾には、

たが、1977 年の調査内容で確認できた（写真４－

飾り灯籠を作る専門的な職人がおり、親戚や親交の

25）
（表３「遺影」参照）
。

江戸末期の盆棚にはもちろん遺影の記録はなかっ

ある隣人が金を出して注文した。後に職人がいなく
なり、親戚や隣人が自分の手で作らないといけなく

⑶遺骨

なった。近年、行事の簡素化によって、葬式用の回
転提灯、蓮華しか飾らなくなった。戒名提灯と飾り

多羅尾では 10 数年前から火葬となった。初盆の
祭壇において、位牌と遺影に遺骨を加えてまつるよ

灯籠の使用は大幅に減少している。飾り灯籠は柄の

うになった（表３「遺骨」参照）
。

模様が複雑であり、紙型の模様がないと作れない。
技術の煩雑の面もあり、2015 年に飾り灯籠を飾る
初盆のイエは 11 軒のうち、２軒しかなかった。

第5節

作成と処分の変化

盆棚の作成については、江戸末期は不明である
が、祭壇の場合は、大工さんに作ってもらったり、
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表４

棚参りからみる付き合いの変化

年代

棚参り

1804
～1831年

十三日に、一統墓所へ詣て、それより新霊のあ
るイエへと弔う事也。初盆の棚参りと云（竹内
など編 1969 655）。

ている隣人から貸してもらった。近年、葬儀会社が

1964年

記載なし（国学院大学民俗学研究会

初盆用の祭壇を提供するようになり、それを使うイ

1977年

12日に初盆のイエでは、供物の七品を同じ組
のイエからもらって供えることがほとんどで
あった。13日にムラ中の人が拝みに来る（原
1977）。

約1985年

1985年前までは、棚参りに来るムラの人々が
人が多かった。初盆のイエに入りきれなかった。
13日から15日に外でテントを立て、椅子を準
備した（2014・筆者聞き取り）。

約1995年

以前区内の団体、区役員、寺役員は全部初盆の
イエに棚参りをしたが、約1995年ごろ、寺役
員しか棚参りにしなくなった。一般のイエが棚
参りに来ることはまだ自由である（2014・筆
者聞き取り）。

約2005年

2005年に初盆のイエの寄合がはじまり、祭壇
作りは質素に作ろうと制限され、区内の棚参り
は廃止、組内の棚参りも少なくなった（初盆家
申し合わせ事項表を参照）（2015・筆者聞き取
り）。

2015年

区内の人々は来ない。浄顕寺の住職が棚経に来
る時、区役員と寺役員が一緒についてくる。こ
れを棚参りとする。近所の人々は棚参りは来る
が、親戚が中心である（2015・筆者聞き取り）。

自家製作したりしたという。あるいは、それを持っ

エが増えた（表３「作成」参照）。
盆棚の処分については、江戸末期は不明である
が、檜の葉や竹の葉、または麻がらの梯子などの材
質からみると、盆行事が終わると、処分された可能
性が高いと考えられる。1955 年の祭壇は、屋根付
きの場合は、屋根だけを外して大戸川に流したが、
その本体の枠組みは収納したり、あるいは隣人に返
却したりした。現在では、貸出のものは隣人に返却
するが、葬儀会社が提供したものは盆行事の後に焼
却する（表３「処分」参照）。
第6節

小結

以上の初盆の盆棚の変化からイエの盆行事の変化
を次のようにまとめることができる。
⑴屋根付きの隠蔽式から、祭壇のような開放式に変
化し、周辺に飾り灯籠や提灯が飾られ、見せる工

1964）。

夫がみられるようになった。
⑵設置場所は縁側から室内に変化し、さらに、祭壇
と仏壇の連続化が進んでいる。

第２節．ムラ内の付き合いの制限

⑶新仏のシンボルが位牌＋遺影＋遺骨に変化したこ

多羅尾では、ムラの人々が 13 日に初盆のイエへ
棚参りに行くことは江戸後期に見られる。1995 年

とは、イエの盆行事における祭祀対象の限定化を

までは、ムラ内の棚参りは盛んであった。1985 年

示している。死者祭祀が明確化されている。

ごろには、区役員、区内の各団体、寺役員、一般の

⑷祭壇は葬儀会社によって商品化され、イエの経済
力が強調される。

イエの人々が棚参りに来るため、人数が多く、座敷
に入れなかった。初盆のイエでは、８月 13 日～ 15

⑸飾り灯籠は、親戚や隣人の金銭や技術の互助を反

日に庭や屋敷地内でテントを立て、椅子や茶を用意

映するものであるが、飾り灯籠の減少は、初盆の

し、室外で棚参りに来る人々を接待した。その時

しつらえがイエだけで執行できるようになったこ

に、棚参りに来る人の制限はなかった。

とを示している。

第４章

第１節

付き合いからみる初盆のイエの盆行事
の変化
棚参りの変化

本節では、棚参りの区・組内の付き合いの変化を

しかし、1995 年ごろ、区役員、区内の各団体が
棚参りに来ることが制限され、寺役員だけが棚参り
に来るようになった。2005 年ごろ、区内の一般の
イエからの霊前は辞退されるようになり、初盆のイ
エでは、棚参りの返しもしないことになった。区役
員の棚参りは廃止され、ムラの付き合いは制限され
るようになった。

通じ、初盆のイエの盆行事の変化を考察する。主
な変化はこの 40 年間に集中しており、それを表４

第３節

組内の付き合いの自由

にまとめた（表４）
。次に表４の内容を参照しなが

組内の付き合いは、棚参り以外に、供物の用意や

ら、ムラ・組・初盆のイエ同士の付き合いの変化を
見ていく。

飾り灯籠の準備などに及んでいた。以前、初盆のイ
エの精霊迎えは組内の近隣を呼んで一緒におこなっ
たが、2005 年ごろ制限されるようになった。棚参
りの組内の付き合いは制限されていない。アラボ
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トケの祭壇を組内の近隣から貸出てもらうこともみ

とを目的とし、多羅尾の初盆のイエの盆棚の作成、

られる。組内の付き合いは自己判断によるものなの

装飾、処分、また周辺との付き合いなどの活動を例

で、まだ自由である。

に、近年のイエの盆行事の変化を考察した。その結
果、次のような結論を得ることができた。

第４節 初盆のイエ同士の提携
2005 年にできた初盆のイエの寄合では、初盆の
イエ同士の合同活動がみられる。初盆のイエでは、

⑴祭祀場所の室内化
盆棚の設置場所は室外から室内へ変化し、イエの

初盆のしつらえの礼儀作法が統一されるようになっ

精霊供養の場所が室内化しつつある。

た。それは主に経済面に表されている。表２を参照

⑵祭祀対象の明確化

し、経済に関するものは次のようにまとめられる。

新仏のシンボルが位牌＋遺影＋遺骨に変化したこ

①初盆イエ一同で寺へ盛籠１対を出す。

とは、イエの祭祀対象の限定化を示している。死者

②初盆イエ一同で各初盆のイエに来る詠唱講（念仏

祭祀としての性格がさらに明確化された。

団）へ礼金を出す。
③地蔵盆に、初盆イエ同士は寺へ盛籠、布施の総金
額、詠唱講への礼金を出す。

⑶装飾物や供物の商品化
盆行事に関する装飾物や供物が商品化されてい
る。盆棚の使用には、以前は自分で作ったり、隣人

④地蔵盆に初盆のイエ一同で灯籠１対を寺に奉納す

から貸出してもらったりしたが、次第に葬儀会社

る。
⑤初盆イエ同士では相互に供えと霊前はしない。

によって商品化されるようになった。その結果、ム
ラ・組の手伝いや労働力の交換が必要でなくなっ

８月 24 日夜の初盆の灯籠供養会では、すべての

た。装飾物や供物の商品化によって、イエの経済力

初盆のイエの遺族が本堂に集まる。以前は、各初盆

が優先的に考えられるようになった。

のイエは、祭壇の飾り灯籠を浄顕寺の本堂まで持っ

⑷ムラの互助機能から分離され、初盆のイエ同士の

てきて供養したが、現在では飾り灯籠を飾るイエが

提携へ

激減した。2015 年には 11 軒のうち、２軒のイエし

ムラの付き合いの制限と組の付き合いの自由によ

か飾らなくなった。寺の初盆の灯籠供養において、

り、イエの盆行事はムラ・組の互助機能から分離さ

その２軒のイエの飾り灯籠は、初盆のイエ同士が共

れつつある傾向がみられる。それとともに、初盆の

同的に供養するものである。以上の内容からみる

イエ同士の提携がみられるようになった。

と、初盆のイエ同士は提携していることがわかる。

⑸親戚と親交がある隣人との付き合いが中心に

第５節

親交がある隣人との付き合いが中心となった。親戚

ムラの互助機能から分離されるかわりに、親戚と
親戚との付き合いが中心

多羅尾では、初盆をおこなうイエは親戚に手伝っ

と親交がある隣人が中心となる傾向については、経

てもらうことが多い。８月 12 日に親戚が来て遺族

済、労働力の交換だけではなく、精神的な面の互助

とともに祭壇を完成させる。13 日～ 15 日に棚参り

を続けていることがうかがえる。親戚や親交がある

に来る人々の接待を手伝う。「初盆申し合わせ事項」

隣人が初盆のイエに集まり、死者に対する思慕や思

（表２）のように、区内・組内の付き合いは制限さ
れることが多いが、親戚の付き合いには制限がな
い。飾り灯籠を自分で作ることは禁止されるが、親

い出などを遺族と交わし、精神的な援助が中心と
なっている。
近年、イエの盆行事ではさらに死者祭祀としての

戚からもらうことは禁止されていない。

性格が明確化されている。経済力の成長によってイ

区内の棚参りと祭壇の周辺の装飾物の数、霊前と
返しが制限され、初盆は次第にムラ・組の力を貸さ

エの死者祭祀にはムラ・組の力を貸さなくても済む
ようになった。イエの盆行事の祭祀対象がイエの死

なくなった。イエの盆行事では、親戚との付き合い

者にまで明確化されたことにより、死者との絆が明

が中心となった。

瞭である親戚と親交がある隣人との付き合いが中心
となったことが、本研究によって明らかになった。

第５章

おわりに

本章では、イエの盆行事の性格を明らかにするこ
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注：

⑺多羅尾には、五瀬組・大沢組があったが、以上の

⑴盆棚とは、盆の時期に精霊祭りのために特別にし

6 組とは離れているうえに中心が西部に移ってし

つらえられたすべての祭壇であり、仏壇も盆棚に

まったため、昭和 45 年ごろから一軒ずつ離村し、

含まれると高谷が述べている（高谷

1995

5～

6）
。本研究で取り上げる盆棚には仏壇を含めない。
⑵『先祖の話』は柳田國男が 1945 年（昭和 20 年）に

現在では一軒も住んでいない（原編 1976 8～9）
。
⑻江戸中期頃までは、多羅尾は両墓制ではなく、各
イエの側に墓があったという。
（原編 1976 98）
。

執筆したものである。1946 年に単行本として発

多羅尾では、十数年前から火葬となり、サンマイ

行された。本研究が参考した『先祖の話』は『柳

は埋葬に使われなくなった。サンマイはイエごと

田國男全集』13

筑摩書房に所収されてい

に区画されている。年忌や彼岸、盆行事などに墓

⑶柳田國男が述べている先祖・新精霊・外精霊は、

⑼写真１・２・３の砂台は元区長高畑家で取材した

後に本仏・新仏・無縁仏として解釈されている

ものである。以前、各イエでは、川辺や庭、井戸

1990

る。

掃除、墓参りをする。

（
『日本民俗大辞典』下

2000

658）。本研究で

の近くに砂を使って台にしたが、現在、コンク

は、この三種類の精霊を先祖・新仏・無縁仏と呼

リートの塊やレンガ、石、覆わせた壺や桶などが

ぶ。

使われている。砂台の祭祀対象はそれぞれである

⑷全国各地方からの答は 23 か所が残っている。多

という。川辺の砂台は川の仏をまつり、庭の砂盛

羅尾に関するものは「近江國多羅尾村風俗問状
答」である（竹内利美・原田伴彦・平山敏治郎

りは屋敷仏を、井戸の砂盛りは水の神をまつると
いう。

編

1969）。

⑽仏壇と砂台に供えるものは別々に作られる。仏壇

⑸多 羅 尾 の 盆 行 事 の 資 料 の 出 典 は 次 の 通 り で あ
る。資料①は「寛延三年改多羅尾年中行事」元
庄屋佐野家文書

良

甚大な水害が発生し、44 名の災害死者が出た。

輔

1977 『多羅尾の民俗』 中京大学郷土研究

中央の山にあるサンマイが土砂に覆われ、災害死

会

P68 ～ 72。資料②は竹内利美・原田伴彦・

者のために別の場所に墓地を設けた。この昭和大

平山敏治郎編 1969 「近江國多羅尾村風俗問状

水害の災害死者の墓地はサンマイの裏山にある。

答」
（「諸国風俗問状」）
『日本庶民生活史料修集成』

平成４年（1992 年）に多羅尾自治区では、昭和大

第9巻

P653 ～ 658。資料③は

水害の災害死者の墓地が整備され、死者ごとに墓

1964 年初版 1976 年年

標が立てられた。仏教婦人会の会員らが毎年８月

刊（再版）『民俗採訪』「青森県下北郡東通村尻

はじめに災害死者の墓地を掃除する。昭和大水害

屋ほか・滋賀県甲賀郡信楽町多羅尾・福島信夫郡

の後、多羅尾では、毎年８月 15 日早朝にムラ全

飯坂町茂庭」 国学院大学民俗学研究会

員が大戸川を清掃していたが、近年、清掃の時間

風俗

杉原信一氏提供

三一書房

国学院大学民俗学研究会

65。資料④は原良輔編
『中京民俗』第 14 号

原

P64 ～

1976年 「多羅尾の民俗」
中京大学郷土民俗学

は 7 月に変わった。

P64

⑿テントの中に吊るしている提灯は、以前は手作り

～ 66・P73 ～ 74・P77 ・P98・P121・P184。⑤は

であったが、現在はスーパーから購入する。以前

筆者が2014・2015年に現地調査をしたものである。

は精霊を送る時に川に流されたが、環境汚染にな

⑹ 1615 年に多羅尾家 15 代信楽の領主、多羅尾光太の
夫人が病気のためなくなった。光太は夫人の菩提
をとむらうために浄顕寺を建てた。後に多羅尾家
の代々菩提寺となり、格式の高い寺であった（杉
原 1985 63 ～ 64）
。江戸時代に浄顕寺には宗門
帳という戸籍簿があり、村の百姓の戸籍を取り
扱った（杉原 1985 74）
。現在、浄顕寺は 150 数

50

から下げた供物を砂台に供えることはしない。
⑾多羅尾では、昭和 28 年（1953 年）８月 15 日早朝に

るため、数十年前から流さなくなった。後に地蔵
盆に寄付することになった。
⒀初盆のイエの寄合は約 10 年前にはじまった。毎
年盆月に入る前に開催される。初盆のイエに配慮
し、毎年開催する時間が違う。
2015年は７月中に、
2014 年は６月中に開催された。
⒁表２は 2015 年多羅尾の初盆寄合の配布資料「平

軒の檀家を有し、うち約 130 軒は多羅尾にあり、

成 27 年度

ほかの檀家は信楽町内の各地区に分布している。

した。初盆のイエの遺族に提供されたものである。
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⒂戒名提灯は、写真 17 の中の細長く戒名を入れた
ものである。

本庶民生活史料修集成』第 9 巻

⒃飾り灯籠は、写真 17 の外側に吊るしている格子模
様が入ったものである。木の枠組に鮮やかな張り
紙で張り、下の部分の紙は長く垂らす。祭壇の両
側に飾られる。それは多羅尾の初盆の特色である。
⒄ 表 ３ の 出 典 に つ い て、 資 料 ② は 次 の と お り で
あ る（ 竹 内 な ど 編 1969

655）。 資 料 ③ は 次 の

とおりである（国学院大学民俗学研究会

1976

再 版 64）。 資 料 ④ は「 新 盆 」 と い う 写 真
（原

江國多羅尾村風俗問状答」（「諸国風俗問状」）
『日

1976）、また次の内容である（原

1976

・多羅尾の初盆寄合の配布資料
度

第 14 号
下

1984「無縁仏について」
（
『霊魂の行方』
所収）初出 1960
1988「盆の祭り」
（大島建彦編 『無

縁仏』岩崎美術社
・森

2000 『日本民俗大辞典』

吉川弘文館

・最上孝敬
・最上孝敬

という写真を参考したものである。
（原編 1976）
。

中京大学郷土研究会

・福田アジオなど編

～ 74・98）。1955 年の内容は筆者が 2015 年に聞
発生し、その直後の盆行事を話者に聞いた。

2015「平成 27 年

提供された）
・原 良輔編 1977 「多羅尾の民俗」
『中京民俗』

名著出版

⒅「多羅尾の民俗」『中京大学』第 14 号の「新盆」

三一書房

初盆申し合わせ事項」（初盆のイエによって

73

き取りした内容であり、1953 年に昭和大水害が

風俗

隆男

所収）初出 1975

1996「仏壇の登場」
『住居空間の祭祀

と儀礼』岩田書院

所収）初出 1989

原題「仏壇

と盆棚の間」
・柳田國男 1990 『先祖の話』
（『柳田國男全集』
13

筑摩書房

所収）初出

1946

参考文献：
・伊藤唯真 1995 「盆棚と無縁ボトケ」『仏教民
俗の研究』伊藤唯真著作集第 3 巻

法蔵館

所

収、初出 1978
・喜多村理子

謝辞：
2012 年５月に信楽駅で自転車を借りてはじめて

1988「盆に迎える霊についての再

多羅尾を訪れた。静かできれいな山村で、ムラの

検討─先祖を祭る場所を通して─」大島建彦

人々が非常に熱心であったという印象であった。

編 『無縁仏』 岩崎美術社

2014・2015 年に車を運転して何回も多羅尾を訪れ、

・国学院大学民俗学研究会

所収、初出 1985
1976 年再版 『民俗採

多くの方々に盆行事の話を教えていただいた。宿泊

青森県下北郡東通村尻屋ほか・滋賀県甲賀信

場所をご提供いただいた田中澄朋様ご一家をはじ

楽多羅尾・福島県信夫郡飯坂町茂庭』 国学院大

め、浄顕寺の長谷川善隆住職、元区長の高畑啓司

学民俗学研究会（1964 年初版）

様、郵便局の高崎久美子様、また多羅尾区公民館の

訪

・甲賀市史編さん委員会

2009 『甲賀市史』第 6

巻民俗・建築・石造文化財
・滋賀県信楽町多羅尾区編

甲賀市

職員様など、ムラの方々から温かくご支援いただ
き、拙稿をもって深く感謝を申し上げます。

1989 『多羅尾村

昭

和大水害誌』 信楽町多羅尾区
・杉原信一

1985 『多羅尾の歴史物語』 多羅尾郷

土史研究会
・杉原信一提供 「寛延三年改多羅尾村年中行事」
元庄屋佐野家文書 （原良輔
民俗」『中京民俗』第 14 号
会

1976 「多羅尾の
中京大学郷土研究

70）

・高谷重夫

1995 『盆行事の民俗学的研究』 岩田

書院
・高谷重夫 1988「餓鬼の棚」大島建彦編 『無縁
仏』 岩崎美術社

所収、初出

1985

・竹内利美・原田伴彦・平山敏治郎編

1969 「近
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■学生活動報告
南研究室での活動報告

富山プロダクトデザインコンペの参加から商品開発まで
４回生

嶋

津

指導教員 南

1. はじめに

有

香

政

宏

在では、すぐに調べることができる。そのため、こ

南研究室では、ゼミ活動として今まで精力的に学

の富山飴はインターネットで調べる検索ワードの役

外コンペへ参加してきた。毎年平均で４回くらいの

割を担っている。旅行に来た人はその個包装の情報

コンペに参加し、研究室としては、今までに 50 を

から富山を知る手がかりになり、またお土産として

超える学生の受賞実績がある。今回、その中でも昨
年に実施された、富山プロダクトデザインコンペ

もらった人は富山に興味を持ち、富山を訪れたくな
る。そうして旅が繋がっていくことを願って富山飴

2014 において「準とやまデザイン賞」を受賞した

という作品の制作にあたった（図１）
。

「富山飴」の商品化へ至るまでのプロセスや、さら
に発展し、カレーのパッケージまで手がけることに
なった経緯を紹介する。

2. 南研究室でのコンペディションの参加
南研究室に所属してから、計４つのコンペに応募
した。まず始めに５月に DSP（デザインサポートプ
ロジェクト）の第１回コンテスト「アイ・ウェアの
デザイン」もしくは FRONTIER JAPAN デザイン
コンペ 2014 の「ノベルティ時計のデザイン」の２
つからの選択し、応募した。同じ研究室の三枝明佳
が DSP のコンペにて「eyeliner」という作品で佳

図１

富山飴

作を受賞した。続いて６月に KOKUYO デザイン

その富山飴に商品化の声がかかったのが翌年

アワード 2014 のテーマ「NEXT QUALITY」で谷

2015 年の３月のことであった。商品化できる企業

村志帆が一次審査を通過した。７月に応募した富山

が見つかったと富山県総合デザインセンターの担当
者から連絡があり、その企業は、富山の製薬会社

プロダクトコンペティション 2014 のテーマ「新幹
線と旅」で私、嶋津有香が「富山飴」という作品で
準富山デザイン賞を受賞した。最後に 12 月に応募

の、株式会社広貫堂であった。広貫堂ではのど飴を
販売しており、そののど飴を今回のパッケージに使

したかごしまデザインアワード 2014 の企業課題で

用することとなった。

ある鹿児島製茶販売のもじょい茶のパッケージデザ

広貫堂から販売するにあたり、コンペで提案し

インで谷村志帆、川合梨香子、大西亜季の３名のグ

た 18 種類の個包装のデザインから 62 種類のコピー

ループ制作にて一次審査を通過した。

とデザインを追加し計 80 種類の個包装のデザイン

以上が 2014 年度に応募したコンペティションで
ある。

3. 富山飴の商品化
商品化にあたり、まず富山飴がどのような作品
であるかを説明する。富山プロダクトコンペティ
ション 2014 のテーマが「新幹線と旅」であったた
め、
「食べるガイドブック」をコンセプトとして、

をすることとなった。その内容は「富山の名所や名
物」の他に「富山の薬について」
「広貫堂について」
の３つのカテゴリにわけて提案することとなった。
コピーは富山在住のコピーライターのダタカツ氏が
考え、その中から私が面白いと感じたものを選択
し、個包装のデザインをした。
また、外装のデザインもコンペ時から変更し、３
種類のデザインを用意した。

飴のパッケージデザインを提案した。個包装の一つ

３月から富山の広貫堂本社にて会議を重ね、11

一つに旅先である富山の名所や名物のほんの少しの

月 10 日に発売となった（図２）
。商品は広貫堂直営

情報が書かれている。インターネットが普及した現

店にて販売されている。
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図２

富山飴（商品化）
図６

生姜カレーポスター

図７

根菜カレーポスター

４. レトルトカレーのパッケージデザイン
富山飴を商品化した広貫堂から、新発売の「おく
すりやさんのカレー」のパッケージデザインの依頼
があった。今回そのパッケージデザインを卒業研究
として制作にあたることとして依頼を引き受けた。
そのパッケージが（図３）である。

CM で は、「 お く す り や さ ん の カ レ ー」 に メ ロ
ディーをつけ、コマ撮り動画を作成した。おくすり
やさんのカレーという文字がカレーの具材となって
鍋の中に入る、おたまから流れ落ちるといった構成
になっている。この CM は店内で流して、客の注
目を得るとともに、歌によって印象に残すことを目
的としている。

５. おわりに
実際に商品となるため様々な制限の中でデザイン
しなければならず、学生のうちに本当に良い経験を
得ることができた。すべてはゼミ活動のコンペから
始まり、社会と繋がるきっかけとなった。コンペや
ゼミ活動、卒業制作を通して、デザインを媒介とし
図３

社会と繋がっていくことを今後も続けていくことを

生姜カレー・根菜カレー

また、今回依頼ではなく、提案としてポスターや

望む。

動く POP、CM の制作にもあたった。販売する会
社が製薬会社であることから、富山の薬の宣伝にも
なるポスターと POP を作成した。
富山では、風邪薬は起き上がることができるとの
意味でダルマのイラストがパッケージに描かれてい
る。また、胃腸薬には熊の胆嚢を使用していたこと
から、熊のイラストが同様に描かれている。そのた
め、熊とダルマをモチーフに薬の宣伝も兼ねてポス
ターと POP に用いた（図４、５、６、７）。

図４

生姜カレー動く POP

図５

根菜カレー動く POP
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■学生活動報告
生活デザイン学科山田研究室３回生ゼミの活動報告（平成27年度）
山田歩，一ノ瀬萌，木村毅，野村菜津美，宮下絵里，三輪あさひ

１．概要

３．石州和紙デザインコンペ 2015

山田研究室は，デザインによるマーケティング

コンペ概要

主催地である島根県浜田市三隅町は，

活動の支援，ならびに，マーケティング的視点に

経済産業省認定の伝統的工芸品の石州和紙と国の

立ったデザイン活動に取り組んでいる。平成 27 年

重要無形文化財・ユネスコの無形文化遺産である

度３回生（一ノ瀬萌，木村毅，野村菜津美，宮下絵
里，三輪あさひの５名）によるゼミ活動は学外コン

石州半紙の産地である。
「石州和紙デザインコンペ」
は，石州半紙の技を生かした石州和紙を素材とし

ペティションへの参加を中心に進められた。応募し

て，現代を生きる人びとの生活にうるおいや，楽し

たコンペティションは，商品企画もしくはプロモー

み，くつろぎを与える様々なデザインの可能性を追

ションの企画に関するものであった。ゼミ生個人で

求することを目的としたコンペティションである

取り組んだものと，チームで取り組んだものがある

（石州和紙デザインコンペ HP）。2015 年度は「おも

が，本活動報告ではチームで取り組んだ活動の中か

ちゃ」をテーマとした作品の募集が行われた。

ら主なものをいくつか紹介する。

作品

２．販促会議 企画コンペティション 2015

研究室では，「笑顔と驚きを届けるカード」

をコンセプトに，石州和紙のグリーティングカー
ド「ひふみ」を制作，応募した。このカードは，光

コンペ概要 「販促会議 企画コンペティション」

にかざして遊びたくなる仕掛けが施された。カード

は，協賛企業が商品・サービスのプロモーションに

はふたつの図柄から構成され，光にかざすとそれ

関する課題を出題し，その課題を解決するアイデア

らの図柄が光の中で透けて重なり合い新しい図柄が

を企画書形式で競うコンテストである（販促会議企

作り出される仕組みになっていた。たとえば，誕生

画コンペティション HP）。2015 年度は，「トムヤム

日カードでは，光にかざすと誕生日ケーキのロウソ

クンヌードル」
（日清食品）や「養命酒」（養命酒製

クに火が灯り，出産祝いカードでは，光にかざすと

造）など 22 の企業から課題が出題された。

お母さんの胸に赤ちゃんが現れる。光にかざすこと

提案企画

で新しい図柄が浮かび上がる演出によって，カード
を受け取った人に喜びと驚きを与えることをねらっ

研究室は，「トムヤムクンヌードル」（日

清食品）の販売促進企画として「CUP NOOEN」を
提案し，ファイナリストに選出された。図１に応募
企画書を示す。

た。応募作品は中国経済産業局長賞（最高賞）と千
葉すず賞を受賞した。図２と図３に応募作品の説明
パネルを示す。
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トムヤムクンヌードルのおかれた現状

これまでのカップヌードルファンと違う人達が食べています
・トムヤムクンヌードルを買っている３分の１は

過去にカップヌードルを食べていない人達

・女性割合が男性を上回る

カ ッ プ で 農 園 、楽 し も う 。

どんな人達がトムヤムクンヌードルに興味を
持っているのでしょうか？
応募者 ID : 44C67383B6

商品特性とターゲットの検討

着目点

そこで私たちは「家庭菜園」に注目しました
トムヤムクンの魅力

ターゲット

パクチー

ちょっとクセのある
タイ料理の味が好き

酸っぱ辛いスープ

女性を中心として、約 85 パーセントの人が
興味を抱いています

「おいしい」
「楽しい」
「ヘルシー」な点に
魅力を感じる人が多いようです

ヘルシーなものを
食べたい

エビ

Q あなたは家庭菜園をしたことがありますか？

Q 家庭菜園を始めたきっかけ

ベルメゾン生活スタイル研究所「ライブレポート 家庭菜園について」

クセのあるタイ料理好きな、健康志向な消費者の
心を刺激するプロモーションが有効ではないか？

プラン

家庭菜園の魅力で
トムヤムクンヌードルをもっとおいしく！

中身と使いかた

「CUP NOOEN」の提案

パクチーの種

スポンジ

カップ

トムヤムクンヌードル

1 . カップにスポンジを入れて
種をまきます

2 . たっぷり水やりをして

食べごろになったら収穫します

3 . パク盛りでいただきます

カップ農園

農園

楽しみかた

育てて

ありがとう♡

俺のパクチーで食べよ？

食べようかしら♪

そろそろまた

つながるおいしさ

育てる

分け合う

分け合って
パク盛りマジうめえ！

◎リピート購入を刺激
◎おいしさ、楽しさ
ヘルシーさアップ

食べて

食べる

トムヤムクンヌードルをもっとおいしく

◎つながりも広がる

図１ 「CUP NOOEN」企画書
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図２ 「ひふみ」説明パネル１

図３ 「ひふみ」説明パネル２
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４．Student Innovation College2015

プロモーション 「ます香」本体と、香り玉の詰

コンペ概要 S カレ（Student Innovation College）

め替え用の 2 種類をパッケージと共に提案した（図

は，マーケティングを学ぶ大学生たちが，企画から

５）
。一度「ます香」を購入すると，同じ枡を継続

製品化への過程をリアルな現場で体験するゼミ対抗

的に使うことができる。F a c e b o o k 上で，
「B a

の商品企画プロジェクトである（S カレ HP）
。2015
年度大会は，８テーマの商品企画を学生チームが

r ます香」という漫画を公開した。芳香剤を使う人
の悩みの解決をテーマに，枡の魅力や「ます香」の

Facebook で公開し，市場調査をもとにブラッシュ

紹介をストーリーに織り交ぜて展開させた。

アップを重ねたアイデアで商品化の権利を競いあっ
た。
企画商品

研究室は枡技術商品部門（大橋量器）の

商品として「ます香」を企画した。最終審査におい
て，部門一位，プラン三位に選ばれ，商品化の権利
を得るとともに，博報堂賞を受賞した。以下，商品
概要，実施調査，試作品制作，プロモーションにつ
いて述べる。
商品概要 「ます香」は枡に香り玉を入れ，水を注
いで使用する消臭芳香剤である（図４）。大橋量器
では枡の製造過程で大量のヒノキのカンナ屑が捨て
られていた。それを丸めたものが香り玉である。香
り玉に水が触れると，ヒノキの香りがほのかに広が
り，消臭芳香の効果が得られる。枡は大橋量器の標
準一合枡のほかに，C o l o r M a s s やデザイン枡
の中から，好みに合わせて選ぶことができる。枡本
来の美しさをいかしたシンプルな見た目で，お部屋

図４ 「ます香」使用イメージ

の雰囲気を選ばず、インテリアに調和する。
調査

アンケート調査の結果、消費者は既存の消臭

剤に「匂いがきつい」，「見た目が悪い」，「化学物質
が気になる」といった問題を感じていることが分
かった。それらの問題を解決するために，枡に使用
されている「ヒノキの消臭効果」や，「水に触れる
と香りが増す」といった特性に着目した消臭芳香剤
を提案しようと考えた。
試作品制作

ます香を制作する上で，枡の底面の木

材が変形し水漏れするという問題があった。そこ
で，ウレタンニスを枡の内側に塗布し，一ヶ月の耐
水実験を行った。ウレタンニスを内側に塗る量を最
小限に抑え，枡から発する香りが損なわれないよう
に工夫した。また，カンナ屑を丸めるのにかかる時
間を計測し，人件費を試算した。

図５

パッケージ済みの「ます香」
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■学生活動報告
藤木研究室の活動報告
団地の未来─集まって住む未来─コンペ応募案
─みんなが集まる、もうひとつの家としての集会所─

大きな家、小さな森
３回生

大工原有紀，関谷瑳子，日野声佳
指導教員 藤
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畑
カフェ

E-ラウンジ

水飲み場

キッチン

畑

倉庫

A’

小集会所
こども広場
清掃員詰所
第二エントランスホール

大集会所

A

噴水広場

倉庫

サンクンガーデン

倉庫
便所

便所

管理サービス事務所
駐車・駐輪スペース

水飲み場

第一エントランスホール

多目的広場

敷地境界線

大集会所

水飲み場

こども広場

小集会所

清掃員詰所
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■人間文化セミナー
☆演題☆

カンボジアにおける文化遺産保護
と

き：平成 27 年 10 月 19 日㈪ 13：10 〜 14：40

場

所：滋賀県立大学 A7-101 中講義室

対

象：学生・教職員および一般

講

師：杉山

洋氏（奈良文化財研究所企画調整部部長）

アンコール・ワットは日本でも良く知られた世
界遺産であるが、文化庁・奈良文化財研究所など
が 1993 年から長年にわたって保存・研究などにか
かわっていることはあまり知られていない。その
アンコール遺跡群の中の西トップ遺跡の調査修復
を 2012 年から奈良文化財研究所が実施している。
この調査修復の担当者である杉山洋氏に、調査の概
要、そしてカンボジアにおける文化遺産保護の問
題、今後の日本とカンボジアとの文化交流の在り方
などについて話をしていただいた。
カンボジアでは 1970 年代後半から内戦が続いて
いたが、最終的には 1991 年のパリ和平会議で平和

復が計画されている。

が訪れた。アンコール遺跡群が世界遺産に登録さ

また、奈良文化財研究所では文化財に関する国際

れたのは、その翌年の 1992 年であった。その後、

協力に力を注いでいて、中国社会科学院・韓国国立

1993 年にはアンコール遺跡群の保存に関する国際

文化財研究所と共同研究を実施し、ベトナム・ミャ

会議が東京で開催され、日本もアンコール遺跡群保

ンマーでの文化財保護の国際協力を行っている。

護に国際協力の下で取り組むことになった。

杉山氏は、このように日本以外の国で文化遺産の

アンコール・ワット遺跡群の修復には、フラン

保護に当たることは、まさに外交の一翼を担うこと

ス・ドイツ・イタリア・インド・中国・韓国なども

だ、と自らの経験をもとにスライドを交えながら熱

参加しており、さながら修復の国際オリンピックの

く語った。日本とアジアの国々との今後の友好関係

様相を呈している。日本からは三つの修復チームが

を考える一助になった講演であった。
（文責：定森秀夫）

参加している。
日本国政府アンコール遺跡救済チーム（外務省
系）がバイヨン北経蔵、プラサットスープラ、アン
コール・ワット北経蔵、バイヨンで調査修復を、上
智大学アンコール遺跡国際調査団がアンコール・
ワット西参道や 274 体の石仏の発掘調査・修復、お
よびシハヌーク・イオン博物館の建設を、奈良文化
財研究所（文化庁系）がカンボジアプロジェクトを
実施している。
奈良文化財研究所のカンボジアプロジェクトは、
1993 年からタニ窯跡調査、西トップ遺跡調査修復
を順次行ってきて、その中でカンボジアにおける調
査修復のための人材養成も行ってきた。西トップ遺
跡の調査修復は 2012 年から実施し、南祠堂の修復
はすでに完成し、今後、北祠堂、中央祠堂の調査修
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☆演題☆

『コクリコ坂から』と戦後日本
と

き：平成 27 年 11 月 17 日㈫ 16：30 〜 18：00

場

所：滋賀県立大学 A7-101 中講義室

対

象：学生・教職員および一般

講

師：奥田 浩司氏（愛知教育大学 国語教育講座 准教授）

ジブリのアニメーション映画は娯楽作品として広
く親しまれ、国内外を問わず高く評価されている。
今回のセミナーでは、
『ジブリの森へ』（米村みゆ
き編

森話社 2003 年）の第３章「『紅の豚』と〈非

戦〉
〈九・一一〉以降」を執筆担当するなど、ジブ
リアニメに潜む文学性に注目してきた研究者の一人
である奥田浩司氏を講師に迎え、『コクリコ坂から』
（2011 年）を題材とした講義をしていただいた。
講義では、様々な歴史的記述に焦点をあてつつ文
化的、社会的な視点から掘り下げてみることで、東
京オリンピック（1964 年）を間近にした復興期の日

にとって、ジブリアニメ作品に込められたメッセー

本を舞台にしたこの作品に底流している「戦後日本

ジを読み解くという文学的アプローチの一端に触れ

と『戦争』の関係性」という隠れたモチーフが顕在
化することを紹介していただいた。セミナー参加者

る貴重な機会となった。講師を務めたいただいた奥
田浩司氏に感謝申し上げたい。 （文責：小熊猛）

☆演題☆

プロダクトの一歩手前
─日常のひとつひとつ─

と

き：平成 27 年 12 月 7 日㈪ 16：30 〜 18：00

場

所：滋賀県立大学 A7-102 中講義室

対

象：学生・教職員および一般

講

師：佐藤 延弘氏（PULL ＋ PUSH PRODUCTS 代表）
どこかに出かけて行って、その土地の風景を見な
がら、美味いものを肴に、美味い酒を飲みたい。な
どと、いつも思っている。なぜそう思うのか。普段
の生活から抜けだして、日常とは異なる楽しさや面
白さを求めているからに他ならない。日常は凡庸で
ある。いや、凡庸でなければならない。そうでなけ
れば、どこかに出かけて行くことが、楽しくなく
なってしまう。しかし佐藤氏は、日常のなかにこ
そ、楽しさや面白さが隠されているのだという。こ
れは困った。
佐藤氏は京都を拠点に活躍する新進のプロダクト
デザイナーである。一般にプロダクトデザイナーは
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デザインのみを行い、製造はメーカーと協業するこ

て面白い何かが隠されているのだと。それを見出し

とが多い。しかし彼は、自ら素材を開発し、商品を

た時に、彼の新たなプロダクトは派生する。

手作りし、自身のショップで小売まで行う。また、

凡庸な日常は、実は凡庸では無い。日常は凡庸だ

商品のみならず、包装や広報物、店舗運営といった

とする意識的怠惰が、それを凡庸にしているだけで

ディレクションを行い、自らの世界観を明確に打ち
出している。流通のすべてをコントロールする大変

ある。
私がどこかへ出かけて行こうとするのも、日常にあ

珍しい存在である。

る何かを見ようとしない怠惰への言い訳に過ぎない。

佐藤氏の発想の根源はどこにあるのか。それが日
常のなかなのだと云う。いつも眺めている変わらな

これを気づかせてくれた彼の教示は、今はまだ拙速に
デザインの方向性を求めようとしがちな学生にとって

い風景も、時間の経過と共に少しずつ変化してい

も、大いに示唆に富むものであったはずである。

る。いつものペットボトルも、飲料水が入ったまま

佐藤氏には来年度より本学の道具演習Ⅰで教鞭を

でパッケージを剥がしてみると、異なる物体として

とってもらうことになっている。彼は学生達をどこ

眼前に立ち現れる。何気なく過ごしていると見過ご

へ導いてくれるのだろう。楽しみである。

してしまうものに目を向け、根気強くそれを見続け

（文責：藤木庸介・監修：南政宏）

る。こうした日常のひとつひとつのなかに、楽しく

☆演題☆

特定保健用食品の科学性
と

き：平成 28 年 1 月 28 日㈭ 13：10 〜 14：40

場

所：滋賀県立大学 A3-301 大講義室

対

象：学生・教職員および一般

講

師：村上

太郎氏（至学館大学健康科学部教授）

用すべきであるかを講演していただいた。トクホと
は科学的根拠によって保健用途の表示が許可された
食品であり、平成 27 年 11 月末の時点では 1210 品目
が認可を受けている。この制度は平成３年に世界に
先駆けて発足し、現在ではその市場規模は 6000 億
円を超えていることが紹介された。保健用途別で
は、整腸、中性脂肪・体脂肪、歯、血圧、コレステ
ロール、血糖値、骨・ミネラルの順に商品数が多い
ことを示された。講師を努めて頂いた村上教授らが
行った女子大学生を対象としたアンケート調査で
我が国では肥満や糖尿病、高脂血症、高血圧症な

は、トクホ利用者の多くが保健用途を実感していな

どの生活習慣病が増加し、健康に対する意識が高

いことが示され、その理由の一つとして企業のもつ

まっている。健康の維持・増進には運動と栄養が重

トクホの科学情報が消費者に正確に認識されていな

要であることは周知の事実であるが、不適切な運動

いことが挙げられた。

や栄養は効果がないだけではなく、悪影響を及ぼす

トクホの保健用途が発揮されるためには、摂取量

ことがある。近年の健康ブームのあおりを受け、テ

や摂取頻度、摂取期間はもちろんのこと、摂取する

レビや雑誌、インターネットには健康に関する情報

消費者の健康状態が大きな要因となることを、学術

があふれており、我々は真偽を含めその取捨選択を

雑誌のデータを紹介しながらわかりやすく解説され

慎重に行う必要がある。

た。アンケート調査からは女子大学生の多くがトク

今回の人間文化セミナーは、特定保健用食品（ト

ホの保健用途が対象外である健康な人であっても効

クホ）の成り立ちや、トクホの認可システムに関す

果が期待できると認識している現状が示された。今

るお話から始まり、トクホの科学性について女子大

後も多くのトクホが認可され、消費者は誰でも手軽

学生の認識と我々がトクホをどのように理解し、利

に購入することが可能である。したがって、健康の
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維持・増進を目的としてトクホを正しく利用するた
めには、企業の持つ科学情報を消費者は正確に理解
することが重要であるとともに、企業側も消費者に
わかりやすく正確な情報を提供するべき義務がある
と結論づけられた。
セミナーには学生・教職員あわせて約 100 名が参
加し、特に生活栄養学科の学生が大部分を占めた。
栄養学科の学生諸君は卒業後、栄養学のプロフェッ
ショナルとして活躍する立場として科学情報を正確
に理解する重要性を知る非常によい機会であったと
思われる。講師を努めて頂いた村上教授にこの場を
お借りしてお礼申しあげたい。 （文責：中井直也）

☆演題☆

今求められる学力と学びとは
と

き ： 平成 28 年 2 月 3 日㈬ 16：30 ～ 18：00

場

所 ： 滋賀県立大学 A4-205 講義室

対

象 ： 学生・教職員および一般の方（参加無料）

講

師 ： 石井

英真氏（京都大学大学院教育学研究科准教授）

日本では現在、次期学習指導要領改訂に向けて、

べきなのかについて論じていただきました。

内容ベースから資質・能力（コンピテンシー）ベー

ご講演では、まず、国立教育政策研究所の報告

スへとカリキュラムの重点をシフトすることが議論

書や文部科学省の「教育課程企画特別部会 論点整

の焦点となっています。また、そうした動きに伴

理」
（2015 年８月 26 日）の内容などをふまえながら、

い、
「汎用的スキル」や「アクティブラーニング」

今、どのような学力や学習が求められているのかを

などの言葉を耳にする機会も多くなってきました。

ご紹介いただきました。その中では、例えば、アク

こうした状況の中では、改革の動向を冷静に分析

ティブラーニングの強調やコンピテンシー・ベース

し、今後の教育のあり方を議論しながら、より良い

のカリキュラムへの移行という改革の可能性や留意

方向を探ることが求められます。
そこで、京都大学大学院教育学研究科より石井英

点などについて論じることで、改革の是非に終わる
ことのない学問的な議論の方向性を示していただき

真先生をお招きし、「今求められる学力と学びとは」

ました。また、これまでに日本で多くの教師たちに

という演題でご講演いただきました。教育方法学

よって積み重ねられてきた貴重な実践の蓄積を発展

（特に、学力論や教育評価論）をご専門とされてい

的に継承するかたちで今後の授業のあり方を検討す

る石井先生は、京都大学教育学部を経て京都大学大

ることの重要性についてもご提案いただきました。

学院教育学研究科修士課程ならびに博士後期課程を

限られた時間でしたが、理論的な研究に加えて多

修了され、博士（教育学）を取得されました。京都

くの学校現場とも関わりを持って実践的な研究も進

大学大学院教育学研究科助教、神戸松蔭女子学院大

められておられる石井先生のご講演を通して、政策

学人間科学部専任講師を経て、2012 年より京都大

レベルの議論をいかに読み解くかということだけで

学大学院教育学研究科准教授としてご活躍されてい

はなく、いかにしてより良い実践づくりにつなげて

ます。今回のご講演では、石井先生の『今求められ

いくかということについても考えさせていただくこ

る学力と学びとは―コンピテンシー・ベースのカリ

とができました。ご講演後に個人的に質問をしてい

キュラムの光と影』
（日本標準、2015 年）の内容を

る学生の姿も印象的でした。

基に、目先の「改革」に翻弄されずに、教師一人ひ

最後になりましたが、お忙しい中、本学でのご講

とりが自分の頭で、目指すべき学力や学びや授業の

演をお引き受けくださいました石井先生に、改めま

あり方を考えていくためにつかんでおくべき「根っ

して、心より御礼申し上げます。

こ」の部分（社会と教育の構造変容）を解説いただ

（文責：木村裕）

くとともに、今後、どのような学力や学びをめざす
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■ 2015年度卒業論文・修士論文・博士論文一覧
畑中

芹香

真

坂部

春香

圭

遷

中心に

─近代産業遺産

端島の事
吉村

友里

中村

信輔

囃子の変容

福井

求

平山

開士

理貴

山田

千尋

佐野

正晴

池上

直毅

谷澤湖伊子

貴弘
亜衣

滋賀県内における集落設置の資料

安達

椋子

「夢の国」を支える労働

館の運営と課題

浦部

純樹

アニメ聖地における巡礼者の欲望

障害者とその家族へ向けられるま

高下

勇気

戦艦大和に関する記憶の再編成

なざし

─当事者の親の声をもと

佐藤

琢磨

市民NPOによる「学習支援」活

無縁墓地・無縁仏の変容～増加す

島村

早貴

久永

遼

現実

「丹波地方の株と先祖祭祀」

動における担い手たちの葛藤

典子

石川

沖縄における現代の住意識

慎

久門田啓矢

将吾

太田

雄三

貴哉

～奈良県吉野町金峯

鈴

リー・ミャオ族民俗文化の資源
化

貴大

田内

智樹

衿圭
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～滋賀県犬上郡桃原を事

例として～
田村

和樹

緩傾斜地における水利と集落空間
に関する研究

『虢国夫人游春図』の中の虢国夫
人とは ～唐代における男装の流
行に注目して～

中山間地域の集落の現況と再生に
ついて

～檳榔谷民族文化テーマパー

性～

『滋賀県守山市旧吉身村・旧赤野
井村における石田川運河の研究』

クにおける「生態博物館」の可能
鹿間

近江八幡市旧八幡町における空き
関する研究

白木

山寺を事例として～
加藤

西川嘉右衛門家住宅の保存と活用

家の現状と空き家対策の在り方に

現代社会における修験系教団の生
き残り戦略

河鍋暁斎筆「地獄極楽めぐり図」
研究 ─図様から見えてくる歌舞

に関する研究

事例として─
村川

─ポスターの機能

伎との関係性─
大上

晩婚・晩産時代における子授け祈
─福岡県糟屋郡宇美八幡宮を

横尾忠則研究

についての考察─

─コ

滋賀県における国際理解教育

願

感情労働者としての介護職への支
援

～滋賀県彦根市・長

─小中学校の実践から考える─
生津明日香

放課後子ども総合プラン「放課後
子供教室」の現状と課題

在日外国人の災害意識と求められ

ンクリートが住宅構造材として選
ばれ続けるわけ─
中島

～彦根市を事例に～

「イクメン」をめぐるイメージと

浜市を事例として～
麻綾

滋賀県における漬物の生産・加工

花菜

る防災支援
谷田

─柔

秋野

大学における口承伝承

る孤独死を背景に～
兼松

ス

学科を事例として
モンゴル相撲道場の民族誌

の変化

─甲賀市伴谷地区を事例に─

に─
一重

同性愛者とマイノリティ空間

たモンゴル相撲─

地域開発の影響と生活空間の変
化

山岸

女アイドルオタクの人類学的研究

道・レスリングとの関係性からみ

─岡崎市域の遊郭を事例とし

て─
直樹

─毛色

ペイン・セビリア大学アジア文化

川守せんぎり囃子の事

例を中心に─
明治以降における遊郭観と実

モンゴル遊牧民の馬の個体認識に
を中心にして─

─永源寺ダム水没関連

地域の事例を中心に─
─苗村神社三十三年

近年の『煙独』現象の検討を

関する文化人類学的研究

ダム建設に伴う移住による住居利

態
橋本

日本におけるドイツ評価の変

形成

式年大祭
杉浦

葉子

離島炭鉱集落における共同生活の

用の変化
菅沼

─ Kpop アイドルファンを事

例として─

例から─
大村

韓国における日本人観光客の現
状

地域文化学科
伊藤

夏希

─滋賀県守山市小

島町阿比留集落を事例として─
堀池

巧哉

湖東・湖北地域における廃校の活

人●間●文●化●通●信
用研究
山田

澪奈

力神像と力士像の変遷

笛吹

真紀

中山間地域における空き家の現状
と対策に関する考察

～長浜市余

呉町柳ヶ瀬・椿坂・中河内を事例
として～
川瀬

生活デザイン学科
平山貴美子

不慮の事故から子どもを守るコ
ミュニケーションツールの研

朋子

生野銀山鉱山町における町家の研

究

西川瑠里子

究
彦根市小野町における町並みの保

ザイン─
パーソナル・ユニット・ファニ

森

美咲

存と活用に関する研究

チャー

山本

太朗

妙厳寺・御堂における研究

下澤

卓巳

大溝地域の考古学的研究

杉山

佳奈

田中

杏奈

生田

圭

ン

掩体の再検討～八日市飛行場を中

目して─
石場

友子

近江における中世墓群の考古学的
優里

～

航貴

印田

金箔瓦の出現と展開
近世大名墓の考古学的研究

汐里

─仁

近江における緑釉陶器生産の研
究

利満

佐々木洋祐

植村

早希

太田

沙希

賀県立大学の学生寮に対する考察

─福野家の

翔太

近世淀宿の性格

大西

亜季

～伏見との関係
千穂

日本中世における武家系図の構
─近世の系図作りを通して─

「日本古代の皇后と女帝

影山

実紀

真梨
万里

19世紀英国におけるガヴァネスと

菜月

その雇用
『色部氏年中行事』における正月

「『枕草子』にみる女房の関係」
奈美

パズル・クロージング

坂上

榛菜

左髙

歩

地域の魅力を発信する鮮魚市場の
提案 ─漁業仲買人の活動をリ
サーチして─
体型に適応したオフィスカジュア

小川

大輔

西三河の寺内町

ルの提案

佐原

未紗

大伝法院の成立

女性に向けて─

水野

佑一

若狭国太良荘での災害

夕永

礼花

─農業災

佐藤

花奈

害を中心に─

─40代～ 50代の働く

チェコの民族衣装の研究

─国立

民族学博物館の収蔵品を資料とし

戦国期島津氏の権力集中
2016年３月11日現在

─無駄の

ないパターンと服づくりの提案─

戦国期三好氏に関する一考察
─幕府・将軍との関係を中心に─

収納一体型ジェルネイルライトの
提案

黒瀬

儀礼
隼人

─スヌーズレンの考え方を参

考として─
川合梨香子

吉村

─服装

五感を利用した子どもの遊具の制
作

子・孝謙天皇・則天武后の比較を
川畑

「自分ブランド」の制作

を通した自己探求の試み─

─光明

通して─」

びわ湖一周サイクリングの VI 整
備計画

小野

を中心に～
造

─滋賀大学と滋

から─

遠山

石田

学生と地域住民のためのコミュニ
ティ施設の提案

新撰組と幕末大坂

石田

季節湯を題材にした溶ける手紙製
品

事例をもとに─

沙耶

ーグラフィックデザ

インの観点からー

甲賀山伏の配札活動

夏美

佐藤

トレーシングペーパーの新たな可

西日本出土石棒の研究

髙橋

久保園佑太

─家族と心地よく過ごすため

能性の表現

水口丘陵古窯跡群春日支群の

初期様相について
小澤

自分の居場所を作る家具の制
に─

正寺藩主市橋家を中心として─
伊藤

─彦根市大藪町の湖岸整備を

作

清水谷地区を中心に～
健弥
光希

人の動きを誘発する都市公園の提
通して─

井上

陶磁器からみた小谷城の性格

─一人暮らしの食事環境に注

案

～敏満寺遺跡石仏谷遺跡を

中心に～

中村
西澤

現代生活における箱膳のリデザイ

城・大溝陣屋・城下町を中心に─

研究
拓郎

─おひとり様空間の為の

簡易軽量ユニット家具─
─大溝

心に～

田端

─事故防止パンフレットのデ

て─
嶋津

有香

レトルトカレーのパッケージデザ
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大原

インと販促ツールの提案
鈴木

璃子

千洸

キノリン酸ホスホリボシルトラン

文庫本帯デザインが作品に与える

スフェラーゼノックアウトマウス

付加価値についての制作

における出生率増加を目的とした

税所

七海

ファーストブラの研究

竹内

咲紀

公共に開かれた結婚式場の提
案 ─日本人の宗教観に対する考

菅野

瑞紀

運動がマウスの腸管機能に及ぼす
影響

察を通して─

楠本

晶子

アミノ酸摂取が脳内キヌレン酸代

谷村

志帆

国産材を用いたデスクオーガナイ
ザーの提案

栗山のぞみ

謝におよぼす影響
Development of a food-based

土居美羽耶

德永

菜加

飼料の作成

生活に豊かさをプラスするプリー

diet quality score for Japanese:

ツの研究

associations of the score with

─プリーツアイテムの

制作による提案─

food and nutrient intakes in

捨てられる野菜の新しい活用方法

young, middle-aged, and elderly

の提案
冨永

彩音

中川保乃美

Japanese women
坂本

政所での心象絵図の制作

百加

香りが人とのコミュニケーション
につながるツールの提案

─滋賀

２─オキソ酸排泄量との関係
左近のぞみ

の香りを用いたカードゲーム─
藤原

真輝

古川万里子

地域振興となるまちなか映画施設

の改善因子の探索
白城

慶子

monetary diet cost in young,
middle-aged, and elderly
Japanese Women

─彦根市銀

松下

萌具

若者向け着物リメイクの提案

丸山

友希

生活を彩る古着によるリメイクの

髙橋

芽衣

竹中

桃

「極楽寺味噌」と「しいたけ味噌

髙木

翔子

田中

大也

─河瀬西

部営農組合の６次産業化支援─

高校球児を対象とした効果的な栄
養サポートのあり方の検討
ヘスペレチンによるストレス蛋白

近江八幡市旧市街地における古民

質 Hsp70を介した癌細胞死誘導機

家再生利用の提案

能についての解析

─為心町元Ａ

家住宅を事例として─
福田亮太朗

とろみ調整剤による野菜の物性変
化と、LST法の有用性の検討

極」のブランディング
悠莉

血液透析患者の療養行動につい
て─心理学的視点からの解析─

提案

安永

Nutritional correlates of

地方都市における衰退する商店街
座町商店街を事例として─

明佳

肥満糖尿病患者における療養行動

の提案
の現状と再生の提案

三枝

ヒトにおける尿中Ｂ群ビタミンと

田中りさ子

大津市の寺院の魅力を可視化す
る

─ Temple Otsu ─

グラボノイドオイルの摂取がヒト
の持久能力に与える影響

中西

優希

中山

里美

生活行動分析による授乳婦の育児
負担に影響する要因の検討

生活栄養学科
荒木

晴佳

電気刺激及びカプサイシンが筋サ

らみたターニングポイントとして
の嚥下評価
野口

里奈

低葉酸栄養状態は卵母細胞の質に

廣部

有香

影響しない
ウィンターセイボリーの冷え症改

テライト細胞のタンパク質合成に
稲垣

亜依

猪巻

諒子

及ぼす影響
嚥下音による新しい嚥下機能評価

善に寄与する成分が体温に与える

法の検討
Nutritional characteristics of

影響についての検討
藤田

彩乃

藤森

綾

dietary glycemic index and
glycemic load in young, middle-

方法の検討
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電気刺激による収縮運動が骨格筋
培養細胞のタンパク質合成に及ぼ

women
授乳婦の体型に着目した栄養教育

Hsp70発現抑制はクルクミンによ
る癌細胞死誘導効果を増強する

aged, and elderly Japanese
大硲あすか

栄養管理法とエネルギー充足率か

す影響
牧野すみれ

小麦胚芽に含まれる B 群ビタミ
ンのヒトにおける生体利用量の評

人●間●文●化●通●信
奥田

価
松山
馬渕

幸世

亮介

学びの共同体における子どもと教

ナイアシン栄養状態を示す機能性

師の関係性

生体指標の探索

等学校を例に─
尾本

菜摘

─滋賀県立彦根西高

萌

食成分が腸管上皮細胞バリア機能

森下

美友

に与える影響の検討
脳微小血管内皮細胞結合破綻にお

森本

真帆

市販とろみ調整剤の適正使用量の
検証

梶本

哲志

きのくに子どもの村学園の実践に
みる教師の権威の在り方

諸道

由実

レスベラトロールによる Hsp90─ p53

加藤

遥

東京ディズニーランドの来園者が

と課題 ─家庭をベースにした東
京シューレの活動の検討を通し

ける食成分の影響についての検討

山口

未紗

山﨑

香織

て─

経路を介した癌細胞周期停止作用

感じる非日常性についての考

の解析

察

鶏卵に含まれるパントテン酸およ

ジャパンと比較して─

びビオチンの生体利用量の評価

岸上

風子

小泉

千晶

運動による骨格筋内中性脂肪合成
におけるグリセロールキナーゼの

─ユニバーサル・スタジオ・

集合写真の撮影における撮影者と
被写体の相互行為

役割
横山はづき

ホームエデュケーションの可能性

特別支援学級在籍児への社会性の
発達を促すための教育支援とその

カプサイシンの癌細胞周期停止メ

課題
小森

カニズムについての検討

佳穂

腐女子の自虐的ユーモア表出が持
つ機能

人間関係学科
堀江

知世

佐竹

将昭

小森

優希

のか

「言葉」が人生に与える肯定的影

ら─

小学校教員の勤務状況とメンタル

関戸

莉恵

少年院教育における成績制度

ヘルス

髙橋

篤史

滋賀県におけるブラジル人児童・

田中

湖大

～滋賀県におけるアン

ケート調査から～
仁美

荒川あかね

安食

拓巳
夏歩

生徒の動態とその教育

繰り返される行為が対人コミュニ

のように語るのか

大学生と町内会の関係から考える

ンタビューにおける説明場面の分

─彦根市を事例に─

日本人の宗教へのつきあい方と信

石原

麻子

太田

岡

鈴世

浅里砂

優人

メタ認知能力を育成する自己評価
の方法に関する研究

をとりいれた実践の分析を通し

─滋賀県を事例
莉江

三者会話における二者の協力場

京都府立園部高等学校英語科の実

面

践にみるモデレーションの課題と

を用いて─

可能性
「第三人称の死」と人々の意識に

─ OPPA

て─
徳田

ついての考察
宇治田道友

析～
谷

新規就農する若者は農業に何を求
に─

澄人

～グループイ

仰心との関係
めているのか
池上

当事者は「排除の非問題化」をど

ケーションにもたらす影響について
防犯活動
有田

─ジブリ作品を中心とした

大学生へのインタビュー調査か

響

青木

─インタビュー法による

検討─
人はなぜ同じ映画を繰り返しみる

─アニメーションの説明場面

中塚

朋美

滋賀県における病気療養児の教育
保障について

藤井

聡美

小学校の英語活動における問題解

適応指導教室における児童の活動

決能力育成のための方法

と情緒的安定

ジェクト学習に焦点をあてて─

若年層の献血に対する意識

─滋

前田妙咲代

介助体験に基づく高齢者介護の考

賀県立大学生への質問紙調査か

察

ら─

設における食事介助─

現代人の死のスタンスに関する研
究
～

～終活という新現象から見る

山口

真子

─プロ

─小規模多機能型居宅介護施

三者会話における一人の話者が二
人の聞き手に話す現象

─アニ

メーションの説明場面を用いて─
人間文化● 67

人●間●文●化●通●信
山下

純奈

“あがり”の対処法の効果に及ぼ
す 本 人 の「 状 況 認 知 」 の あ り
方

について考える
巽

周太

─体系的な文献レビューによ

敏樹

する考現学的研究─

三人会話における一時退出時の相
互行為

誠

田中

莉帆

アメリカで日本食レストランを営
む中国人

築山

裕子

『もののけ姫』のシシ神について
の考察 ─シシ神を通して見る
『もののけ姫』─

国際コミュニケーション学科
浅田

─モン

ゴルにおけるブリコラージュに関

る効果整理─
山下

「モンゴル化」する世界

冨永

一輝

“The Bonds of Dreamers” ─

モンゴル語と日本語の複合述語対

Exploring the Importance of

照研究

Human Relations and Attitudes

─存在動詞からの発達を

中心に─

in Pursuing Goals

今村奈津美

日本における「嫌韓」論

梅原恵里奈

現代日本の結婚式とその変遷につ

現状を克服するための条件につい

いての考察

て

岡崎

有晶

長井

日本は韓国の英語教育を見習うべ
耀平

日本における子どもの貧困の現状

りん

中村

元子

愛理

─ Strengthening Social Bonds
through Communication and

─日本とドイツにおける政策

Understanding

日本のアニメを「読む」ロシア

丹羽

梓

─現代ロシアにおける日本ア

“The Story of Allen”
─ Exploring

根来

祐子

灰谷

蓉子

─モンゴル国ウラ

ドイツ語に定着した英語由来の名

古嶋なつみ

“About My Parents”
─ Points of

詞について

ンバートル第48番学校の事例よ

View on Human Relationships in

り─
清水さくら

Fiction

“新宗教”としてのテーマパーク

松岡

見朋

─アルバイト従業員のライフヒス
トリーに基づく入信から脱会まで
綾香

韓国海外養子斡旋の実態

千尋

─当事

須川

貴子

─カナダ進出を事例に─
ライブハウスの民族誌

高瀬

現代日本における人と犬との関係
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─彼らの

として─
皆川

開

近江商人の海外における活動

鈴木里英子

ハンガリー人の日本観

「日本」に関する新聞言説を中心

者経験から見える斡旋団体の問
題─

多文化な背景を持つ子どもに対す
る二重言語支援の現状と課
題 ─日韓の比較を通じて─

松葉

のすがた─
新海

─そ

りえ

モンゴル国におけるいじめの文化
人類学的研究

新しい共同体構築に向けて
のビジョンの模索と提示─

比嘉

える
友登

─CM における外国人の描

かれ方の変化に注目して─

外国にルーツを持つ子どもの教育
問題：日本語習得と母語保持を考

柴田

日本のテレビCMにみるグローバ
ル化

Affect Youth
翔子

─中国人留学生を対象にし

て─

Racism and the Way Sports
芝田

「依頼」の場面における学習者の
発話

ニメ消費にかかる言説研究─
大

“The Final Decision of Themis”

動

人
笹原

─イギリス

世界で進む高度人材の国家間移
と課題─

北川

魔女に惹かれる人々

と日本における事例の比較から─
西河恵理子

Fiction
雅記

“Strange Travel”─ Breaking
Reality and Fantasy

“Princess Ryufla”─ Exploring
Human Psychology through

金原

─日本とスウェーデンの事例

down the Border between

と「絶対的貧困」
片山

日本のインテグレーション教育の

を比較して─
中野

きか
小川瑠璃子

梓

“Marine Twilight”─ Seeking
Your Voice in Life and Fiction

村上

花

〈ハリー・ポッター〉の世界

─魔

法界と現実世界の狭間で─
本永実音佳

まちづくりは誰のものか

～岐阜
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市柳ヶ瀬商店街を事例に～
八木

郁奈

ユーモアはどのように字幕に表れ
るか

─米日方向の映像翻訳分

析─
八杉

綾佳

フードバンク活動の可能性につい
ての考察

安田菜央実

中国と日本の高学歴ワーキングプ

山本

絢子

ア
“Letters from the Future” ─
Environmental Issues and

生活文化学専攻──修士論文
●健康栄養部門
井上いづみ

細胞死誘導メカニズムの解析
川村

知世

ニコチンアミドモノヌクレオテド
投与がＮＡＤ代謝におよぼす影響

長谷川洋佑

高温環境下運動時における経口補

Dystopian Fiction
吉田佳央里

ポリフェノールに備わる新しい癌

水液摂取が深部体温上昇・脱水に

「褒め返答」に対する印象度分析

与える影響

─日英の褒め提示側を比較して─
渡部

麻子

“Finding a Good Way”─ Growth
through Literal and Figurative
Human Relationships

遼

湯

紹玲

大橋

松貴

ムラの盆行事とイエの盆行事の民
俗学的研究

地域文化学専攻──修士論文
大西

地域文化学専攻──博士論文

地方都市における中心市街地の再
構築に関する研究

古墳時代猿投窯の研究

―滋賀県長浜

市のネットワーク分析を中心に―

NGO THI PHUONG ヘリテージマネージャー育成事業

に関する研究
八木

風輝

モンゴル国西部のカザフ人劇場に
おける民族音楽実践に関する文化
人類学的研究

─音楽専門家の誕

生プロセスと民族音楽の異種混交

生活文化学専攻──博士論文
●健康栄養論部門
辻

愛

的実践を中心に─

ビタミン栄養と卵子の質に関する
研究

●人間関係論部門
劉

礫岩

テレビ実況中継の相互行為分
析

―カーレース実況における参

加の組織化―
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■退職メッセージ
「退職雑感」

外

狩

章

夫

人間文化学部国際コミュニケーション学科

私の場合、本学の国際教育センター（当時）に英

シラバスを組み、授業で 19 世紀から 20 世紀のイギ

語教師として着任したのが2003年４月でしたから、

リス小説を映画版で提示してきたのです。文学作品

本学での勤務は本年３月末で 13 年間ということに

を読む前に映像を提示することには賛否があるこ

なります。（こちらに来る前には、神戸のさる女子

とは承知していますが、たとえばディケンズの長

大の文学部英文学科（当時）に 27 年間勤めました。）
さて、国際教育センター時代には、女子大時代の

編『大いなる遺産』は原作で数百ページあるので、

「イギリス文学史」
「英米文学作品研究」「英米小説

のは非現実的でしょう。それよりも、まずは日本語

研究」といった専門科目の代わりに、「英語Ⅰ」か

訳の通読や映画版の鑑賞を通して作品世界に興味を

ら「英語Ⅵ」そして「再履修英語」といった全学共

抱いてもらうことのほうが大切だと考えています。

通科目を担当しました。当時ＬＬ教室はテープレ

これを英文で読み終えることを学部学生に要求する

それに、私のゼミ生に人気があるのが、
『指輪物語』

コーダー主体から CALL システムへと変わる時期

（トールキン）や〈ハリー・ポッター〉
（J. K. ローリ

だったので、不器用な私は、CALL システムの操作

ング）などの映画版ファンタジー群であることも、

だけでなく MD の編集作業にも悪戦苦闘していま
した（確かこの頃でした、使いやすい編集機械はな

映画版活用を後押ししてくれるように見えます。文
化面の教育においても、たとえば『ダウントン・ア

いものかと、入るのにもちょっと恐い（!?）ＡＶ機器

ビー』（NHK テレビで放映）のシリーズは、激変す

の墓場みたいな、録音スタジオをのぞいたのは）。

る 20 世紀初頭に生きた人々の生活と文化と歴史に

当初の英語クラスは、受講者数 50 名前後が普通で

触れるための格好の教材になるわけで、私として

した。それが、時代に合わせて（？）
「少人数クラ

は、そういう映像を通して学生たちとイギリスの文

ス」を導入できないか検討してくれという指示が当

学・文化を一緒に学び、彼らが一種の複眼思考を身

時の理事からあり、１クラス 30 名ほどのクラス設

につけ、成長・成熟してくれるお手伝いができたら

計と当面の実施を担いました（これは現在でも英語

と考えてきました。
研究面では、これまでジョウゼフ・コンラッド

クラス編成の基本になっているようです）。
在職中の 13 年間で最大の変化といえば、（個人的

（1857-1924）の研究をしてきており、その成果とし

な病気を別にすると）９年間籍をおいた国際教育セ

て『ジョウゼフ・コンラッド書簡選集──生身の人

ンターから人間文化学部国際コミュニケーション学

間像を求めて』（2000 年）と『図説

科への異動でした。新学科設置前の２～３年間は連

コンラッド』
（大英図書館刊〈シリーズ作家の生涯〉

続する会議で、くたくたでした。新学科は、国際化

の日本語版、2002 年）を刊行してきました。前者

時代を見据えて設置された学科ですが、学生たちが

は、個人の書簡研究にとどまらず、広く 19 世紀後

留学先で専門領域を訊かれると、答に窮するという

半から 20 世紀初頭のイギリスやヨーロッパの帝国

ことを聞いたことがあります。これは今後の大きな

主義、バイリンガリズム、イギリス文化史等に関連

課題のような気がします。

する学際領域の資料でもあり、また後者は、写真や

ジョウゼフ・

きていかざるを得ません。特に、発達した交通手段

絵画を多用した作家の個人評伝にとどまらず、ヴィ
ジュアルなその時代の文化資料でもあります。今後

（たとえばフライト）と伝達手段（インターネットや

は、『国際教育センター研究紀要』に掲載された論

メール）を享受し、グローバルな世界・情報に身を

文も含めて、彼の作品世界の全体像を提示できれ

さらしていれば、彼らの眼がイギリスのごとき小さ

ば、と考えています。ほかに彼の〈白鳥の詩〉とも

な島国に向きにくいのは当然かもしれません。しか

いうべき長編を翻訳紹介できれば望外の幸せで、漱

しながら、英語による情報・意思伝達への彼らの関

石が明治の読者に紹介したコンラッドに対する、自

心は依然として結構高いものがあります。また、映

分なりの研究総括にもなるでしょう。こうしてかろ

像の時代ともいわれる今日、学生たちもヴィジュア

うじて定年まで漕ぎ着けられたこと、感謝に耐えな

ル世代として育っていることは明白です。
それゆえ、私もその方面でささやかながら試行錯

い思いです。

新学科の学生たちは、グローバル化した時代を生

誤を繰り返してきました。映画版 DVD を活用する
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■ 2015 年度教員活動報告
━━━━━━━━━━
◦地域文化学科
■田中俊明（たなかとしあき）朝鮮古代史、古代日朝
関係史

■濱崎一志（はまざきかずし）都市史、保存修景
◆研究活動
シリア情勢の悪化にともない、奈良県立橿原考古
学研究所とともに進めてきたシリア・アラブ共和
国パルミラ遺跡における発掘調査（科研費基盤（A）

昨 2015 年の１月～ 12 月の調査および公刊。中

17251008）を今年度も中止した。一方、東京国立博

国 3 回。８月（戦国秦都秦墓・前漢皇帝陵全て。科

物館とともに、バハレーン王国のバハレーン島に展

研）、９月（渤海遺跡。一般公開された貞恵公主墓

開したディルムン文明の研究に着手した（科研費基

を再訪）、９月（山東半島・連雲港。大学研究費、

盤（B）26300030）。平成 27 年１月より発掘調査を開

学生帯同）
。 韓 国 ６ 回。 ３ 月（ 全 羅 南 道、 特 に 寺

始し、古墳の発掘調査を実施した。

院）
、３月（江華島細部・忠南）、５月（尚州 ･ 大邱 ･

近江八幡市から「空き町家データ再整備調査事

京畿北部）
、９月（公州扶餘百済古墳。科研）、10 月

業」を、庭師集団いろは組から小野の「まちなみの

（中央博物館仏像展および調査。科研）、11 月（全州
博物館呉越シンポ招請）。慶州月城の発掘が始まっ

現況調査」を、滋賀県ミュージアム活性化推進委員
会から「西川嘉右衛門家現況調査」を、米原市から

たので３回。ほか多くの発掘現場・特展を訪れるこ

「旧米原小学校の現況調査」を受託し、調査研究を

とができました。シンポはそれ以外に国内で３回あ

おこなった。

りました。12 月には大学で近江の渡来人シンポを

◆教育活動

開催し、韓国から２人の研究者を招請。外部から多
くの方に来ていただきました。活字になったのは、
「新羅月城の形成・変化と唐制」（『2014 新羅学国際
学術大会論文集

新羅学と長安学の関係研究』慶州

大学院副専攻の「近江環人地域再生学座」に参画
し、地域再生学特論を分担した。
また，近江楽座の「男鬼楽座」を指導し，地域の
活性化や地域文化の振興を視野に入れた教育プログ

市 ･ 新羅文化遺産研究院）、「高麗寺院の宿泊機能と

ラムを実施した。

新羅」
（『龍谷大学仏教文化研究所紀要』53 集）、「高

◆社会貢献

句麗と唐の対立と倭」（『古代環東海交流史１

高

地域貢献担当理事として、COC 事業を進め、学

句麗と倭』明石書店）、「後百済の呉越航路と新羅」

生の地域志向を深めた。また、COC+ 事業に応募

（
『国際学術シンポジウム呉越と後百済』国立全州博

し、採択され、
「滋賀の創生」および「ひとの地方

物館 ･ 全州文化遺産研究院）などでした。

への集積」を目指している。

■定森秀夫（さだもりひでお）考古学

■水野章二（みずのしょうじ）日本中世史

ゼミ生は３年生２名、４年生３名、博士前期課程
１名、博士後期課程３名（兼田中ゼミ、留学生）で

近年の研究は、環境史・災害史と近江地域史が基
本である。単著『里山の成立─中世の環境と資源─』

あった。
研究調査は、韓国へ 9 月と３月に主として百済地

（吉川弘文館）を刊行するとともに、
「里山をめぐる
視点」
（
『本郷』120）および「里山の成立」
（
『月刊

域を中心に遺跡踏査と博物館調査を、各１週間ずつ

ＮＯＳＡＩ』67 － 11）を執筆。科研費「中・近世菅

実施した。また、11 月と２月に栃木・埼玉・東京・

浦文書の総合的調査・公開と共同研究」の研究分担

茨城の遺跡・博物館調査を行い、これまで念願で

者であるため、滋賀大学経済学部附属史料館『重要

あったが都合がつかず延ばし延ばしにしていた、水

文化財菅浦文書を読み解く』に「菅浦の生活空間と

戸光圀発掘の上侍塚古墳・下侍塚古墳、国宝那須国

生業」を掲載し、滋賀大学で行われた菅浦シンポの

造碑のある笠石神社、大串貝塚（考古学特論Ｂで講

パネラーとなった。

義している）などを調査することができた。

代表となっている科研費「中世の災害対応と環

７月に愛媛県生涯学習センターで「伊予の渡来

境」に関連して、北陸・山陰地方の砂丘調査や東

人─考古資料から類推する─」の講演を行った。12

北・東海地方の虫送り調査を行った。インドネシア

月に本学人間文化シンポジウム『近江の渡来人を

バリ島の棚田を踏査し、高島市畑地区の棚田調査も

考える』において「渡来系文物から見た近江の渡来

一部開始したが、今後県内の棚田調査を本格的に進

人・渡来文化」の講演を行った。

めたい。また総合地球環境学研究所の共同研究「高

滋賀大学経済学部非常勤講師。彦根市文化財委員
会委員、彦根市国指定名勝庭園保存管理計画・整備

分解能古気象学と歴史・考古学の連携による気候変
動に強い社会システムの探求」にコア・メンバーと

基本計画検討委員会委員。

して参加している。
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そのほか、滋賀県新入職員研修・高大連携講座・

か」 ③「『竹取物語』は不死の物語」（歌劇竹取物

滋賀県立大学社会人講座などの講師とともに、東近

語パンフレット） ②は、10 年以上も前に書いた原

江市史編さん資料整備活用委員会委員長を務めた。

稿でした。
・話したこと

■中井均（なかいひとし）日本考古学
◆研究活動

①大津男女共同参画推進団体連絡協議会研修「滋
賀県の男女共同参画教材を使ってみよう」（於：大

昨年度に引き続き、
『図解近畿の城郭Ⅱ』
（戎光祥

津市市民活動センター） ②第1回未来創造セミナー

出版）を刊行することができた。今後の続刊により
近畿の中世城館跡を網羅する予定である。また、

「理想とする女性の働き方って？」
（於：草津市民交
流プラザ） ③子育て、若者世代が夢や希望を持て

『飯盛山城と三好長慶』
（戎光祥出版）
、
『秀吉と大坂』

る豊かな滋賀づくりとは？（於：ピアザ淡海） ④

（和泉出版）にそれぞれ論文を掲載することができた。

「再読！「竹取物語」
‐ かぐや姫と富士の山 ‐」
（於：

大名墓研究では、弘前大学との共同研究で、福井

コラボしが 21）・⑤「『竹取物語』の世界～古典文

県敦賀市の近世墓を悉皆調査した。

学を歴史学の立場から読み直す～」（於：京都市生

◆教育活動

涯学習総合センター） 今年も男女共同参画関連で

４回生が６人となり卒論の指導に追われたが、そ
れぞれが研究対象の遺跡や遺物の実測に取り組んで

お声がかかることが多かったです。
・社会貢献

くれた。また、今年も国吉城跡や多賀町内の発掘調

新しく①甲賀市男女共同参画まちづくり懇話会

査、敦賀の近世墓調査に多くの学生が参加してくれ

（会長）と②大津市女性活躍推進に関する専門家会

た。考古学を学ぶ学生の多くが現場離れ現象にある

議（副座長）をつとめています。元気な行政の方々

昨今、嬉しい限りである。

と議論するのは楽しいです。

◆社会貢献

・行ったところ

委員を務めている土佐藩主山内家墓所が 11 月に

①ベトナム・ダナン

１泊３日の強行軍で、その

国の史跡に答申された。責任を果たすことができ、

成果は書いたものの①になりました。②ベトナム・

ホッとしている。今後は活用に努めたい。

タインホア省

今年度は長浜市史跡等保存活用委員会、史跡金ヶ

18 日間で 800 キロを移動し、ベトナ

ムの地域史料の調査を行いました。

崎城跡保存活用計画策定委員会、丸岡城調査研究委
員会、史跡彦根藩主井伊家墓所保存管理計画策定委

■亀井若菜（かめいわかな）日本美術史

員会の委員を新たに引き受けた。多くの城跡や墓所

◆研究活動

の保存活用の力になれるよう務めたい。

６月に２冊目の単著を上梓することができた。
『語りだす絵巻─「粉河寺縁起絵巻」「信貴山縁起

■市川秀之（いちかわひでゆき）民俗学

絵巻」
「掃墨物語絵巻」論』
（ブリュッケ）である。

研 究 面 は「 近 世 河 内 の 水 環 境 ─ 大 和 川 を 中 心

250 枚ほどの挿図を入れつつ、全 380 頁のほとんど

にー」
・
「滋賀県東南部における遙拝所碑の建立状況」

を書き下ろした。
「粉河寺縁起絵巻」は、従来、後

のほか、編集の『苗村神社三十三年式年大祭調査報

白河院が平安末期に作ったものとされてきたが、鎌

告書』・『はじめて学ぶ民俗学』が出た。教育面では

倉時代に粉河寺が堺相論に際して作ったとする自説

環琵琶湖文化論実習でフィールドワークポートフォ

を十分に論じてみたいとの思いから、他の二つの絵

リオ法を試行、プレゼミ・３年ゼミで多賀町の民俗

巻論とあわせ、この本を書き上げることができた。

調査を開始、３年ゼミで小浜市犬熊の調査を実施。

◆教育活動

４年ゼミ８名は無事卒論提出。大学院生の湯さんが

ゼミ学外実習で立山を訪れ、立山曼荼羅に描かれ

博士学位を取得。社会貢献面では大東市・柏原市・

た世界を実際に歩き、絵に描かれたものとその土地

滋賀県・守山市・米原市・高島市の文化財審議委員・
文化的景観保全活用委員のほか、多賀町・東近江市

との関係性について考えることができた。立山博物
館の学芸員の方のご案内により（大変お世話になり

の歴史文化基本構想の策定、多賀大社祭礼調査が始

ました！）立山の奥深さを堪能でき、学生にも大変

まる。八尾市史民俗編は次年度執筆予定。

有意義な実習になったと思われる。また、毎年恒例
となった愛知教育大学、千葉大学との合同卒論発表

■京樂真帆子（きょうらくまほこ）日本古代史

会と中間発表会も実施することができ、県大生が最

・書いたもの

優秀賞を獲得した。

①「ベトナム戦争と戦後顕彰」（『アリーナ』第
18 号） ②共著 吉川真司編『古代の人物４

◆社会活動

平安

奈良大学通信教育部卒業生の自主学習会に呼んで

の新京』（清文堂）うち、「伴善男 ‐ 逆臣か「良吏」

いただき「信貴山縁起絵巻」について講演。信貴山
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の宿坊で泊まりがけで行われた充実の学習会であっ

ない授業をする機会がありました。良い経験でした。

た。また女子美術大学の芸術表象特講、淡海生涯カ

平成 27 年度淡海生涯カレッジ彦根校

レッジでも講演する機会をいただいた。大津市歴史

座第４回 「滋賀県と湖魚

博物館審議会委員、滋賀県男女共同参画審議会委員

歴史・文化・健康を考える」 滋賀県立大学

を務める。

年 10 月３日
高大連携事業

■東幸代（あずまさちよ）日本近世史

みる

TOPIC：母校で非常勤講師をつとめました。日本
近世史の講義ですが、琵琶湖や近江の事例をふんだ

か？」 愛知県立碧南高等学校

んに盛り込み、近江という地が如何に魅力的か、さ

■石川慎治（いしかわしんじ）保存修景

りげなく（？）語ってきました。近江の魅力に目覚

◆研究活動

めてくれる学生が出ればよいのですが。

理論学習講

──地域産業の姿から
2015

出前講座「ゆるキャラの戦闘力を

── ひ こ に ゃ ん は ゆ る キ ャ ラ の 王 様 な の
2015 年 10 月 29 日

今年度、彦根市教育委員会の依頼により、市内の

研究活動：
「おうみ学術出版会」の第一弾『江戸時

浄土真宗寺院本堂の実測調査を担当しましたが、い

代近江の商いと暮らし』の編集の末席に連なり、か

ろいろと面白い発見がありました。これまでは「民

つ論文「琵琶湖の船株」を執筆しました。刊行が楽

家」が主な研究対象でしたが、これを機会に、近江

しみです。また、図書情報センター所蔵「豊臣秀吉

に多い「浄土真宗寺院」に関連する建造物について

朱印状」の紹介をやっと行えました。科研では、菅

も研究していきたいと思っております。

浦（長浜市）に関するシンポでコメントを担当しま

◆教育活動

した。

今年度は、博士前期課程２年生１名、４回生５名

教育活動：長浜市さんから古文書をお預かりし、学

と、今までで一番多くの院生・学生を指導すること

生らと整理を行いました。現物に触れられるという

になり、例年以上に大変でした。また、昨年度から

のは、教育上ありがたいことです。講義科目「地域

始まりました本学社会人専門講座を本学科の水野先

経済史論」で、時事経済用語について学生らに調べ

生、武田先生とともに担当させていただき、「近江

て発表させる時間を作りました。就活などに役立て

の民家」というタイトルで、お話しさせていただき

てもらえればと思います。

ました。

社会活動：新規・継続を含め、例年通り多くの委員

◆社会活動

をさせていただいています。竜王町苗村神社三十三

今年度は、新たに「高島市重要文化的景観整備活

年式年大祭の報告書が刊行されました。地元の皆さ

用委員会」委員（高島市教育委員会）をお引き受け

んが本当に喜んでくださり、調査・執筆・校正の苦

しました。また、２年前に、前日の大雨のために島

労が吹き飛びました。

根県神社庁益田支部の依頼による講演が中止になり
ましたが、今年度８月に「地域文化遺産としての神

■塚本礼仁（つかもとれいじ）地理学

社建築」と題して２年越しに講演させていただく機

◆研究活動

会を得ることができました。そのほか、滋賀県建築

古今書院の雑誌『地理』で「魚食と地域」という

士事務所協会機関紙の連載が終了いたしましたが、

特集を組むことになり、長野県岡谷市や岐阜県関

いずれ何らかの形で発表したいと思っております。

市といった「うなぎを獲っても作っても（養殖して
も）いないのに、なぜか多くの専門店が軒を連ね、

■武田俊輔（たけだしゅんすけ）社会学

大量に食べている地方消費核」の調査をしていま

◆研究活動

す。2016 年 10 月刊行予定です。

（著書）武田俊輔 ,2015,「都市祭礼の継承戦略をめ

◆教育活動
学外実習では富山県を訪れました。台風とともに
滋賀から富山へ向かうことになり、かなりヒヤヒヤ

ぐる歴史社会学的研究」野上元・小林多寿子（編著）
『歴史と向きあう社会学 資料・表象・経験』ミネ
ルヴァ書房．武田俊輔（編著）
・滋賀県立大学式年

しましたが、初日の夜にうまい具合に通り過ぎてく

大祭調査団 ,2016,『世代をつなぐ竜王の祭り

れたため、現地での行動にはほとんど影響がありま

神社三十三年式年大祭』サンライズ出版．

せんでした。富山市の公共交通を活かしたコンパク

（論文）武田俊輔 ,2016,「都市祭礼におけるコンフ

トシティ政策は全国的にも知られており、それを実

リクトと高揚：長浜曳山祭における山組組織を事例

体験するべく、市内での移動は基本的に LRT（路面

として」
『生活学論叢』28（査読あり、掲載決定）
．

電車）を使いました。

（報告書）
『苗村神社三十三年式年大祭民俗調査報

◆社会活動

告書』竜王町教育委員会．

生涯学習講座や高大連携事業で、大学生相手では

苗村

（科研費）基盤 C「地域社会における祭礼・芸能の
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変容と住民 / 他出者 / 外部参加者の関係性に関する
研究」（2015 年度〜 2018 年度）研究代表者。
（学会報告）日本社会学会（単独１、共同３）・日本

━━━━━━━━
◦生活デザイン学科

生活学会・日本都市社会学会。

■印南比呂志（いんなみひろし）道具計画論

◆教育活動
指導学生は４回生８名、３回生６名。社会調査実

今年の前半は、大学の開学 20 周年記念誌の編集
デザイン、式典関連の作業が中心だった。自身の研

習では長浜のまちづくりイベント「アートインナガ

究活動は、まず春と夏の２回イタリア・サルディニ

ハマ」に学生たちが出展、協力しつつ調査を行っ
た。近江楽座「地域博物館プロジェクト」指導教員。

ア島への調査、取材を行った。2016 年度中にパッ
ターダナイフ職人に関する本を出版する予定であ

◆社会活動

る。また、住宅設計、店舗設計、文化遺産修復など

県立大学社会人専門講座講師。日本社会学理論学

に関するプロジェクトでソウルに４回出張した。彦

会専門委員。「近江の祭り」
（県立文化産業交流会館、

根の &Anne ギャラリーで雑貨ブランド syuRo 展

2014 年 10 月 13 日）パンフレットの学生による執筆

やイタリアの出版社と建築書の展覧会をプロデュー

指導。

スした。岡山県立大学での 30 時間に及ぶ集中講義
「地域とデザイン」は８年目となる。ゼミ活動は、

■横田祥子（よこたさちこ）中国研究・文化人類学

毎年恒例の春夏２回の高知県四万十町ゼミ合宿、夏

今年は長期にわたり、インドネシア・ジャカルタ

の北海道・東川町合宿、夏、冬２回の石川県・能登

を拠点にしながら華人女性の移住や海南系華人の

地域（金沢市、能登町、珠洲市、七尾市、輪島市）

ネットワークなどを調査する機会を得ることができ

職人工房見学、毎月行われる岐阜市中心市街地活性

た。また苗村大祭の報告書を竜王町の方々に喜んで

化イベントへの参加ヒアリング、福井県（若狭町、

いただけ、感無量であった。

敦賀市、鯖江市）伝統産業見学、岡山県（高梁市、

◆研究活動

総社市、吉備中央町）歴史地域資源見学など、日本

【論文】

のローカルに視点をおいた活動を行っている。地元

分担執筆、滋賀県立大学人間文化学部苗村神社

彦根においては、ご当地キャラ博や、えびす講イタ

三十三年式年大祭調査団『苗村神社三十三年式年大

リアフェアなどのイベントに参加した。滋賀県立大

祭報告書』竜王町教育委員会

学での道具学会の広報準備、当日のサポートなどを

（印刷中）
「政治的な正しさの背後にかくれたロー

行った。

カルな論理によりそう—商業的国際結婚と家族」、
白石壮一郎・椎野若菜編『100 万人のフィールド

■面矢慎介（おもやしんすけ）道具デザイン論

ワーカー

学会開催：昨年度から会長を務めている道具学会の

７

社会問題と出会う』古今書院。

【エッセイ】

年次大会を、１月 23 日 24 日の両日、本学部を会場

「世界のシングル『親孝行』のプレッシャー激し
く

台湾」読売新聞 2015（7/9）

【学会発表】

に開催（2015 年度道具学研究フォーラム）。会場設
営、案内表示・広報物作成から、懇親会ケータリン
グまで、本学部の印南研究室の全面的協力を得た。

11/4 “Remigration to “Free China”: the

大会後のエキスカーションでは長浜市中心街（ヤン

Political Decision for Indonesian Chinese”, at

マーミュージアム、旧開智学校校舎、海洋堂ミュー

Celebrating 20 Years of SEASREP and Southeast

ジアム、黒壁エリア等）を案内。

Asian Studies,

講演：
「道具学会のこれまで・これから」
（上記大会

2015 Southeas Asian Studies

Regional Exchange Program, University of Gajah

の基調講演）

Mada, Indonesia

論文：「彦根仏壇産業の歴史と現在」（Bulletin of

【調査】
8/3-10/25 インドネシア西カリマンタン州、メダ

Asia Design Culture Society, Issue No.9, CD-ROM,
全 12 頁）５月に台北で開催された第９回アジアデザ

ン市、マレーシアペナン州。1/2-1/10 中国四川省カ

イン文化学会（ADCS）で発表。

ンゼチベット族自治州

教育活動：学部／大学院共通科目「Japanese culture

◆教育

and civilization」受講のアメリカ人学生を米原市上丹

ゼミの３回生と四川省カンゼチベット族自治州に

生の木彫職人集落に案内（11月）
。山間の村の景観と

てフィールドトリップを行った。ゼミからは４・５

生活を間近に見る得難い機会として毎年好評だった

回生８名を送り出すことができた。来年度はフィー

が、同科目廃止により今年度が最後の訪問になった。

ルドトリップの制度化にも力を入れたい。

社会活動：彦根仏壇検査委員会（彦根仏壇事業協同
組合）委員長

74

●人間文化

人●間●文●化●通●信
■佐々木一泰（ささきくにひろ）空間デザイン

品の開発依頼を頂き、現在も同学科の山田ゼミと共

主な研究室活動：（ディレクション業務）

同で取り組み中。数年前からまちづくりに携わって

今年度は４回ゼミ生７名。３回生疋田君が「リノ

いる名古屋市有松では、12 月に行われたシンポジ

ベーション×フリーダム 学生アイデアコンペ 2015」

ウムの基調スピーチとパネリストを仰せつかる。大

で最優秀賞に選ばれ、旧麒麟麦酒社宅の一室に建設
されました。

津市都市開発審査会委員、宮津市北前船まちづくり
委員会委員、日本建築学会計画系論文集査読委員、

1.「滋賀県立大学開学 20 周年式典」沿革パネルデザ

他。

イン（D. 印南研究室）
（Gr：生田・鈴木、Sd：北村・
武田・疋田・村上・的崎）

■南

2.「米原ぽっぽフェス」会場装飾（米原市）

◆展示会

3.「生協ショップリニューアル計画」（宮本研究室

2015 年２月 SHIGA CREATIVE FAIR 2014（ピア

と共同）
（Gr：村上、Sd：北村・武田・疋田・村上・

ザ近江）

的崎）

2015 年４月 Tokyo Midtown Award Exhibition in

4.「保育園実施設計・什器計画｣（彦根市）

Milan 2015

5. ｢オープンキャンパス人間文化学部パンフレット

2015 年７月

red dot award exhibition（ドイツ）

デザイン｣（北村・武田・村上・的崎）他

2015 年 10 月

100 人の日用品展（神戸 KIITO）

研究活動：

2015 年 11 月

IFFT インテリアライフスタイル（東

昨年２月オランダ国立リートフェルトアカデ

政宏（みなみまさひろ）道具デザイン

京ビッグサイト）1/6fabric

ミー、インターアーキテクチャー学科で自作と研究

◆受賞

講演を行いました。またオランダにおける世紀転換

red dot product design 2015（yutanpo）

期の在来住宅調査を行い、近代建築家住宅建築との

pentawards 2015 / Silver award（Pizza Shigaraki）

構法面での比較研究を行っています。

◆メディア掲載

1．
（査読論文）図面資料を基にしたシュレーダー邸

DESIGNER’
S FILE 2015（ カ ラ ー ズ 株 式 会 社 ）

の構法について（日本建築学会技術報告集 , 第 21 巻
49 号 ,2015.10）
2. 苗村神社

三十三年式年大祭

pp.184-185
red dot design Year book 2015 pp.316

山車

技術的側面

デザインノート no.64（誠文堂新光社）pp.067

からの論考（制作中）他

creative packaging structure（send points）pp.130-

教育関連：

131

市川先生と地域共生論の立ち上げに関わらさせて
頂きました。

JDN「桐山登士樹が選ぶ

注目のデザイナー」第

200 回目掲載

外部委員等：
1. 米原市文化的景観整備活用委員会

委員

■宮本雅子（みやもとまさこ）住環境学、インテリア
計画

■藤木庸介（ふじきようすけ）建築計画・文化遺産観光

◆教育・研究活動

昨夏は中国からの修士課程留学生２名の研究サイ

科研費（分担）を得た共同研究「日中韓の生活ス

トである湖南省の鳳凰古城と張谷英村で調査。中国

タイルに基づいた快適性と省エネルギーに配慮した

の歴史的地域における観光地化のスピードと中国人

照明計画の検討」（科研：代表

旅行者のパワーに圧倒されつつ、この観光開発の方

教授）を継続した。８−９月には、日本建築学会大

法に強い疑念を抱く。２人の留学生は、どう感じた

会、照明学会全国大会で昨年度の科研費での研究

であろう。中国から帰国後すぐに、研究代表をつと

の成果を発表した。日中韓照明カンファレンス（京

める科研関連で 27 年ぶりにパリへ。ゼミの３回生
３名も同行して、少しだけ一緒にパリの街を散策。

都）では、2012 年から続けられている住宅照明セッ
ションの最後の年となり、3 ヶ国の住宅照明に関す

27 年ぶりのパリは変わっている様で変わっていな

る問題提起を行った。

奈良女子大学井上

い様で。ところで帰国して２ヵ月後、まさに滞在し

本年度ゼミ生は３回生３名、４回生１名、院生１

た同じ街区で同時多発テロが発生。何とも・・・。

名の５名で、できるだけ話題になっている建築物等

11 月には高知県奈半利に点在する伝統的建造物（主

の見学を取り入れ、体験型学習を中心としたゼミ活

に民家）の現状を取材。土佐漆喰と水切り瓦が特徴

動を行った。

的な民家であるが、早く手を打たないと、多くが失

◆学会活動

われてしまう危機感を強く感じた。
社会活動では、東近江市の工務店より新規住宅商

日本建築学会「建築の質感・色彩計画小委員会」
委員､ 日本色彩学会関西支部代議員他。
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◆社会活動
守山市ＵＤまちかどウォッチャー､ 草津市・彦根

の評価に与える影響 認知科学 22, 437 - 446.
山田歩（2015）. 無意識と潜在過程

外山みどり（編

市・滋賀県都市計画審議会委員､ 彦根市景観審議会

著）
『社会心理学』 北大路書房

委員､ 米原市景観審議会会長、滋賀県レイカディア

山田歩 , 芳澤希 , 鮫島和行 , 野場重都 , 鰐川彰 , 舛田

大学講師等。

晋 , 植田一博（2015）. テイスティングの状況が飲料
への評価に与える影響 行動経済学会 9 回大会

■森下あおい（もりしたあおい）服飾デザイン
主な活動として，科研基盤 B「スタイル画の創造
性を活かした個人対応ファッションデザインのため

■横田尚美（よこたなおみ）服飾文化史
◆教育活動

の基盤技術開発」で人体計測データの収集と分析を

・ゼミでは、京都服飾文化研究財団で現存衣装の展

行った。ゼミ活動では（学部８名大学院２名）が，

示や修復作業の見学などを行った。３回生５名など

昨年度に引き続き社会福祉法人びわこみみの里との

とともに、新潟ワコール縫製株式会社や大地の芸術

製品開発を行った．今年度から留学生が所属し，研

祭、新進デザイナーの展示会などを訪れた。

究室の学生相互のコミュニケーションが活発になっ

・非常勤講師として、新潟大学人文学部「博物館

たことは喜ばしい１年であった。

学展示論」、亜細亜大学国際関係学部「ポップカル

◆研究・教育活動

チャー論」、放送大学神奈川学習センター「ファッ

・
「服飾デザイン画における頭身数とプロポーショ

ション雑誌を考える」を講義した。

ンの関係」デザイン学研究，vol. 61,No.6, pp53-58

◆研究・執筆活動

・
「新聞のファッション報道－田中宏氏に聞く－」

・博士論文「パリ・ルーヴル百貨店の初期ファッ

日本繊維製品消費科学会誌 vol. 56,No.4, pp17-24，

ションビジネスの研究－ 1860 ～ 80 年代の印刷メ

「パターンメーキングの現場から－岩井朋子氏に聞

ディアを資料として－」において、学術博士号を取

く－」vol. 56,No.7, pp14-18，
「アタッシュド・プレス

得した。

の役割－鈴木三月氏に聞く－」vol. 56,No.11 pp6-11

・日本家政学会関西支部第 37 回研究発表会におい

・
「伝統的麻織物によるタウンウェアの提案－地域

て「婦人標準服の一側面」を、日本衣服学会第 67

文化を発信する試み⑵－」服飾文化学会誌，vol. 10,

回年次大会において「19 世紀後半女性服の前近代

pp15-19

性－パリ・ルーヴル百貨店の印刷メディアを資料と

・
「伝統的麻織物による室内着の提案」服飾文化学会

して－」を発表した。

第 14 回大会，於：大妻女子大学，５月 16 日，17 日

◆社会活動

・
「シルク製品の近年の傾向」，シルク・サミット

・新潟県南魚沼市六日町史編纂委員会民俗部会調査

2015 in 滋賀長浜，国立研究開発法人農業生物資源

執筆委員として、町史執筆を行っている。

研究所，於：長浜ロイヤルホテル，10 月 15 日

・高大連係講座において「安土ファッションと衣服

◆学会・社会活動

のグローバリズム」を、岐阜県立大垣東高校におい

日本繊維製品消費科学会学会誌編集委員・諮問委

て「四角い服の謎－わたしたちの服が楽ちんになっ

員，日本家政学会関西支部役員，服飾文化学会理

たわけ－」を講義した。

事，滋賀県中小企業振興審議会委員

・ゼミ生などが、株式会社ワコールの総合企画室と
とともに湖風祭で行った下着の啓発イベントを支援

■山田歩（やまだあゆみ）マーケティング・行動経済学

した。

◆教育活動
販促会議企画コンペティション 2015（３回ゼミ；
ファイナリスト）
石州和紙デザインコンペ 2015（３回ゼミ；中国経済
産業局長賞，千葉すず賞）
Student Innovation College 2015（３回ゼミ；桝技

━━━━━━━━━
◦生活栄養学科
■柴田克己（しばたかつみ）基礎栄養学
◆年間活動
2015 年の海外での活動は，第 13 回国際トリプト

術商品部門１位，博報堂賞）

ファン研究会（９月 16 日～ 18 日，米国ミシガン州

2015 年第３回国際大会繊維リサイクルアイデアコ

Grand Rapid）と第９回アミノ酸ワークショップ（10

ンペティション（山口晃平；KIT 未利用資源有効活

月 15 日～ 16 日，パリ）でした．国内の国際会議に

用研究センター特別賞）

も参加しました（５月 15 日から 18 日に横浜で開催

◆研究活動

された第 12 回アジア栄養学会議と９月 29 〜 30 日に

山田歩 , 芳澤希 , 鮫島和行 , 野場重都 , 鰐川彰 , 舛田

東京で開催された国際生命科学研究機構主催の第７

晋 , 植田一博（2015）. テイスティング状況が飲料へ

回「栄養とエイジング」国際会議）．国内の学会で

76

●人間文化

人●間●文●化●通●信
は，栄養・食糧学会，ビタミン学会などに参加しま

社会活動面では、高大連携講座では高校生を対

した．社会活動の主なものは，日本栄養・食糧学会

象に、彦根市立病院糖尿病チーム主催の「糖尿病

理事と近畿支部の支部長，国際食品科学技術連合理

ウォーキングラリー」においては患者さんとその家

事，日本トリプトファン研究会会長，ビタミン・バ

族を対象に講演をさせて頂きました。また、多賀町

イオファクター協会理事などでした．獲得した主
な研究費は，科学研究費・挑戦的萌芽・主任研究

スポーツ推進計画策定委員を拝命し、地域の活性化
にも取り組んでおります。

者（H27-H28 年度）
「ビタミン栄養と卵子の劣化」，

発表論文

厚生労働科学研究費・分担研究者（H26-H28 年度）
「食事摂取基準を用いた食生活改善に資するエビデ

1. Nakai N et al. Mol. Cell. Biochem. 406（1-2）: 285292, 2015.

ンスの構築に関する研究」でした．2015 年に発表

2. Kawano F et al. J. Appl. Physiol. 119（10）: 1042-

できた学術論文，資料・総説などの成果は，ホーム

1052, 2015.

ページをご覧ください（http://www.shc.usp.ac.jp/
shibata/）．

■福渡

努（ふくわたりつとむ）食品栄養学

研究室を立ち上げて２年目を迎えました．今年度
■矢野仁康（やのみひろ）病態栄養学
［年間活動］

の所属学生は，大学院生３名（博士後期課程１名，
博士前期課程２名），４回生６名でした．徐々にで

本年度より、生活栄養学科の学科長ならびに大学

はありますが，大学院生が学会発表できる程度の研

院人間文化学研究科・生活文化学専攻長を拝命し、

究データが出始めています．日本アミノ酸学会第９

現在、主に学科と学部大学院の運営・管理に従事し

回学術大会では，博士後期課程の学生の関根愛莉さ

ております。学科では、人体の解剖生理学、病態病

んが優秀ポスター賞を受賞しました．研究室の研究

理・栄養学の講義と実習を担当しています。研究活

テーマは，アミノ酸代謝調節による脳機能の保護，

動につきましては、昨年度に引き続き食品成分が有

食品中の栄養素の生体有効性の評価，食品成分によ

する、癌を始めとする生活習慣病予防効果の詳細に

るエネルギー代謝調節です．研究に関する活動一覧

ついての解析を行っています。本年度より、対象と

は下記の通りです．詳細につきましては，研究室

する食成分の種類を増やして、より身近な食品が有

ホームページ（http://www.shc.usp.ac.jp/fukkie/）

する癌細胞増殖抑制機能や脳心血管系疾患予防効果

をご覧ください．

の解明に向けて研究を遂行中です。次年度からも、

学術論文：６報

健康増進に貢献できる様な栄養学領域での教育、研

学会発表：12 回，うち国際学会５回

究活動に取り組んでいく予定です。
［活動一覧］
学術論文

■小澤恵子（こざわけいこ）給食経営管理論
【年間活動報告】

Influenza A virus infection of vascular endothelial

本年は就任２年目となり、初めて学生と共に研究

cells induces GSK-3b-mediated b-catenin

する機会を持たせていただき、念願であった嚥下障

degradation in adherens junctions,with a resultant

害者の在宅ケアに対するアプローチの第一歩を、踏

increase in membrane permeability. M. Hiyoshi, et

み出すことが出来ました。病院栄養士として在職

al. Arch Virol. 2015

中、退院していく患者（家族）に対し様々な指導を
するにもかかわらず、病院という高い敷居に阻まれ

■中井直也（なかいなおや）運動栄養学

て、思うように響かなかった現状から、少しでも患

2015 年４月に赴任し、新しい環境のもと、ドタ

者やその家族・介護者のニーズに沿った成果が出し

バタしながらも充実した１年を過ごすことができま

たいと、必要な粘度に合わせた増粘剤の使用量の指

した。教育面では、全学共通教育科目である「健
康・体力科学」を担当し、健康・体力の維持増進に

標作りに取り組んでいます。嚥下機能は複雑で、な
かなか難しい取り組みですが、在宅の現場で求めら

運動が果たす役割を理論と実践の両面から指導しま

れている現状に、答えられる成果を出したいと奮闘

した。また、生活栄養学科ではスポーツ栄養学の講

中です。

義を担当するとともに、卒業研究を指導しました。

現在、県や市町の取り組みで、管理栄養士の需要

研究面では運動栄養学研究室を開設し、東田准教

が、非常に大きくなってきています。滋賀県栄養士

授や所属４年生と協力しながらなんとか実験室を整

会の会長として、様々な職種や団体に積極的な広報

備することができました。新たな研究テーマとし

活動をすると共に、需要の受け皿となる栄養士のた

て、骨格筋サテライト細胞を対象として運動と栄養

めの研修会を計画し、講師としても参加しました。

の効果を解析しております。

高い専門性を求められる今の社会に、栄養管理の
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専門職の一つとして、手ごたえのある活動ができる

と摂食嚥下機能に関する研究を始めました。これま

管理栄養士。卒業し、夢を膨らませて活躍する若い

で得られた乳児期のエビデンスを高齢期の栄養改善

管理栄養士たちが、存分に力を発揮できる地盤作り

にも役立てられたらと考えています。また、地域医

にも、努めていきたいと思っています。

療に携わられている皆様の会（チーム大津京）にも

■奥村万寿美（おくむらますみ）臨床栄養学

参加させていただき、新たな視点をたくさん得られ
た一年となりました。

【年間活動】

県内に１つであった管理栄養士養成課程が、今年度

研究テーマである、行動経済学を用いた栄養食事
指導法を確立させるために、糖尿病、心臓疾患・血

から１校増えました。両校で協力し切磋琢磨しなが
ら、第一線で活躍できる管理栄養士を養成し、研究活

液透析患者の栄養管理に取り組んだ。また、中学校

動、地域貢献活動をしていけたらと思っています。

の養護教諭、生徒、保護者に対して食育を展開した。
【著書】
・2016 管 理 栄 養 士
著

そのほかの活動として、地域貢献活動では企業や
教育委員会の健康講座や幼稚園での食育講演会、母

第一出版

国家試験

問題と解答

共

2015.9

・カレント臨床栄養学

乳栄養についての講演会など４件、学術活動では論
文２報、学会発表５件を発表しました。

共著

建帛社

2015.9

【学会発表】

■村上健太郎（むらかみけんたろう）栄養疫学

・第 62 回日本栄養改善学会：保育園児の咀嚼力の

2015 年度は、主に米国と英国の全国調査データ

向上を図るための食育効果の検討

を用いた研究を行いました。テーマは、エネルギー

・第 60 回日本透析医学会：時間選好率・危険回避

摂取量の過小および過大申告に影響を与える要因の

度の選好の変化に及ぼす栄養指導指標

検討や、摂食頻度と肥満との関連の検討で、合計

・第 37 回日本臨床栄養学会・第 36 回日本臨床栄養

５本の英語論文を国際誌に発表しました。これら

協会：時間選好率・危険回避度を用いた栄養食事指

は今年度より開始した科研費（『食事調査における

導に関する研究

申告誤差が食習慣と健康指標との関連に与える影

【講演】
・野洲市立中主中学校

響：日韓英米比較研究』若手 B）をもとにした研究
学びの講座

2015.5

です。また、2014 年度卒業生の西村輝美さんの卒

・滋賀県小中学校研究会保健安全部会研修

業研究をもとにした論文が、栄養学分野における歴

会

史ある学術雑誌である British Journal of Nutrition

2015.8

・滋賀県臨床工学士会
ナー

血液浄化セミ

2015.8

・滋賀県立水口東中学校
動

第 16 回

2015;114:645-53.）
。今年度の４年生３人も専門誌へ
PTA 親子ひびきあい活

2015.9

・地域多職種連携活動
会

に受理されました（Nishimura T, et al. Br J Nutr
の投稿を目標に卒業研究に取り組んでいます。具体
的には、日本人女性を対象として、グライセミッ

チーム勢多

症例検討

2015.12

【社会活動】
・野洲市食育推進委員会：委員長

ク・インデックス、食費、および食事バランスガイ
ドの遵守と各種食品・栄養素摂取量との関連を検討
しています。来年度は国内外ともに共同研究を進め
ていきたいと考えています。

・日本臨床栄養協会・日本病態栄養学会・日本給食
経営管理学会：評議員
【受託事業】

■今井絵理（いまいえり）公衆栄養学，栄養疫学
今年度より、生活栄養学科に赴任しました。講義

米穀安定供給確保支援機構：「3・1・2 弁当箱法」

では公衆栄養学、応用栄養学（Ⅰ・Ⅱ）、栄養疫学

体験セミナー

論、実習では公衆栄養学実習、応用栄養学実習を担

■廣瀬潤子（ひろせじゅんこ）栄養教育論、ライフス

当しています。はじめてで慣れないことばかりでし
たが、柴田先生、福渡先生はじめ多くの先生方に助

テージ別栄養

けていただいてなんとか一年乗り切ることができま

今年度も授乳期女性の食生活に焦点を当てた研究

した。

で、多くのお母様、赤ちゃんのご協力をいただきま

11 月より、「滋賀の健康・栄養マップ調査」の集

した。また調査にご協力いただきました助産院の先

計業務に携わらせていただいています。この調査

生方、共同研究先の皆様にも感謝申し上げます。今

は、滋賀県が独自で約５年おきに行っている調査

年度は新たに、生活栄養学科の小澤恵子先生、工学

で、今年度がその年にあたります。目的は、県民の

部の宮城茂幸先生、草津総合病院の NST チームの

栄養摂取状況および生活状況の現状と課題を把握

皆さんとご一緒させていただき、高齢者の栄養状態

し、健康づくり、栄養・食生活改善に関する施策の
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基礎資料ならびに事業効果判定の資料とすることで

and fetal tryptophan and serotonin metabolism

す。現在、調査票の山に囲まれながら毎日集計作業

in gestating rat: effect of intrauterine growth

に追われています。

restriction. Amino Acids,2015.

12 月には、ネスレ栄養科学会議にて論文賞を受
賞しました。受賞した論文のデータは、東北の地域
住民を対象とした大規模予防疫学研究によるもの

■遠藤弘史（えんどうひろし）
昨年度は，機能性食品の食成分と癌について研究

です。共同研究者の坪田先生（国立健康・栄養研究

を行い，クルクミンによる癌細胞死誘導経路を明ら

所）
、大久保先生（帝京大学）には、改めてこの場を
お借りして厚くお礼申し上げます。

かにしました．また，レスベラトロールがストレス
蛋白質 Hsp90 の発現を減弱させ，癌抑制遺伝子 p53

学会発表：２回，うち国際学会１回

を活性化することで癌細胞の細胞周期を停止させ，
癌細胞の増殖を抑制している事を見出し，現在，論

■東田一彦（ひがしだかずひこ）運動栄養学

文準備中です．他にもトウガラシの辛味成分である

本年度より生活栄養学科に着任し、講義科目とし

カプサイシンは肺癌細胞においてストレス蛋白質の

て運動と健康、実技科目として健康・体力科学を担

転写因子である HSF1 の発現を減弱させることで，

当させていただいております。初年度ということも

細胞周期停止を引き起こす事を見出しました．一

あり講義や研究環境の準備に時間がかかりました

方，カプサイシンは正常脳微小血管内皮細胞におい

が、学科の先生方のご協力で何とか１年目を乗り切

ては，熱ストレスによってその発現が増強する細胞

ることができました。

保護機能を有するストレス蛋白質 Hsp70 の発現を

学術論文

減弱させることで，熱ストレスによる感受性が増加

東田一彦 , 園生智広 , 藤本恵理 , 樋口満 . 異なる脂

し，脳血管破綻の一因となる可能性を示唆する結果

質含量の食餌がラットの骨格筋ミトコンドリア酵素

を得ています．それ以外にも，腸上皮細胞を用いた

活性および持久性運動パフォーマンスに及ぼす影

熱ストレスによる腸上皮バリアの破綻に関わる食成

響 . スポーツ科学研究 . 2015. 12:137-144.

分の探索等を大学院生と卒業研究の４回生と共に

Kim SH, Koh JH, Higashida K, Jung SR, Holloszy

行ってまいりました．

JO, Han DH.

学会発表

PGC-1 α mediates a rapid, exercise-

induced downregulation of glycogenolysis in rat

BMB2015 日本分子生物学会年会日本生化学会大会

skeletal muscle.

合同大会

J Physiol. 2015. 593（3）:635-43.

他２編

第 54 回 日本栄養・食糧学会

近畿支部大会

著書
Higashida K, Higuchi M. High fat diet and
endurance performance. Sports Performance.

■森紀之（もりのりゆき）
本年度は主な研究テーマとして「食品成分摂取に

Springer. 151-156.2015

よる冷え性の改善に関する研究」
，
「わさびの辛味成

学会発表

分摂取によるエネルギー代謝調節機構の研究」につ

2回

いて研究活動を行いました．継続的に行っている研
■佐野光枝（さのみつえ）栄養生化学，分子栄養学

究でなかなかブレイクスルーが生まれない中で，新

◆年間活動

しいテーマを探索しながら活動していく時期になり

トリプトファンや水溶性ビタミン関する研究を引

そうです．苦しい時期にもなりそうですが，今後も

き続き行った．

価値のある研究を生み出すために日々精進していき

◆学会発表

たいと思います．

佐野光枝，et al．「妊娠ラットとその胎仔のトリ

◆論文

プトファン代謝～子宮内胎児発育不全（IUGR）の影
響～」．第４回日本 DOHad 研究会．2015 年８月．

“Enhancement of fat oxidation by licorice
flavonoid oil in healthy humans during light

ポスター発表 .

exercise” Journal of Nutritional Science and

佐野光枝，et al．「高脂肪低炭水化物食摂取によ

Vitaminology. 61（5）, 406-416（2015）

る糖新生亢進が妊娠母体とその胎児へ及ぼす栄養学

◆学会発表

的影響」．第 62 回日本栄養改善学会．2015 年９月．

「Intragastric administration of allyl isothiocyanate

口頭発表 .

increases carbohydrate oxidation via TRPV1

他２件．

◆論文発表
Sano M, Ferchaud-Roucher V, Kaeffer B,
Poupeau G, Castellano B, Darmaun D. Maternal

but not TRPA1 in mice」ACN2015 12th Asian
Congress of Nutrition．2015, May
「ラットを用いた食品中葉酸の生体有効性評価法の
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確立」日本栄養・食糧学会 第 54 回近畿支部大会．

■木村裕（きむらゆたか）教育方法学

2015 年 10 月

今年度の主な活動内容は以下のとおりである。

━━━━━━━━━
◦人間関係学科
■上野有理（うえのあり）比較認知発達科学

【研究】
今年度より、学術研究助成基金助成金（若手研究
（B））
「学力保障を基盤にした「持続可能な開発のた
めの教育」の評価方法とカリキュラムの開発」の助

「共感の構造と進化に注目した養育の実証研究：子

成を受けて、研究を進めてきた。具体的には、市内

育て支援の実践に向けて」
（科研費助成）の一環とし
て、育児者への質問紙調査を実施した。また、
「社会

の小学校で「持続可能な開発のための教育」に関す
る授業研究を進めたり、先進事例の調査と分析を

的・物理的環境が乳幼児の食行動に与える影響」を

行ったりした。そして、これまでに取り組んできた

テーマに、研究および社会貢献活動をおこなった。

ものも含め、研究の成果を、論文や共著の執筆、学

研究成果の一部は、保育士を対象とした講座や、一
般向けの子育て講座やサークルにて公表した。

会発表、後述する校内研修会などを通して発表した。
【教育】

◆教育・学外活動

本年度のゼミは、４回生４名、３回生４名であっ

上 野 有 理． 赤 ち ゃ ん の“ 食 べ た い ” は ど こ か

た。４回生は、各自が興味を持ったテーマで論文執

ら？

筆に取り組んだ。また、杉浦先生・原先生と教育学

けいはんな赤ちゃん学講座．2015 年 10 月 . 他

の合同ゼミも行い、研究および学習環境の質の向上
■大橋松行（おおはしまつゆき） 政治社会学、教育社
会学

に努めた。
【社会活動】

１．著書

県内の複数の学校において、「持続可能な開発の

・
『滋賀県の高校改革─県立高校再編問題の軌跡─』
（サンライズ出版、今年度末出版予定）

ための教育」のカリキュラム編成や教育評価のあり
方、今後学校教育に求められる学力や教育評価のあ

２．新聞等掲載記事

り方などに関する校内研修会の講師を務めた。ま

・
「統一選 15

た、彦根市の「放課後子ども総合プラン運営委員

混戦彦根 投票率アップ？」『読売新

聞』
（2015 年４月９日）
・
「委ねる 2015 統一選

会」の委員長を務め、児童期の子どもたちの放課後
市の課題を探る 彦根編」

の充実に向けた議論を進めた。

『中日新聞』（2015 年４月 21 日）
・
「市民派装う組織型選挙」『中日新聞』（2016 年１
月 13 日）

■杉浦由香里（すぎうらゆかり）教育学、教育史
【研究活動】

・
「
『２層構造』投票率を上げる」『毎日新聞』（2016

科学研究費補助金（研究活動スタート支援）
「近代

年１月 19 日）など

日本地方教育行政の再編─教育行政の独立と教育の

３．講演活動

専門性の関係構造」の研究成果を学会発表し、論文

・第 18 回滋賀県都市明るい選挙推進協議会連絡会

にまとめた。また、竜王町苗村神社三十三年式年大

講演（演題「18 歳選挙権を考える─その意義と課題

祭調査報告書の作成、『新修豊田市史』資料編近代

を中心に─」、2015 年８月 27 日）

Ⅰの教育関係の執筆などに取り組んだ。さらに、日

・第 20 回大津市明るい選挙推進大会講演（演題「18

本教育史研究会の世話人に就任した。

歳選挙権と主権者教育─投票参加の量と質の向上を

・著書：「度会（府）県における学校の転回」荒井明

考える─」、2015 年 11 月１日）など

夫・川村肇編『就学告諭と近代教育の形成─勧奨の

４．学会活動

論理と学校創設』東京大学出版会、2016 年２月刊

・日本地方政治学会・日本地域政治学会理事

行予定。

・学会誌専門委員（関西社会学会）など
５．社会活動

・研究論文：
「三重県阿山高等公民学校の発足」
『日
本の教育史学』58 集、2015 年 10 月。

・滋賀県明るい選挙推進協議会副会長

「教育令期群馬県における地方教育行政の展開─督

・長浜市教育振興基本計画策定委員会委員長

業教師から小学督業に至るまで─」名古屋大学大学

・長浜市指定管理者選定委員会委員長

院『教育史研究年報』第 21 号、2016 年 1 月。

・彦根市行政評価委員会委員長

・学会発表：「教育令期群馬県における地方教育行

・東近江市行政改革推進委員会委員長

政の展開─督業教師と学事奨励職員をめぐって」中

・米原市教育振興基本計画審議会会長

部教育学会第 64 回大会

・公益財団法人滋賀県市町村振興協会理事など

・受賞：教育史学会第 5 回教育史学会研究奨励賞受
賞
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【教育活動】
今年度初めて４回生を担当し、６名の卒論指導に

■原未来（はらみき）青年期教育
【研究活動】

取り組んだ。また、３回生は人間関係学科助教の原

今年度より、科研費（研究活動スタート支援）
「ひ

未来先生と共同指導を行なった。長野県の伊那小学

きこもり者の「居場所」支援における実践知の解

校や阿智村公民館、和歌山県にあるきのくに子ども
の村学園を訪問するなど、フィールドワークが充実

明、および支援理論の構築」の研究課題に取り組ん
でいる。東京の支援団体、および滋賀県内・近郊の

した一年だった。

支援団体とのかかわりのなかで進めている。来年度

【社会活動】
『新修豊田市史』執筆協力員を継続するほか、新
たに彦根市立南中学校学校関係者評価委員や甲賀市
子どものいじめ調査委員会委員、愛知県教育史編さ
ん事業検討委員を務めた。

は、実践現場との協同的検討を通じて支援の理論化
に取り組みたい。
【教育活動】
環琵琶湖文化論実習では、滋賀県で不登校・非行
支援をおこなっている団体への実地調査をおこなっ
た。教育観察実習では、木村先生・杉浦先生ととも

■竹下秀子（たけしたひでこ）発達心理学

に、長野県の阿智村中央公民館、伊那市立伊奈小学

科研費研究『
「絵本共有」の基礎・実践統合研

校の見学をおこなったほか、ゼミ生などと和歌山県

究─子ども・子育て多文化共生環境づくりとの連

にあるきのくに子どもの村学園にも見学に行った。

携』の 4 年目を継続し、多言語・多文化環境にある

特色ある教育活動を題材に、活発な議論ができたこ

子どもたちが多く在籍する滋賀県内保育所を年間通
じて訪問しました。日々のかかわりのなかで、主張

とは、大変有意義だった。
【社会活動】

し、ぶつかりつつ、関係を新しくしていく子ども

彦根市子ども・若者支援検討会委員、彦根市若者

たちの姿があり、保育と発達の理解につながる貴

支援にかかるケース会議スーパーバイザー、滋賀

重な資料を得ることができました。上記成果（鈴木

県立精神保健福祉センター講座講師、京都市ユー

祥子・竹下秀子「複数言語環境で育つ子どもの他

スサービス協会調査事業外部研究協力者などを務め

児とのかかわり─保育園 3 歳児クラスでの行動観察

た。滋賀に来て間もないなか、実践現場の方々や若

より）」とともに、チンパンジーの発達にかかわる

者たちとかかわらせていただく機会に恵まれたこと

研究（
「人工哺育チンパンジーの認知と運動の障害

に心から感謝したい。

と発達─０～１歳期の発達的変化」他１報）を日本
発達心理学会第 26 回大会で発表しました。さらに

■細馬宏通（ほそまひろみち）

海外での研究発表の機会もありました（JSPS Loch

今年度のメインの仕事は大学院生の劉岳岩くんと

Lomond Symposium on Action Participation へ の

スポーツ実況中継についての論考を重ねたことだっ

招聘）。教育活動では「発達と進化ゼミ」の名のも

た。劉くんとは会話分析論文を三本投稿し、すでに

とに人間関係学科准教授の上野有理さんと共同指導

一本は印刷中。劉くんはこれらをベースに博士論

してきた 4 回生が、児童期から思春期を対象とした

文を提出した。昨年からの懸案だった「ELAN 入

参与観察、面接調査を実施して卒業論文にまとめま
した。社会・地域貢献としては、日本学術会議連携

門」
（ひつじ書房）と「介護のことば、介護のからだ」
（医学書院）も書き終わり、もうすぐ出版される。

会員、日本発達心理学会学会誌「発達心理学研究」

今年度からマンガ研究を本格的に始め、大塚英志

副編集委員長、日本臨床発達心理士会滋賀支部副支

氏の主催する研究会に参加する一方で、戦前赤本マ

部長、近江八幡市子ども・子育て会議委員（子ども・

ンガ研究の第一人者である宮本大人氏の明治大学の

子育て支援部会長）
、大津市の子どもをいじめから

一般公開講義の受講生となった。

守る委員会委員等を務めました。
■中村好孝（なかむらよしたか）社会学
【研究：その他（翻訳）】

昨年出した二冊の本の余波はまだ続いている。
「うたのしくみ」のおかげで、大瀧詠一、松本隆、
クラムボン、七尾旅人、岡村靖幸と、以前から敬愛
する音楽家に関する文章を書く機会を得るように

デヴィッド・ハーヴェイ『〈資本論〉入門第二巻』

なった。音楽と声に関する論考は講義「こころの

作品社（森田成也との共訳）。

テクノロジー」で語りながら改めて考えている。

【社会活動】

一方、「ミッキーはなぜ口笛を吹くのか」が縁とな

彦根市障害者福祉推進会議会長

り、東京庭園美術館での連続レクチャーや「幻燈ス

彦根市障害者福祉推進会議専門委員会委員

ライドの博物誌」（青弓社）への執筆、ゲンロンカ

彦根市高齢者・障害者虐待防止ネットワーク協議会

フェでの鼎談など、映像に関する発表の機会を多数

会長

得た。これらの論考もいずれまとまった形にしたい
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と思っている。

・
「
「再都市化」と都心コミュニティの可能性── 6
都市の都心区におけるマンション住民調査を手がか

■松嶋秀明（まつしまひであき）臨床心理学
本年は研究面においては resilience 概念にかかわ
る発表を行った。代表的なのはマイケル・ウンガー
の訳書『リジリアンスを育てよう』を小森康永・奥
野光、共訳で金剛出版より出版したことである。こ

りに」，第 7 回名古屋都市圏研究会，名古屋大学（招
待講演）

━━
◦国際コミュニケーション学科

のほかリジリアンスに関わっては３編の総説を書い
たほか、４つの学会シンポジウムの企画、話題提

■小栗裕子（おぐりゆうこ）英語教育・第二言語習得
国際コミュニケーション学科は今年度初めて卒業

供、指定討論にかかわった。リジリアンスは報告者

生を送り出す。４回生はこの１年就活に加え、卒論

のこれまでのテーマである非行少年、あるいは学校

提出という大きな課題を抱え、本当に大変だったの

臨床とも関わり深い概念であり、非行については児

ではないだろうか。指導する側も就活がどのように

童自立支援施設の調査のまとめについて原著論文を

進んでいくのか、また卒論はどの時点でどこまで書

発表した。教育面では３人の３年性、６人の４年

いていればいいのかなど、試行錯誤の１年であっ

性、２人の大学院生の指導をおこない、このうち博

た。締切日に５名全員が無事卒論を提出した時に

士課程院生とは共著で学会発表１つ行ったほか『人

は、自分も論文を提出したような気持ちになってい

間文化』に展望論文を発表した。卒業論文のテーマ

た。２年次から担当している学生達が成長していく

は映画、腐女子、宗教性、非明示的な排除、座右の

過程を間近に見ながら、担当者自身多くのことを学

銘などさまざまであるが、いずれもインタビュー法

んだ１年である。

による質的研究を行ったものである。地域貢献とし
ては草津市のいじめ対策についての委員会に参画し

■外狩章夫（とがりあきお）イギリス文学

たほか、滋賀県教育委員会による生徒指導教員むけ

昨年度はコンラッド後期の短編集（A Set of Six）を

の講義をおこなった。また、彦根市の男女共同参画

読んだが、今年度は、初期の中編心理小説‘The

の事業と、自殺対策事業の一環とした職員むけの講

End of the Tether’
（1902）を再読することができ

義を担当した。

た。初めてこの小説を読んだのは 30 歳頃であった
が、30 年以上が過ぎて、主人公の年齢（67 歳）に近

■丸山真央（まるやままさお）地域・都市社会学
【著書】

い今改めて読んでみると、また、異なる感想をもっ
た。欠点も過誤もないまま人生を生きてきた主人

・
『
「平成の大合併」の政治社会学──国家のリス

公ウェイリー船長（Captain Whalley）が、目が見え

ケーリングと地域社会』御茶の水書房（単著，科研

なくなることで「追い詰められて」結局自殺する

費研究成果公開促進費（学術図書）助成図書）

のにたいして、自分の所有するおんぼろ汽船を自

【論文】
・
「大都市問題の変容──「都心問題」を中心に」
『都市問題』106（11）
（単著，依頼執筆）

ら沈め、その保険金でやすやすと生き延びる船主
Massy の生き様は、いかにも印象に残る。大いな
る人生の皮肉であり真実でもある。この後のコン

・
「
「都心回帰」時代の名古屋市都心部における地域

ラッドの傾向が、既に濃厚に出ている作品だ。後期

コミュニティの現状──マンション住民を焦点とし

に担当した科目のうち「リーディング（中級）
」で

て」
『評論・社会科学』113（鯵坂学ほかと共著，査

は、毎回、英問（Answer these questions）を書い

読無）

た用紙を配布し、テキスト（Readings）を授業中に

【口頭発表】

読みながら解答を書かせるという方式を採用した

・
「
「 世 界 都 市 」 か ら「 ス ケ ー ル の 政 治 経 済 学 」

（授業時間内でできなかった場合は宿題）
。ほかに当

へ──ネオリベラリズム以後の都市リストラクチュ
アリングの社会学の課題」
，人文地理学会政治地理

然とはいえ、ゼミ学生の精神面の指導や卒論指導に
悩まされ、忘れられない一年になるであろう。

研究部会第14回研究会，ウインクあいち（招待講演）
・
「
「都心回帰」時代の大阪市中心部の地域コミュニ

■地蔵堂貞二（じぞうどうていじ） 言語学・中国語歴

ティと住民生活」
，大阪市立大学大学院創造都市研

史文法

究科ワークショップ，大阪市立大学梅田サテライト
（招待講演）
・
「
「再都市化」時代の大都市問題を考える──「都

2012 年４月、人間文化学部に新設された本学科
が完成年度を迎えた。
【研究活動】

心問題」を中心に」
，新東京政策研究会，東京自治

［論文］

問題研究所（招待講演）

・
「指示詞“这 / 那”と方位詞“里”の統語機能に
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ついて─明清白話小説と現代方言資料からのアプ

査 読 付 き 論 文：Chinese Character Based Phrase

ローチ─（仮題）」執筆中

Structure and its Description Function. Applied

［翻訳］

Chinese Language Studies VI. 2014.

・
『中国語名詞性フレーズの類型学的研究（原著：

Sinolingua London

刘丹青主编『名词性短语的类型学研究』, 商務印書
館 ,2012 年）』（日中言語文化出版，2016 年出版予定）

国際学会発表：
「 汉 语 动 词 分 类 与“ 了 ” 的 边 界 效 应 及 其 教 学 应

の校正（初校）を行った。

用」The 13th BCLTS International Conference on

【教育活動】
・新しい事として「卒論指導」を行った。

pp91-97.

Innovation and Consolidation in Teaching Chinese.
8 July 2014-10 July 2015 Oxford University, UK

・
「環琵琶湖文化論実習」の実施担当者を務めた。

社会貢献

・
「人間文化論Ｂ」を分担した。

2015 年 12 月 13 日に、彦根東高校冬季囲碁強化練習

【社会活動】

会にアマチュア 6 段の資格で指導員として参加し、

・一般財団法人・日本中国語検定協会の評議員

高校生を相手に囲碁の指導をしました。

■棚瀬慈郎（たなせじろう）チベット学、文化人類学

■ John Rippey（ジョン リピー）クリエイティブ・

【研究活動】
８月の 21 日から９月の 21 日まで、中国の青海省、

ライティング
【研究活動】

四川省のチベットエリアで予備的な調査旅行をおこ

・論文：“Culturing Wildness – The Ecopoetry of

なった。この地域では、政治的な制約と共に、特に

the Satoyama,”
『人間文化』39 号 , 2015 年 10 月

青海省ではアムド方言という特異なチベット語方言

・学会発表：
“Mapping Satoyama: Ecology, Aesthetics,

が話されることもあり、フィールドワークは中々に

and Academics,”The Association for the Study of

困難である。しかし、チベット自治区での調査が事

Literature and Environment（ASLE）Eleventh Biennial

実上不可能な現実もあり、今後何らかの手立てに

Conference, University of Idaho, Moscow, Idaho, USA,

よって集中的なフィールドワークをおこないたいと

2015年6月

考えている。

・学会活動：1. Lancaster University（UK）, Centre

一方、チベット人評論家のショクドゥンに興味を
もち、彼の評論を読む作業を続けている。
【教育活動】
本年度の２回生ゼミは５名、３回生ゼミは４名、
４回生ゼミは６名が在籍した。また大学院関係で

for Transcultural Writing and Research, Associate
2. 文学・環境学会（ASLE-Japan）会誌『文学と環
境』編集委員

３．Lit Matters: The Liberlit

Journal of Teaching Literature 編集委員
【教育活動】

は、修士課程１名、博士課程２名（内１名は休学

・米国国務省教育プログラムである Critical Language

中）の指導をおこなった。大学院の３名は全て留学

Scholarship（CLS）2015の国際コミュニケーション学

生である。

科（滋賀県立大学）受け入れ企画作成、実施（地蔵堂学
科長、小熊准教授、ホークス准教授、河講師と一緒）

■呉凌非（ごりょうひ）言語学
【教育活動】
私は国際コミュニケーション学科の中国語の授業

・米国国務省教育プログラムである Critical Language
Scholarship（CLS）2016の滋賀県立大学）受け入れ企
画作成（小栗国際コミュニケーション科長、小熊准教

のほか、
「言語接触論」と「翻訳文化論」の２つの

授、ホークス准教授、河講師と一緒）

専門科目も担当しています。とくにこの２つの専門

・日本外務省の教育機関である一般財団法人日本

科目の準備に多くの時間を割きました。このほか

国際協力センター（JICE）主催の企画アメリカ大学

に、
「人間文化論 A」講義のコーディネータを務め
ました。講義を通して、他の先生の授業風景を見る

生 51 人を滋賀県立大学で受け入れるプログラム（一
日）担当、2015 年 12 月

ことができ、とてもよい経験になりました。またゼ

・一般財団法人日本国際協力センター（JICE）主催

ミ学生 10 名をもっており、そのうち４名がアメリ

の企画アメリカエマーソン大学（マサチューセッツ

カやカナダに留学しています。留学レポートやゼミ

州ボストン市）学生 24 人を滋賀県立大学で受け入れ

課題の形で指導しています。

るプログラム（一日）担当（小熊猛准教授と一緒）、

【研究活動】

2016 年３月

著書（共著）

・米国の自然環境関連 NPO「Vibrant Lands」主催

『漢語独特性研究と探索』 学林出版社（中国上海）

の企画アメリカ大学生 15 人を滋賀県立大学で受け

2015.6

入れるプログラム（一泊二日）担当、2016 年 3 月
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【社会活動】

【研究活動】

・山根 裕子（やまね ひろこ）彦根市副市長英語顧問

「事態解釈とその言語形式に関する類型論的研

・ 第 ３ 回 滋 賀 キ ッ ズ ス ピ ー チ コ ン テ ス ト（NPO

究—再帰的受益者主語構文を中心に−」という研究

KENA 主催）主審査員、2015 年 11 月

課題で科学研究費基盤研究（C）に新規採択され、こ

・Common Earth Company
（宮城県仙台市）監査役・
支援活動

の成果の一部を国際学会での研究発表に応募し審査
結果を待っている段階である。

・
『マリオンちゃん』
（Marion: Messenger of Friendship）

【教育活動】

絵本製作プロジェクトチーム滋賀県立大学訳指導担当

国際コミュニケーション学科では、リピー教授の
リーダーシップのもと、米国国務省教育プログラム

■ボルジギン・ブレンサイン

で あ る Critical Language Scholarship（CLS）を 受

史

現代中国研究、社会

モンゴル・満洲地域史
2015 年度は、国際コミュニケーション学科最初

の卒業生を送り出す重要な年である。学科の就職委

け入れ機関としてホストし、日本語イマジネーショ
ンプログラムを提供した。このプログラムに日本語
教育担当コーディネーターとして携わった。

員として就職関連の各種イベントに没頭されたとい

本学に着任した 2014 年に新規米国留学先候補と

うのが一年間の最重要な記憶事項である。同様に、

し て 紹 介 し た Slippery Rock University と の 協 定

国際コミュニケーション学科最初の卒業生の卒業論

が、国際化推進室のご尽力で大きく前進した。英語

文の指導も模索の中で行われ、本年度はいろいろな

圏交換留学希望の学生の受け入れ枠の開拓に微力な

意味で試みの年であったといえる。今年度は、大学
院の博士後期課程に１名が在籍し、博士論文執筆の

がら貢献できた。
【社会活動】

最終段階に入っている。博士前期課程にも１名が在

日本認知言語学会第 16 回全国大会（同志社大学今

籍し、中国における現地調査で指導を行った。な

出川キャンパス 2015 年９月 12 − 13 日）および前日

お、研究生も１名在籍しており、本学の大学院進学

の認知言語学セミナーの運営に大会実行委員長とし

を目指している。年末ころには中国から客員研究員

て当たった。また、2013 年より継続で日本認知言

を１人迎えて、現在共同研究を行っている。
今年度は、学内研究費「国際共同研究推進のため

語学会の理事を務めた。
【地域貢献】

の準備研究」として「モンゴルからみた戦前と戦

高大連携事業の一環として、滋賀学園高等学校お

後─東アジアにおける戦後構造の一側面」を受領

よび滋賀県立草津東高等学校で模擬授業を実施した。

し、研究を進めてきた。そのための調査研究として
８月と９月にモンゴル国や中国で現地調査を行っ
た。今年は終戦 70 年周年という記念の年であり、関

■山本薫（やまもとかおる）英文学
【研究活動】

係各国で多くの行事が行われたが、現地調査はそれ

〈学会発表〉

を踏まえて充実したものとなった。この学内研究費

１．Kaoru Yamamoto,‘An Art of Palpation: Plastic

の総括として３月末に国際シンポジウムを開催する

Imagination in The Arrow of Gold’, The 41st Annual

運びとなっている。また、中部大学の科研（基盤研

Conference The Joseph Conrad Society（UK）,

究 A）
「アフロ・ユーラシア内陸乾燥地文明の歴史

POSK and the University Women’s Club, 2–4 July

生態人類学的研究」の研究分担者も二年目となり、

2015

中国の内モンゴル自治区や河北省など関連地域にお

２．
「
『記憶』のブラックホール：コンラッドの『密

いて海外研究調査を行った。7 月には明石書店のシ

偵』におけるソーホー」、大阪市立大学英文学会シ

リーズである「エリア・スタディズ」の第 135 号と

ンポジウム、12 月 6 日、於大阪市立大学

して『内モンゴルを知るための 60 章』
（編著）が出

〈その他〉

版された。また大型史料集『戦前期モンゴル社会関
連実態調査史料集成』の第三回配本『錦熱蒙地調査

第41回英国コンラッド学会年次大会報告『コンラッ
ド研究』
（第 7 号掲載予定）

報告』
（６冊）も近現代資料刊行会より出版された。

サセックス州ブライトン、サセックス大学にて調
査・資料収集（9 月 2 日～ 12 日）

■小熊猛（こぐまたけし）認知言語学
学科設置４年目という節目の年を迎え、現行カリ

〈競争的資金〉
科学研究費補助金

2012 年

基盤研究（C）
「
『共同

キュラムの改善すべき点を洗い出すなどの見直しを

性なき共同体』の可能性：ジョウゼフ・コンラッド

行い、2016 年度からの新規カリキュラムを作り上

後期作品の再考」

げる作業にワーキングループの一員として携わった。
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■島村一平（しまむらいっぺい） 文化人類学・モンゴ

山高校にて、高大連携事業の一環で講演の予定。高

ル研究

校生の間に文化人類学「教徒」を増やすべく画策中。

【研究活動】
自 身 が 代 表 を 務 め る 科 研 基 盤 C で 7/8-7/15、
8/16-8/28 の２回、モンゴル国で調査を行った。発
表論文は２本、講演・学会発表は３本。１本は国

■ホークス マーティン 応用言語学・第二言語習得
【研究活動】
〈研究論文〉

際学会発表で 25 年ぶりのギリシャへ！経由地で食

Hawkes, M. （2016）. Using task portfolios for

べたトルコ料理の旨さに卒倒。ギリシャの時間の
ルーズさに閉口。ちなみに拙論「感染するシャーマ

assessment in oral communication courses. Asian
EFL Journal, 90.

ン─現代モンゴルのシャーマニズムにおける逆転す

Hawkes, M. （2015）. Using pre-task models to

る社会関係、分裂する共同性、微分化するモラリ
ティ」
（藤本透子編『現代アジアの宗教─社会主義

promote mining in task-based language teaching.
TESOL International Journal, 10（2）, 81-97.

を経た地域を読む』春風社所収）について、柄谷行

〈エッセイ〉

人氏が朝日新聞紙上で好意的な書評を書いてくれた

Hawkes, M. （2015）. The place for explicit

のは、ちょいとうれしかった。

instruction in task-based language teaching.「人間

【教育活動】
ゼミ生は、２回生３名、３回生８名、４回生 14

文化」39 号 , 58-59.
〈学会発表〉

名（そのうち卒論指導 11 名）
、修士１名、研究生１

2015 年 10 月：Task sequencing and focus on form.

名、モンゴル人交換留学生４名。ゼミ生のうち４名

KOTESOL 2015, COEX Convention Center, Seoul,

が現在、アメリカ、ロシア、モンゴル、ミャンマー

Korea.

に留学中。１名が芸人目指して大阪で修行中。みん

2015 年 5 月：Task sequencing and attention to

ながんばれ。
ロシア留学の小田光世さんは、文科省の「トビタ

form. JALT panSIG 2015, 神戸市外国語大学 .
【社会活動】

テ！留学 JAPAN」に採用されての留学。また本ゼ

全国語学教育大会（JALT）京都支部の財務担当役員

ミ３回生の中井円翔さんと本城志帆さんが森田杯・

であり、本部の年次国際大会の審査委員を務めた。

英文毎日杯「ペアで紹介する日本文化プレゼンコン

2015 年 10 月：NPO 法人 KENA 第 3 回滋賀キッズス

テスト」で３位を受賞したのもうれしいニュース。

ピーチコンテストの審査員。

さらに本ゼミの TOEIC900 点以上達成者が３名（地
域：中村信輔君、国際：小田光世さん、押野やや

■吉村淳一（よしむらじゅんいち）ドイツ語学

はさん）に。院生の八木風輝君は、モンゴル・バヤ

現在、ゼミ生のうち３名の２回生がドイツのア

ンウルギー県の民族音楽コンクールで優勝。さら

ウクスブルク大学に留学中ですが、昨年の夏には

に M ２にしてすでに発表論文 5 本（そのうち英語１

３名の３回生がドイツから帰国しました。１年間

本、カザフ語１本）。みんながんばった。

の留学を終えた２名については欧州言語共通参照

私はといえば、前期はエンドレスかと思うほどの

枠（CEFR）B2 レベルの科目の単位を取得し、帰国

学生の就活指導（ES の添削指導など）に明け暮れ、

後にはドイツ語技能検定試験準１級にも無事合格し

後期は卒論添削指導に泣いた１年だった。しかしそ

ました。アウクスブルク大学からも１名の交換留学

の甲斐があってか、本学科生は就職も卒論も本当に

生を迎えましたが、ゼミ生がチューターとして色々

よい結果を残してくれた。教員冥利につきる。

と力になってくれています。３名の４回生たちは就

また学振の RONPAKU プログラム（海外の論文

職先が決まり、卒業論文も書き終えてくれましたの

博士取得希望者に対する支援事業）に採用され、モ

で、今そのことに胸をなで下ろしているところで

ンゴル科学アカデミー歴史学研究所のビャンバラク
チャー研究員を本学の客員研究員として受け入れ

す。研究に関して言えば、相変わらずドイツ中世の
叙事詩を対象にして詩形と言語使用の関係について

た。これから３年間、３ヵ月間ずつ、彼を日本に招

調査を行っていますが、雑務に追われて計画通りに

聘し、博論執筆を指導していくことになる。

は進みませんでした。来年度は研究の方にも十分な

【社会貢献】
３月５日に京都の子供達を対象に以下のような
ワークショップをやる予定。
「大草原で生きるモン

時間を確保したいと考えています。
【社会貢献】
日本独文学会データベース委員会委員（2005 年～

ゴル遊牧民の子どもたち」
『地球探検隊４』
（主催：

現在）、大阪市立大学ドイツ文学会庶務・会計委員

NPO 法人平和環境もやいネット 京都府委託事業）於：

（2015 年４月～現在）
、京都ドイツ語学研究会広報・

同志社大学京町家キャンパス。また３月22日には石

渉外委員（2014 年５月～現在）
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■河かおる（かわかおる）朝鮮近代史
国際コミュニケーション学科に異動して４年目、
１期生が卒業の年を迎えました。

「慰安婦」問題について話をしてほしいという依頼
がいくつかありました。2015 年８月に東アジア共
同ワークショップという企画で、全国から集まった

【教育活動】
二度目の開講となる「多文化共生論」（隔年開講）
の担当として全体のコーディネートを行いました。
私が担当する授業のなかでは受講者数が最も多く、
全学の学生が履修するので、自分なりにいろいろ工
夫している、最も「手のかかる」授業です。内容面
では、ニュースなどでも取り上げられるようになっ
たヘイト・スピーチ問題を新たに講義に位置づけま
した。運営面では、テーマの区切りごとにグループ
ワークを取り入れてみました。講義で伝えられる知
識の量は減りますが、定着はよかったのではないか
と思います。前期は主にこの授業の運営と CLS プ
ログラムの実施に追われました。
【研究活動】
研究分担者をしている「戦時期朝鮮の政治・社会
史に関する一次資料の基礎的研究」
（科研費基盤研究
B、研究代表者：水野直樹・京大人文研教授）の最終
年度でした。目下、取りまとめに追われています。
【地域活動】
昨年度に引き続き、県内の各団体等から、日本軍

参加者と滋賀県内の朝鮮人強制連行に関するフィー
ルドワークを行う機会がありました。
■橋本周子（はしもとちかこ）思想史、文化史
今年度は新しい科研プロジェクト（基盤 C：
「18・
19 世紀における「習俗」の概念と公共空間の変容 :
劇場・都市・共和国」）がスタートし、定期的な研
究 会 の 組 織 運 営 な ら び に 発 表（ ２ 月 12 日「
「友愛
fraternité」概念再考：
〈豚〉をめぐって」
）を行っ
た。夏には国際 18 世紀学会ロッテルダム大会（オラ
ンダ）にて研究報告を行い、１ヶ月弱パリにて資料
調査ならびにこれまでの業績の一部をフランス語に
翻訳する作業に従事した。秋には『嗜好品文化研究
会』が新しく企画する学術誌に投稿論文（「啓蒙の
飲料：フランス革命前後期のカフェの変容と「世
論」の実態」
）を執筆した。そのほか、冬には南直
人『〈食〉から読み解くドイツ近代史』合評会コメ
ンテーターを務めた。３月には再びパリにて、資料
調査および翻訳を行う予定である。

■『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
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、

・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
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）
。

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。

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■

東近江市伊庭の勧請吊り

ここ数号、投稿論文が多い状態が続いており、とき
には投稿を見合わせていただいたこともありました
が、今号は、投稿された論文のすべてを掲載できまし
た。もっとも、あいかわらず予算削減のなかで厳しい
編集を強いられていることには変わりがありません。
専門学会等の査読誌だけで学術研究が成り立つもので
はなく、多様な発表媒体があってこそであり、紀要が
その重要なひとつであるということは、ここでくりか
えすまでもないと思います。自由で闊達な研究活動と
その発表の場を確保してゆくことの大切さを、本誌の
編集作業を通じて、あらためて考えさせられました。
（丸山

2015年度に近江の勧請吊り習俗が滋賀県の無形民俗文化財に
選択された。勧請吊りは地域の人々が大きな綱を編み、年頭に
集落の出入り口などに掛け渡す行事で、大綱には祈祷した札や
輪状の飾りなどをさげる。滋賀県下には100箇所以上でこの習
俗が伝承されている。一昨年に彦根市松原内湖遺跡で発見され

真央）

編集委員■
石川慎治・藤木庸介・廣瀬潤子・丸山真央
・ホークス

た勧請吊りにかけられたと思われる木製札には元徳3年（1331）
正月八日の日付が記されており、この行事が中世にまでさかの

マーティン

ぼることがわかる。写真は東近江市伊庭の集落端部にかけられ
る勧請吊りである。伊庭では仁王堂講という祭祀集団によって
毎年1月初旬に勧請吊りが行われる。大濱神社の境内の仁王堂
のなかで講のみなさんによって朝から綱や輪が作られる。綱は
集落内部へと続く道をまたぐように懸けられるが、現在ではそ
の作業には高所作業車が使われている。この縄は集落内に災い
が入らないようにかけられるもので、一年間村人の生活を見守
り続ける。
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