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● 沖島遠望 ●
湖東地方の沖の島は、琵琶湖の中で唯一古代から
人が住む。
絵の中央部にある沖の島・中間部に伊崎山左端部
の津田山（南橋は長命寺山）奥津島山とよばれ神住
むと人々の信仰となっている。現代は船から車に変
容して昔の面影はないが天台薬師の庭のように遠望
することができる。
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学部長

学部長に就任してほぼ２年、この間今までに経験したことがないことが起こり、ほんと
うにいろいろと考えさせられることの多い２年間でした。
今年度は、新型コロナウィルス感染症対策に翻弄されました。地域によっては１年間遠
隔授業が続いたようですが、本学では夏季集中授業と後期 10 月から 12 月は対面授業とな
り、新入生は入学後初めて大学施設を使って受講することができるようになりました。
また、学会活動にも大きな変化がありました。関係する学会の研究発表会は、すべて中
止またはオンライン開催でした。委員会活動もすべてオンラインによる会議となりました。
例年、学会に参加し、他の研究者とのコミュニケーションの中から新しい情報を得ること
がありますが、この１年は自粛生活のため、インターネットや書籍等による情報に頼るし
かありませんでした。しかし、プラス面もありました。オンラインによる新しい形の学会
主催シンポジウムが企画され、参加することができました。また、オンライン配信による
施設の見学会に学生と参加することができました。現地に出向かなくても様々な情報が得
られるという利点の反面、映像を見るとやはり現地を見たいという思いになりました。
この号を刊行するにあたり、個人情報が問題になりました。卒業論文、修士論文は個人
情報にあたり不開示情報とすべきというものです。本学は、４学部あり、それぞれの分野
で研究方法が異なります。そもそも研究段階で一般住民を対象に調査を行う分野があり、
調査を行うには研究の趣旨や目的を明示する必要があります。大学でどのような研究が行
われているのかについては、受験生や地域・一般の方にとって、必要な情報です。これが、
地域連携につながることもあるでしょう。大学としてどのような対応をするのかについて
はしっかり検討する必要がありそうです。
来年度から、教教分離が始まります。学部紀要である「人間文化」は、今後とも研究発
信の役割を担っていくことが期待されます。
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『朝妻沖湖底遺跡』の調査成果と
基礎的検討
中川

永／大西

遼

豊橋市美術博物館・滋賀県立大学人間文化学研究科博士後期課程単位取得退学
／愛知県陶磁美術館・滋賀県立大学人間文化学研究科博士前期課程修了

はじめに

①

本稿は平成 27 年度から令和２年度にかけて実施
した、米原市朝妻沖合での琵琶湖湖底遺跡の調査成
果について報告を行うものである。詳細は後述する
が、当調査区は埋蔵文化財包蔵地として周知され

③

0

跡』と称して調査検討を進めている。本稿では、こ

１．遺跡の立地

⑨入江内湖遺跡

⑨

のことから、筆者は当調査区を仮に『朝妻沖湖底遺

に、遺跡の性格について若干の検討を行いたい。

⑧筑摩御厨跡遺跡

⑧

⑦

没伝承遺跡とは性格を異にするように思われる。こ

の『朝妻沖湖底遺跡』の調査成果報告を行うと共

④朝妻城遺跡

⑦尚江千軒遺跡

⑥

賀県立大学林博通研究室編 2004〕〔林・釜井・原口
2012〕
。ただし尚江千軒遺跡は「尚江千軒」の水没

③朝妻湊跡遺跡

⑥今江寺遺跡

⑤

成 10 年度以来断続的な調査が実施されてきた〔滋

②朝妻遺跡

⑤法善寺遺跡

④

時）により、
『尚江千軒遺跡朝妻湊地区』として平

古代末～中世前期の朝妻湊との関係が推定され、水

②

調査対象地

てはいないものの、滋賀県立大学林博通研究室（当

伝承に係る伝承地を示すが、後述する通り当遺跡は

①世継遺跡

第１図
第１図

2 km
遺跡位置図
遺跡位置図

２．調査の状況

今回報告を行う『朝妻沖湖底遺跡』は、滋賀県の

調査は、中川の滋賀県立大学博士後期課程在学中

北東部にあたる米原市の湖岸から湖底にかけて所在

から断続的に実施しており、令和２年度で６年目と

する。一帯は鈴鹿山脈の霊仙山を源とする天野川が

なる。現地は沖合 100 ｍ付近まで、標高 82.5 ～ 84.0

形成した沖積地であり、遺跡の北側では天野川河口

ｍ前後（水深 0.37 ～ 1.87 ｍ）の極めて遠浅な環境が

部に形成された三角州が広がっている。この三角州

広がっているが、測量図上では起伏に富んだ湖底地

周辺が、古代から中世にかけての要港である朝妻湊

形が広がっており、複雑な様相を呈していることが

跡に比定されている。また周辺に目を移すと、湖岸

分かる（第２図）
。

部には新庄氏の居館である朝妻城遺跡や、中世の遺

調査地周辺では、かつて中世陶器の山茶椀や鉢、

物散布地である朝妻遺跡などがあり、湖底・湖岸遺

扁行唐草文軒平瓦（第８図：参考資料②）を伴う遺

跡が集中する地域と言える（第１図）。

物群が確認され、本調査はそれら遺物の広がりを把

また、
『朝妻沖湖底遺跡』及びその沖合では、過
去に滋賀県立大学林博通研究室（当時）と京都大学

握することを目的に実施している。

防災研究所、大阪市立大学との学際的研究が行われ

で、発掘は全く行っていない。調査の初動段階では

ている。この中で、沖合約 250 ｍ、水深約 4.1 ｍの

調査対象地を絞るため、水域一帯での大局的な遺物

地点において、文政２年（1819）６月の地震で生じ

の散布状況を把握し、その後は湖底に東西 50 メー

た地すべりによって湖底に沈んだ石垣等の痕跡と考

トル×南北30メートルのグリッドを設定した上で、

えられる石材群が確認され、また湖底・湖岸部の地

ラインサーチによる悉皆的な遺物散布状況の把握を

質学的調査によっても、地すべり痕跡が確認されて

行っている。遺物位置の記録は、湖底のグリッド

いる〔林・釜井・原口 2012〕。

に従い 100 分の１スケールの散布図を作成したもの

調査はシュノーケリングによる湖底面の分布調査

と、平板測量によってグリッドそのものを記録した
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500 分の１スケールの図面を作成し、それらと周辺
地形図を合成している（第２図）。なお、第２図に
示した遺物番号は本報告の掲載番号と一致する。

⑶灰釉陶器
８は椀として図化したが、皿の可能性も残る。口
縁部付近の小片だが、白色で緻密な胎土を用い、わ

なお遺物については、中川の在学中は記録後に取

ずかに外反する口縁部付近には灰釉がつけ掛けされ

り上げを行っていたが、退学後の平成 28 年度以降
は基本的に取り上げを行わず、上述の位置記録のほ

る。東濃窯の大原２号窯式～虎渓山１号窯式期の遺
物だろう。

かに現地での遺物観察表を作成し、遺物を現地に残
した上で調査を進めている。

３．遺物について
⑴資料提示の指針

９は皿である。回転ナデ後、省略化の進んだ三日
月高台を付し、その後体部下半に回転ヘラ削り調整
を施す。直線的に伸びる口縁部付近には灰釉をつけ
掛けする。東山 72 号窯式期の遺物である。
10 は瓶類の底部である。回転ナデ後、底部は糸

本稿で扱う資料については、上述の通り調査時に

切後未調整、高台は低く張るもので、わずかに単子

取り上げを行わず、現地に残した遺物が多数存在す

葉類の葉や籾等の圧痕を認める。胎土は緻密であ

る。それらについては遺物観察表をもって報告に変

り、猿投窯の９世紀代の遺物だろう。

え、以下では第３～８図に示した遺物について取り
扱う。なお遺物の年代観については、田辺昭三〔田

⑷土師器

辺1981〕
、 森 隆〔 森1986〕
、 山 下 峰 司〔 山 下1995〕
、
山本信夫〔山本1995〕
、愛知県史編さん委員会〔同

11 ～ 15 は皿である。いずれもナデ・指オサエ調
整で仕上げられ、12 世紀中葉～ 13 世紀後葉にかけ

2012〕
、平尾政幸〔平尾2019〕
、の各論考に拠っている。

ての遺物である。

⑵須恵器

では顕著である。６B ～６C 段階の遺物だろう。

11 は内外面共に湖成鉄が付着するが、特に外面
１は杯身として図化を行ったが、蓋となる可能性

12 は見込部に外面から孔を穿つ。内面の広い範

もある。回転ナデを行い、ヘラ起こし後未調整であ

囲にスス状の黒色付着物を認めることから、灯明具

る。７世紀前葉～中葉の遺物だろう。

として用いられたものか。６C ～７A 段階の遺物だ

２は無台椀と考えられる。全体に強く摩滅する
が、底部は糸切後ナデ調整を施している。９世紀前
後の遺物だろう。
３は𤭯である。回転ナデ後、体部下半は手持ちヘ
ラ削り及び指オサエ調整を行う。７世紀前半代の遺
物だろう。
４～７は甕の体部片である。

ろう。
13 の体部中程は強いナデ調整により内湾し、そ
の後直線的に立ち上がる。５B ～６A 段階の遺物だ
ろう。
14 は体部が直線的に立ち上がり、口縁下で強い
ナデを行うことで垂直に立ち上げる。５B ～６A 段
階の遺物だろう。

４は外面に平行タタキを斜方向に重ね、内面は同

15 も体部が直線的に立ち上がり、口縁下に強い

心円当て具をナデ消すものの、完全には消えず部分

ナデを施すことで僅かに内傾させる。６B 段階前後

的に残されている。

の遺物だろう。

５は外面には平行タタキを行い、内面では同心円
当て具を用いる。
６は外面に平行タタキを行い、内面では無文当て

37 は椀型の製品の高台が剥離したものと考えら
れるが、判然としない。ヨコ方向を中心とするナデ
調整で作る。摩滅の程度はごく弱い。

具を用いるが、年輪が同心円状に浮き出ている。極
めて緻密な胎土を用いており、猿投窯で生産された

38 は土錘である。粘土塊に棒状原体を刺突した
後に成形し、引き抜いて形を作っている。外面はナ

遺物だろう。

デ・指オサエ調整で作り、器壁には黒斑を認める。

７は内外面共に非常に強く摩滅を受け、シー・グ
ラス状を呈する。当遺跡では多数の遺物が確認され

⑸瓦質土器

たが、このように顕著な摩滅を受ける遺物は非常に
少ない。

16 は羽釜である。ナデ・指オサエ調整で仕上げ
られ、外面では指オサエ痕跡が顕著である。また外
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面は良く炭素が付着するが、内面には認められな

は糸切後未調整である。扁平な高台を付し、籾圧痕

い。13 世紀前後の遺物だろう。

が確認できる。尾張型第５型式期の遺物である。

⑹貿易陶磁器

の器壁である。底部は糸切後未調整で、高台は逆三

17 は白磁碗である。口縁部から体部にかけての
小片で、口縁端部は玉縁状となる。内外面全体に釉

角形でやや強く張るものを付す。尾張型第３型式期

29 は底部から体部にかけての小片で、やや厚め

を施す。碗Ⅳ 1a 類に分類され、11 世紀後半～ 12 世
紀前半代の遺物だろう。

の遺物である。
30 は輪花山茶椀である。回転ナデ成形後、底部
は糸切後未調整、高台は断面逆三角形状を呈する。
輪花は３か所残るが、元来４か所に施されていたと

⑺中世陶器
18 ～ 21 は猿投窯又は常滑窯産の小椀及び小皿で
ある。
18はゆったりと立ち上がる体部を有する小椀で、
口縁部はわずかに外反する。高台は逆三角形状を呈
する。尾張型第３型式期の遺物である。
19 は口縁部の一部を欠くがほぼ完形である。口
縁端部はやや強いナデにより面取り風に仕上げ、底
部は糸切後に粗雑なナデを施す。内面全体に自然釉
が付着し、摩滅はほとんど見られない。尾張型第５
～６型式期の遺物だろう。
20 は底部から体部にかけての破片で、全体に強

考えられる。尾張型第３型式期の遺物である。
31 は底部糸切後のナデ調整は省略するが、器壁
は薄く、口縁はゆったりと外反し、高台は強く張る
ものを付す。また内外面共に自然釉を認める。尾張
型第３型式期の遺物である。
32は全体の８割程度が残るが、焼成はやや甘い。
底部外面は静止糸切後未調整で、外面には自然釉が
付着する。尾張型第４型式期の遺物である。
23・33 ～ 35 は鉢である。
23 は全体に強く摩滅を受ける。口縁部付近の小
片で、全体を回転ナデ調整で作る。常滑窯の１a ～
１b 型式の遺物だろう。

く摩滅する。尾張型第５～６型式期の遺物である。

33 は口縁部を上部で僅かに屈曲させて、端部は

21 は回転ナデ後、底部は糸切後粗雑なナデを行

丸く収める。底部は糸切痕ナデ調整を行い、断面逆

う。尾張型第５型式期の遺物だろう。
22・24 ～ 32 は山茶椀である。

三角形を呈する高台を張り付ける。常滑窯の４～５
型式の遺物だろう。

22 は口縁部付近の小片で、口縁端部は強い回転

34 は口縁端部をやや面取り風に仕上げる。また

ナデを施すことで僅かに外反させる。尾張型第４～

内面には濃緑色の自然釉が厚く付着する。常滑窯の

５型式期の遺物であろう。

１b ～ 3 型式の遺物だろう。

24 は底部外面に糸切後ナデ調整を施し、高台は

35 は底部から体部にかけての破片だが、器壁は

低平である。内外面とも摩滅が強く、シー・グラス

著しく厚い。底部は糸切後ナデ調整を施し、高台は

状になりつつある。尾張型第５型式期の遺物である。

逆三角形を呈する。また高台の付け根となる底部内

25はやや強く摩滅を受ける。器壁は全体に薄く、

面には棒状原体により圏線状の沈線を施す。常滑窯

底部外面は糸切後粗雑なナデを施す。高台はやや高
いものを張り付ける。尾張型第３～４型式期の遺物
だろう。
26 は底部から体部にかけての小片で、底部外面
は糸切後未調整、底部外端部には貧弱な貼り付け高
台を付し、籾圧痕が確認できる。尾張型第４～５型
式期の遺物である。
27 は底部付近の破片で、全体に摩滅の影響を強

の２型式の遺物か。
36 は瓶類である。底部から体部にかけての破片
だが、尾張産の広口瓶と考えられる。内面に湖成鉄
が付着し、外面は強く摩滅を受けることから、外面
を上にして比較的長期間水底に遺存していたことが
分かる。12 世紀代の遺物だろう。
39・40 は甕だが、後述する常滑窯の遺物群と比
べ色調が暖色味を帯びるなど差異があり、越前窯の

く受ける。底部外面は糸切後未調整で、扁平な貼り
付け高台には籾圧痕が残る。尾張型第４～５型式期

遺物の可能性もある。

の遺物である。

施す。中世前期の遺物だろう。

28 は底部から体部にかけての小片で、底部外面

39 は外面では縦方向、内面では横方向のナデを
40は底部付近の小片で、外面ではなめし皮等によ

人間文化●
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るヨコ方向のナデ調整を行う。中世前期の遺物だろ
う。
41 ～ 48 は常滑窯の甕である。
41 は外面に縦線文による押印を施すが、濃緑色
の自然釉及び降灰により全て埋没し、図示し得な
い。中世前期の遺物である。

と考えられる平瓦である。
51 は焼成が悪くやや摩滅を強く受ける。凹面に
は布目が観察でき、側面は面取りする。
53 は凹凸面共に糸切痕が残り、凹面では自然釉
が付着する。側面は面取り後にナデ調整を施す。
54 は凸面に縄タタキ痕が残る。

42 は外面に縦線と横線を交互に重ねた押印を施

55 は凹凸両面共に糸切痕が残り、特に凸面では

し、外面全体に自然釉が付着する。中世前期の遺物

顕著である。また凸面では布目が残り、側面は面取

である。

りする。

43 は外面に縦線を基調とし斜線を組み合わせた
押印を施し、外面全体に自然釉が付着する。中世前
期の遺物である。

58 は凹凸面共に糸切痕が残るが、凹面では大半
をナデ消している。側面は面取りを行う。
59は扁行唐草文軒平瓦で、尾張産の遺物である。

基調に右下に部分的な横線を配した押印を施し、全

瓦当裏面及び平瓦部凸面は横ナデにより仕上げられ
る。平瓦部凹面には粘土板を切り出した際のものと

体に自然釉が付着する。中世前期の遺物である。

考えられる横線が残る。

44 は器壁が薄く、摩滅は弱い。外面は縦線文を

45 は肩部から体部上半にかけての破片で、外面

52・57 も平瓦だが、いずれも瓦質焼成となる産

には特徴的な花文を意匠とした押印を施す。こうし
た具象性の高い意匠の大半は円形原体に刻まれるこ

地不明の遺物である。

とが多いとされるが〔安井・中野 2012〕、当資料で

代から中世の遺物である。

は板状原体を用いている。中世前期の遺物である。
46 は底部付近の破片で、胴部の内外面は横ナデ

52 は凹面に型痕、凸面に縄タタキ痕が残り、古
57 は凹面・凸面とも布目・タタキ痕等が無く、
時期不明である。

により仕上げられる。
47 は大型破片で、近接する２地点で採取された

⑼小結

遺物が接合したものである。胴部最大径 84.2 ㎝と推

このように数多くの遺物を確認することができ

定される。頸部の付け根から外方向に向かいなめし

た。特筆すべき点として、遺物の年代的偏りが挙げ

皮等によるナデを施す。押印は認められない。内面

られる。今回確認された遺物は、古いものでは７世

は摩滅をほとんど受けないのに対し、外面では強く

紀代のものを含むが、その大半は 11 世紀後半～ 13

摩滅する。このことから、外面を上に向け比較的長

世紀代にかけての資料である。またその組成も特徴

期間湖底に遺存していたことが分かる。胴部が強く

的で、山茶椀や常滑甕などの日用器種のみならず、

屈曲することから、５～６b 型式の遺物だろう。

相当量の瓦が含まれている。後述する軒平瓦の形態

48 は体部上半から肩部にかけての破片で、外面

からも、瓦類の大半は尾張産と考えられ、このこと

には縦線を基調に２本の横線を均等に配した押印を

は過去に報告されている扁行唐草文軒平瓦の事例か

施す。胴部最大径はゆったりと丸く収まる器形と考

らも明らかな様に、尾張産の製品が集約される特殊

えられることから、１b 型式の遺物だろう。

な環境があったことを強く示唆する。次節以降では
こうした状況について、若干の検討を行いたい。

⑻瓦
49・50・56 は丸瓦で、12 世紀の尾張産（猿投窯ま
たは常滑窯）と考えられる遺物である。
49 は凹面に布目が残るが、凸面にタタキ痕が見
られない。
50 は凸面にはタテ方向のナデ調整を施し、内面

４．扁行唐草文軒平瓦について
本調査で確認された扁行唐草文軒平瓦（59）につ
いては、その性格を明らかにするために窯跡出土品
との若干の比較を行いたい。
［第８図：参考資料①］
は愛知県陶磁美術館において「猿投古窯跡出土陶

には布目が残る。また端部には面取りを行う。

片一括」として所蔵されているもので（愛知県陶磁

56 は凹面に布目、凸面に縄タタキ痕が残る。

資料館学芸課 1998）、植田三七川原窯跡出土の軒平

51・53 ～ 55・58 は、上述の丸瓦と同様に尾張産

瓦（名古屋考古学会 1981）と同文と考えられる資料
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である。他の一括資料の中に、「植田三七ヶ原」と
注記のあるものもあり、本資料を推定・植田三七川
原窯跡出土品として話を進める。（59）と［参考資
料①］の瓦当文様を比較すると、細部に違いはある
が、同系統の文様であることは確かである。
［参考資料①］に近い文様は他の窯跡では類例が無
く、このことから（59）は植田三七川原窯跡を含む

通説の朝妻湊

猿投窯産と考えられる。

５．遺跡の性格について

内湖跡か
旧河道

以上の様に、本調査においては多くの遺物の発見
があった。先述の通り、遺物の大半は尾張産と考え
られる中世陶器の山茶椀や小皿、常滑甕、そして瓦

調査対象地

である。こと瓦類については、管見の限り周辺の遺
跡での積極的な利用は見いだせず、また過去に確認
された扁行唐草文軒平瓦が、愛知県の八事裏山窯及
び京都の鳥羽離宮出土資料との関連性が指摘される
ことからも〔滋賀県立大学林博通研究室編 2004〕、

第９図
推定される旧内湖と旧河道の状況
第９図
推定される旧内湖と旧河道の状況

やはり尾張方面からの物資の運送に際し、朝妻湊を

水位上昇が推定され〔中川 2017〕、この時期前後を

利用した際の荷積みの転覆や選別による廃棄、ある

境とした、河川の通水機能低下や後背湿地への水の

いは湊に係る遺物包含層からの地すべり等による流

流入による小内湖の成立も十分に想定される。

出などの可能性を検討すべきであろう。

こうした視点から、太田氏の検討成果を基とし

ところで、朝妻湊については、先述の通り天野川

て、昭和 23 年の航空写真で確認できる地割の乱れ

河口の三角州付近が周知の埋蔵文化財包蔵地として

から、旧内湖及び旧河道を推定復元したものが第９

比定されているものの、実際の位置は定かではな

図である。ここからも、太田氏の指摘する通り天野

い。こうした中、太田浩司氏は明治初年の『朝妻筑

川は現在より南流し、旧河道はその東側で膨れ内湖

摩村地券取調縮図（米原市蔵）』及び明治 26 年測図

状を呈していることが確認できる。また加えて指摘

地形図を基に旧地形を検討し、現在の天野川流路か

したい点として、内湖から流出する河道は本調査対

ら 200 ～ 300 ｍ南に旧河道が記されており、条里制

象地へと延び、おそらくは現在の朝妻樋門付近を河

が施工された 10 世紀以降、川が現在より南を流れ

口として琵琶湖へと接続している。

ていたことを指摘している。またこのことから、現

以上のことから、本調査で確認された遺物の性質

在の天野川河口部には当時の朝妻湊を比定すること

については、天野川旧流路に形成された小内湖を中

は困難であるとし、明治期の地図から推定できる旧

心とする、古代末～中世前期の朝妻湊に係るものと

河道の内陸側の膨らみがかつて小規模な内湖を形成

推定されよう。調査地が湊においてどのような位置

しており、そうした地形や河川の河口部、そして河

付けにあったのかは現在のところ明らかにし得ない

川そのものが湊であった可能性を指摘している〔太

が、先述の通り、荷積みの転覆や選別による廃棄、

田 2018〕
。こうした湊の立地については、例えば近

あるいは湊に伴う遺物法含層からの地すべりによる

江俊秀氏がラグーンを始めとした自然地形の特性を
活かした湊が古代から中世にかけて全国的に見られ

流出など、様々な理由でもたらされた遺物が混在し

たと推定する様に〔近江 2020〕、琵琶湖沿岸部にお

ている可能性が高く、今後検討を進めていきたい。

いても一般的なものであったと考えられている。特
に今回の調査で確認された遺物は 11 世紀後半～ 13

おわりに

世紀代のものを中心とするが、当時の琵琶湖では

いて若干の考察を行った。紙幅の都合から概略的な

12 世紀中葉～ 13 世紀代にかけて 0.4 ～ 0.5 ｍ程度の

話に終始せざるを得なかったが、
『朝妻沖湖底遺跡』

以上の様に、調査成果の報告と、遺跡の成因につ
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が近江、そして日本の流通史を検討する上でも非常
に魅力的なフィールドの１つであることを提示でき
たのではないかと思う。
ところで最後に、論旨からは離れるが、当遺跡が

館所蔵品図録Ⅱ』愛知県陶磁資料館
・滋賀県立大学林博通研究室編 2004『尚江千軒遺
跡

琵琶湖湖底遺跡の調査・研究』滋賀県立大学

人間文化学部

林博通研究室

遠浅で比較的安全性の高い内水面に位置するという
ことが、他に得難い水中考古学の学びの場であるこ

・愛知県史編さん委員会2012『愛知県史 別編 窯業
３ 中世・近世 常滑系』愛知県史編さん委員会

とを指摘しておきたい。日本において水中考古学分

・林博通・釜井俊孝・原口強 2012『地震で沈んだ

野は未だ発展途上ではあるが、近年では文化庁が中
心となる水中遺跡調査検討委員会において『水中
遺跡保護の在り方について（報告）』が示されてい
る〔水中遺跡調査検討委員会・文化庁 2017〕。この
中で、今後の水中遺跡の保護については、地方公共

湖底の村

琵琶湖湖底遺跡を科学する』サンライ

ズ出版
・安井俊則・中野晴久 2012「第１節
『愛知県史

別編

窯業３

押印・刻文」

中世・近世

常滑系』

愛知県史編さん委員会

団体が対応の主体となることが示されている。一方

・中川永 2017「琵琶湖水位変動に関する考古学的

で現実的な問題として、水中遺跡の調査経験や能力

研究─古代末から中世における様相─」『物質文

を有する職員の乏しさが課題と言える。こうした中

化』97

物質文化研究会

で、当遺跡の様に①強い潮流が無く、②遠浅の水域

・水中遺跡調査検討委員会・文化庁 2017『水中遺

でスキューバダイビングの技術を必須とせず、③危
険な生物もいない環境というのは、水中遺跡として

跡保護の在り方について（報告）
』
・太田浩司 2018『湖の城・舟・湊 琵琶湖が創っ

は最も安全管理がし易く、水中遺跡調査の初歩的な
技術を学ぶ場としてこれ以上無いフィールドと言え
る。あくまで筆者の見解だが、水に恐怖心がなく、
25 ｍプールを問題無く遊泳できる程度の能力があ
れば、基礎的な分布調査は問題なく行えると考えて

た近江の歴史』サンライズ出版
・平尾政幸 2019
「土師器再考」
『洛史』研究紀要
12 号

公益財団法人

第

京都市埋蔵文化財研究所

・近江俊秀 2020『海から読み解く日本古代史

太

平洋の海上交通』朝日新聞出版

いる。一般的に、
「スキューバダイビングが必要で
ハードルが高い」と思われがちな水中遺跡調査だ

図の出典

が、このような環境を上手く活用しながら、研究者

・第１図：滋賀県教育委員会 2017『滋賀県遺跡地図』

の裾野が広がっていくことを願ってやまない。

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

より引用

し加筆して作成
調査参加者（順不同・敬称略）
大西遼・島田章広・白子昌樹・谷口哲也・中川永・
中北達也・藤井雅大・堀寛之・渡辺樹

・第２図：
〔滋賀県立大学林博通研究室編 2004〕 よ
り引用し加筆して作成
・第８図：〔遺物番号 59〕〔参考資料①〕の三次元
図化については、井上隼多（愛知県陶磁美術館学
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・山下峰司 1995「灰釉陶器・山茶碗」中世土器研
究会編『概説 中世の土器・陶磁器』真陽社
・山本信夫 1995「中世前期の貿易陶磁器」中世土
器研究会編『概説

中世の土器・陶磁器』真陽社

・愛知県陶磁資料館学芸課 1998『愛知県陶磁資料
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・第９図：国土地理院空中写真【彦根東部（1948年）
】
を基に、
〔太田 2018〕を参照し加筆して作成。

遺物観察表

種別
須恵器
須恵器
須恵器
須恵器
須恵器
中世陶器
中世陶器
中世陶器
中世陶器
中世陶器
中世陶器
中世陶器
中世陶器
中世陶器
中世陶器
中世陶器
中世陶器
中世陶器
中世陶器
中世陶器
中世陶器
中世陶器
中世陶器
中世陶器
土師器
瓦
瓦
瓦
陶器

器種
杯身
甕
甕
甕
甕
山茶椀
山茶椀
山茶椀
山茶椀
山茶椀
山茶椀
山茶椀
甕
甕
甕
甕
甕
甕
甕
甕
甕
甕
甕
瓶または壺
皿
丸瓦
平瓦
軒桟瓦
壺または甕

部位
口縁部
体部
体部
体部
頸部
口縁部
底部
底部
底部
底部
底部
底部
体部
体部
体部
体部
体部
体部
体部
体部
体部
体部
体部
体部
口縁部
端部無し
端部無し
瓦当
体部

※遺物番号は、第２図上の番号に一致する。

No.
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

産地
－
－
－
－
－
猿投窯または常滑窯
猿投窯または常滑窯
猿投窯または常滑窯
猿投窯または常滑窯
猿投窯または常滑窯
猿投窯または常滑窯
常滑窯か
常滑窯
常滑窯
常滑窯
常滑窯
常滑窯
常滑窯
常滑甕
常滑窯
常滑窯
常滑窯
常滑窯
猿投窯または常滑窯
－
不明
不明
－
不明

遺物観察表（調査後に取り上げを行わず、現地に残した遺物）

年代
7～8世紀
7～8世紀
7～9世紀
7～9世紀
7～9世紀
11世紀末～12世紀中葉
12世紀
12世紀中葉
12～13世紀
12世紀中葉～13世紀初頭
12世紀中葉～13世紀初頭
12世紀末～13世紀前葉
12～13世紀
12～13世紀
12～13世紀
12～13世紀
12～13世紀
12～13世紀
12～13世紀
12～13世紀
12～13世紀
12～13世紀
12～13世紀
12～13世紀
12～13世紀
不明
－
19世紀
－

備考
－
外面平行タタキ痕・内面同心円当具痕
外面平行タタキ痕・内面同心円当具痕
外面平行タタキ痕・内面同心円当具痕
－
尾張型第3～4型式
尾張型第3型式
尾張型第4型式
尾張型第4～5型式
尾張型第4～5型式
尾張型第4～5型式
尾張型第5型式
外面に押印（平行線）あり、薄手
薄手
薄手
外面に押印（平行線）あり、薄手
外面に押印（格子）あり、薄手
－
外面に押印（長方形格子）
薄手
外面に押印（格子）
薄手
薄手
白瓷系陶器
内湾して丸くおさめる口縁
内外面布目・タタキ痕等無し
内外面布目・タタキ痕無し、厚手（厚2.3㎜）
流文
鉄釉・内面に火襷あり

『朝妻沖湖底遺跡』の調査成果と基礎的検討
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『朝妻沖湖底遺跡』の調査成果と基礎的検討

調査地遠景（東から撮影）

１．須恵器

15．土師器

16．瓦質土器

羽釡

19．中世陶器

小皿

30．中世陶器

輪花山茶椀

17．白磁

皿

碗

25．中世陶器
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山茶椀

杯身

『朝妻沖湖底遺跡』の調査成果と基礎的検討

32. 中世陶器

山茶碗

33．中世陶器

鉢

35. 中世陶器

鉢

39．中世陶器

甕（越前窯か）

45. 中世陶器

甕（常滑窯）

47．中世陶器

甕（常滑窯）

50. 中世陶器

丸瓦

59．中世陶器

軒平瓦
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学生は“コロナ禍”におけるオンデマンド型
講義の教材をどのように活用したのか
─ 2020 年度「心理学基礎」の受講者データ分析に基づく事例報告
後藤

崇志

滋賀県立大学人間文化学部人間関係学科

Abstract

（1983 年開学）のように、通信制の教育課程をおく

Since the beginning of 2020, many universities

教育機関もコロナ禍以前から存在している。しかし

have begun providing distance-learning courses

ながら、コロナ禍における遠隔授業は、本来であれ

in response to the spread of COVID-19. Although

ば対面授業を想定し、必ずしも遠隔授業を受けるつ

some universities have provided distance learning courses in the past, this is an unprecedented

もりではなかった学生が受講しているという点で、

situation wherein students who do not necessarily

ロナ禍における遠隔授業において、学習者は教材を

prefer it are now forced to take them. This paper
reports on the results of the data analysis of how

どのように活用し、学習を進めるのかは、従来の教
授・学習の様子から単純に想像できるようなものと

university students utilized the on-demand lecture

も限らない。本稿では、2020 年度前期において著

materials provided in the 2020AY“Basic Psychol-

者が行った授業で実際に受講生から得られたデータ

ogy”course. Later, I discuss how faculties need

の分析を行い、コロナ禍のオンデマンド型の遠隔授

to utilize the on-demand lecture materials in their

業において、教材はどのように活用されたのかを検

courses.

討する。その上で、今後、遠隔授業を提供する際に

問題

これら従来の遠隔授業とは大きく異なっている。コ

考慮すべき点について、学習者に対する見方や、教
員の役割を中心に考察する。

2019 年末より発生した新型コロナウイルス感染

ICT 機器を用いた教育や遠隔授業は、技術の発

症（COVID-19）の感染拡大という未曾有の事態（以

展と教授・学習観の歴史的な変化の 2 つを大きな土

降は通称である「コロナ禍」と表現する）により、

台として進歩を進めている（例えば、山内 , 2010; 平

世界中で多くの社会機能について感染拡大対策の対

岡 , 2018）
。1960 年代、70 年代には B. F. Skinner に

応を余儀なくされている。大学教育もその一つであ

代表される行動主義的学習観を元に、学習目標をス

り、2020 年度の上半期多くの大学において、従来
のように学生が講義室に集まって授業を対面で受け

モールステップに分割し、学習者の到達度に合わせ

ることを避け、主に情報通信技術（ICT）機器やオ

材が開発された。1980 年代以降は、J. Piaget など

ンラインツールを用いた遠隔授業が行われるように

の影響を受けて、学習者を能動的に知識を構築する

なった（文部科学省，2020）。遠隔授業は、コロナ禍
における感染拡大の対策として、人が集まれなくな

者と捉える認知的学習観が支持されるようになり、

る中、本来であれば教育機関で受けられるはずだっ

ゲーム的要素を含んだ双方向インタラクティブ教材

た教育機会を確保するための一つの手段として、世

など、多様な教育機器を用いて学習を進めることを

界 的 に 用 い ら れ る よ う に な っ て い る（Marinoni,

意図したマルチメディア教材が開発されるように
なった。さらに 1990 年代以降、インターネットな

van’
t Land, & Jensen, 2020）。

て問題が出題されるようなコンピュータ支援学習教

ビデオやレーザーディスクのような視聴覚教材や、

ICT 機器を用いた教育や遠隔授業自体はコロナ

どコンピュータ通信が身近なものになると、学習者

禍になって初めて行われるようになったものではな

同士が情報を集めたり議論を行ったりしながら学習

い。後述のように、教育工学や教育心理学の領域で

を進めることができるコンピュータ支援協同学習教

は、ICT の発展と教授・学習観の歴史的な変化に応

材が見られるようになる。この背景には、学習者は

じて、様々な手法が開発されてきている。その中に

道具や他者社会との相互作用の中で知識を構築する

は、全ての教授・学習課程をインターネット上で実

とする社会構築主義的な学習観が支持を集めるよう

現するような取り組みも存在する。また、放送大学

になったことも影響している。さらに 2000 年代以
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降、大容量のデータ通信や SNS、掲示板等を通し

廃したことにより過去には考えられなかったような

たコミュニケーションが手軽に行えるようになった

膨大な受講生を獲得できた一方で、全ての教材を活

ことで、オープンコースウェアや大規模公開オンラ

用して十分な成績を納め、修了に至る割合は非常に

イン講座（MOOC）など、無償で教材等のリソース

少ないことを例えた比喩的表現である。こうした現

を公開し、ネットワーク上に教授・学習の場を作り
出すようなサービスも生まれてきている。

象は MOOC の黎明期から見られており、Harvard
University と MIT が最初に提供した MOOC の受

このように、過去にも ICT を活用した教授・学

講者データを報告した Ho et al.（2014）では、最初

習手法は多く開発されており、これらの手法の中に

の 2 年間の受講者は累計 80 万人を超えるほど膨大な

はコロナ禍における遠隔授業を行う上で参考になる

一方で、修了率は 5% 程度であったことが報告され

ものもある。例えば、2012 年頃から注目を集める

ている。時空間的な制約が撤廃されたことで自由に

ようになった MOOC は、オンデマンド形式の遠隔

受講できるようになった一方で、こうした形態は多

授業の基本的な要素を備えた構造を持つ。MOOC

くの受講者にとって継続的な受講が困難なものだっ

は、インターネット上で講義ビデオを視聴したり、

たと考えられる。また、MOOC の受講者には経済

問題・課題に取り組んだり、掲示板上で受講者同士

的に豊かな地域の人が多いことや、こうした地域

あるいは講師と交流したりすることで、誰もが場所

の人々の修了率が経済的に豊かでない地域の人の

や時間を問わず、学びを進めることを可能とする形

修了率に比べて高いということも、MOOC へ寄せ

態の講義である。アメリカ発の edX や Coursera（い

られていた期待感の低下に繋がっている（Reich, &
Ruipérez-Valiente, 2019）
。

ずれも 2012 年設立）の他、日本語の MOOC を配信
する JMOOC（2014 年設立）など、多様なプラット

コロナ禍において行われた遠隔授業と MOOC と

フォームから、世界中の大学や企業が MOOC を配
信している。MOOC は単に教材をオンラインで配

には構造上の類似点もあるが、授業が正課として行

信しているだけではなく、従来の教育機関で行われ

禍の遠隔授業は正課であるということから修了率

てきた対面形式の授業（以降、対面授業とする）と

が MOOC ほど小さくなるとは考えにくい。しかし

同様に、シラバスを持ち、複数週に渡って受講する

正課か否かという授業提供の違いは、受講生の動機

ことを想定して教材が体系化されている。MOOC

づけに質的な違いをもたらすとも考えられる。一般

の受講生は、授業を受けるために必ずしも同じ時

に、正課外で行われる教育（インフォーマル教育）

間・同じ場所に集まる必要はない。自宅や wi-fi の

は、学習者が自分の意思で参加するか否かを決定す

繋がる公共施設などから個別に教材にアクセスし、

ることができるため、好奇心や熟達志向など内発的

学習を進めていくことが想定されており、コロナ禍

な要因によって動機づけられやすい傾向にある。

における遠隔授業と類似した構造を持った教育環境

こうした傾向は MOOC においても例外でなく、出

であると言える。

身地域など受講生の背景による違いもあるが、一

われているか否かという点で大きく異なる。コロナ

それでは、MOOC を参考にしさえすれば遠隔授

般的に MOOC の受講者は内発的に動機づけられて

業はうまくいくかといえば、必ずしもそうとは限

いる傾向が高いことが報告されている（e.g., Goto &

らない。MOOC は学習の個別最適化と時空間的な

Taguchi, 2018）
。一方で、正課の教育（フォーマル

制約からの解放により、既存の教授・学習の形を

教育）では、強く内発的に動機づけられている学習

変える革新的な存在となるのではないかと期待さ

者もいるが、義務感などから外発的に動機づけられ

れていた（Selwyn, Bulfin, & Pangrazio, 2015）。し

ている学習者もおり、個人差が大きい傾向にある。

かし数年のうちに、大きな期待を抱くような過熱
した報道は少なくなり、MOOC の教育・研究上の

一般に、内発的に動機づけられた学習者は、外発的
に動機づけられた学習者に比べて好ましい学業達成

意義や位置付けについて批判的な論調が増えてき

に至りやすいことが知られている。正課の中に位置

た（Kavanovic et al., 2015）。こうした批判的な論調
の増えた背景のひとつには、「参加の漏斗（Funnel

づけられていることは継続した受講を促すような構
造ではあるが、同時に見られる動機づけの質的な違

of participation: Clow, 2013）」と呼ばれる現象があ

いが授業への取り組みに作用することも考えられる。

る。参加の漏斗とは、MOOC が時空間の制約を撤

本稿では、コロナ禍における遠隔授業において、
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教材がどのように活用されたのかについて、学生の

フリクトの解決に向けた予備的なモデルの形成）、

動機づけにも注目しながら検討する。2021 年１月

内化（知識の獲得によるモデルの更新）、外化（モデ

８日以降、日本国内の一部の地域には再び緊急事態

ルの利用・活用）、批評（モデルの評価）、統制（モ

宣言が発出され、遠隔授業に移行している教育機関

デルの修正や学習方法の改善）の６つのステップか

も少なくない。今後も即座に収束する見通しはつい
ていないことから、学習者が意図せざる形で遠隔授

ら記述している。探究的学習は、内化により新たに
獲得した情報をもとに自らの知識構造を再構成し、

業を受けるという状況において、学習者が教材をど

外化により再構成された知識を活用して現象につい

のように活用して学習を進めていたのかを知るにす

て理解・議論したり問題を解決したりするというサ

ることは、コロナ禍において教育機会を提供し続け

イクルを回すものと捉えられる。このように学習を

るために必要な視点であると考えられる。

内化と外化に注目して捉える視点は、アクティブ
ラーニングや主体的な学習に関する議論の中でも用

授業の設計

いられている（溝上，2014）
。Engeström（1994）で

本稿で報告するのは、滋賀県立大学人間文化学部

は、学習ステップを促すために教育者が用いる教授

において学部共通科目として 2020 年度前期に開講

機能として、準備、動機づけ、方向づけ、新しい知

された心理学基礎の事例である。心理学基礎は基本

識の伝達と精緻化、体系化、実践化、応用、批評、

的には知識伝達に重きをおいた一斉講義形式の授業

評価と統制の９つの機能が概念化されている。教育

である。心理学基礎はシラバスにおいて授業の到達
目標を「
（1）人の思考や行動、社会生活などを支え

者による新しい知識の伝達と精緻化、体系化、実践
化によって学習者の内化が促され、実践化と応用に

る心の仕組みの基礎について理解を深める。（2）人

よって外化が促されると想定されている。

の心の仕組みを明らかにし、社会に活かそうとする

これを踏まえ、2020 年度の心理学基礎は、図１

科学的なアプローチについて理解を深める。」と定

のような授業設計を行った。心理学の知見、および

義している。心理学が明らかにしてきた心の仕組み

心理学の研究法についての知見を獲得すること（内

についての知見と、心理学の研究上の方法論につい

化）と、これらの知見を用いて人間行動や社会現象

て基礎的な知識を身につけることが目標として設定
された講義授業である。

について解釈することや、「心理学」のものとして

遠隔授業を設計するにあたっては、Engeström,

化）を学習活動の主軸とした。これらの学習活動を

Y. による探究的学習の理論に基づき、どのような

促すため、講義動画や授業資料、教科書によって

教材を提供するかを検討した。Engeström（1994）

日常生活と結びつける形でテーマを提示し（動機づ

は学習者が能動的に学習に関与する探究的学習のプ

け、方向づけ）
、知識を伝達した（新しい知識の伝

ロセスを、動機づけ（既有知識と直面する問題・情

達と精緻化、体系化、実践化）。学生間の通信環境

報との間の認知的コンフリクト）、方向づけ（コン

の多様性に配慮し、授業動画内にて口頭で行ってい

図１
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語られるトピックについて批判的に捉えること（外

2020 年度「心理学基礎」の授業設計

学生は“コロナ禍”におけるオンデマンド型講義の教材をどのように活用したのか

表１
2020
年度「心理学基礎」の開講スケジュールと提供された教材一覧
表
1. 2020
年度「心理学基礎」の開講スケジュールと提供された教材一覧
授業回

テーマ

配信日

締切日

授業動画

書き起こし

本数

累計時間(秒)

（文字数）

1

心理学とは

5 月 13 日

5 月 15 日

3

1369

6451

2

感覚・知覚

5 月 20 日

5 月 22 日

2

1249

8881

3

学習

5 月 27 日

5 月 29 日

2

1532

8881

4

記憶・思考

6月3日

6月5日

3

1718

10256

5

動機づけ

6 月 10 日

6 月 12 日

2

1466

8402

6

言語

6 月 17 日

6 月 19 日

2

1902

9930

7

感情

6 月 24 日

6 月 26 日

2

1518

9323

8

人格

7月1日1

7月3日1

2

1178

6642

9

神経・生理

7月1日1

7月3日1

1

808

4691

10

集団・社会

7月8日

7 月 10 日

2

1196

7061

11

発達

7 月 15 日

1

2

1466

8892

12

進化

7 月 15 日 1

7 月 17 日 1

1

1078

6372

13

心理臨床

7 月 22 日

7 月 24 日

1

1

1200

7401

14

教育

7 月 22 日 1

7 月 24 日 1

1

1371

8169

7 月 22 日

7 月 31 日

15

まとめ

2

1

1

7 月 17 日

注
1. 元々は
15 回授業の予定だったが、遠隔授業が１ヶ月程度遅れて開始されたため、2
注１
元々は15回授業の予定だったが、遠隔授業が１ヶ月程度遅れて開始されたため、２回
分の授業内容を配信した週がある。
回分の授業内容を配信した週がある。
注２
第15回はレポート課題の説明のみであった。
注
2. 第
15 回はレポート課題の説明のみであった。

る説明は全て文書ファイルに書き起こし、動画とと

学基礎は、83 名の学生が受講していた。受講生の

もに配信を行った。また、学習者が自身の知識を整

うち、64 名から研究目的でのデータ提供が得られ

理し、理解を振り返るために、選択肢形式の理解

た。なお、授業中には、第１回の授業配信に合わせ

チェック課題を設けた。加えて、学習者自身が獲得

て授業前調査（回収数 62）を、第７回の授業配信に

した知識を用いて、身の回りの物事や関心のある
トピックについて解釈する記述形式の課題を課し

合わせて中間調査（回収数 64）を、最終回のフィー
ドバック配信に合わせて授業後調査（回収数 48）を

た（実践化、応用）
。授業後には、原則として翌週

実施した。それぞれの調査で尋ねた内容は、以下の

の教材の配信時に、学習者から提出された課題へ

結果と合わせて報告する。

のフィードバックや質問への回答を行った（批評・
統制）
。従来、心理学基礎は金曜日３限（13:10 〜

各授業回の受講に費やした時間

14:40）に開講されていたことから、遠隔授業におい

各授業回の受講に要した時間がどのくらいだったか

ても同時間帯に受講して課題を提出することを想定

を選択肢で回答してもらった。回答の比率は図２に

して、授業の教材は水曜日の夕方に配信し、金曜日

示した通りであり、およそ６割程度の学生は、対面

の 14:50（４限の開始時刻）を理解チェック・課題の
提出締切として設定した。授業全体は、シラバスに

12

授業後調査にて、

授業の授業時間である１時間 30 分前後と回答して
いた。１時間未満と回答した学生（12.5%）よりも、

従って 14 のテーマについて以上の教授・学習プロ

２時間以上と回答した学生（25.0%）の方が多かった

セスを繰り返した後、最終課題を課すという構造に

ことから、多くの学生にとっては対面授業と同程度

なっていた（表１）。

の学習時間が確保されていたと推測できる。また、
３時間以上と回答した学生は 2.1% と少なかったこ

受講者データの分析
受講者と分析対象者の基本情報

とから、大半の学生にとっては授業の配信情報は過
2020 年度の心理

剰な負担とはなっていなかったと推測できる。
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図２

受講に要した時間の回答比率（n ＝ 48）

図 2. 受講に費やした時間の回答比率(n = 48)

図３

授業回ごとの課題提出のタイミング（n ＝ 63）

図 3. 授業回ごとの課題提出のタイミングの比率(n = 63)
注：第９回・第12回・第14回は１週間に２回分の授業内容を配信しており、それ

ぞれ第８回・第11回・第13回とまとめて課されていたために、独自の提出の
注：第 9 回・第
12 回・第 14 回は 1 週間に 2 回分の授業内容を配信しており、それぞれ第
タイミングは求められていない。

８回・第 11 回・第 13 回とまとめて課されていたために、独自の提出のタイミングは求め
られていない。
課題提出のタイミング

教材を配信した後、学生が

いつ授業に取り組んでいたのかを推測するため、
課題が提出締切（金曜日の 14:50）よりどのくらい早
く提出されていたのか（以降、提出締切までの猶予
時間とする）を検討した。学生ごとに提出締切まで
の猶予時間の平均を求めて要約したところ、平均
は 700.81 分（およそ 11 時間 40 分、SD =606.64）、中
央値は 474.66 分（およそ７時間 54 分）であった。お
よそ半数程度の学生は締切日の朝までに提出してお
り、残りの学生は締切日当日に提出していたと推測
できる。授業回ごとの大まかな傾向を把握できるよ
う、受講生を提出のタイミングごとに授業中（締切
当日の 13:10 から 14:50）、当日（締切当日の 9:00 から
13:10）、早期（教材配信から締切当日の 9:00）、およ
び未提出に分類して、その比率を図３に示している
（web 付録１も参照）。
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教材の活用状況

各教材の活用状況として、各授業

回の動画、スライド配布資料、書き起こし文書、
フィードバック資料のユニークユーザーのアクセ
ス人数、および理解チェックと課題の提出数を図４
に示した。理解チェックと課題は成績評価の要件
となっていたこともあり、第１回から最終回に至る
まで、提出数はほとんど低下していなかった。動画
はユニークユーザーのアクセス人数の割合が比較的
多いものの、第１回（75.9%）から第 14 回（61.4%）に
かけて少しずつ減少していた。スライド配布資料、
フィードバック資料については、第２回、第３回ま
ではアクセス人数の割合も多いものの、回を経るに
つれて 25% 程度にまで減少していた。書き起こし
文書は第２回時点でも 41.0% であり、直後にアクセ
ス人数の割合は減少しているが、全体的におよそ
25% 前後で推移していた。

14
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図４
注：動画のアクセス人数は Youtube

教材の活用状況

図 4. 教材の活用状況
studio のアナリティクスより、スライド配布資料・書き起こ

し文書・フィードバックは
OneDrive
より、アクセス数を求めている。第９回・第12回・第14
注：動画のアクセス人数は
Youtube
studio
のアナリティクスより、スライド配布資料・書
回は１週間に２回分の授業内容を配信しており、それぞれ第８回・第11回・第13回とまとめて

き起こし文書・フィードバックは
OneDrive より、アクセス数を求めている。第 9 回・第
課されていたために、独自の提出率は求められていない。
12 回・第 14 回は 1 週間に 2 回分の授業内容を配信しており、それぞれ第８回・第 11 回・
教材への取り組み
中間調査と授業後調査にて、
いは見られなかった。授業動画（書き起こし資料）
第 13 回とまとめて課されていたために、独自の提出率は求められていない。
教材への取り組み方について尋ねた。オンデマン

と教科書とで取り組み方に違いが見られたかを比較

ド形式の遠隔授業では、対面授業と異なり、授業

すると、授業動画は教科書と比べて、スキップした

動画についても、教科書等の他の教材と同様に繰
り返し閲覧したり、逆に飛ばして閲覧したりする

学生が少なく、繰り返し視聴（閲覧）した学生が多

ことができる（田口・後藤・毛利 , 2019）。授業動画

にはできるだけ正解しようと努力した学生が多い一

（あるいは、書き起こし資料）と教科書について、

方で、記述式の課題については提出すればいいとい

わかっている内容は飛ばして視聴した（読んだ）
（以

う気分で仕上げた学生や、納得いくまで取り組んだ

降、スキップとする）、わからない内容があったら

わけではない学生も一定の割合見られた。なお、授

その部分を繰り返し視聴した（読んだ）
（以降、繰り

業後調査では、理解チェックの問題を解く際に、授

返しとする）
、過去の授業の内容を復習するために

業資料や教科書などを見ながら解いたかを尋ねてい

視聴した（読んだ）
（以降、復習とする）という３種

た。
「いつも授業資料や教科書などを見ずに解いた」

類の取り組みについて尋ねた。また、合わせて、理

が 12.5%、
「ときどき、授業資料や教科書などを見

解チェックと課題への取り組みについても、「理解

ながら解いた」が 33.3%、「いつも授業資料や教科

チェックでは、できるだけ多くの問題に正解してよ

書などを見ながら解いた」が 54.2% であり、多くの

い点をとろうと努力した」（以降、理解チェック努

学習者は授業資料や教科書を見ながら解いたと報告

力とする）、「課題はただ提出すればいいという気

していた。

い傾向にあった。また、選択肢形式の理解チェック

分で仕上げることが多かった」（以降、課題提出志
向とする）、「課題は納得いくまで取り組んだ」（以

動機づけ・個人差との関連

降、課題納得志向とする）の３項目を尋ねた。図５

習に関わる個人差が、遠隔授業への取り組み方とど

は中間調査と授業後調査ごとに、各項目の回答比率

のように関連しているかを検討した。授業前調査に

を示したものである。いずれの項目においても中間

て、受講者の動機づけに関わる個人差として、達成

調査と授業後調査との間には回答傾向にほとんど違

目標と自己効力の測定を行った。動機づけを支える

16

学習者の動機づけや学
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課題納得志向

課題提出志向

理解チェック努力

教科書復習

動画復習

教科書繰り返し

動画繰り返し

教科書スキップ

動画スキップ

0%

10%

30%

中間

53.1%

授業後

52.1%

中間
授業後

6.3%

授業後

6.3%

10.4%

4.2%

31.3%

32.8%

授業後

33.3%
1.6%
3.1%

授業後 4.2%

25.0%
20.8%

7.8%
14.6%
3.1%

21.9%
25.0%

1.6%

12.5%

23.4%

15.6%

25.0%

4.2%
2.1%
3.1%
8.3%

12.5%
48.4%

58.3%
40.6%

14.6%

10.4%

9.4%

4.7%

12.5%

4.2%

32.8%
39.6%

23.4%

授業後 2.1% 8.3%
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22.9%

27.1%

29.2%

1.6%
3.1%

9.4%

39.1%

中間 1.6% 10.9%

4.2%
2.1%

35.9%

20.8%

2.1%
2.1%

4.7%
1.6%

16.7%

46.9%

授業後 2.1% 10.4%

8.3%
14.1%

31.3%

12.5%

中間

16.7%

25.0%

100%

1.6%
4.7% 3.1%

42.2%

26.6%

35.4%

90%

12.5%

21.9%

14.6%

18.8%

授業後

80%

18.8%

31.3%

34.4%

中間

70%

26.6%

8.3%

中間

中間

60%

42.2%

4.7% 6.3%

授業後

50%

25.0%

37.5%

中間

中間

40%

31.3%

25.0%
28.1%

37.5%

18.8%

54.2%

全くあてはまらない

あてはまらない

あまりあてはまらない

少しあてはまる

あてはまる

非常によくあてはまる

図５
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教材への取り組みに関する設問の回答比率（中間 n =64、授業後 n =48）

6.3%
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認知過程は、価値と期待の概念への注目から進展

への取り組み方については、中間調査と授業後調査と

してきたものと整理することができる（後藤 , 2018;

で相関関係がほぼ一貫しているものに着目すると、特

2019）。達成目標は学習者が学習のどの側面に価値

性 SC と課題納得志向との間に正の相関関係が見られ
た（中間 r = .28, p < .05; 授業後 r = .27, p < .10）
。授業後

を置き、目標を設定しているかの個人差を捉える概
念である。本研究では、田中・藤田（2003）の作成
した達成目標尺度を、田口他（2019）が表現を修正
したものを用いた。達成目標尺度は３分類モデルに
基づいており、知識・能力を身につけ、熟達するこ
とを目指すマスタリー目標、達成により周囲より知

調査では有意ではなかったものの、自己効力と課題提
出志向との間には負の相関関係が見られた（中間 r =
-.30, p < .05; 授業後 r = -.23, p = .12）
。

考察

識・能力を持っていることを誇示しようとするパ

本稿の目的は、コロナ禍における遠隔授業におい

フォーマンス接近目標、失敗により周囲より知識・

て、教材はどのように活用されたのかについて、学

能力がないことが露呈するのを避けようとするパ

生の動機づけにも注目しながら検討することであっ

フォーマンス回避目標の３下位尺度から構成され

た。まず受講に費やした時間に注目すると、学生の

る。自己効力は、代表的な期待概念の一つであり、

多くは、1 時間以上の時間をかけて受講していた。

学習者が学習に効果的な手段や方略をとることがで

オンデマンド型の遠隔授業では、学生が課題に取り

きそうかという期待の反映された概念である。本研

組み、教員が授業後にフィードバックを行うことが

究では伊藤・神藤（2003）の尺度を用いて自己効力
を測定した。

授業成立の要件として含まれている。
「心理学基礎」
の授業動画の平均時間は1360.80秒（SD = 274.75）
（な

また、授業前調査では、学習に関わる個人差と

お、書き起こし資料の平均文字数は7953.70文字（SD

して、学習者の特性セルフコントロール（以後、特

= 1572.77、文字数には図や表の分量は含まない）
）

性 SC とする）の測定も行った。セルフコントロー

であったが、理解チェック・課題への取り組みや、

ルとは、２つ以上の対立する動機づけの葛藤が経験

教科書等や前回のフィードバック等の資料の確認に

されている中で、即時的・衝動的・具体的な動機づ

も時間がかかった結果、授業を対面実施した場合と

けではなく、目標追求のような長期的・規範的・抽

同程度の時間をかけて受講することになっていたと

象的な動機づけを追求しようとする心理プロセスで

推測できる。

ある（後藤 , 2020）。特性セルフコントロールは、目

学生はいつ、どのように教材を活用しながら受講

標達成に向けた好ましい習慣を身につけている程度

を進めていたのだろうか。課題提出のタイミングに

を反映した個人差と考えられており、学業達成との

注目すると、学生は必ずしも授業の割り当てられて

相関も示されている（de Ridder, Lensvelt-Mulders,

いた金曜日３限の時間帯に受講していたとは限らな

Finkenauer, Stok, & Baumeister, 2012）。本研究で

いことが明らかになった。どの回でも、およそ半数

は、尾崎・後藤・小林・沓澤（2016）による日本語

程度の学生は、教材が提供された後、課題締切日の

版の短縮版特性セルフコントロール尺度により、個

朝までの間に課題を提出していた。この結果をポジ

人差の測定を行った。

ティブに解釈するならば、オンデマンド型の遠隔授

学習者の動機づけや学習に関わる個人差が、遠隔授

業となったことにより、授業を決められた時間に決

業での教材の活用とどのように関連していたかを検討

められた場所で受講しなければならないという時空

すべく、相関分析を行った。相関分析の結果の全体は

間的な制約から解放されたため、学習者は自分の

紙幅の都合により省略し、本稿では特徴的な結果のみ

ペースで、受講しやすいタイミングに受講できるよ

報告する（web 付録２も参照）
。受講に費やした時間に
ついては、マスタリー目標（Spearman’
s ρ = .26, p <

うになったと見ることもできる。また、教材の活用
状況に注目した分析からは、一般的な対面授業と同

.05）
、特性 SC（Spearman’
s ρ = .29, p < .05）との間に

じ情報提供形式である授業動画を必ずしも全ての受

有意な正の相関関係が見られた。また、課題提出のタ
イミングに注目すると、当日の朝9:00までに提出した

講者が使っていたわけではないことが示された。利
用者の重複を分析できないために推測になってしま

早期提出の回数については、マスタリー目標との間に
有意な負の相関関係が見られた（r = -.30, p < .05）
。教材

うが、受講生の中にはスライド配布資料・書き起こ
し文書のみを利用していた者も一定割合おり、受講
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者は自分の理解・学習に適した教材を選択的に利用

強く取り組むことができる授業形態であったと言え

しながら受講を進めていたと考えられる。授業への

る。一方で、必ずしも全ての学習者がこうした動機

取り組みに関する調査への回答からも、動画や教科

づけや特性を持っているとは限らず、中には教材を

書に難しいところがあれば繰り返し視聴していた

十分に活用できなかったり、成績のために効率化し

（読んでいた）学生は多く、理解チェックや課題に
対しても努力して取り組んでいたことがうかがえる。

た形で受講していたりする学習者もいたと考えられ
る。

一方で、MOOC において参加の漏斗現象を起こ

以上の結果を踏まえ、オンデマンド型の遠隔授業

したのと同様に、オンデマンド型の遠隔授業におい

を効果的に展開するためには、学習者は自身の持つ

ても時空間的制約からの解放に起因する課題が見ら

目標に従って、教材を複線的に活用しながら、効率

れる。例えば、教材の活用状況に着目すると、どの

的に学習できるように調整しうるとする視点が必要

教材も授業回を追うごとに利用率（提出率）は低下

だと考えられる。心理学、教育学の分野では 1980

する傾向にあった。特に理解チェックや課題の提出

年代より、学習のプロセスに対して、動機づけ、メ

率の低下は、授業回が進む中で受講を放棄した学生

タ認知、行動の諸側面において積極的に関与する過

が存在することを示唆する。対面授業においても受

程をさす自己調整学習という概念が注目されてきた

講を放棄する学生は存在するため、比較を行わない

（Zimmerman, 1986）
。自己調整学習は幅広い年代

限りは遠隔授業の課題とは言い切れないが、受講を

において、主体的な学習を理解するための枠組とし

放棄する背景に遠隔授業に特有の要因がないかは考
慮する必要があるだろう。また、教材の活用状況の

て扱われてきた（例えば、畑野 , 2010; 伊藤・神藤 ,
2003）
。しかし、実際には学習者は学業達成のみを

推移からは、成績の要件としての位置付けが弱かっ

目標として設定するとは限らず、「楽しい」などの

たフィードバック資料のアクセス率の低下傾向が大

好ましい感情状態を維持したいという目標をも追求

きく、全体として 50% を下回っていた。教授・学

している（Boekaerts, 2011）
。学業面の目標よりも

習機能でいうところの批評・統制に、多くの学生が

好ましい感情状態の維持に関する目標が優勢である

取り組んでいなかったことを示唆している。また、

場合に、学業面のタスクを効率的にこなすように自

学習への取り組みに関する調査の結果からは、動画

己調整する学習者がいることも考えられる。このよ

や教科書のわかっているところを飛ばして視聴した

うな、いわば効率志向的な自己調整のプロセスは、

（読んだ）学習者や、とりあえず提出すれば良いと

遠隔授業に限らず、従来から学習者に生じていた可

いう姿勢で課題に取り組んでいた学習者も少なくな

能性もある。オンデマンド型の遠隔授業は、学習プ

いことが読み取れる。学習者は必ずしも教員が想定

ロセスを教員側が時間やタスクで区切って管理・統

していた形で教材を活用するとは限らず、受講を進

制する要素が少ないため、こうした学習者の目標設

める中で自身の時間配分や成績取得のために効率化

定や自己調整プロセスの多様性が実際の取り組みに

した形で教材を利用するようになっていると推測さ

顕在化しやすいのかもしれない。

れる。

また、遠隔授業の中で、教員はどのような役割を

学習者の動機づけや特性に注目した分析からも、

果たすことが求められるのだろうか。平岡（2018）

以上の論を支持する結果が得られている。理解・熟

は、ICT やメディアといった多様なツールを活用

達志向的な動機づけであるマスタリー目標の高い学

した教育が進展していく中で、教育者の役割は知識

習者は、必ずしも課題を早期に提出しようとはして

や情報を提供するということだけでなく、学習者が

いなかった。また、学習遂行への期待である自己効

教材を活用して学習するのを支援するというデザイ

力が高い学習者ほど課題をただ提出すればいいもの
とは思っておらず、学業などの目標達成に好ましい

ナーあるいはコンシェルジュとしての役割も求めら
れるようになっていると論じている。こうした教員

習慣を持つ特性 SC の高い学習者ほど課題に納得い

の役割の転換は対面授業においても同様に生じうる

くまで取り組んでいる傾向にあった。オンデマンド
型の遠隔授業は、理解・熟達志向的で、達成の期待

ものではある。遠隔授業では時空間的な制約や、授
業内学習と授業外学習という枠から解放されること

が高く、目標達成の習慣を持つ学習者にとっては、

で、学習者の裁量によって学習を進めることができ

自分のペースで十分に理解し、納得がいくまで粘り

る自由度が向上するため、平岡（2018）の指摘する
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ようなデザイナー・コンシェルジュとしての役割が
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東部内モンゴルにおける近代貿易
都市の形成─鄭家屯を事例に─
烏尼爾（ウニル）
人間文化学研究科地域文化学専攻

はじめに

「旅蒙商」はモンゴル人民を搾取した漢人資本であ

清代において、モンゴル人は旗という狭い空間に

ると糾弾されてきた。こうした流れは民主化以後の

綴じ込められ、漢人行商人─「旅蒙商」の貿易行為

モンゴル国においても変わっていない 3。しかし、

を受ける存在であったとみられてきた。この種の貿

中国では経済発展にともなって「旅蒙商」に対する

易活動の中で、モンゴル人は漢人「旅蒙商」から一

再評価の動きが現れた。つまり、「旅蒙商」はモン

方的な価格を押しつけられ、公正な取引とは到底い

ゴル草原を経由し、ロシアや中央アジアに通じる

えない状況におかれていた。モンゴルにおけるこの

「草原シルクロード」の主役であったというもので

ような「不平等」貿易の背景には、モンゴル人自ら

ある。この再評価のもとで近年、「旅蒙商」に関す

が市場取引に参加することが少なかったほか、モン

る档案史料は多く整理された 4。しかし、「旅蒙商」

ゴル地域の物産が畜産品に偏っていたという側面も

をめぐるこれらの研究のいずれにも貿易活動の一方

ある。しかし、清末頃になると、内モンゴル東部や

であるモンゴル人については搾取されてきた受身的

南部地域を中心に定住と農耕化が進み、モンゴル人

な存在としか表現されておらず、近年の「草原シル

が生産する物産も多様化した。それにともなって、

クロード」研究においては、その搾取されてきた側

「旅蒙商」に頼っていたモンゴル人は自らの物産を

面すら無視され、逆に搾取してきたはずの「旅蒙

直接市場に持ち込んで売却し、生活必需品を購入す

商」たちが礼賛されるようになった。また、烏雲格

るという新たな貿易形態が生まれた。

日勒（2005）に代表される近代内モンゴルの都市形

清代外藩モンゴルの境界は万里の長城と柳条辺牆 1

成に関する研究においても、貿易都市の形成とモン

であったが、漢人の入植にともなってその境界線は

ゴル人の関わりについてあまり言及されていない。

北移し、特に清代中期以後になるとその境界として

日露戦争以後、日本は満蒙における経済的利権を

の存在意義はほぼなくなった。二十世紀初頭頃にな

獲得し、満鉄（1906）の設立を通して、植民活動を

ると、内モンゴル東部の肥沃な河川流域のほとんど

具体化した。さらに、
「対華 21 ヵ條要求」
（1915）に

が開墾され、生活空間を失ったモンゴル人は旗内奥

よって、日本は東部内モンゴルにおける利権を獲得

地へ移住し、定住と農耕化へ移行した。その頃、モ

し、経済的進出をはかった。この時期から日本は満

ンゴル人と漢人居住地帯の境界に沿って鉄道が敷か
れ、開墾と入植の結果として形成された新たな蒙漢

鉄、関東都督府など関係機関を通して、東部内モン
ゴルに対する綿密な調査を行い、日本語による詳細

接触地帯が形づくられた。この境界地帯に以前から

な記録を残した。本稿はこうした二十世紀初頭に書

存在していたモンゴル物産の取引市場は近代的な交

かれた日本語の調査資料を中心に東部内モンゴルの

通手段を背景に急成長し、モンゴル貿易の玄関口と

重要な貿易都市である鄭家屯の形成過程を考察する。

して定着した。本稿は、こうした近代モンゴル貿易
の重要な拠点として一早く成長した鄭家屯の形成過

一、蒙地の一部である鄭家屯の開墾

程を明らかにするものである。現在、鄭家屯は吉林

清代の鄭家屯地域はジリム盟ホルチン左翼中旗の

省双遼市の市政府所在地となっており、吉林省、遼

領地であった。『蒙古遊牧記』によると、清朝初期

寧省、内モンゴル自治区三省区の接壤地帯に位置す

のホルチン左翼中旗は東西遼河を跨がり、東はゴル

る（
［図１］を参照）。

ロス（郭爾羅斯）前旗、南はホルチン左翼後旗、西

近現代におけるモンゴル貿易研究の多くは「旅蒙

はナイマン（奈曼）旗、北はウジムチン（烏珠穆沁）

商」に関わるものである。中国における「旅蒙商」

左翼旗、東南は柳条辺牆、西南はホルチン左翼前旗

の研究は主に二つの内容に分類され、一つは、
「旅蒙

にそれぞれ隣接していた 5。ホルチン左翼中旗への

商」はモンゴル人民を搾取してきたとする社会主義

漢人の流入に関する最も早期の記録は、乾隆四十

時代の階級闘争のイデオロギーによるものである 2。

（1784）年の盛京将軍の上奏文であり 6、およそこの

一方、社会主義国家モンゴル人民共和国においても

時期から漢人が柳条辺牆を越え、本旗の東南地域に
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［図１］鄭家屯の位置

入って開墾した。

料によると、嘉慶初（1796）年頃、鄭家屯西部の砂

ま た、 嘉 慶（1796 － 1820）年 代 か ら 王 公 の 私 的

地は西遼河まで伸び、人家はまばらで、地名も様々

招墾により、多くの漢人がホルチン左翼中旗へ流

であったが、この辺は「労三達冷」10 と呼ばれてい

入し、光緒三（1877）年になると当旗には懐徳、奉

たという。そこに、10 戸ばかりの一小村があり、

化など複数の県が設置され、旗の管轄から離脱す

「鄭」という姓の漢人が客店を経営し、一帯を行来

ることになった。その後、漢人の増加にともなっ

する人々や狩猟をするモンゴル人に食宿の便宜を与

て、漢人とモンゴル人が取引を行う貿易拠点が必

え、「鄭爺」と尊称されていた。それがやがて鄭家

要となり、咸豊初（1851）年に本旗ジャサクのダル

屯として広く知られるようになったという 11。現在

ハン（darqan/ 達爾罕）王は鄭家屯一帯の土地を払
い下げ 7、続いて同治元（1862）年に領主であるウン

漢人居住地域となっている双遼市の地方史資料には
とりわけ鄭家屯の最初の住民は「鄭」という姓の漢

ドゥル（�nd�r/ 温都爾）王一族も鄭家屯付近の土地

人であったと強調している。

を払い下げた 8。鄭家屯一帯はホルチン左翼中旗と

一方、日本語の資料においては、「鄭家屯ハ科爾

ホルチン左翼後旗の接触地帯に位置し、光緒二十五

沁部左翼中旗和碩達爾罕親王旗下ノ地ニシテ温都兒

（1899）年にホルチン左翼後旗は自らの領地であっ

郡王ノ所領ナリ六、七十年前当地ノ未タ開放セラ

た鄭家屯以南の土地を払い下げたことにより、鄭

レサル時ハ牛馬ハ主ニ法庫門ニ於テ取引セラレタ

家屯周辺はひとつづきの開墾地となった。それを

リ当時蒙古人チョンエー（或ハ正月ニ作ル）ナル者

受け、光緒二十八（1902）年六月に鄭家屯を中心と

此地ニ客店ヲ設ケ旅客ヲ宿泊セシメタリシ」と記

する遼源州が設置された。民国二（1913）年になる

し 12、また、別の資料では「此地ハ東部内蒙古科爾

と、遼源州は遼源県と改称され、さらに満洲国時代

沁部中旗和碩達爾（罕）親王ノ旗地ニシテ温都魯王

には奉天省に属し、1940 年に双山県と統合されて

ノ所領ナリ元来蒙古人ノ放牧地ナリシカ今ヲ去ル約

双遼県となった。双遼県は戦後に吉林省に属し、幾

百二三十年前初メテ満漢人ノ移住シタルモノアリ同

度の行政再編を経て 1996 年に双遼市 9 となり、現在

治初年即チ今ヲ去ルコト約五十余年前蒙古人「チョ

に至っている。

ンエー」ト云ヘル者旅店ヲ設備シ牛馬市ヲ開始セシ」

鄭家屯は多民族が接触する境界地帯に加え、中国

13

と記述している。二十世紀初頭に書かれたこれら

や日本の植民統治にさらされた複雑な歴史をもつ地

の資料は、日本の東部内モンゴルにおける経済的進

域でもある。現在、鄭家屯にモンゴル人はほとんど

出が強化されていた時期と重なる。やがて日本は鄭

居住しておらず、住民の多くは入植してきた漢人の

家屯を東部内モンゴル進出の拠点と位置付け、この

子孫である。戦後に出された地元双遼市の地方史資

地域に一早く進出して主導権を握っていた漢人の地
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位を否定する必要性から、鄭家屯の最初の住民はモ

家屯に集められ、主に法庫門（120 ㎞）、営口（380

ンゴル人であると強調したものと考えられる。

㎞）、奉天（200 ㎞）、四平街（98 ㎞）などのところに

このように、鄭家屯で最初に旅店を始めた開拓

移出されていた 17。市場形成の初期において、牛馬

者─「鄭」という人物が漢人なのか、モンゴル人な

など大型牲畜は目的地まで駆って行くが、その他の

のかという点をめぐって主張が異なっている。しか

物産については馬車などで運ばれていた。鄭家屯か

し、戦前期はいうまでもなく、戦後から現在に至る

らこれらの地域までの道路は平坦であり、馬車輸送

まで鄭家屯は付近のモンゴル人にとってなお重要な

は主に冬季に集中していた。

貿易拠点であり続けている。
遼河水運の開通

二、鄭家屯における貿易拠点の形成

遼河水系の上流にあたるシラムレン（Siram�ren /

モンゴル人が営む牧畜業の中で、牛と馬など大

西拉沐倫）河は大興安嶺の南端に位置する現在の内

型家畜は役畜として農耕地域にもその需要性は高

モンゴル自治区へシクテン（keSigten / 克什克騰）旗

く、従来からモンゴル貿易の主な品目であった。東
部内モンゴル産の牛馬は主に柳条辺牆の辺門の一つ

より源を発し、ローハ（louq-a / 老哈）河と合流して
西遼河となる。西遼河はその支流にあたる新開河 18

であった法庫門を経由して東北各地へ取引されて

と鄭家屯付近で合流し、さらに約 15km 下った三江

いたが、柳条辺牆の境界としての役割の弱体化につ

口 19 で東遼河と合して渤海に注ぐのである。
［図２］

れて、法庫門までの交通の便と地理的な優位性を

で示したように、鄭家屯はこの遼河水運をつかって

もつ鄭家屯は徐々に牛馬市場として位置付けられ

海に出る交通の要衝に位置するのである。

た。まず、東部内モンゴルの主な地方から鄭家屯ま

遼河水運の終点である営口港 20 は満蒙物資の重要

での距離をみると、ダルハン王府 まで約 175 ㎞、

な出入口であった。ほとんどの物資はこの「満蒙交

博王府 15 まで約 80 ㎞、ビント王府 16 まで約 225 ㎞、

界地方ニ於ケル唯一ノ大動脈」21 である遼河の水運

開魯まで約 210 ㎞、洮南まで約 265 ㎞離れている。

に頼っており、毎年概ね４月上旬より 10 月下旬に

東部内モンゴルの物産はこれらの地域を経由して鄭

わたる約７ヶ月間の非結氷期間が利用されていた。

14
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［図２］水陸交通の要衝に位置する鄭家屯
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しかし、二十世紀初頭において鄭家屯にはまだ埠頭

洮鉄道（四平−洮南）であり、四平街と鄭家屯間（四

がなく、下流の三江口が光緒三十二（1906）年に埠

鄭線、1917）
、鄭家屯と通遼間（鄭通線、1922）
、鄭

頭として開放され、鄭家屯の桟店 はそこに支店を

家屯と洮南間（鄭洮線、1923）などの三部分に分け

設け、水運を利用して貿易を行っていた。

て建設された。四鄭線が開通されると、元々発達し

宣統二（1909）年に、ダルハン王は直接鄭家屯ま
で達する舟航を許可し、遂に鄭家屯までの水運が始

ていた水運に近代的な輸送手段である鉄道が加わ
り、交通の要衝におかれた鄭家屯は急激に発展して

まった。水運の開通によって、鄭家屯に出回る貨物

いった。四洮鉄道全線の開通にともなって、それま

は激増し、開放当時の来航船は年間 700 隻にすぎな

で東部内モンゴル貿易を独占してきた鄭家屯の前線

かったが、1913 年になると約 2100 隻まで増加し、

基地としての従来の役割は通遼と洮南まで伸び、鄭

水運が物流の主役となったことがうかがえる 23。遼

家屯は農産物の集散地および重要な中継市場として

河の水運はまさに春と夏の雨による陸路交通の不便

成熟していった。

22

を補うことになり、鄭家屯までの物流は季節に左右

このように、鄭家屯は地勢や交通の優位および

されず水陸両運の長短を補完しながら発達していっ

開墾拡大によって人口も激増した。1876 年にはわ

た。しかし、遼河水運には元々船舶の難破、貨物の

ずか 30 余戸であったが、1889 年には約 200 余戸、

浸水および長期の航行日数など不利な点があったこ

1915 年には約 2500 戸まで増え 27、さらに 1925 年に

とに加え、四鄭鉄道の開通によって水運は徐々に衰

は 11000 余戸に達し 28、一小村落から徐々に東部内

退した。

モンゴルの重要な貿易玄関口として成長した。

鉄道の開設

三、鄭家屯とモンゴル人

周知のように、二十世紀初頭の満蒙地域は日、

近代以後、漢人居住地帯と隣接する東部内モンゴ

露、中三ヶ国の勢力がぶつかり合う国際的な舞台で

ル地域で多くの貿易拠点がつくられた。ジョスト

あった。1896 年に露清銀行と清朝の間に結ばれた

盟、ジョオド盟、ジリム盟など内モンゴル東部三盟

「中東鉄道の敷設と操業に関する契約」により中東

の南部地域には西から東に向かって葉柏寿、朝陽、

鉄道が建設され、1903 年に開通した。東清、東支、

バガ・フリェー（小庫倫）、鄭家屯、洮南などの貿

北満鉄道とも呼ばれる中東鉄道は、現在の内モンゴ

易拠点が蒙地を取り囲む形で形成した（
［図２］を参

ル自治区の満州里市から黒龍江省の綏芬河市まで続

照）。そのうち、鄭家屯はホルチン左翼三旗、洮南

く本線とハルビンから旅順へ続く支線から成り立っ

はホルチン右翼三旗の東北地域への玄関口としてそ

ている。しかし、1905 年に日本は日露戦争の勝利

れぞれ形成したが、とりわけ二十世紀初頭におい

によって長春以南の鉄道の権益を獲得し、翌年に満

て、鄭家屯はこれらの貿易拠点の中でも中心的な存

鉄を設立した。満鉄は大連を中心とする運送システ

在であった。

ムを確立し、その勢力も日々拡大して東部内モンゴ

モンゴル人居住地域を取り囲むように形成された

ル地域へ浸透するようになった。その中で、「古来

これらの貿易拠点の主役は「旅蒙商」であり、彼ら

満州地方より蒙古に入るの咽喉」24 と位置付けられ

はこうした貿易拠点に店舗を構え、中国本土からモ

ていた鄭家屯は必然的に日本の東部内モンゴルへ勢

ンゴル人が必要とされる各種の日用雑貨を仕入れ、

力を拡大する一大拠点となった。

モンゴル各地に売り歩いた。その代金として回収し

1910 年 11 月に満鉄は鉄嶺貨物員を鄭家屯に派遣

たモンゴル地域の物産をこれらの拠点に集め、中国

し、東部内モンゴルの農産物の集散地である鄭家屯

本土に移出していた。しかし、十九世紀の中頃から

から満鉄線に向かって農産物を搬入するための実態
調査を行った。続いて、1912 年 10 月に満鉄は鄭家

上記三盟を中心に定住と農耕化が進み、人口が密集
して定住拠点が増えるなど遊牧が盛んに行われてい

屯にあった「万豊源」という一商家に事務所を設け

た地域と異なる状況が生じた。こうした定住拠点の

て活動を展開した 25。1913 年になると、日本と中華
民国政府の間に「満蒙鉄道借款修築に関する交換

増加は漢人行商人に交通上の便宜を与えたといえる
が、売り手と買い手の両者にはそれまでにない変化

文」が取り交わされ、日本は「満蒙五鉄道」26 の利

をもたらした。つまり、モンゴル人の生業は単なる

権を獲得した。そのうち、最初に敷設されたのは四

牧畜から半農半牧へと移行し、多様な物産を産出す
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［表１］鄭家屯に来集する主な牲畜および畜産物（万頭 / 枚 / 斤）

年

種類

1911年

牛

馬

羊

驢

騾

豚

牛皮

馬皮

羊皮

豹皮

狐皮

狼皮

羊毛

豚毛

1.5

1.5

0.9

-

-

1.5

0.95

0.3

1.6

-

-

-

-

-

1912年

1.6

1.2

1.2

-

-

1.5

0.8

0.28

1.5

-

-

-

1.4

-

1913年

2.2

1.4

2.5

0.05

0.02

1.5

1.5

0.4

3

0.12

0.03

0.008

5

3

出典：南満州鉄道株式会社総務部事務局調査課（1914）と関東都督府民政部（1915）をもとに作成。

るようになった半面、牧草地の狭小化により貿易拠

ている。

点付近に居住するモンゴル人の畜産物が減少するこ
ととなった。これにより、モンゴル人の畜産物を目

「資料①」

当てに高い利益をあげてきた「旅蒙商」たちは貿易

……鄭家屯ニ来集スル全牲畜ノ大半ハ此方法ニ依

拠点付近のモンゴル人から利益をあげ難くなり、そ

ル而シテ近距離地方ノ者ハ随時少数ノ家畜ヲ齎ラ

の活動範囲を牧畜が盛んに行われているモンゴル奥

シ所要ノ日用品ト交換スルカ故ニ間断ナキ輸入ヲ

地へ拡大して行かざるをえなくなった。その一方、

為セトモ其遠隔地方ノ者ニ在リテハ数人若クハ一

定住と半農半牧へ移行したモンゴル人には農産物が

地方ノモノ協同シテ多数ノ群畜ヲ水草ニ任セ放養

増え、伝統的な「旅蒙商」の取引対象とされないこ
とにより、モンゴル人は自ら近隣の貿易市場に持ち

露宿シツツ駆リ来ルヲ常トス其来集期ハ年一、二
回ニ過キサルモ大口ナリトス……29

込まざるをえなくなった。これは、鄭家屯のような
一早く形成したモンゴル貿易の拠点にも新たな役割
をもたらした。

ここで注目すべきは、鄭家屯市場の近隣地域に居
住するモンゴル人は必要とする日用品を常時鄭家屯
市場で調達することになっており、それが自らの物

鄭家屯市場におけるモンゴル人の主な売却品

産を鄭家屯市場で直接売却する行為と連動していた

ホルチン左翼中旗における度重なる開墾を経て、

という点である。また、市場より遠距離に居住する

モンゴル人は開放地から逃れて旗の奥地へ移住し

モンゴル人も回数は少ないものの、鄭家屯市場への

た。四洮鉄道の開通によって、鄭家屯－洮南をつな

アクセスを試みるようになっていた。つまり、東部

ぐ鉄道線の東側にモンゴル人コミュニティーはほと

内モンゴルでは長きにわたってモンゴル貿易の主役

んどなくなり、鉄道の西側に村落を形成して密集す

を担ってきた漢人商人の代わりにモンゴル人が自ら

るようになった。したがって、四洮鉄道は事実上モ

の物産を市場に持ち込んで直接売却するようになっ

ンゴル人と漢人世界の境界線－満蒙境界線として定

たのである。

着した。鄭家屯はまさにこの境界線上に位置する重

［表１］は、1911 － 1913 年にわたる三年間の鄭家

要な貿易拠点であり、その発展もモンゴル貿易を背

屯市場に来集した畜産品の一覧である。まず、モン

景としたものである。

ゴル人の基礎家畜である羊の取引量が牛と馬よりも

定住と農耕化によるモンゴル物産の多様化は、

少ないという点が興味深い。大型家畜である牛と馬

「旅蒙商」の取引に頼ってきたモンゴル人を自ら市

はウジムチンなど牧畜が盛んに行われている奥地か

場へ売却品を持ち込むようにした。この時期、モン

ら駆ってくるが、羊など小型家畜は近隣地域でしか

ゴル人が市場に売却していた物産は大きく二つに分

調達できない。しかし、農耕化が進んだ鄭家屯付近

類される。一つは、モンゴル人の伝統的な畜産品で
ある。定住と農耕化への移行につれて、東部内モン

のモンゴル人居住地域では大型家畜はいうまでもな
く、羊など小型家畜も著しく減少していった。さら

ゴルの牧畜業は衰退していたとはいえ、二十世紀の

に、鄭家屯市場における豚と豚毛の売却量も一定規

初頭頃にはなお一定規模の牧畜業が営まれていた。

模を維持していたことは近隣のモンゴル人の農耕化

これらの畜産品を鄭家屯市場へ運搬する担い手の大

と無関係とはいえない。

半はモンゴル人自身であり、その次に「旅蒙商」お
よびモンゴル奥地に古くから拠点を構えていた漢人

モンゴル人が鄭家屯市場で売却するもう一つの重

商人や鄭家屯にある桟店の仕入れ行為などである。

要な物産は農産物である。東部内モンゴルでは人口

モンゴル人が自ら市場まで牲畜を運搬し売却してい

の増加と牧草地の狭小化により、家畜頭数が減少

た状況について満鉄の調査資料では次のように記し

し、「旅蒙商」たちは農産物を擁するようになった
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［表２］鄭家屯に来集する主な農産物
［表 2］ （万石）
鄭家屯に来集する主な農産物（万石）

年

1907 年

1908 年

1909 年

1910 年

1911 年

1912 年

1913 年

8.7

9.2

9.8

12.3

4.4

18

14.5

穀類
高梁
大豆

6

6.4

6.8

7.2

2.3

8

7.5

吉豆

0.28

0.24

0.27

0.3

0.2

0.8

0.65

小豆

0.27

0.3

0.36

0.42

0.23

1.4

0.4

大麻子

0.4

0.42

0.48

0.52

0.42

3

1.8

小麻子

0.47

0.44

0.52

0.56

0.46

1.8

1.5

蕎麦

0.78

0.82

0.88

0.93

0.78

1

0.8

小麦

0.5

0.43

0.56

0.58

0.48

0.8

0.8

粟

-

-

-

-

-

2.5

2.2

玉蜀黍

-

-

-

-

-

2.3

1.9

胡麻

-

-

-

-

-

0.3

-

粳米

-

-

-

-

-

0.05

0.05

瓜子

-

-

-

-

-

2

1.6

糜子

-

-

-

-

-

1.5

1.3

元豆

-

-

-

-

-

8

-

大麦

-

-

-

-

-

0.25

0.45

芝麻

-

-

-

-

-

0.3

0.11

出典：南満州鉄道株式会社総務部事務局調査課（1914）と関東都督府民政部（1915）をもとに作成。

農耕モンゴル人から従来のような高い利益を期待で

りの市場で積極的に売却するようになった様子が詳

きなくなった。なぜなら「農産物は重量品にして其

細に記録されている。貿易市場に近いほど売却行為

の運送には多額の費用を要するを以て、最も近距離

が頻繁に行われ、モンゴル人はかつてないほど市場

を採り交通の便ある処に搬出するを常」30 とするか

の恩恵を受けるようになった。これは逆に、モンゴ

らである。農産物をめぐって市場とかかわるモンゴ
ル人について資料では以下のように記している。

ル人の穀物栽培に対する意欲を高め、農耕化への移
行に拍車をかけたといえよう。
［表２］でまとめられている通り、鄭家屯市場にお

「資料②」

いてモンゴル人が売却する農産物の量と種類は年と

……開放地附近ニ於ケル蒙古人ハ荒地ヲ開拓シテ

共に増加していった。注目すべきは、売却する穀物

高梁粟稗等ヲ耕作スルモノ次第ニ増加シテ近年ニ

のうち、半数以上が豆類や大麻子、小麻子、瓜子

至リテハ其ノ産額モ亦尠カラス而シテ彼等蒙古農

兒 32 などの経済作物であり、短期間でその売却量が

民ハ収穫後牛車又ハ馬車ヲ以テ附近ノ市場ニ搬出

数倍に膨らんでいった点である。その中でも特に瓜

シ売却シテ布匹、酒、煙草、塩、豆素麺、豆油其

子兒については、東部内モンゴルの半乾燥砂漠地帯

他砂糖、石油、燐寸等ノ日用雑貨ヲ購入シテ帰路

がその最大の生産地であり、「日常支那人ノ茶受ケ

ニ就クヲ常トス開放地ニ在ル市場ニ近キ蒙古人ハ

トシテ廣ク用ヰラレ其需要極メテ大ナリ」33 といわ

最寄ノ市場ニ出テテ其ノ需要ヲ充ス……31

れるように、瓜子兒は中国本土へ移出される重要な
経済作物の一つであった 34。その他の売却穀物につ

1920年代に書かれたこの資料では、農耕化によっ

いては、売り手であるモンゴル人の自家用食糧の余

てモンゴル人は農地を開拓し、高梁（ulaGan SiSi）、

剰部分だと見做されてきたところもあるが 35、むし

粟（narimu）
、稗（monGul amu）などの農産物を栽培

ろモンゴル人が売却目的で積極的に増産してきたこ

するようになり、収穫後に牛車や馬車に載せ、最寄

とも考えられる。つまり、鄭家屯のような市場の近
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［表３］モンゴル人の主な購入品

① 食料品

小麦粉、馬鈴薯、食塩、砂糖、粉條子、調味料

② 嗜好品

酒、紅茶、磚茶、煙草、嗅煙草、菓子

③ 衣服、装身具

上着、下着、靴、帽子、羊皮外套、耳輪、指環、腕環、洋線

④ 生活用品

碗、杓、包丁、水桶、卓、敷物、縄、湯沸かし、石鹸、洋蠟、石油

⑤ 仏器

仏像、燭台、供物碗、経典、珠子、仏壇用布、儀礼用布

⑥ 馬具

鞍、手綱、馬絆子、大鞭

⑦ 農具

犂丈など大小農具の鉄製部分、牛馬車用具など

出典：南満州鉄道株式会社庶務部調査課
（1927）と外務省通商局（1923）により作成。
出典：南満州鉄道株式会社庶務部調査課（1927）と外務省通商局（1923）により作成。

① 食料品

小麦粉、馬鈴薯、食塩、砂糖、粉條子、調味料

② 嗜好品
隣に居住するモンゴル人の生産活動は貿易市場にお
③ 衣服、装身具

酒、紅茶、磚茶、煙草、嗅煙草、菓子
具や仏器など伝統的な購入品以外に、農耕化生活に
上着、下着、靴、帽子、羊皮外套、耳輪、指環、腕環、洋線

ける商品化と密接に連動するようになったといえる。
④ 生活用品

必要である農具も近隣市場で調達していた。嗜好品
碗、杓、包丁、水桶、卓、敷物、縄、湯沸かし、石鹸、洋蠟、石油
の中でも酒、茶、煙草、嗅煙草などはモンゴル人が
仏像、燭台、供物碗、経典、珠子、仏壇用布、儀礼用布

⑤ 仏器
鄭家屯市場におけるモンゴル人の主な購入品
⑥ 馬具
周知のように、モンゴル人は古くから積極的な消費
⑦ 農具

従来から消費してきた大口商品であるが、定住と農
鞍、手綱、馬絆子、大鞭
耕化以後もその需要は変わっていない。例えば、
犂丈など大小農具の鉄製部分、牛馬車用具など
者であった。モンゴル帝国から清朝の支配下に入るま
ヨースブヘイ村のモンゴル人は「節會、結婚、誕生
出典：南満州鉄道株式会社庶務部調査課（1927）と外務省通商局（1923）により作成。
で、モンゴル人は定住民への戦争や掠奪を通して、そ
等に鄭家屯邊から仕入れて来た白酒（高梁酒）を飲
の消費欲を満たしていたとみられがちだが、安定的な

用し、大いに気焔を挙げ」37 ていたようである。ま

市場を通して消費需要を満たしてきた歴史もあった。

た、この時期には洋蝋、洋線、石油などの外国製品

その多くはモンゴル人のガバナンスのもとで自ら主導

も近隣市場で購入していた。

権をとって行われていた貿易である。しかし、清朝の
類別
支配下に入った後、広い空間で活動していたモンゴル
食料品
人は「盟旗制度」によって旗という狭い空間に閉じ込
嗜好品
められ、その消費活動も受け身的な状態におかれたの

［表４］は東部内モンゴルにおけるモンゴル人の
金額（元）
一年間の日用雑貨の消費額を試算したものである。
367 万
［表４］の根拠となった
1927 年の満鉄調査資料で
343 万
は、東部内モンゴルの「遊牧及び半牧半農を生業と

である。そこで登場したのは「旅蒙商」である。上述
衣服、装身具
したように、
「旅蒙商」は中国本土からモンゴル人が
生活用品

する蒙古人」の戸数は約
84000 あまりであり、一戸
764 万
あたりの人口を４人とし、年間消費総額は約
2000
307 万

必要とする日用雑貨を遥々モンゴルの奥地まで運び、
仏器
モンゴル人に売り渡していた。
馬具

38
万元に達すると試算されている
。
53 万

東部内モンゴルにおいて、多様な物産を生産する
合計
ようになったモンゴル人は、売却と購入の両方を行

209 万

［表４］1927 年の東部内モンゴルにおける 1 ヵ年間の消費高（試算）

2043 万

類別

金額（元）

う市場の担い手となった。前掲「資料②」で示して

食料品

367 万

いるように、貿易市場付近のモンゴル人は、秋の収
穫後に自らの農産物を牛車や馬車に載せ、市場に直

嗜好品

343 万

衣服、装身具

764 万

接持ち込んで売却し、その代金をもって必要とす

生活用品

307 万

る「布匹、酒、煙草、塩、豆素麺、豆油其他砂糖、

仏器

53 万

石油、燐寸」
（波線）などの日用雑貨を直接購入し、

馬具

209 万

合計

2043 万

持ち帰っていた。1936 年に鄭家屯の北西約 20km 離
れたところに位置する農耕モンゴル人村落－ヨース
ブヘイ（腰四不奎）で行われた調査では、当該村落 9
のモンゴル人が生産品の売却から日用品の購入まで
鄭家屯市場と密接に関わっていたことが示されてい
る 36。

出典：南満州鉄道株式会社庶務部調査課（1927）をもとに作成。

おわりに
本稿は東部内モンゴルの貿易玄関口である鄭家屯

［表３］は東部内モンゴルの主要な貿易市場にお

市場の形成過程を取り上げたものである。現在吉林

けるモンゴル人の主な購入品である。そのうち、馬

省双遼市の市政府所在地にあたる鄭家屯は元々モン

9
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ゴル旗の牧草地であったが、モンゴル物産の移出に
適した交通の要衝に位置することによって事実上満
蒙境界線上の重要な貿易拠点として成長した。本稿

省統治へ』明石書店、2012 年
鉄路総局『四平街斎斎哈爾哈爾濱間鉄路案内』、
1934 年

は鄭家屯市場とモンゴル人のかかわりに焦点を当

平野蕃「蒙古人の農業」『満鉄調査月報』第 18 巻第

て、定住と農耕化の中で生じたモンゴル人と貿易市
場との新たな関係を考察した。

4 号（通巻第 199 号）
、1938 年 4 月
ボルジギン ブレンサイン『近現代におけるモンゴ

清代において、遊牧を営むモンゴル人は漢人行商

ル人農耕村落社会の形成』風間書房、2003 年

人との受動的な貿易関係に甘んじてきたが、定住

満州事情案内所『遼河』
、1935 年

と農耕化による生業の多様化が彼らの市場参加を

南満州鉄道株式会社庶務部調査課『南満州鉄道株式

促し、貿易活動をめぐる新たな局面を迎えた。それ
は、モンゴル人が自らの生産物を近隣の市場へ直接
売却し、生活必需品を直接市場で購入するというそ
れまでにない市場参加であり、長きにわたる物々交
換や市場との間接的なかかわりから直接的な参与へ
移行したことを意味するものである。

会社第二次十年史』
、1928 年
南満州鉄道株式会社庶務部調査課『東蒙に於ける撥
子』
、1925 年
南満州鉄道株式会社庶務部調査課『東部内外蒙古調査
報告書』
（第二班）
、1927年
南満州鉄道株式会社総務部事務局調査課『満蒙交界

満蒙境界地帯には、洮南やチチハルなど鄭家屯の

地方経済調査資料』
（第二）
、1914 年

ようなモンゴル貿易を背景とした貿易拠点はいくつ
も形成された。本稿をきっかけに、これらの貿易拠

南満州鉄道株式会社興業部商工課『満州商工現勢』
、
1926 年

点とモンゴル人との関係について引き続き検討する

山根倬三『亜東指要』東洋協会、1925 年

と同時に、それぞれの貿易拠点と近隣モンゴル人と

烏雲格日勒『十八至二十世紀初内蒙古城鎮研究』内

の立体的な関係についても現地調査を踏まえて考察
していきたい。

蒙古人民出版社、2005 年
（清）張穆撰、張正明

宋挙成点校『蒙古遊牧記』

山西人民出版社、1991 年
（清）徐世昌等編纂、李澍田等点校『東三省政略』
参考文献

（上）吉林文史出版社、1986 年

烏尼爾（ウニル）
「満鉄経済調査会による内モンゴ
ル東部地域のモンゴル人村落調査について─ホ
ルチン左翼後旗腰四不奎（ヨースブヘイ）村の調
査を事例に─」『近現代東北アジア地域史研究会
ニューズレター』第 32 号、近現代東北アジア地
域史研究会、2020 年
緒方則重「瓜子兒漫談」1940 年、ボルジギン

双遼県地名志編輯委員会『双遼県地名録』双遼県人
民政府、1985 年
中国人民政治協商会議双遼県委員会文史資料委員会
『双遼文史資料』
（第四輯）
、1988 年
蒙古国国家檔案局・内蒙古自治区檔案局『旅蒙商檔
案集粹』内蒙古大学出版社、2009 年

ブ

レンサイン監修『戦前期モンゴル社会関係実態調
査資料集成』満州国関連機関調査報告 II 第 6 巻、
近現代資料刊行会、2015 年

『蒙古族簡史』編写組『蒙古族簡史』内蒙古人民出
版社、1977 年
『蒙古民族通史』編委会『蒙古民族通史』
（第四巻）
内蒙古大学出版社、1993 年

関東都督府民政部『満蒙調査復命書』
（一）
、1915 年

李景唐『達爾罕王旗出荒始末』中国人民政治協商会

外務省通商局『満州事情第六輯』
（第二回）
（鄭家屯）、

議科左中旗委員会文史資料委員会、1995 年
BugUde Nairamdaqu MonGul Arad ¥lus-un %injilequ

1923 年
参謀本部『東蒙事情』第一号、1915 年
参謀本部『東蒙事情』第三号、1916 年
紫藤貞一郎、小林正次『内蒙古人部落「腰四不奎」
医事衛生調査報告─（特に食品及栄養に就て）─』
満鉄衛生研究所、出版年不明
鈴木仁麗『満洲国と内モンゴル─満蒙政策から興安
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註
１

市開魯県とホルチン左翼中旗の中心部を東南に横
切って、鄭家屯近くで西遼河と合流する。

柳条辺牆とは入関後の清朝が明の長城の跡に沿っ
て、概ね現在の瀋陽と遼東半島を含む支配地域を囲

19

む形で継続的に構築したもう一つの塀牆である。柳

旗の領地であり、東西遼河の合流点に位置すること

条辺牆は「老辺」と「新辺」という二つの部分から

から三江口と呼ばれた。営口を起点とする遼河水運

構成し、外藩モンゴルへの人の出入りを管理するた

の終点は通江口（現在の遼寧省鉄嶺市昌図県通江口

め「老辺」には 16 ヵ所、「新辺」には 4 ヵ所の「辺

鎮）であったが、光緒三十二（1906）年にホルチン左

門」を設置した。本稿でいう法庫門は「老辺」辺門

翼後旗が三江口までの舟航を許可し、遼河水運の終
着点となった。（鉄路総局 1934：13 － 14）

の一つである。
20

鄭家屯－営口間の水路距離は約 764km である。

委会（1993）などがあげられる。

21

参謀本部（1916：25）

BugUde Nairamdaqu MonGul Arad ¥lus-un %injilequ

22

２ 『蒙古族簡史』編写組（1977）と『蒙古民族通史』編
３

ukaGan-u KUriyieleng-Un TeUke Sudulqu Γajar（1986：
1242 － 1263）
４

清朝時代において三江口はジリム盟ホルチン左翼後

23

蒙古国国家檔案局・内蒙古自治区檔案局（2009）

５ （清）張穆撰、張正明

宋挙成点校（1991：9 － 11）

６ 『大清會典事例』巻 979

桟店とは売買両者の間に介在し、その取引を斡旋し
て仲介料をもらう問屋の一種である。
南満州鉄道株式会社総務部事務局調査課（1914：
13、31）

24
25

山根倬三（1925：568）
南満州鉄道株式会社庶務部調査課（1928：1276）。

７ （清）徐世昌等編纂、李澍田等点校（1986：456）

なお、この事務所は 1918 年１月 15 日から鄭家屯公

８ 李景唐（1995：6）
。なお、ウンドゥル王はジャサクで

所、1932 年 12 月１日から鄭家屯事務所と改称され、
1936 年に廃止された。

はなく、閑散郡王であり、鄭家屯一帯はその領地─
タブンゲル＝ノトク（tabun ger nutug/ 五家子努図
９
10
11

26 「満蒙五鉄道」とは四洮鉄道（四平街─鄭家屯─洮

克）に属する。
（ボルジギン ブレンサイン2003：35）

南）、開海鉄道（開原─海龍）、長洮鉄道（長春─洮

双遼市は県級市にあたる。なお、双遼市は吉林省四

南）、海吉鉄道（海龍─吉林）、洮熱鉄道（洮南─熱

平市（地級市）の管轄下におかれている。

河）などをさす。

モンゴル語では「洪水に流された小丘」という意味

27

であろう。

28

南 満 州 鉄 道 株 式 会 社 興 業 部 商 工 課（1926：350 －
351）。なお、人口は約 74000 人に達したという。

中国人民政治協商会議双遼県委員会文史資料委員会
（1988：1 － 2）

参謀本部（1915：37 － 38）

29 南満州鉄道株式会社総務部事務局調査課（1914：84 －
85）

12

南満州鉄道株式会社総務部事務局調査課（1914：1）

13

外務省通商局（1923：2）

30

南満州鉄道株式会社庶務部調査課（1927：95）

14

ダルハン王府は現在の内モンゴル自治区通遼市ホル

31

外務省通商局（1923：44）

チン左翼中旗ホワトグル（花吐古拉）鎮の孝庄園旅

32

旦破壊され、2012 年に孝庄園旅遊景区として再建さ

33

南満州鉄道株式会社総務部事務局調査課（1914：76）

れた。

34

緒方則重（1940：67 － 70）

35

平野蕃（1938：5）

翼後旗ジルガラン（吉爾嘎朗）鎮の政府所在地である。

36

烏尼爾（ウニル）
（2020：91 － 102）

ビント王府は多くのところに移転したが、ここでい

37

紫藤貞一郎、小林正次（出版年不明：50）

うビント王府は現在の遼寧省彰武県四合城鎮にあっ

38

南満州鉄道株式会社庶務部調査課（1927：88）

15 博王府は現在の内モンゴル自治区通遼市ホルチン左
16

中国語では「大瓜」または「打瓜」と呼ぶ。種であ
る瓜子兒の収穫を目的とする西瓜の一種。

遊景区に当る場所に位置していたが、中国革命で一

たと思われる。
17
18

南満州鉄道株式会社総務部事務局調査課（1914：8）
新開河とは光緒二十（1894）年にシラムレン河が氾
濫した際、河床が裂けて東北方向へ分流してできた
支流である。新開河は現在の内モンゴル自治区通遼
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東部内モンゴルにおける近代貿易都市の形成 ―鄭家屯を事例に―

Comment
ボルジギン

ブレンサイン

人間文化学部国際コミュニケーション学科教授

三百万人の人口を有する内陸国家─モンゴルで

おける独特な歴史的経緯によるものだが、民主化以

は、全人口の約半数近くが首都ウランバートルに居

降における遊牧民の都市へ流入と生業の多様化に直

住しており、ほかの中小都市の人口を入れるとモン

結しており、その流れは定住と農耕化がはじまった

ゴル国の大多数の人口が都市住民となっている。ウ

20 世紀初頭の内モンゴル東部にさかのぼれる。東

ランバートルでは、ありとあらゆるものが売り買い
され、遊牧民であったはずのモンゴル人が商売に明

部内モンゴルのほとんどの地域で漢人人口が圧倒し
たため貿易都市におけるモンゴル人の主導権は確立

け暮れている。都市とビジネスに縁の遠い「遊牧

されることなく現在に至ったが、民主化以降のモン

民」というイメージをもつモンゴル人は果たしてい

ゴル国では、モンゴル人の貿易活動に支えられた近

つころから商売に身を投じ、都市にひしめきあって

代都市が成長する環境は整ったといえる。その仕組

暮らすようになったのか。これを理解するためには

みはモンゴル人の定住と生業の多様化にほかならな

まず近現代におけるモンゴル人と貿易市場との関係

い。

について整理する必要がある。

本稿は、20 世紀初頭における日本の東部内モン

清代のモンゴルは旗という狭い空間に縛られたこ

ゴル進出のなかで残された貴重な日本語の調査資料

とにより、漢人行商人に頼って生活必需品を手に入

をもとに、定住と農耕化に移行しつつあったころの

れ、モンゴル人が貿易市場に参加することはあまり

モンゴル人と貿易都市の関係を考察したものであ

なかった。しかし、十九世紀のすえころから内モン

る。本稿で研究の対象となった鄭家屯は東部内モン

ゴル東部地域では定住と農耕化の傾向があらわれ、

ゴル貿易の玄関口としていち早く形成した貿易都市

半農半牧的な生業に移行したモンゴル人は多様な物

だが、今までその形成過程におけるモンゴル人の関

産を生産するようになった。それにともなって、モ

わりに注目した研究はほとんどない。論文執筆の過

ンゴル人は近隣の貿易市場へ自らの物産を持ち込ん

程で、現地調査による資料の更なる発掘と確認はか

で売却し、生活必需品を直接購入するようになり、

なわなかったものの、本稿は農耕化と都市化に象徴

モンゴル人と貿易都市の関係は新たな段階に入っ

される近代モンゴルの多様化プロセスを考察した重
要な研究と位置付けることができよう。

た。現今のウランバートルの都市化はモンゴル国に

38
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■人間文化セミナー
☆演題☆

中国、朝鮮に伝えられた
江戸期日本の新医学情報
と

き：2020 年 １1 月 25 日㈬ 14：50 〜 16：20

場

所：滋賀県立大学 A2-202 講義室

対

象：学生・教職員

講

師：夫馬進氏（京都大学名誉教授）

夫馬進先生お招きし、「中国、朝鮮に伝えられた

どでした（
『朝鮮燕行使と朝鮮通信使』
）
。

江戸期日本の新医学情報」と題してご講演いただき

このような動きが医学で起きたのが古方医学であ

ました。夫馬先生は中国近世社会史、東アジア国際

り、宋以後の医術を批判し古典に回帰していきま

関係史で顕著な御業績を上げてこられましたが、今
回は『朝鮮燕行使と朝鮮通信使』（名古屋大学出版

す。儒学同様、医学でも日本と朝鮮の状況には違

会、2015 年）で提示された東アジア３国（朝鮮、日

るため、朝鮮通信使に参加している医員に尋ねま

本、中国）の学術の状況を、医学の面から探るご講

すが、朝鮮では医者は薬剤の原料を全く知りません

演でした。

でした。人体解剖についても、朝鮮では漢方のバイ

いが生まれていました。古方医らは薬剤知識を深め

1780 年に朝鮮から清に派遣された燕行使に参加

ブルである『黄帝内経』に依拠しており、解剖して

した朴趾源は、熱河で大理寺卿・尹嘉銓に新しい治

体内を知るのは愚者の行為だとしていました。最後

験処方を記した最近の医学書を買って帰りたいと尋

に、当時の古方医学の状況から『小児方』
、
『収露

ねたところ、日本で出版されたオランダに由来する

方』の正体への推論が提示されましたが、このよう

『小児経験方』
（
『小児方』）、西洋の『収露方』が新

な学術の「パラダイム転換」と各国の学術の置かれ

しい治験処方を記しており、北京の書肆で購入でき

た状況は、以後の東アジアの思想・学術の状況を考

ることを教えられます。結局北京で見つからず入手

える上でも興味深いものがあります。

できなかったこともあり、この『小児方』と『収露

参加したほとんどの学生は、はじめて医学史に関

方』の正体は謎のままです。日本で『解体新書』が

する話を聞くことになりましたが、コロナウィルス

出版されたのは 1774 年ですが、解剖書であり治験

の流行という状況下、医学に関する話は興味深かっ

や処方については記していません。それではこれは

たようです。

（木村

可奈子）

尹嘉銓の記憶の誤りなのでしょうか？
この謎の『小児方』、『収露方』の正体を、夫馬先
生は当時の日本医学界の状況から探っていきます。
1771 年に人体解剖を見学した前野良沢と杉田玄白
がオランダ渡りの解剖学書の正確さを知り翻訳をは
じめ、1774 年に『解体新書』を刊行し、蘭学が花
開くことはよく知られていますが、ここに至るま
で、医学だけではなく広く学術の「パラダイム転
換」が起こっていたことを指摘します。
儒学においては古学が興り、朱子学など後世の解
釈を批判し、経書のテクストに戻って考える学術潮
流が広まり、1748 年と 1764 年には朱子学を信奉す
る朝鮮通信使と日本の知識人との間で論争になるほ
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■ 2020 年度卒業論文・修士論文・博士論文一覧
21

地域文化学科
１

環境活動における企業と地域住民の関係

２

「イエローフィーバー」をめぐるアイデンティ
ティ・ナラティブ─イギリスを事例として─

３

山村からの移住に伴う民俗の形成

４

月岡芳年「月百姿」研究

５

京・大坂・江戸から考える女紋の存在─江戸
時代の女性が使用する紋の性格─

６

水害リスクに対する地域防災力向上を目的と
した地域活動の実態─東海豪雨を経験した愛
知県清須市西枇杷島町を事例に─

７

日台交流における親日イメージの活用─飛虎
将軍廟を事例に─

８

中世山城における切岸の考古学的研究

９

都市伝説化する風習─ネットロア「おじろく・
おばさ」の事例から─

10

綾部市における限界集落問題への対応

11

過状から見る平安時代

12

自治体による道路整備と視覚障害者のニーズ
の差──彦根市交通バリアフリー基本構想を

例として
22

平安貴族社会における病と見舞い─病者をと
りまく“とぶらい”の世界─

23

長浜市余呉町菅並集落における余呉型民家の
変遷に関する考察

24

民俗儀礼における子どもへの供物の分配

25

中心市街地における地域・大学の協働を通じ
た地域振興活動の実態

26

14

山本芳翠筆「浦島図」研究─オリエンタリズ

27

市のあるパチンコ店を対象に
28

17

と課題
29

重要伝統的建造物群保存地区の浸水対策にお
けるまちづくり活動の実態─彦根市河原町芹
町地区を事例として─

30

河内源氏からみる平安時代の武士団の主従関
係について

31

被差別部落における学力向上のためのネット
ワークについて──町営学習塾を事例にして

32

ベジタリアンによる菜食の実践─例外的選択
をする人々に着目して─

33 「天稚彦草紙絵巻」の研究

現代日本における女性管理職とそのロールモ

35

近江の土師器皿─16世紀の京都との比較を中

日本の K-POP ファンは日韓関係にどう向き
合うのか

36

滋賀県における教育のジェンダー主流化とそ
の変遷～児童生徒向け男女共同参画社会づく
り副読本を通して～

地域消防団の持続可能性──多賀町消防団の
変遷を事例として

37

山村における交易の変化

滋賀県長浜市浜縮緬産地における産地改革プ

38

三重県桑名市寺町通り商店街の定期市の意義

39

健康経営における女性の健康保持・増進につ

ロジェクトに関する研究
18

江戸時代後期の落書から見た民衆

19

歴史公園内の移動等円滑化における現状と課
題─金沢城公園内の周遊コースを事例として─

20

国分寺・国分尼寺跡における史跡整備の現状

34 「一遍聖絵」に描かれる非人に関する考察

心に─
16

サードプレイスとしてのパチンコ店──彦根

ムとの共通性から─
デル
15

大津市ナカマチ商店街における生活景の保全・
育成の意義に関する考察

事例として
13

女性警察官に関する研究──滋賀県警察を事

日本古代における怪異と狐

いて～月経問題への取り組みにむけて～
40

新型コロナウイルスがもたらした観光地の変
容─世界遺産白川郷の事例から─

41

明治産業革命遺産からみる日韓関係の摩擦～
軍艦島を事例として～
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42

生活道路を対象とした地域ぐるみによる交通
安全対策の実際─自転車の安全を考慮した道
路の管理について─

43

地場産業の情報発信における自治体アンテナ

生活デザイン学科

ショップの模索─岐阜駅高架下のアクティブ

１

障がい者雇用支援の岡山新ブランド提案

G を事例として─

２

ポートレート撮影における撮影者と被写体の

44

平安期の教育

45

近世後期の出板統制

関係性
３

46

日本の子育て環境における在日インドネシア
人女性の困難さと適応

47

古墳壁画四神図の系譜的検討─高句麗壁画古
墳と高松塚・キトラ古墳を中心に─

48

エンターテインメント空間を追体験するボー
ドゲームの制作

～「不東成儀」を巡って～
４

して～
49 「歌ってみた」文化の形成と展開─支えるファ

カジュアルな服装に合う装飾的ながま口バッ
クの制作

５

滋賀県湖北地域の宿場町における町家の２階
壁面に関する考察～米原宿・長浜宿を事例と

─2020年閉園の遊園地・と

しまえんを事例として─

差別と偏見への抵抗
─ビート・ジェネレーションの活動から導く
思想を落とし込んだ空間制作─

６

甲賀市の出産祝いギフトの制作

７

共生を目指した、島のリゾート建築に関する制作
─香川県小与島をケーススタディとして─

ンに着目して─
８

現代日本の食卓
─食生活を豊かにする箸置き─

ついての研究

９

着せ替えゲームの研究

52

中世近江の井戸─井戸枠からみる傾向─

10

衣服のパターン設計における解釈の多様性

53

東京湾要塞の研究

11

日常のふるまいから生まれる風景の再創造

50

外村作品における表現の変化

51

彦根城下町における足軽屋敷の改修と活用に

─大津市坂本を事例として─

─桜花章煉瓦を中心にして─
54
55

三保松原における景観保全活動の実態

12

琵琶湖の新しい水上プロダクトの制作

─活動団体間の連携構造に注目して─

13

手書き文字とレタリング文字の観察

管理の連携体制─彦根市

夢京橋キャッスル

ロードを事例として─
56

企業のジェンダー平等推進と男性の家事・育
児参加

57

在日外国人が日本の教育に対して抱く違和感
から見直す国際理解教育─歴史認識のあり方
を問い直す必要性─

58

近江八幡市八幡重要伝統的建造物群保存地区
の修理・修景の傾向に関する考察

59

愛知県一宮市・山本直右衛門家住宅の文化的

60

─手書き文字を楽しむ本の提案─

シンボルロード整備事業で形成された街路樹
14

地元住民と観光客が交流する宿泊施設の提案
─金沢市尾張町をケーススタディとして─

15

都会で星を見る
～名古屋市中区の白川公園を事例として～

16

高齢者女性向けファッションのパターンブッ
クの企画

17

パーキングエリアにおける滞留空間
─伊吹パーキングエリアを事例として─

18

尾州の素材を使った服作り

価値に関する考察

19

春夏秋冬、祖母を想うお出かけ着

滋賀県米原市の布団産業についての研究

20

擬態することで空間に溶け込む掃除用具の制
作
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21

地元への愛着を育てる防災無線を用いたラジ
オ番組の提案─⽝上郡豊郷町を事例として─

22

慢性腎臓病における体内リン組織移行の変化

14

食事の炎症作用と食事の質を評価するスコア

ファンレターを書くきっかけになるレター
セットの提案

23

13

との関連について
15

ビジュアルで伝える関西主要3鉄道の比較
─阪急電鉄・JR 西日本・阪神電気鉄道─

24

持ち運べる個人ブースになるリュックの提案

25

小学生時代の記憶に繋がるツールの制作

の大学生の食生活と今後の支援の検討
16

手芸を味わう服飾の提案

27

小津安二郎作品の食事シーン
─現代の生活の中に見る小津調─

28

17

食品成分によるシスプラチン耐性肺癌細胞に
対する増殖抑制効果の検討

18

IUGR モデルラットとその回復ラットにおけ
る Lep 遺伝子の CpG サイトのメチル化解析

19

慢性腎臓病におけるリン出納の異常 : 腸管
Nampt / NAD 系の関与

視覚的なアプローチから本との新たな出会い
を提供する新聞の制作

農家レストラン経営の持続性─経営分析の視
点から─

─ランドセルをテーマとして─
26

新型コロナウイルス感染症による外出自粛中

20

日本・中国・韓国・仏国・米国食品成分表の
魚介類における食文化の比較解析

生活栄養学科
１

部分肝切除が脳内キヌレン酸濃度におよぼす
影響

２

Nampt/NAD 系を介したリン排出機序の検討

３

24時間絶食後の栄養素の再補給がマウス骨格
筋のタンパク質合成に及ぼす影響

４
５

22
23
24

リン排泄における肝臓－脳連関システムの関

26

若年者におけるたんぱく質の摂取と筋肉量・

能についての解析
27

授乳婦における乳房トラブルを防ぐための支

て～
28

多量ミネラルの摂取量と食品群別寄与率の国
際比較

12

とろみ調整食品添加による物性の検討
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ラットにおけるビタミン B₂類縁体の栄養学的
評価

29

24時間絶食後の栄養素の再補給がマウス肝臓
のタンパク質代謝に及ぼす影響

30

潰瘍性大腸炎モデルラットにおけるＢ群ビタ
ミン栄養状態の解析

援の検討
11

行動経済学の視点から見た肥満・糖尿病患者
の心理的特性の解析～介入初期患者に着目し

筋力との関連
10

ヘスペレチンによる癌の浸潤・転移抑制効果：
HSF-1を介した上皮間葉転換（EMT）抑制機

ズの認識と情報発信の視点から─
９

ラットにおける部分肝切除がナイアシン栄養
状態におよぼす影響

に及ぼす影響
農家レストランの経営の持続性─消費者ニー

低鉄状態が骨格筋のタンパク質合成経路に及
ぼす影響の検討

栄養摂取状況と遺伝要因（SNP）が鉄栄養状態

８

クルクミンによる大腸癌細胞に対する増殖抑
制効果についての解析

クルクミンによる癌細胞増殖および転移抑制

７

グルコース枯渇後のα - ケトグルタル酸添加
が C2C12細胞のタンパク質合成に及ぼす影響

25

機能の in vivo での解析

早期腎機能低下マーカーの探索： 高齢マウス
を用いた CPP の検討

食品に含まれる B 群ビタミンのバイオアクセ
シビリティ分析法の確立
与

６

21

31

IUGR モ デ ル ラ ッ ト と そ の 回 復 ラ ッ ト の
Pomc 遺伝子 CpG サイトのメチル化比較

32

食品成分による肺癌細胞の上皮間葉転換
（EMT）に対する抑制効果についての解析

人●間●文●化●通●信
人間関係学科
１
２

21

青年の自己肯定感に関する研究

22

ファッションにみる流行への関心と採用の関
係

23

ヘアドネーションの選択理由と心理的コスト

─活動プロセスに注目して─

24

おもちゃの研究

ダンス教室における初級、中級の違いについ

25

美術館における Instagram 活用の可能性

就職活動が大学生に及ぼす影響

て
３

─森美術館の取り組みを手掛かりに─

「居場所」を成り立たせている人々の思いと
実践

４

発達障害に関する絵本の研究

５

現代人のつながりにおける SNS の利用実態

６

「あがり」を認識すると、メッセージの説得
力は弱く受け取られるのか

７

理想的な体型を目指した運動の対自的意味
～自己認知に注目して～

９

26

ファッション雑誌にみる性差

27

３人での対面・非対面会話における重複の質
の違い

28

ジャニーズファンはいかに社会規範から外れ
るファン活動を行うのか

10

パレードからみる東京ディズニーランド

11

人物イラストの感情解釈に影響を与える要因
の探索的検討

12

写真うつりはどのように発達するか

13

女性アイドルにおける同性ファンの研究
─欅坂46と AKB48を比較対象として─

14

着衣の色が着用者の自己認知に及ぼす影響
～日常的な着衣の調査と実験室実験から検討

認
29

学校ビオトープでの体験活動を軸とした環境
教育の可能性

16

１
２

接尾辞 -ish の談話語用論的機能

３

日本の子どもの貧困と社会的支援
─教育的観点から─

４

中学生の英語カタカナ発音についての考察

５

Vocabulary Transfer and Culturally-bound
Expressions

６
７

「引出物」の贈与論
フェアトレードの欺瞞が突きつける不公平さ
─顔の見える関係を取り戻す─

８

第二言語習得をめぐる教育上の誤解
─動機づけと学習環境をつなぐ─

環境行動の育成に焦点をあてて─

9

坂元裕二作品における結婚

10 「赦し」がもたらす平穏

コミュニティカフェにおける音楽活動の意義
─本来感・自己効力の視点から─

18

Bilingualism in Australia
∼ View from Parents and Children ∼

─小学校での環境マインドと

～ 2010年以降のテレビドラマを中心に～
17

日本における喫煙文化の変遷

国際コミュニケーション学科

して～
15

DRM パラダイムを用いた色彩連想語の虚再

就学前から小学生の期間の習い事におけるス
ポーツ活動とライフスキル獲得の関連

８

─知育玩具とは一体何か─

学童保育指導員の子どもへのかかわり方
─子どもの居場所の視点から─

19

せた♪森のようちえんにおける保育環境の創出

20

女子大学生における恋愛依存に及ぼす自己肯
定感の影響 ─愛着との関連に注目して─

地方のフランス人たちのパリ観
─被害者救済の観点から「赦し」を考える─

11

なぜ「腐女子」は Boy's Love を好むのか

12

台湾の日本語教育と文法指導に関する一考察

13

口語表現「やっぱり」における日本語と英語
の表現比較

14

Identity on Young Bilinguals
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15

English as a Lingua Franca Perspectives in

38

Junior High Textbooks
16

韓国における Boycott Japan の意義
─20代韓国人へのインタビュー調査を中心に─

17

─「も」の役割を中心に─
39

民主主義が生み出した独裁者ヒトラー

40

世界を愛した緒方貞子

大学生の着装行動
─留学経験のある学生の意識調査から─

18

杉原千畝の国益観

19

日本のお笑いにカウンターカルチャーとして
の機能はあるか

─真の国際化とは─
41 「全然」の通時的変遷とその特異性
42

21

日本におけるワイン普及について

22

就職活動のエスノグラフィー

43

44 “Who I Am”- The Importance of Accepting
Myself
45 「おもてなし」の再発見
─「ホスピタリティ」との境界線─
46

Contentment in Daily Life
24

宮沢賢治の自己犠牲

25

ワークシェアリングの理想と現実
─オランダの事例をもとに─

26
27
28

47

日本語・英語話者による事態把握と小説での
適用のされ方

48

現代社会におけるお寺の生き残り戦略
─大津市立木山安養寺を事例に─

49

Language Transfer and the Study of
Chinese

ポライトネス理論の視点からみた日本語の敬
語使用

日本におけるロックの変容
─ヴィジュアル系バンドの誕生

遅れてきたジェントリフィケーション
─ドイツの都市再開発問題─

英語習得過程におけるインプットに関する考察
─高等学校英語科指導を中心に─

─就活生たちのコロナの乗り越え方─
23 “A Small Happiness” - Find Your Own

多国籍企業の社会的責任の在り方
─環境保護と労働者の権利の両立─

20 “Always Be Yourself”- Realization of the
World without Gender Stereotypes

相手の許可や伺いを求める表現

50

現代日本の心の病と複雑化した「恥」の文化
─対人恐怖症と SNS 依存の観点から─

広告におけるジェンダー表象 ～ P&G の日本、
アメリカ、イギリスの広告を例に～

51 「日本人ヴィーガン」の文化人類的研究

29

岡本太郎の笑い

52

30

モンゴル人はなぜ日本に留学するのか

31

日本人の間違いやすい中国語

32 “Je Te Verrai dans Dix Ans…”- Let's Walk
the Paths of Our Lives, Holding Hands

─草の根フェミニズムの拡大を目指して─
53

富山県下の一浄土真宗寺院における門徒組織
について

54

サウナーはサウナでととのう─日本における
サウナ文化に関する文化人類学的研究─

Together
33

Gender Representation in EFL Textbooks

シンデレラ・コンプレックスの魔力

55

若者ことばで残りやすい語彙と消えやすい語
彙の特徴について

for Junior High School Students
56

欅坂46を / と生きるファンの“生態”

Others

57

機械翻訳のあゆみ及び今後の展望

35

海外に行きたがらない若者の世界観

58 “The Circus”- Joining Hands in Finding

36

日本語における「カタカナ語」の使われ方に
ついて

34 “Who Am I?”- Finding Yourself through

37

44

コミックスにおける内的独白
─心情描写の日英比較を中心に─

●人間文化

Happiness
59

ミニマリストの生き方から考える大量消費社
会について
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60

慣用句における日韓比較

─身体部位をトラ

ジェクターとする慣用句を中心に─
61

なぜ「わたしたち」は援助し合わねばばなら
ないのか─「到来する共同体」とこれからの
援助義務─

62

テレビドラマ・映画における性的少数者のイ
メージ表象─『おっさんずラブ』のキャラク

地域文化学専攻──修士論文
●日本・歴史文化論部門、日本・現代地域論部門
修士論文 題目
１

肥前・肥後国における城郭石垣に関する研究
─寺澤氏の本支城を中心として─

ター分析から─
63

動物の権利と福祉の境界線
─日本における動物愛護精神の高まり─

２

64

マルクス・レーニン主義と負の遺産

３

桐文瓦の基礎的研究
─近世初頭の事例を中心に─
考古学からみた近江の中世遺跡
─中世遺跡の評価をめぐって─

─現代におけるプロレタリア国際革命─
４

民俗宗教的聖地の形成と展開

５

伝え表される情報・状況
─東近江市の太鼓櫓の民俗を中心に─

生活文化学専攻──修士論文
●健康栄養部門
１

疾病の影響を受ける B 群ビタミンの解明

２

ナイアシン必要量に影響を及ぼす因子の解明

３

尿中2- オキソ酸排泄量を用いた B 群ビタミン
機能性生体指標の確立

４

ヘスペレチンによる癌転移・再発予防効果；
HSF1を介した癌幹細胞性抑制機構について
の解析

５

滋賀県民における寿命延伸とライフスタイル
関連要因の検討
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■退職メッセージ
退職にあたって

中 井

均

人間文化学部地域文化学科

10 年間務めた大学もいよいよ退職である。私は

山城跡、岐阜城跡、杵築城跡を国史跡に指定するこ

地方自治体で 25 年間勤務したのちに滋賀県立大学

とができた。一方、整備委員会はその整備が後世に

に着任したので、大学教員が第二の人生となった。

残るものだけに責任重大であったが、私の思いを活

すでに 50 半ばの身にとって着任当初は自治体とは

かした整備が進められたことは研究者冥利に尽きる

まったく異なる環境でやっていけるのかが心配で

ものであった。その評価は今後に委ねたいが、ひと
つの方向は示せたものと自負している。

あった。
さて、私が採用されたのは城郭の考古学的研究が

個人的な思い出としては大学教員時代に中国や韓

認められたとともに、自治体での文化財行政経験に

国に何度も行けたことが最も印象深い。中国では

期待されてのものと勝手に思っている。大学でその

ギャロン・チベットのカルや高句麗の山城など、

期待に応えられた唯一と言ってもよい成果が、毎年

個人でなかなか行くことのできない地域で調査でき

幾人かの卒業生を全国の自治体の文化財専門職や博

た。また、韓国へは年に数度行くこともあり、朝鮮

物館の学芸員に送り出せたことであろう。大学で学

半島の城郭をかなり見ることができた。また、海外

んだことを仕事に選んでくれたのは教育者としてこ

の学会で日本の城郭について講演する機会も数度あ

れほど嬉しいことはない。

り、その特質を海外で紹介できた。こうした研究が

さらに他大学から城郭の考古学を学びたいと滋賀
県大の大学院に来てくれた学生のいたことは嬉しい

おこなえたのは大学教員ならではと、滋賀県大に勤
務できたことに感謝している。
さて、大方は退職後が第二の人生となるのだが、

限りであった。加えて様々な研究会などで他大学の
学生にも指導することが出来たことも大きな成果で

私にとっては第三の人生である。残りの人生をどう

あったと思う。彼らがこれからの城郭研究を担う研

過ごすのか。私にはやはり城郭研究しかない。これ

究者となることに大いに期待したい。

までは様々なしがらみもあったが、これからは好き

また、研究者としては全国の城跡の調査指導委員

な仕事だけをやっていけたらと思っている。

ことができた。調査指導委員会では福岡県、岡山

最後になったが大学とこの10年間にお世話になっ
たすべての方々に感謝申し上げたい。

県、奈良県の中世城館跡分布調査に関わることがで

春となり城三昧の隠居かな

会や保存活用委員会の委員を約 30 ヶ所以上務める

き、山城歩きを楽しませてもらった。また、水口岡
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■ 2020 年度教員活動報告
━━━━━━━━━━
◦地域文化学科
■中井

均（なかいひとし）日本考古学

◆研究活動

■亀井若菜（かめいわかな）日本美術史
前期はオンライン授業となったため全力で対応に
あたった。講義科目では資料配信をするとともに、
少しでも対面授業に近づけようと不得手ながら音声
を入れた説明の動画を作成する技も学んで配信し

吉田城跡（愛知県）の石垣カルテ調査を実施する

た。レスポンスやレポート提出もすべてオンライン

ことができた。調査には１回生からの参加もあり、

となり、学生にも相当な負担だったと思われる。し

今後が楽しみである。著作では高志書院より『中世

かしお互い緊張感をもって取り組んだせいか、学生

城館の実像』を刊行した。これまでの論文をまとめ

の理解や反応に関して良い手応えも感じられた。

たもので今後さらに３冊を刊行する予定である。
◆教育活動

今年は１年生の必修科目である環琵琶湖文化論実
習を横田・高木両氏とともに担当した。ミュージア

博士前期課程３名の修論指導と４回生５名の卒論

ム展示について自分で問題点をみつけ考えてみよ

指導をおこなった。大半が中近世考古学を対象とし
たもので、１人が史跡整備をテーマとしたものであ

う！というテーマを設定したため、学生は最初何を
したらよいのか戸惑っていたが、自分でテーマを立

り例年以上に熱の入った指導ができた。

てて考察し、論述することができた。実習も無事実

◆社会貢献

現できた。今後の勉学の糧となれば幸いである。

今年は大桑城跡調査検討委員会、羽衣石城跡及び
周辺城郭群学術調査検討委員会、史跡能島城跡調

ゼミでは４本の卒論が提出された。どの学生も全
力で取り組み充実した卒論を書き上げた。

査・整備検討委員会、史跡和歌山城跡保存整備委員

自分の研究活動としては、科研の助成を受けてい

会、史跡安宅氏城館跡保存活用計画策定委員会、史

た伊勢物語絵の研究内容をまとめ、国文学の研究者

跡松江城整備検討委員会の委員を引き受けた。史跡

と共同で論文を執筆した。メトロポリタン美術館所

指定や今後の整備を方向付けるものとして責任重大

蔵「伊勢物語図屏風」を紹介し分析する 65 頁の論

である。さらに鳥取県文化財保護審議会委員、岐阜

文となった。

城天守閣耐震化検討委員会委員も引き受けた。
■市川秀之（いちかわひでゆき）民俗学

■京樂真帆子（きょうらくまほこ）日本古代史
・活字になったもの

2020 年度は、当屋制に関する短い論文を２本書

①「平安京の都市社会史」
（
『歴史評論』841 号、

き、米原市のオコナイの報告書を１冊出した。近

2020 年 ５ 月 ）②「 映 画『 祇 園 祭 』 と 歴 史 学 研

代遥拝所に関する本の原稿はどうにか完成したの

究─「祇園会じゃない祇園祭」の創出─」
（
『人文学

で 2021 年度中に刊行できればと思う。学会活動で
は日本民俗学会の理事として人類学関連学会合同シ

報』第 115 号、2020 年６月）③「制作社日誌からみ
る映画『祇園祭』─歴史学的分析の試み─」（谷川

ンポジウムの運営にかかわった。当初の予定がコロ
ナ禍のために延期になり、またウエビナーでの開催

建司編『映画産業史の転換点─経営・継承・メディ
ア戦略』
、森話社、2020 年７月）④「映画『祇園祭』

となったが年末に終了できてほっとしている。今年

の“史料”を求めて」
（
『アリーナ』第 23 号、2020

度のゼミは卒論が３人、修論が２人だったが、厳し

年 11 月）と、映画「祇園祭」に関する仕事が形にな

い状況のなか頑張ってくれたと思う。ただ２回生、

りました。いずれ、まとめます。

３回生についてはあまりフィールドワークができな

・今年度から、放送大学の客員教員をしています。

かったのは残念である。そのようななかでも多賀町

月一回のセミナーで、平安時代の話が出来るのが嬉

の民俗調査や、高島市、近江八幡市などの古文書の

しいです。日本学術会議の連携会員も第 25 期が始

調査などについては学生とともに継続することがで

まり、混乱に巻き込まれています。今年度も研究費

きた。また近年各自治体の地域文化財保存活用計画

配分のない共同研究を楽しんでいます。

にかかわることが増え、現在６市の委員をしてい
る。市民を巻き込んだ形での計画を目指している

■東

が、これもコロナ禍のためもあってなかなか進捗し

【Topics】学科長２年目。大津市歴史博物館で、

幸代（あずまさちよ）日本近世史

ない。各地の伝統行事の休止の報を聞くにつれて

琵琶湖舟運関係古文書の重要文化財指定関連講演会

も、粘り強くがんばらなければいけないと思う。

をおこなうはずが、新型コロナで中止。史料の魅力
を伝える絶好の機会であったのに残念。
【研究活動】約 10 年前に提出した共著の原稿が、
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やっと日の目をみた。比良山麓地域の防災・減災に

◆教育活動

関する一般書の英語版を作成。九州大学の科研で彦

４回生６名の卒論指導を行いました。新型コロナ

根藩の鷹場に関する論考を１本。合わせて一般書に

ウイルスのため、ゼミ生を学外のフィールドワーク

も近世近江の鳥猟について書く。大変勉強になった

にあまり連れていけなかったのが残念です。

楽しい科研だった。自分の葭科研は、感染防止のた
め学生を古文書調査に連れていけなかった。

◆社会活動
「多賀町文化財保存活用地域計画策定委員会」委

【教育活動】遠隔授業の準備と宿題の採点で、疲労

員（多賀町）
、
「史跡草津宿本陣耐震対策懇話会」委

困憊した。ただ、ゼミが対面でできたことはありが
たかった。実習の方法など、遠隔授業の可能性と限

員（草津市）
、「彦根市俳遊館今後の在り方検討会
議」委員（彦根市）
、
「栗東市文化財保存活用地域計

界について考えさせられた。

画策定協議会」委員（栗東市）を含む７つの委員を

【社会活動】前半は自治体の会議が中止・延期さ

新たにお引き受けしました。

れ、再開されて以降、会議が詰まりすぎて目が回
る。さまざまな会議の意見交換で、新型コロナが文

■萩原

和（はぎはらかず）地域計画学

化財や地域社会に大きな影響を与えていることをひ

2020 年度の授業対応で印象深いのは、昨年度新

しひしと感じた。多賀町落合の古文書を急遽調査。

設した「地域計画実習」である。今年は、内容を発
展させるべく GIS やドロー系ソフトの練習コンテ

■塚本礼仁（つかもとれいじ）地理学

ンツを用意した。しかし、コロナ禍でリモート授業

昨年度（2019 年度）のこの欄に、次のようなこと

に切り替わったため、十分なフォローができなかっ

を書きました。
「教育面では、分担の巡り合わせで

た。次年度以降、リモートも考慮しながら授業内容

仕方なかったとはいえ、授業のない平日がない年度

をブラッシュアップしたい。一方、研究では、所属

でした。特に、卒業論文や実習報告書の執筆指導が

学会において報告 2 編（査読無）が掲載された。この

大詰めを迎え、その他の授業もまとめに入る 12 月

数年間の研究成果を論文として残すことができた。

から１月は、心身ともにパンク寸前でした。（中略）

引き続き調査研究を深めるとともに、景観まちづく

このようなわけで、分担執筆の書籍の他に研究成果

り研究への応用展開を目指したい。

を出せませんでした。アイデアと現地に行かずに手

萩原

に入るレベルの基礎資料が溜まっていくだけで、こ

路建設前後の景観変化─滋賀県米原市の入江内湖干

れらを整理したりフィールドワークに出たりする時

拓地を事例として─、日本都市計画学会都市計画報

間を作れず、学会での口頭発表すらできずじまいで

告集 No.19 202-209

す。
」

萩原

和（2020）
：市街地近接の干拓地における道

和（2020）
：役場庁舎移転のまちづくりによ

実は今年度（2020 年度）もほとんど同じという

る景観変化の実態把握─ 1970 年代以降の滋賀県米

か、むしろ低空飛行感が増した一年でした。ここで

原市を事例として─、日本都市計画学会都市計画報

報告する「活動」にしても、コロナ禍のなか、遠隔

告集 No.19 108-118

授業の対応に追われたことしかすぐには思いつきま
せん。いまこの原稿を書きながら、教育者・研究者

■横田祥子（よこたさちこ）中国研究・文化人類学

としての自分について考え込んでしまっています。

台湾・インドネシアとマルチサイトに研究してき

社会活動：滋賀県中小企業活性化審議会委員、滋賀

た成果が、2021 年３月に『家族を生み出す：台湾

県立農業大学校非常勤講師

をめぐる国際結婚の民族誌』（春風社）として刊行

■石川慎治（いしかわしんじ）保存修景

される予定である。他、
「家族の行方：台湾の国際
結婚」
『中国 21』54 号（愛知大学）も近日刊行の予定

◆研究活動

である。共同研究の成果として、人間文化学部藤木

今年度から、環境科学部高田豊文教授・髙屋麻里
子講師、人間文化学部市川秀之教授・東幸代教授と

庸介教授、環境科学部４回生ヴィンセント・セバス
チャンとの共同研究「インドネシア・スンバ島にお

ともに、長浜市余呉町菅並における伝統的建造物群

ける民家の現状と住人の防火意識」『歴史都市防災

保存対策調査を担当することになりました。伝建調

論文集』14 号（2020 年）が刊行された。また、日本

査を担当するのは彦根市河原町芹町地区の時以来で

文化人類学会ではインドネシアのシャマンの増殖と

すので、11 年ぶりです。新型コロナウイルス感染

エスニック・コンフリクトについて、日本建築学会

拡大対策のために思うように進みませんでしたが、

では中国四川省ギャロン・チベット族の民家につい

毎回楽しく調査に参加することができました。

て学会報告を行った。
教育活動としては、４回生８名の卒論指導を行
なった。コロナ禍の中、工夫して聞き取り調査を行
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なってくれた。今年度海外はもちろんのこと、県外

都府立大学の考古学専攻学生との共同論文発表会を

へのフィールドワーク引率もままならず、東アジア

開催した。

の文化を伝える上で非常に困っている。新年度まで
に新たな方法を模索したい。

■木村可奈子（きむらかなこ）東アジア国際関係史

■櫻井悟史（さくらいさとし）社会学

◆教育活動
本年は採用１年目で、前期はリモート授業となっ

【教育活動】初年度であるということと、COVID-19

たこともあり、試行錯誤の日々が続きました。後期

の影響によって前期の授業が全て遠隔授業となった
ことも相まって、授業の準備がとにかく大変だっ

に対面授業が再開したことでやっと学生と会え、嬉
しかったです（１月からはほぼオンラインとなりま

た。後期は対面授業となり、少し落ち着いたが、卒

したが）。ただ、特に後期はいろいろな経緯から担

論指導など、初めての仕事が多く、心休まるときが

当授業が大変多く、１年目で授業ストックもほとん

なかった。指導した 4 回生は 5 名、3 回生は 7 名であっ

どなかったため、授業を毎回やるだけで心身ともに

た。卒業論文の指導は初めてだったが、どれも興味

限界でした。これを執筆している本日にすべての講

深いテーマで、こちらも勉強になった。市川先生と

義が終了し、深く安堵する一方、十分な教育が出来

一緒に担当した 2 回生ゼミでは、多賀町や長浜市の

たのか反省があります。

調査に同行させてもらうなど、貴重な経験をさせて

◆研究活動

いただいた。
【研究活動】今年度は、ほとんど研究活動ができな

コロナもありますが、教育活動で精一杯であった
ため、ほとんど研究ができませんでした。唯一、

かった。地域文化学科が出版する予定の教科書に

学科教員で執筆している『歴史家の案内する滋賀』

「観光地としての竹生島」と題した論考を執筆した

（2021 年４月刊行予定）に「近江を通った朝鮮使節

他は、障害者総合情報ネットワーク（BEGIN）につ

と琉球使節」を書きましたが、十分な時間をかけて

いてまとめた報告書の編集を手伝い、そこにかつて

研究できなかったため、今後もこのテーマについて

行なったインタビューの記録を掲載したぐらいであ

研究を深めたいと思います。

る。来年度こそは、遅れに遅れている単著を出版し
たい。

■高木純一（たかぎじゅんいち）日本中世史

【社会活動】日本犯罪社会学会第 16 期編集委員会

◆研究活動

査読委員の任期を満了し、新たに第 17 期研究委員
会委員兼編集委員会査読委員に就任した。

研究展望「中近世移行期村落論の課題」
（
『日本史
研究』第 696 号、2020 年）を刊行した。諸事情から
公表まで時間がかかったが、色々と思い入れのある

■金 宇大（きむうだい）世界遺産学・アジア考古学
◆研究活動

一本。学界からの反応を待ちたい。
また、短文ながら、前任の水野章二先生の編著

本年度は、新型コロナウィルスの感染拡大のた

『よみがえる港・塩津 北国と京をつないだ琵琶湖の

め、海外での調査を実施することはできなかった

重要港』（サンライズ出版、2020 年）の新刊紹介も

が、可能な範囲で国内での資料調査を実施し、論文

執筆した（
『日本史研究』第 698 号、2020 年）
。

執筆と研究発表に精力的に取り組んだ。結果、査読

来年度は少しずつでも近江村落の研究を進めてい

こそないが、韓国語論文１本を含む単著の論文４本

きたい。

と雑誌記事１本を公表した。口頭発表・講演は、新

◆教育活動

型コロナの影響で制限されたものの、３件の発表を

着任１年目にして、ゼミではフルメンバー７人の

オンラインでおこない、それぞれ新しい分析内容で

３回生を受け持つこととなり、指導力不足を痛感。

の発表構成を準備した。また 2020 年 7 月から、考古

いずれも興味深い卒論テーマを選んでくれたので、

学研究会の常任理事に正式に就任し、学会運営にも
関わっている。

来年度が楽しみ。
また、コロナ禍のなかではあったが、なんとか

◆教育活動

フィールドワークも行うことができた。ともかく一

コロナ禍での遠隔授業化の中で、より効果的な

刻も早く、この未曾有の事態が終息することを願う。

授業の提供方法を模索し、クロマキー合成を利用
した顔入りパワーポイント授業動画の作成および
YouTube を利用した配信という授業スタイルを試
行した。ゼミでは４回生３名の卒論を指導し、学生
のフィールド調査にも同行した。後期には中井均先
生との合同ゼミを定期的に実施し、11 月には、京
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◦生活デザイン学科
■印南比呂志（いんなみひろし） 地域デザイン

しての考現学及び記号論の必要性について」の先行
研究。デザイン活動は、グラフィック・タイポグラ
フィーデザインにおける表現方法の試みとしての作
品制作をしている。「吉田謙吉のグラフィックデザ

今年度の前期は、オンライン講義の新たな可能
性を感じた。後期からはサバティカル研修を獲得

インの作品研究」に関連して吉田謙吉の長女、塩澤
珠江の協力により吉田謙吉の思想・哲学、デザイン

したことで、調査・執筆に集中できる予定だった

作品に関する調査の予定。

が、渡航が制限され、エストニア、サルディニアの
調査場所に配送済みだった資料や荷物が現地で温め

◆教育活動
今年は着任１年目だったので、担当した講義の準

られているままになっている。今年度の研修期間中

備とゼミ生たちの指導に注力した。ゼミ生たちは、

に渡航できる可能性がなくなったため、国内で進め

愛荘町立歴史文化博物館の企画展である「つぎはぎ

ていた調査場所を徹底的に回ることに計画を変更

の仕事着」のポスターなどのデザイン、基礎造形の

した。四万十町（高知）、尾道市（広島）、総社市（岡

アナログ的スタディーと個人の研究を行った。ゼ

山）
、西脇市（兵庫）、東川町（北海道）でフィールド

ミ活動では、KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭、

ワークを行った。３回ゼミ生５名で進めていた、デ

ddd gallery、INAX ライブミュージアム、三河工

ザイン研究本２冊（450p）、旅調査本（100p）と、昨

芸ガラス美術館を見学した。ゼミ生たちは、見学し

年の卒業論文集（250p）の４冊を上梓した。また、

た展覧会関連の印刷媒体をリデザインの試み、来年

Domus korea の vol.6, 7, 8, 9 号の編集・執筆を担当

のグループ展示の企画を行っている。

し出版した。現在10号の取材先スイス、イタリア、

◆地域連携活動

韓国をオンラインで行い執筆中である。学内委員で

滋賀県立大学と高島市との連携活動として、高

ある、広報副委員長、近江楽座専門委員長について

島市内の高麻株式会社からヨシを原材料とした商

は例年通り担当した。担当大学院生１名、学部生５

品（生地）の活用した製品の開発のため、高島市の

名無事卒業した。

工場見学、打ち合わせ、プレゼンテーションを行っ
た。ゼミ生たちが 15 個の試作品を制作、提案し、

■佐々木一泰（ささきくにひろ） 空間デザイン
今年度はコロナ対応に忙殺された前期でした。初

現在はその中の１つが商品化に向けて進められてい
る。

めて講義系と演習系の遠隔授業を行いましたが、授
業準備と集計で多くの時間がかかり、演習系も学生

■藤木庸介（ふじきようすけ） 建築計画・文化遺

とのチェックバックに非常に多くの時間がかかりま

産観光

した。また課外活動の川上村木匠塾も前期は遠隔で

◆研究活動

改修工事の設計を行い、学生も非常に大変な時間を

20 年ほど続けてきた中国雲南省麗江旧市街地の

過ごしたものと思います。その中で研究室学生に

観光地化とその影響に関する研究の締めくくりとし

よる「（仮称）滋賀県産（びわこ）材活用 PJ」として

て、本学『人間文化』に論文掲載。同じく『人間文

「OASIS 加盟校・研究・調査支援奨学金」を授与さ

化』にベトナム・ホイアンにおける町並みに関する

れたのは明るいニュースとなりました。後期に入り

英文論文１篇掲載。日本建築学会大会学術講演梗

対面授業が再開され、通常授業にもどりつつ、三井

概集に中国四川省ギャロン・チベット族の生活文化

不動産との商業施設共同研究も再開しました。学会

に関する調査報告を 3 篇掲載。歴史都市防災論文集

活動としては、今年度から意匠学会の編集委員を承

Vol.14（立命館大学歴史都市防災研究所）にインドネ

り、主にデザインと構法研究の面から活動をさせて

シア・スンバ島における民家と住人生活意識に関す

頂いています。また地域貢献として、滋賀県立大学

る論文を投稿（査読付き）採用・掲載。

生活協同組合理事長、米原市文化的景観活用委員、
滋賀県近江地場産業施策協議会委員をさせていただ

◆建築設計活動
枚方の住宅 II：（RC 造２階建て）個人住宅竣工。守

きました。国際交流としてオランダの設計者と、移

山の児童養護施設：
（木造平屋建て・５棟）基本設計・

動型店舗の共同設計を行っています。

実施設計。能登川の住宅：
（木造平屋建て）基本設
計・実施設計。小樽のコンドミニアム：基本設計、

■徐慧（ソーヘー） 視覚伝達デザイン・グラフィッ

他。

クデザイン

◆社会活動

◆研究及びデザイン活動

滋賀県建築士会：だれもが住みたくなる福祉滋賀の

「基礎造形教育におけるデジタル技術導入の可能

まちづくり条例マニュアル策定委員会委員長。岐阜

性」
、
「タイポグラフィックデザインの思考ツールと

県立看護大学：非常勤講師、他。
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■南

政宏（みなみまさひろ） 道具デザイン

■森下あおい（もりしたあおい） 服飾デザイン

◆研究・教育活動

この春から２年間部会長を担当することになった

・乾燥野菜ブランドのパッケージ・売り場 POP デ
ザイン（受託研究：NPO 法人あめんど）

日本家政学会構成学部会で、前期を終えた９月の段
階での情報交換会を行い、遠隔授業についての意見

・若 mono デザインコンペティション燕 vol.4：企
業賞（福田桃子）

交換する機会を作りました。服飾分野の制作に携わ
る教員が多いこの部会では、講義とは異なる課題が

・日本塗装工業会「いいいろ塗装の日」デザイン画

明らかにされた一方で、対面では意識し得なかった

コンテスト：優秀賞（岡田京子）
・Taiwan International Student Design

教育効果について発見したよい機会でした。この情
報交換会は急遽、実施しましたが、様々な大学の先

Competition : Finalist（安食あなん）

生方が大変多忙な中で快く模索中の遠隔授業の内容

◆受賞

を披露していただけたことは、個人の活動を超えた

・令 和２年度富山ポスターデザインコンペ

第 60

回富山まつり：大賞

研究活動の可能性をあらためて感じることができま
した。

・令和２年度富山ポスターデザインコンペ

富山デ

ザインフェア 2020：優秀賞

ゼミ活動では、オンラインでのゼミを行いなが
ら、布に触れて制作する感覚を持てるよう、テキス

・日本パッケージデザイン大賞 2021：４点入選

タイルデザインからシャツの制作を行いました。手

・PENTAWARDS 2020：金賞・銅賞

縫いで仕上げたことで、織物の風合いや手加減によ

・ASIA PACIFIC DESIGN No.16：３点入選

る縫製後へ変化を感じることが出来たと思います。

◆掲載

また数年ゼミとして行っているアップサイクルの研

・
『ASIA PACIFIC DESIGN No.16』Sandu

究は、地場産業の麻織物を用いた制作を３月の展示

Publishing Co.,Ltd. p.408, p.414, p.469
・
『食品包装』No.821
ス

2020 年 12 月号 日報ビジネ

p.13

◆展示会

および学会への発表に向けて活動しました。コロナ
禍の環境の中で、ままならない体験をした１年でし
たが、今年の経験を踏まえて前向きな活動をしたい
と思います。

・
「赤こんにゃくうどん展」
（2020 年 10 月／近江八
幡市：白雲館）
・
「ヒトとモノとをつなげる魅力的な感覚展」（2020
年 10 月／近江八幡市：白雲館）

■山田歩（やまだあゆみ） 行動デザイン
◆研究活動
意思決定にかかわる科研費プロジェクト（継続３
件）を進めました。４件の学会発表（国内３・国外１）
。

■宮本雅子（みやもとまさこ） 住環境学、インテ

◆社会活動

リア計画

『広報会議』にて「広報のための行動インサイト」

◆教育・研究活動

連載。滋賀県地球温暖化防止活動推進センター省エ

2011 年から科学研究費等を得て行ってきた住宅
照明に関する研究の成果が日本家政学会誌に掲載さ

ネ脱 CO2 のまちづくりアドバイザー。米原市の空

き家対策事業のサポート（継続）
。エフエム滋賀番

れました。また、日本家政学会誌に住宅照明の現状

組審議会委員（継続）。慶應義塾大学慶應 SFC 学会

と展望についての記事が掲載されました。

外部審査員など。

３回生のゼミ活動では、オンラインによる環境共
生住宅の見学やシンポジウム「空間を魅せる光と
色」への参加を体験してもらいました。

■横田尚美（よこたなおみ） 服飾文化史
多賀町山間部の衣生活資料によって、初めて科研

◆学会活動

費を得ることができた。最も年を取った若手研究者

日本建築学会「色彩設計法小委員会」､「環境バリ
アフリー小委員会」委員、アジアライティングカン

ではないだろうか。この資料の展示を含め、2021
年１月から県内で二つの展覧会が開催された。愛荘

ファレンス委員会委員他。今年度の学会活動はすべ

町立歴史文化博物館の「つぎはぎの仕事着」展で

てオンラインで行いました。

は、こうしたものに触発されているファッションブ

◆社会活動

ランド４社の展示企画と実際の作業に携わった。長

草津市・彦根市都市計画審議会委員､ 草津市都市

浜市の浅井歴史民俗資料館の「身にまとう仕事着」

計画マスタープラン策定委員会委員、滋賀県レイカ

展では、講演「滋賀県の仕事着」を行った。日本民

ディア大学講師等。

俗学会では、リモートの大会で「滋賀県犬上郡多賀
町Ｒ家の衣生活－家族と衣服の関係を中心に－」を
口頭発表した。同じ家の資料はさらに増えたが、肝
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心の資料調査は、コロナの影響で余り進まなかった。

facebook.com/exnutrition.usp）を御覧ください。

今年度中に、日文研の共同研究会成果論文集『運
動としての大衆文化』と、「日本大衆文化研究叢書」

■辰巳佐和子（たつみさわこ）臨床栄養学

第 3 巻『身体と感性の大衆文化（仮題）』に、共同研

【活動報告】COVID-19 への対応に翻弄された１年

究員として執筆予定である。毎年、ここに報告して
きたが、長年関わってきた新潟県南魚沼市六日町史

でした。教育面では遠隔授業・実習が中心で苦慮し
ましたが、授業・実習の改善に繋がりました。研究

民俗篇がやっと２月に刊行される。「アパレル工業

活動面では、新たに県内企業と共同研究を始めまし

新聞」に、東京コレクション評を寄稿した。
非常勤講師として、新潟大学人文学部の「博物館

た。赴任後３年半が過ぎ、最低限の研究環境を整え
ることができました。

学展示論」、放送大学の面接授業を担当。

〈学術論文〉Hanazaki A et al. Physiol Rep. 2020; 8
（3）:e14324.

━━━━━━━━━
◦生活栄養学科
■矢野仁康（やのみひろ）病態栄養学
［年間活動］

〈書籍〉時間栄養学 時計遺伝子 , 体内時計 , 食生活
をつなぐ（共著，化学同人，2020/4/28）
〈発表〉CPP 測定系の樹立 : 腎機能低下の早期発
見．桑原頌治，辰巳佐和子他，第 59 回 日本栄養・
食糧学会 近畿支部大会，2020/11/14

生活栄養学科では、人体の解剖生理学および病

〈講演〉
・血中リン濃度調節機構と日内リズム形

態栄養学の講義と実習を担当しています。研究活

成．辰巳佐和子，第７回日本時間栄養学会，シンポ

動につきましては、 各種の食品成分が有する癌細

ジウム，2020/08/28

胞に対する増殖抑制効果を分子レベルで明らかに

・リ ン代謝における腎─肝連関．辰巳佐和子，第

する事で、新たな抗癌剤開発の構造基盤のヒント

38 回 日 本 骨 代 謝 学 会 学 術 集 会， シ ン ポ ジ ウ ム

に繋がる様な研究を目指しています。これら研究

2020/10/09

で得られた成果については、英語論文（Bioscience,
Biotechnology, and Biochemistry. H Endo et al.

■福渡

努（ふくわたりつとむ）基礎栄養学

2020. 査読付き）にて情報発信を行いました。現

畑山講師とともに、教員２人体制で基礎栄養学

在、癌幹細胞を標的とした、実際の癌の浸潤・転

研究室の運営、研究、学生の指導を行いました。

移・再発の予防に向けた応用研究に取り組んでいま

今年度の所属学生は、大学院生４名（博士前期課

す。この様に、より身近な食材が有する特性を明ら

程４名）、４回生５名でした。大学院生の平井眞穂

かにする事で、食生活の改善などによる疾病予防の

さんが「令和２年度 日本栄養・食糧学会学生優秀

科学的根拠の提示を行っています。次年度からも、

発表賞」を受賞しました。現在、取組んでいる研

健康増進に貢献できる様な領域での教育・研究活動

究テーマは、「アミノ酸代謝調節による脳機能の保

に取り組んでいく予定です。

護」
、
「トリプトファンからのナイアシン供給経路の
重要性」
、
「ビタミンの栄養状態および生体有効性の

■中井直也（なかいなおや）運動栄養学
本年度は新型コロナウイルスに振り回された一年
でした。未知の感染症は、教育・研究にこれまでに

評価」です。研究に関する詳細につきましては、
研 究 室 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.shc.usp.ac.jp/
fukkie/）をご覧ください。

ない大きな影響を及ぼしました。私が担当している

コロナ禍のため、４～６月には実験ができない状

健康・体力科学の授業も、もちろん遠隔で実施しま

態になりました。この間、オンラインミーティング

した。運動を含めた生活習慣を見直してもらえるよ

等を行い、入念に研究の準備を行ったため、７月に

うな授業内容を目指しました。生活栄養学科では、

再開した研究活動を予定通りに進めることができま

病院等での学外実習を実施するため、学生・教員と
もに徹底した感染予防に努めました。わずか４年間

した。学生は先行きの見えない４～６月に不安な
日々を送ったことと思いますが、常に前向きに積極

しかない大学生活に大きな制限がかけられる学生の

的に研究に取組んでくれました。

皆さんには、申し訳なく思います。
研究面では、ほとんどの学会がオンライン開催と

■奥村万寿美（おくむらますみ）

なりました。研究内容の議論においてもやはり、対

今年度は、コロナウイルス感染症の拡大により授

面で行うことに意味があると気付かされました。早

業がリモートとなり、今までに経験したことのない

期の感染収束を願うばかりです。研究室の活動につ

ことばかりで、戸惑いながらの１年でした。研究に

いては、ホームページ（https://naoyanakai.wixsite.

おいても、医療施設と共同研究を行っているため進

com/ex-nutrition）もしくは Facebook（https://www.

めることが出来なかったことが残念です。しかし、
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新たな取り組みとして、地域の農家レストランと経

ことや、その細胞周期を停止させることでその増殖

営も含めた健康的な食環境づくりについて、ゼミ生

を抑制することを見出してきました。本年度はこ

とともに様々な提案ができたことは、管理栄養士活

れらの内容を査読付き英語論文（Biosci Biotechnol

動の広がりに資するものと考えます。

Biochem. 2020 Dec;84（12）:2440-2447.）に 報 告 し ま

社会活動として、チーム勢多における多職種連携
のコアメンバーとしての活動や「健康な食事・食環

した。また、本年度は癌の悪性化の要因である再
発、転移・浸潤について、食品成分がどのような影

境認定制度（スマートミール）」の事業所給食の技

響を与えるかを検討しました。癌細胞がこれらの性

術審査員、野洲市食育推進委員会委員長、日本給食
経営管理学会・日本臨床栄養協会の評議員として活

質を獲得するのは上皮間葉転換（EMT）を起こすこ
とが原因であると考えられています。我々が研究対

動に参加しました。高齢者の介護予防のための料理

象としている食品成分の中に、この EMT に対して

教室も休止を余儀なくされましたが、少人数で再開

阻害効果を有するものを見出しており、その機序も

し、高齢者の感染予防や免疫力アップに貢献できま

明らかとして学会で報告しました。

した。今後も「食と栄養」を通じて、人々を笑顔に
する活動を行っていく所存です。

■今井絵理（いまいえり）公衆栄養学，栄養疫学

■廣瀬潤子（ひろせじゅんこ）栄養教育、乳児栄養

疫学研究を進めてきました。滋賀県民における複数

本年度は３人の院生、３人の卒論生とともに栄養
今年度は、新型コロナウイルス感染症への対応に

のライフスタイル要因と死因別死亡率との関連につ

追われ、授業も研究も制約が必要となり、さまざま

いて検討し、全がん SMR と健康行動スコアは負に

なことを考える一年となりました。与えられた環境

関連することを明らかにしました（β = − 0.968, p

の中で、いかに活動を充実させるか、ほんとうの力

= 0.011）
（Ref 1）
。さらに、このライフスタイル要

量が問われる一年だったように思います。

因を組み合わせが多くなるほど主観的健康感不良の

本年度末で県立大学を退職し、４月より新たな環

リスクが低くなること明らかにしました（Ref 2）。

境でのスタートとなります。2004 年の着任以来、

本研究の成果はライフスタイル要因からの包括的な

みなさまに助けていただき、多くのことを学ぶこと

アプローチが主観的健康感の良好に繋がり、将来的

ができました。感謝申し上げます。引き続き、研

に死亡率低下というさらなる寿命延伸を目指した取

究・教育活動を続けてまいりますので、今後もどう

り組みにつなげられると考えます。来年度も多くの

ぞよろしくお願いいたします。

成果を出せるよう学生とともに研究および論文作成
に邁進してまいります。

■佐野光枝（さのみつえ）食品学、分子栄養学

学術論文

◆年間活動

Ref1.

昨年度、学内の教育研究高度化促進費（提案課題

Sae Tanaka, Imai E, et al., BMC Public

Health 20:1786, 2020.

研究）の支援を受け「胎仔期の DNA メチル化修飾

Ref2.

へ与える子宮内胎児発育不全症の影響の網羅的解

12:2520, 2020.

Sae Tanaka, Imai E, et al., Nutrients

析」のテーマでメチル化アレイ解析を実施した。こ

学会発表 ; ３回

の結果抽出された遺伝子２種類について、遺伝子上
のどの部位のメチル化が変化しているのかを調べ

■東田一彦（ひがしだかずひこ）運動栄養学

た。また昨年度に調査国を追加して「食品成分表か

研究活動では、骨格筋と脂肪細胞での鉄欠乏が引

ら読み取れる日本・中国・韓国・仏国・米国の食文

き起こす問題について研究を行い、論文発表するこ

化の違い」を調べる研究を行った。

とができました。「運動と健康」の講義では、最近

◆学会発表

明らかになってきた遺伝子や生活習慣などの環境要

コロナ過の影響により、参加を予定していた学会
が中止となったため発表は行っていない。

因と、生活習慣病の発症との関連について時間をか
けて紹介しました。「健康・体力科学」の講義はオ
ンライン授業となったため、学生が各自で運動を実

■遠藤弘史（えんどうひろし）

施し、自身の身体や心に起こる変化について向き合

我々の研究室は、クルクミンやヘスペレチン、カ

えるような内容にしました。自粛のために心身とも

プサイシン、レスベラトロール、といった食品成分

に弱っていた学生が、運動を行うことで元気になっ

が有する抗癌活性の詳細な細胞内メカニズムについ

た様子をレポートで確認できました。

て研究を行い、新たな機序の抗癌剤開発の基礎研究
をおこなっています。これまでに上述の食品成分が
癌細胞に対して細胞死（アポトーシス）を誘導する

■桑原頌治（くわはらしょうじ）
2020 年度は COVID-19 の世界的な蔓延により、
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経験のない教員生活を送ることとなりました。講義

を解明するとともに、癌の悪性化に関わる要因（癌

や実習も急遽遠隔で行うこととなり、慌ただしいス

幹細胞、上皮間葉転換、抗癌剤抵抗性）に対する食

タートを切りました。環琵琶湖文化論実習研究に関

品成分の効果について研究を行っております。来年

しても、訪問先や宿泊の手配を担当しており、例年

度におきましても新型コロナウイルスによる環境の

通りの実施を模索していましたが、残念ながら本年
度は実施できず、本学の学生だけでなく、ご快諾い

変化に柔軟に対応し、教育・研究活動に取り組んで
行きたいと思います。

ただいていた施設の皆様にもご迷惑をおかけするこ
ととなってしまいました。変化の激しい研究・教育
環境ではありましたが、可能な限りの教育効果の確
保に努めることができたと考えております。研究活
動に関しても先の見通しがたたず、年度はじめはほ

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

ぼ何もできない可能性を危惧しておりましたが、卒

乳幼児をもつ母親の育児感情について、育児環境

論研究などは最終的には例年と遜色ない内容にまで

や母親の性格特性との関連を分析し、学術論文にま

到達することができました。学会発表も遠隔ではあ

とめた。教育活動では、４回生３名と３回生２名の

りましたが行うこともでき、また今年は 2 学会合同

ゼミ指導をおこなった。地域・社会活動として、彦

の若手フォーラムのファシリテーターも務める機会

根市立ふれあいの館運営委員会委員長を務めた。ま

を与えていただきました。登録している国際学会は

た、大阪市私立保育連盟の乳児保育研修会などで、

未だに延期が続いていますが、引き続き研究・教育

子どもの食発達に関する講演をおこなった。

に取り組んでまいります。
■大野光明（おおのみつあき）社会学
■畑山

翔（はたやましょう）

COVID-19 の影響で国内外の調査はほとんどでき

本学に赴任してから、３年目となりました。講義

なかった。研究テーマである 1960 年代〜 70 年代の

では食品微生物学、実験・実習では福渡先生と共に

社会運動を担った方々は、70 代、80 代になろうと

基礎栄養学実験や栄養生化学実験を担当しました。

している。寝床についてから「あの人はお元気だろ

研究活動においては、生体内における水溶性ビタ

うか」と心配になり、眠れなくなることもしばしば

ミンやアミノ酸の代謝についての研究を行っていま
す。

だった。いつお会いできるだろうか。
NHK・ETV 特集「基地の街にロックは流れて」

今年度は新型コロナウイルスの影響もあり、遠隔

（2020 年９月放送）に収集フィルムを提供し使用さ

による授業の実施やオンラインでの学会への参加な

れた。60 年代学生運動史料の本学図書情報センター

ど、教育・研究ともに今までと大きく対応の異なる

への受け入れ作業にも関わった。創刊した『社会運

１年となりました。授業の実施と学会の参加のどち

動史研究』（新曜社）は第２号を４月に刊行し、第

らともにおいて、遠隔の難しさと対面の重要性を感

３号は今年７月刊行を目指し編集中である。共同研

じました。

究を続けてきた1968年論や地域ベ平連論について、

次年度は感染症の収束を期待し、また、今年度の
経験も活かしながら教育・研究の発展に取り組んで
いきたいと思います。

共著本を 2021 年度に出版できそうだ。
教育活動では、４回生１名、３回生６名によるゼ
ミに取り組んだ。フェミニズム、テレビ番組、自
殺、お笑い、寄せ場などテーマは多岐にわたった。

■田中大也（たなかまさや）
本学に着任してから、もうすぐ１年が経とうとし

ゼミを巣立った学生から、私の授業を一つのきっか
けにコーヒー焙煎の仕事についたとの便りが、コー

ております。新型コロナウイルスの影響で大きく生

ヒー豆とともに届いた。

活を変えざるを得ない中での研究・教育活動は、目
まぐるしくも充実した１年だったと感じておりま

■木村裕（きむらゆたか）教育方法学

す。一時は大学院生や４回生が研究室へ登校もでき

今年度は、新型コロナウイルス感染症の流行とい

ないなど大きく制約がかかったため、対面での教

う状況の中で、オンラインでの授業や研究会、研修

育・研究活動の重要性にも気付かされました。

会など、これまであまり経験してこなかった方法も

今年度は病態生理学実習・栄養生理学実習・管理
栄養士総合演習を担当させていただきました。また
病態栄養学研究室においては、矢野先生や遠藤先生

用いながら様々な活動に取り組んだ１年であった。
その主な活動内容は、以下のとおりである。
【教育】

と共に研究活動を行いました。当研究室では、食品

オンラインでの授業・学習を少しでもスムーズか

成分が持つ抗癌作用に着目し、その分子メカニズム

つ効果的に進められるよう、授業で使用する資料の
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改善を図ったり教材の工夫を行ったりした。
【研究】

取り組み、卒業論文を書き上げたことをとても喜ば
しく思います。

学術研究助成基金助成金（基盤研究（C））の助成
を受けて、
「持続可能な開発のための教育（ESD）」

■高梨克也（たかなしかつや）コミュニケーション

の充実した実践の普及をめざした研究を進め、その
成果の一部を発信した。また、教育方法学に関わる

科学
着任初年度の今年度は本学での研究教育活動の環

著書の原稿執筆なども行った。

境を整える意味で、まずは授業準備を中心とした教

【社会活動】
「ESD」
「教育評価」「授業づくり」等に関する教

育活動を最優先に考えていました。折からのコロナ
禍で、前期は授業内容だけでなく、遠隔授業への対

員研修に携わったり、高校生向けの講座を担当した

応にも追われる日々でしたが、前期の「コミュニ

り、学校の研究等に関わる委員を務めたりした。

ケーション論」、後期の「統計学基礎」「人間行動
論」という講義科目に加え、環琵琶湖文化論実習や

■後藤崇志（ごとうたかゆき）社会心理学・教育心

心理系の実習科目、ゼミなども、どうにか一通り終

理学

えることができ、県大生のカラーや特色なども徐々

研究

今年度は、全国学力・学習状況調査の教科横

に掴めてきました。授業では、効果的な課題を用意

断分析を行なったものと、セルフコントロールのレ

することと適切な言葉を丁寧に選んで説明すること

ビューとで、２本の論文（筆頭は１本）が公刊され

の効果を再認識した一年でした。

た。今号にも遠隔授業に関する研究を１件報告して
いる。
教育

研究面では，専門が対面コミュニケーションと身
体動作の分析であることもあり、コロナの影響を直

４回生ゼミでは、４名の卒業研究の指導を

接的に受け、代表・分担の科研費研究とも、積極的

行った。感染症拡大で制限もある中、工夫してネッ

な活動がこれまでで最も難しい一年でした。こうし

ト調査や実験を行い、無事に提出につなげることが

た状況ですが、分担執筆した言語学、人類学、科学

できた。３回生ゼミでは、３名の学生とステレオタ

コミュニケーションのそれぞれの分野の図書が既刊

イプや報道の影響、特性推論などのテーマについて

行か刊行間近となり、一区切りとなりそうです。

議論を続けている。修士院生１名は卒業研究を投稿
し、次の研究に向けて準備を進めている。
社会

来年度は念願だった地域共生関係の活動も本格的
に始動したいと考えています。

学習塾との共同研究として、算数の指導に活

用する教材の作成を進めている。また、分担で関

■中村好孝（なかむらよしたか）社会学

わっている科研費プロジェクトでは、県内を中心に

【研究】共訳中のデヴィッド・ハーヴェイ『反資本

複数の小中学校の協力を受けながら学力調査に関す

主義クロニクル（仮）』が今年度中に出るかもしれ

る研究を進めている。

ないし出ないかもしれない。80 歳半ばのハーヴェ
イが、ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』も知っ

■杉浦由香里（すぎうらゆかり）教育学、教育史

ているのには驚く。

◆研究活動

【教育】授業もゼミも遠隔期間が長く、学生に負担

今年度はコロナ禍のため予定していた研究活動を

をかけて申し訳なかった。授業は、音声や動画は恥

十分遂行できない状態に陥りました。世話人を務め

ずかしかったので作らず、受験参考書の『予備校講

る日本教育史研究会第 39 回サマーセミナーも延期

義の実況中継』シリーズみたいなレジュメを書く半

を余儀なくされました。感染症収束の見通しが見え

年だった。

ない中で来期のオンライン開催に向けて腐心してい

【社会活動】彦根市をはじめ、いくつかの自治体で

ます。自治体史編纂事業では『新修豊田市史』の近

委員をしている。こちらも会議の書面開催や 1 回飛

代通史編が大詰めを迎えました。なんとか原稿を書
き上げることができ、安堵しています。

ばしがある例外的な年となった。その代わりに、東
京での研修会が zoom 開催になったので参加できた

◆教育活動

りもした。

教育活動もコロナ禍により遠隔授業を強いられ、
大変な一年でした。遠隔授業に対する本学と他大学

■原未来（はらみき）若者支援、青年期教育

との姿勢の違いに愕然とし、大学教育はどうあるべ

産休から復帰し、労働時間が激減した。ワーク

きか考えさせられました。ゼミ指導は、Teams を

ライフバランスを体感するよい機会となってい

活用して行い、オンライン授業ツールについて学生

る。子育てに加え、新型コロナウイルスの影響も

とともに学ばさせてもらいました。いろいろと制約

あり、研究活動はさほど進んでいないが、科研費

がある中で、４回生３名ともが精力的に卒業研究に

「Narrative Inquiry による〈若者支援〉実践の深化
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と専門性の探究」を継続している。コロナ禍におけ
る若者支援実践の実情や課題を、国内外の実践者・
研究者とオンラインで交流する機会を多数もてたこ
とは有意義であった。

━━
◦国際コミュニケーション学科
■河かおる（かわかおる） 朝鮮近代史

教育活動では、産休後もゼミ生があたたかく迎え
てくれたことに感謝したい。卒論提出間際の論文の

皆さん同じだと思いますが、ひたすらコロナ禍関
連の対応に追われて１年が過ぎてしまいました。特

精度の高まりと学生の伸びには驚かされ、心打たれ

に前期は、１年限りのピンチヒッターで人間学の国

た。
県内の子ども・若者支援地域協議会委員などのお

際文化学概論（国際協力論）という授業を担当した
ら、まさかの遠隔で大変でした。この授業を含む全

声がけを引き続きいただき、参加している。復帰後

ての授業で学生の満足度が高かったのが救いです。

も、当事者や支援現場、行政の方々とのつながりの
なかで活動できることに深く感謝したい。

コロナ禍により学会や各種セミナー、会議等もオ
ンライン開催が増えたことで、遠出しなくても気軽
に参加できるようになったのは幸いでした。所属学

■松嶋秀明（まつしまひであき）臨床心理学

会の大会も会場中継のオンライン開催になりました

コロナ禍での学会の中止などもあったが、オンラ

が、久しぶりに総合司会を仰せつかって大変緊張し

イン研究会という新たな可能性も見いだせた。その

ました。小さな団体の発行する月報に「滋賀と朝

成果として、新曜社のウェブマガジンに連載がはじ

鮮」という連載をして丸５年が経とうとしているの

まっている。また、非行少年への関わりについての

で、そろそろ本にしなければと思いつつ、取りかか

研究については初めての英語論文が出た。教育活動

れずにいます。

としては、３回生６名、４回生８名のゼミ指導をお
こなった。地域・社会活動としては彦根市警察の協

■小熊猛（こぐまたけし）認知言語学

議会委員や、草津市のいじめ対策会議の委員をつと

本年度は全学の外国語教育を所掌する外国語部会

めたほか、いじめの重大事態にかかわる報告書の作

を継続担当した。全学共通教育推進機構長補佐とし

成に関わった。

ては，留学生対象の日本語教育プログラムにかかる
見直し作業に取り組んだ。コロナ感染防止対策にか

■丸山真央（まるやままさお）地域・都市社会学
昨年度の本欄に「新型肺炎が気がかりだ」と書い
たが、気がかりというだけでは済まなかった。現地

かる遠隔授業など，これまでに経験のないことへの
対応で試行錯誤の１年間であった。
【研究活動】

調査はすべて止まった。研究会や学会はオンライン

日 本 語 用 論 学 会 第 22 回 大 会 発 表 論 文 集（ 第 15

開催となり、それなりに慣れたが、当面は、未整理

号）
「Monologic Deixis: Two Distinct Conceptions

の調査データを分析して学会発表や論文執筆するこ

behind Reflexive Speech Event」
（英文共著論文：

とが中心となるだろう。実際そういう１年だった。

筆頭著者），その他２編（共著論文副担当）を執筆し

都市研究の分野では、都心回帰について一般書・

た。採択されていた国際学会発表２件がコロナ禍の

誌に解説を２本書いた。また、だいぶ前に分担執筆

ため，2021 年度に延期された。2021 年開催予定の

した都市社会学の教科書がようやく刊行された。

国際語用論学会（IPrA）の「独白」に関するパネル

都 市・ 農 村 関 係 の 研 究 で は、 東 海 社 会 学 会 の
ジャーナルに査読論文が掲載されたほか、紀要に２
本書いた。日本社会学会大会でも共同報告を２本し
た。

研究発表に井筒氏（北海道教育大学准教授）との共
同研究が採択された。
【教育活動】
リモート授業にかかるオンデマンド教材の準備，

地方政治・地域政策に関しては、大阪の政治につ

更には非対面環境における公正な評価試験の開発・

いて早稲田社会学会のジャーナルに寄稿し、関西社
会学会の大会シンポジウムで報告した。またローカ

工夫に注力した。卒業する学生８名の卒業論文指導
に取り組んだ。本学科では現状取得できない英語専

ル・ジャーナリズムについて研究ノートを紀要に投

修免許の取得を目指すゼミ生が，国立大学の大学院

稿したほか、学会誌と専門紙に書評を２本書いた。

に進学を決めた。

ゼミには３・４回生各４人が所属した。社会活動
としては滋賀県自治会連合会の研修会講師を務める

■呉

などした。学会活動としては、日本社会学会社会学

教育活動

教育委員会委員、地域社会学会理事・研究委員長な
ど。

凌非（ごりょうひ） 言語学

私は国際コミュニケーション学科の中国語関連科
目のほか、「言語接触論」と「翻訳文化論」の２つ
の専門科目も担当しています。しかし、本年度は新
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型コロナ感染症に振り回されて、講義は「対面式」
と「遠隔」の両方を準備しなければならなりません
でした。かなりのプレッシャーを感じながら教育を

データを使用して、新たな側面からの分析を試みて
います。
【教育活動】

行ってきました。おかげさまで何とか無事に終える

教職科目「教科教育法Ⅰ～Ⅳ」では、昨年度に引

ことができました。また、私のゼミに所属している
ゼミ学生は三学年合計 17 名で、うち４回生が８名

き続き、現職の先生方との交流や模擬授業の実践を
重ねてきました。学生の探求心が育ってきており、

でした。卒論指導はかなり時間がかかりましたが、

指導法に関する研究を行っているように感じます。

なかにはとても立派に卒論を書いてくれた学生もい
て、やりがいを感じています。

実習校での参観は、楽しみの一つとなっています。
ゼミでは、初めて卒業論文指導を行いました。

研究活動

「日本語教育」をテーマとして、アンケート調査と

当初は国際学会発表を計画していましたが、渡航
困難の中、断念せざるをえませんでした。新型コロ

会話分析を踏まえて、言語学の知見から指導法の提
案を行っており、後輩の見本となる内容でした。

ナ感染症がいち早く収束することを切に願っていま
す。

■橋本周子（はしもとちかこ）思想史・文化史

学内貢献

今年は丸善出版より出版される『世界の食文化百

國際コミュニケーション学科学科長を務めていま
した。

科事典』に「フランス料理」の項目を執筆したほ
か、今年度で 20 数年の伝統に幕を下ろすという嗜
好品文化研究会（JT 協賛）の連続３回の研究会に若

■棚瀬慈郎（たなせじろう）文化人類学

手ゲストスピーカーとして呼ばれ、原稿の依頼も受

今年度は、ほぼ 30 年ぶりに外国へ行かない年に

けた。３ヵ年計画のロッテの研究助成最終年を迎え

なってしまいました。しかしその分、４年越しで出

たが、まとまった形にはいまだできていないのを反

版に向けて作業を進めてきた「ナクツァン少年の喜

省している。

びと悲しみ」の推敲に時間を割けたのは良かったと
思います。結果、10 月末に集広舎という所から「ナ
クツァン

■ボルギジン・ブレンサイン

あるチベット人少年の真実の物語」とい

2020 年度は前期が遠隔授業、後期大半が対面授

うタイトルで上梓することができました。解説をお

業といった各種の試練に見舞われた年度だった。今

願いした阿部治平先生から、編集者、表紙のイラス

年度、大学院の博士課程には三名が在籍し、修士課

トを描いてくれた泉一聞さんに至るまで、この出版

程には一名が在籍している。博士課程の院生に対し

について皆一生懸命になってくださった事を大変感

ては論文の執筆を指導し、学内誌などで発表させ

謝しています。私としては、特に著者のナクツァ

た。また研究生も一名指導している。

ン・ヌロさんに対する約束を果たせた事を嬉しく
思っています。

研究活動に関しては、科研費「国際共同研究強化」
（B）
「『満洲』
・モンゴル社会の再編と戦後の中国社

その他、短いものですが、「月刊みんぱく」にチ

会」の三年目を迎えたが、海外調査はできず、今ま

ベットの映画監督ペマ・ツェテンに関する紹介記事

で入手した資料をもとに研究をおこなった。また分

を書き、また文芸誌の「群像」に「鎮めと蘇り」と

担者として加わっている科研費の基盤研究 A「ア

いうタイトルで「ナクツァン」に関連した随筆を書

フロ・ユーラシア内陸乾燥地文明の歴史生態人類学

くなどしました。

的研究」（中部大学）に関しても海外調査はできず
資料分析や今までの研究をまとめた。年度末には今

■谷口真紀（たにぐちまき）文化・思想
2021 年３月 31 日をもって退職します。学生さん

まで監修してきた『戦前期モンゴル社会関連実態調
査資料集成』
（全 19 巻）の『解説』巻を出版した。

に恵まれました。ありがとうございました。
■マーティン・ホークス 応用言語学・第二言語習得
■中谷博美（なかたにひろみ）言語学、英語教育
【研究活動】

教育活動
コロナ禍は留学に悪影響を及ぼしています。それ

所属する研究グループの先生方と認知言語学の英

に対応して、留学に行けない学生のために、York

語教育への応用に関する研究に関して、２度目の学

St John という協定がある大学とランゲージエクス

会発表と論文執筆を行いました。オンラインでの学

チェンジを手配しました。本学の学生と専攻で日本

会発表だったので、貴重な体験だと思っていました

語を勉強している York の学生と Zoom で話し合い

が、今後も可能性がありそうな気がしています。ま

をしています。第二言語のスピーキング技能や異文

た、多言語の文末表現比較については、音声と映像

化理解などを楽しい活動で上達出来る機会であると
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思います。

インで読書会をすることになった。11 月には学会

教育活動

総会を海外からの研究者もリモートでお招きして

４月に「The impact of participant background

開催する予定で現在企画中である。また、年明け

on ELF interactions in EMI lectures」という科学

に日本英文学会の『英文学研究』誌上で書評をい

研究費補助金の事業提案が採択されました。今年度
データを集めて、暫定的な分析を始めました。次年

ただいた拙書 Rethinking Joseph Conrad’s Concepts of
Community : Strage Fraternity（2017）が再度注目され

度に進めたいと思います。

たことは光栄だった。2021 年２月中にはコンラッ

学会発表
•2 020 年 11 月：Hawkes. M., & Adamson, C.

ド晩年の歴史小説 The Rover（1923）
（本邦初訳）の拙
訳のゲラが上がってくるが、今年中には幻戯書房よ

Challenges facing teachers of EMI seminars.

り出版される予定である。2020 年度は、特に前期

JALT2020（online）.

の遠隔授業対応に加えて、ゼミの卒業論文執筆予定

社会活動

者が 10 名いたことで、上記の研究との時間配分が

•全国語学教育大会（JALT）京都支部の財務担当役

非常に難しかったが、何とかみな卒論を提出するこ

員であり、本部の年次国際大会の審査委員を務め

とができた。

た。
行されているコミュニティニュースレターの校正

■吉村淳一（よしむらじゅんいち）ドイツ語学
昨年３月末にはドイツに留学していたゼミ生が、

者をしています。

ヨーロッパでの新型コロナウイルス感染拡大の影響

•「ひこね広報」
（英語版）という彦根市から毎月発

を受けて留学の中断を余儀なくされましたが、無事
■ジョン

リピー

に帰国することができました。卒業予定の３名の

令和２年度は国際交流関係および創作関係の活

ゼミ生は、それぞれミニマリズム（モノを最小限に

動に多くの時間を割きました。国際交流活動関係

しかもたない生活スタイル）、ジェントリフィケー

で は 10 月 か ら ア メ リ カ の Columbia College 教 職

ション、ワークシェアリングというテーマで論文を

員 と 連 携 し て、 学 生 同 士 の SNS に よ る「culture

執筆しました。今年度は前期の授業においては、極

and language exchange」 を 始 め て み ま し た。 な

限まで睡眠時間を削ってひたすら遠隔授業用の教材

お、 １ 月 か ら も ア メ リ カ の Purdue University で

を作成し続け、対面授業が可能となった後期も引き

勤めている教員と一緒に異なる学生を対象とした

続き教材作成に全力を注ぎました。そのほか、学会

「language partner program」を開催しました。そ

や研究会の役員として研究発表会や総会のオンライ

れ以外は、担当している「Cross-Cultural Business

ン開催を実現するために莫大な時間と労力を費やす

at American Colleges」プログラムに国際コミュニ
ケーション学科生の派遣留学をさせるためのＪＡＳ

ことになりました。
【社会貢献】

ＳＯ奨学金を獲得しました。該当学生数は 25 名で

日本独文学会京都支部庶務委員（2020 年４月～

した。この外部資金を得たのは７年目になります。

現在）、阪神ドイツ文学会庶務担当幹事（2016 年４

研究関係では以前から行っている里山と文学の関係
の研究を続けています。創作活動の一つとして詩
の朗読会にも参加し自作の詩を発表しました。学
科生６名の卒業論文である小説創作及び分析（使用
言語は英語）を指導しました。学科生及び学科の受
け入れ留学生の英語創作紀要（Silience: The Hidden
Talents of Friends）の顧問を務め、第 2 巻を発行し
ました。
■山本薫（やまもとかおる）英文学
2020 年度夏より所属学会の日本コンラッド協会
の会長職を引き受けることとなり、会員の受賞記
念と会長挨拶を兼ねて９月 27 日（13:00−16:00）に
はオンラインでのセミナーを開催し、司会を務め
た（
「 闇 の 奥 」 セ ミ ナ ー https://conrad-soc-japan.
org/?page_id=62）。盛会でご好評をいただき、他
の読書会よりコラボのお誘いを受け、３月にオンラ
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月～現在）、京都ドイツ語学研究会広報・渉外委員
（2014 年５月～現在）

■『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、
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。

・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）
。
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）
。

６．依 頼原稿については、別途編集委員会で決定
する。

・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

【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。
２．投稿原稿の締切等は、次の通りとする。
・10月末発行のとき、原稿の締切は８月末とする。

媒体で提出する。
［付記］
・この規定は 2012年度より実施する。
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■編集後記■

長浜市東阿閉のオコナイ

『人間文化』50号をお届けします。節目の号には、論
文３本をおさめました。前号ではエントリー数が多く、
次号におまわりいただく方まで出るほどでしたが、今

完成した舞玉とヤンマー会館
ひがし あ つじ

長浜市 東 阿 閉 は合併以前は高月町に属した農村である。現
在は２月の第２日曜日に集落でまつる乃伎多大明神、薬師如来、
不動明王のオコナイがおこなわれている。東阿閉は神光組・神
恵組・神敬組の三つのオコナイのための組にわかれており、各
組から一人の塔家と数人の年番が選ばれる。これらの人々に
よってオコナイの準備がおこなわれるが、それは前年９月の藁
の確保から始まる。オコナイの数日前からは舞玉とよばれる竹
に餅や短冊をつけるものの準備が始まる。短冊は宵宮に詠まれ
た和歌や川柳などを書いたものである。オコナイ当日は朝から
餅つきがおこなわれ餅は鏡餅にするほか舞玉にもつけられる。
これら一連の作業は、以前は塔家でおこなわれていたが、平成
にはいってからは公民館が会場となっている。東阿閉の公民館
（通称ヤンマー会館）は地元出身のヤンマー創業者山岡孫吉に
よって建てられたものであるが、山岡がディーゼルエンジンと
出会ったドイツの建物にちなむ２基の尖塔をもつ洋風建物であ
る。水田に囲まれた洋風建築のなかで餅つきが行われる風景も
またユニークである。完成した鏡餅や舞玉は集落の男性によっ
て神社まで運ばれ、乃伎多大明神、薬師如来、不動明王にそれ
ぞれ供えられる。神社と仏堂に同時に供物が供えられる姿は、
オコナイ行事の深淵が仏教行事にあることを今に伝えている。

市川秀之

号は全員の原稿を掲載することができてよかったです。
今年で退職される中井先生からのメッセージもいた
だきました。よく知る先生がいらっしゃらなくなるの
は寂しいことですが、先生は「第三の人生」として城
郭研究をこれからも続いていくと書かれています。先
日、お世話になっている先生から、科研の成果をおさ
めた編著をご恵送いただいたのですが、その目次に、
もうだいぶん以前に本学部を退職された懐かしい先生
のお名前をみつけました。まだまだ精力的にご研究を
続けておられる様子を拝見して、研究意欲が刺激され
たことが思い出されます。
さて、研究活動といえば、毎年度末に発刊される号
には、教員の活動報告が載せられています。以前に比
べてひとりあたりの字数は削減されてきていますし、
web で業績は発信しているのだから報告なんていら
ないじゃないかという意見もありますが、魅力もたく
さんあります。大学というのは研究者ばかりの職場な
のに、研究の話はあまりしないものですよね。私自身、
活動報告を読むことで、会議の場ではよく顔をあわせ
ているあの先生が、実は、こんな研究・活動をされて
いるのかと改めて知る機会になっています。これから
も『人間文化』が、学術界や地域への発信の場である
だけでなく、私たちをつなぐ媒介となればと思います。
（松嶋秀明）
編集委員■
松嶋秀明・橋本周子・山田歩・横田祥子・田中大也

人間文化

50号

滋賀県立大学人間文化学部研究報告
発行日
発

行

50号

2021年３月19日

公立大学法人滋賀県立大学人間文化学部

〒522 − 8533 滋賀県彦根市八坂町2500 TEL0749 − 28 − 8200 ㈹
発行人

宮本雅子

版下制作

サンライズ出版株式会社

印刷

サンライズ出版株式会社
本誌は再生紙を使用しています。

人間文化
滋

50
賀

県

立

大

学

人

SCHOOL OF HUMAN CULTURES

間

文

化

学

部

研

究

THE UNIVERSITY OF SHIGA PREFECTURE

集落内を進む舞玉

5
BULLETIN
VOL.

報

告

