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学部長

連携するには何かが足りない
大学の組織改変が盛んである。日本社会の変化に対応して、あるいは所管官庁の指導に
よって等、いろいろの事情はあるだろう。では本学はどうするのか、の議論が進んでいる。
９月現在では、大規模な組織改変は現実的でない、とする考え方が優勢だが、それも今後
の議論によっては変わるかもしれない。
確かに、世の中の変化に比べたとき大学の変化は遅い。しかし無理をして変えること自
体が目的になるのもおかしな話ではある。
こんな情勢の中、本学部でも将来構想の作業がなされてきた。その結論は、現状の５学
科体制の維持・強化に落ち着いた。すなわち、
「５学科の連携・共同を強化し、
「地域連携」、
「多
文化共生」、「健康福祉」の３つを学部のミッションに据え、地域貢献型大学の拠点として
の組織体制の充実を図る」
（将来構想委員会による構想案の文言）ことになった。
上の３つのミッションには、本学部のこれまでの経緯や各学科の意思が良く反映されて
いると思う。この３つの言葉をそれぞれが良く噛みしめてみることから、これからの学部
の方向についてさらに具体的に考えていこう。
そこで気になるのが、文中にもある５学科の「連携」である。私たちは大きな対立も抗
争もなく、これまで概ね仲良くやってこれた。しかし、しっかりと連携してこれただろう
か。互いに異なる専門分野、多忙な毎日、経費削減の圧力など、現状を維持するだけでも
大変なのに、さらに互いが「連携」する余裕はあるのか。連携するには、何かが足りない
のではないか。
そんな問いに対して、連携することが私たちの生き残りにかかっていると指摘しておき
たい。妙案はないが、まずは専門分野を超えて互いを良く知ることから始めてはどうか。
開学以来続いている本誌を、そのためのツールとして役立てて欲しい。
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他者の視点を得るための身体動作
─認知症対応型共同生活介護施設（グループホーム）における
介護者による過去に対する記述─
細

馬

宏

通

人間文化学部人間関係学科教授

要旨

けで，知覚できる世界は大きく異なってくる．同じ

認知症対応型共同生活介護施設，いわゆる「グ

位置や向きにいる場合でさえ，異なる認知状態や身

ループホーム」では，多様な症状に対応するために

体状態を持つ他者にその環境がどんな風に感じられ

介護者は創造的なケアを行うことを求められ，その

るかを想像するのは困難なことがある．

際，入居者の認知状態や身体状態を推測する必要が

認知症対応型共同生活介護施設，いわゆる「グ

ある．こうした推測が，職員どうしのカンファレン

ループホーム」は，まさにこのような想像力，「相

スにおいていかに行われているかを考えるため，４

手の身になって考える」ことが求められる場所であ

つの会話断片を対象に発話と身体動作の時間構造の

る．入居者は認知症だけでなく，身体的にも何らか

記述による事例分析を行った．その結果，介護者は

の不自由さを抱えていることが多い．しかも認知症

会話の中でお互いの身体を指し示し，それを入居者

の症状は個人差が大きく，一人の個人でも時間とと

の身体に見立てることによって，そこにはいない入

もに症状も身体状態も変化していく．介護者はそれ

居者が普段おかれている状況を想起していることが

ぞれの入居者がどのような個性を持っており，何に

わかった．また，入居者どうしの人間関係を想起す

困難を感じているかを知った上でパーソナライズさ

る場合にも，お互いの身体を複数の入居者の身体と

れたケアを行わねばならないし，ときには既成のマ

して扱いながら会話を行うことによって，特定の状

ニュアルにはない方法を「創造」しなければならな

況下における入居者の体感をシミュレートし，お互

い（McCurry 2006）
．そのためには，介護職員は入

いの入居者に対する知見を更新していることがわ

居者がどんな環境にいて，そこでどんな認知を行

かった．

い，そこでどんな情動を抱えているかを推測する必
要がある．

In group-home, caregivers has to develop cre-

こうした推測を行う重要な場のひとつが，介護

ative and respectful solutions individualized to

職員どうしによって行われるカンファレンスであ

their unique situation, which needs their imagina-

る．カンファレンスでは，職員たちは，日誌に記さ

tion to the cognitive and bodily situations of the

れた入居者の身体状態（血圧，体温，健康状態）を

elders. To investigate how caregivers achieve this

報告するだけでなく，しばしば過去の入居者の行

need in their monthly conference, we analyzed the

動や介護行動を，身振りを交えながら再現する（細

time structure of their conversations and gestures

馬 2012, 2016）
．介護者による発話と身振りによっ

in 4 excerpts. As the result, caregivers indicated

て表現された介護行為や入居者の行為を，日誌に文

their body each other to refer the body of the el-

字によって記された記述と区別するために，介護の

ders and to recall the situations of their daily life.

「自然記述 natural description」と本論では呼ぶ．

They also use such indications to refer the rela-

介護の自然記述は，入居者の認知や身体状態に対す

tionship among the elders in roll playing manner,

るどのような気づきを職員たちにもたらすのか，そ

which updated their knowledge about the activi-

の過程で，自然記述を行っている職員の身体は環境

ties of the elders.

とどのように関わっているか．これらを分析するの

1. まえがき
1.1 背景

が本論の目的である．
グループホームには，従来論じられてきた共同作
業空間とは異なる興味深い性質がある．それは，介

わたしたちは，誰かのことを気にかけたり世話を

護者どうしのカンファレンス空間と，入居者の生活

するときに「相手の身になって考えよう」とする．

空間とが，二重に折り重なっているという点であ

しかし，それは簡単なことではない．たとえ同じ環

る．敷地面積の限られたグループホームでは，入居

境内にいる他者でも，少し立ち位置や向きが違うだ

者の使う食卓やレクリエーション用テーブルがカン

2

●人間文化

他者の視点を得るための身体動作 ―認知症対応型共同生活介護施設（グループホーム）における 介護者による過去に対する記述―

ファレンスの場としてしばしば転用される．つま
り，介護者どうしの話し合いの環境は，入居者と介
護者とが普段生活している環境と重なっているので
ある．
近年，わたしたちのコミュニケーションを考える
際には，それが行われる環境，すなわち「物質的世
界」が重要であり，人同士の会話は，物質的世界を
手がかりに発話や身体行為として表現され，これら
を通してその場に固有の規範が構成されていくこ

図１：参加者の配置図

とが指摘されている（Goodwin 2000; Streeck et al.
2011）
．では，二重の生活空間を持つグループホー

食事やレクリエーションの際に用いるもので，どの

ムにおいて，介護者は，いかにに物質的世界から手

入居者がどの席に座るかは決められている．そのた

がかりを拾い上げて自然記述を行い，「入居者の身

め，介護者は，座席の位置を見ただけで，容易にそ

になって考える」ことを実践しているのだろうか．

こに座るのが誰かを想起することができる．

本論では，カンファレンス中に入居者の身体が話題
となった事例を取り上げ，それを微細に分析するこ

3. 結果

とでこの問題を考える．

3.1 介護者による入居者空間への言及
入居者の生活空間の中で介護者が話し合うとき，

2. 方法

入居者の存在がどのように言及されるかを見るため

滋賀県のグループホームＡの協力を得て，月例

に，介護者の一人が入居者と自分たちとの感覚の差

カンファレンスを 2009 年９月から 2012 年 12 月まで

について語る「ずーっと一緒に」を見てみよう（断

ビデオ収録した．本論では，同じ職員構成，配置

片１）．断片の直前では，隣り合う席に座っている

のデータを用いるべく，2009 年９月のカンファレ

二人の入居者の折り合いがよくないことが語られて

ンスで起こった事例を取り上げる．なお，発話ト

おり，断片ではそれに続くやりとりが行われている．

ランスクリプトの記法は（細馬 2008）に準じた．本
論で主に使われているのは「沈黙の秒数（ ）」「複

断片 1「ずーっと一緒に」

数の発話が同時に重複して行われた部分［ ］」「語
尾の上昇↑」
「連続する発話 =」「長音：」「音声の
小さい部分゜゜
」である．また，身体動作やジェス
チャーは，動きの停止点によって区切られる「ジェ
スチャー・フェーズ」（Kendon 2004; 細馬 2008）ご
とに記述した．
会話における発話とジェスチャーの連鎖を分析す
るには，各発話，各ジェスチャーの開始終了時刻を
1/30 秒単位で正確に知り，それぞれの前後関係を
明らかにする必要がある．これには，Max Planck
Institute for Psycholinguistics, The Language
Archive, Nijmegen, The Netherlands で 開 発 さ れ
た ELAN（http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/）
（Lausberg & Sloetjes 2009）を用いた．
参加者は施設長（Ｌ），副施設長（C1），そして 8
人の介護職員（C2-9）である（図１）．カンファレン
スに用いられる四角いテーブルは，普段は入居者が

図 ２： 断 片 1 で，C6 に よ る 発 話 01,02,04 前 半 の ジ ェ ス
チャー．a:「うちらはな」，b:「この仕事の」，c：
「あいだしか」．
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のである．
まず発語内容を見ると，C6 は発話 01，02，04，

ここでもう一つ興味深いのは，C6 の発話 2 で行

11 で，二つの時間，すなわち仕事のときだけいる

われたジェスチャーが退却すると同時に，他の介護

介護者の時間と，「ずーっと一緒に」いなければな

者が一斉にあいづちを打ち始めることである（断片

らない入居者の生活時間とを対比している．しか
し，
「
（この仕事のあいだしか）いいひんでいいけど

1：5-10 行目）．このことは，この発語が，ただ介護
者自身のことを話題にしているだけでなく，この場

も」
「このひとたちもうずーっと一緒にいはんねん」

にいる他の介護者に思わずあいづちを打たせるよう

という発語が示している場所は，このグループホー

な情動の変化をもたらしたこと，ある種の臨場感を

ム全体の空間なのか，それともグループホーム内の

与えたことを示している．つまり，C6 は，発語と

特定のどこかなのかはあいまいである．

ジェスチャーを組み合わせることによって，介護者

一方，ジェスチャー内容を見ると，C6 のジェス

に今座っていることに対する臨場感を持たせ，続く

チャーは発語の示している場所をより明示的に指し

発話 4,11 でその臨場感に重ねるように入居者の生活

ている（図２）
．まず C6 は，発話 01「うちらはな」

感覚を語っているのである．

および発話 02 前半「この仕事の」の二句で，右手
を上下に二度振り下ろした（図 2a,b）あと，発話 02

3.2

後半「あいだしか」で，右掌によってテーブル上を

し合うジェスチャー

掃くように動いて（図 2c），参加者をざっと指す．
そして発話 04 前半「いいひんでいいけども」で手

前節では，入居者の座席に介護者が座ることに
よって，普段その座席に座っている入居者の存在じ

元に戻る．

たいが，介護者の動作を介して想起される事例を分

そして，発話 04 後半「このひとたちもうずーっ
と一緒にいはんねん」では，発話 02 とは異なり，

物理的世界を参照しながら入居者の行動を示

析した．これに対し本節では，入居者の行動が介護
者によって表現される場合を分析しよう．

掌ではなく指さしを用いている．指は L と C9 とを
交互にさすことで，ここにはいない二人の入居者を

断片２「新聞⑴」は，C2 がマツイさん（仮名：以

指し示している（図 3d）．C1 もまた，C6 と同時に，

下の固有名詞も同様）について報告を行っていると

発話 12「普通にいはんねやもん」で L と C9 を交互

ころである．

に指したあと（図 3e），今度は，発話 13「ずーっと

C2 は発話 01 〜 04 では日誌に手をかけて話して

ハタやからえらいねん」（「ハタ」は方言で「そば」

いる．しかし，C2 は発話 06 で日誌に目を落とした

の意）で，L と自分自身を指し（図 3f），別の入居者

あと，沈黙 07 で顔をあげ，そこからは日誌を見ず

ペア間の緊張関係を示唆している．すなわち，C6

に話を始める．そして，発話 12「そのまま：」で，

と C1 とはジェスチャーによって，いま行われてい

C1 の位置（普段はマツイさんの席）に手を移動させ

るカンファレンスの空間を，介護者のいる空間とし

た（図 4 左）あと，
「イガラシさんのほうにわたした

て表し，次に，入居者のいる空間として表し直した

りして」で右手を C4 の左隣方向（普段はイガラシ
さんの席）へと差し出す（図 4 右）
．
日誌を参照することを中断して，ジェスチャーに
よって入居者や介護者の動作を真似るこの C2 の行
為は，カンファレンスに典型的なものである（細馬
2010, 2016）．「新聞をわたす」という行為がどこか
らどこに向かってどのように行われるか発話のみか
らは分からないが，C2 のジェスチャーによってそ
れは的確に表現されている．さらに重要な点は，こ
のジェスチャーが，普段の入居者の配置を参照して
いる点である．C2は，カンファレンスのために座っ

図 3：断片 1，C6 による発話 11 以降のジェスチャー，およ
び C1 の発話 12,13 のジェスチャー．

4

●人間文化

ている介護者の位置を，入居者の位置として読み替
えながら，生活環境の中でいかにマツイさんがイガ

他者の視点を得るための身体動作 ―認知症対応型共同生活介護施設（グループホーム）における 介護者による過去に対する記述―

断片２「新聞⑴」

断片 3「新聞⑵」

図 5: 断片 3 の発話 15 以降における C1, C6 によるマツイ
さんの行為の自然記述．C1 は，「いやイガラシさんが：」で
C5 の位置（普段，イガラシさんが座っている位置）の方を指
す（g）． こ の あ と，C1 は 発 話 17「 マ ツ イ さ ん に 」 で， 左
手を自分の手元（マツイさんの位置）に引き寄せる．一方 C6
図４：断片 2 における発話 12 の C2 の身体動作．ここでは過
去に起こったマツイさんの行為を記述している．「そのまま：」
といいながら C1 の位置に両腕を動かし（左図），「イガラシさ
んのほうに」といいながら右腕を C5方向に差し出す（右図）
．
C1 の位置は普段マツイさんの座る席で，C5 の位置はふだん
イガラシさんの座る席である．

は，「イガラシさんが」で C5 の位置（イガラシさんの位置）を
指し（h），「あとや」で C1（マツイさんの位置）を指す（i）．

とを知っていれば，二人のジェスチャーはいずれ
も，イガラシさんからマツイさんへの新聞の移動を
示していると理解できる．つまり C1は「さきに（渡
す）」ことを，C6 は「あと（に読む）」ことを表して

ラシさんに新聞を渡しているかを表している．

いるのである．
C1, C6 は，C2 のジェスチャー方向を反転させる

断片２では，C2 による介護の自然記述の最中，

ことで，C2 の用いた物理的環境の手がかり，すな

副施設長 C1 はずっと C2 の手元を見ている．しか

わち，入居者がいつも座る座席位置という手がかり

し，次の「新聞⑵」で，C1 は C6 とともにこの C2

をそのまま踏襲して見せ，C2 の意見との対比を明

の記述に反対する（断片３）．

らかにしたのである．

発話 15,16 で，C1 と C6 はそれぞれ「イガラシさ
んがさきに」
「イガラシさんがあとや」と言ってお

続く発話 20-29（本論では省略）では，C1, C6 はさ

り，発話内容から見ると全く逆のことを言っている

らにマツイさんとイガラシさんのふだんの新聞のや

ように見える．しかし，同時に起こっているジェス

りとりについて C2に対して解説を行った．しかし，

チャーを見ると，一見逆に見えるこれらの発話は，

C2 はこの二人の反論に，さらに再反論する．これ

実は同じことを指していることが判る（図５）．C1

が「新聞⑶」である（断片４）
．

は発話 15「いやイガラシさんがさきに」といいな
がら C5 の位置を左手で指し（図５g），発話 17「マ

C2 は，「あ，けどよ，あんな，今日な，ほんまに
な，マツイさんが：イガラシさんに先みてもらうっ

ツイさんに」で，C1 自身の手元に左手を引き寄せ

ていわはってん」と，何度も言い淀みながら（発話

る．一方，C6 は，発話 16「イガラシさんが」で C5
を指し（図５ｈ），「あとや」で C1 を指す．C1 の座

35-43）
，C1 に発語を行っている．しかし，動作を見
ると，発話 35-43 は，ただの言い淀みではないこと

席がマツイさんがいつも座っている場所，C5 の座
席がイガラシさんがいつも座っている場所であるこ

がわかる．C6 の方を見ている C1 に対し，
C2 はまず，
「あ」
「けどよ」と言いながら，C1 の手元に自身の

人間文化●
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断片 4「新聞⑶」

日」実際に観察されたディテールに基づいているこ
とを示し，それが C1 や C6 が自身の身体によって
指し示しているようないつものできごとではないこ
とを示している．C2 は，ただ C1 位置から C5 位置
への移動を記号的に示すのではなく，マツイさんが
実際に新聞を手にとったであろう位置を示し，そこ
に C1 の注意を招いているのである．

4. おわりに
本研究では，入居者の生活空間と介護者の生活空
間とが重なり合う二重の環境の中で，介護者がどの
ように入居者の認知や身体を想像しうるかという問
題を考えるために，いくつかの事例について，そこ
で行われている発語と身体動作を分析した．
わたしたちの行為がもし個人に閉じているなら
ば，行為 - 効果に関する知識は内的であり，個人の
認知のみを考えればよい．しかし，複数の参加者
による共同行為では，行為は異なる個人に分布し
図 6： 発話 37 以降における C2 によるマツイさんの行為の自
然記述．C2 は「あ」
「けどよ」と言いながら，C1 の手元に
両手を移動させる（j）
．このとき，C1 はまだ C6 に向かって
話しかけていた（発話 36）が，C2 の発語に気づいて C2 を向
く．C2 は「あんな」と言いながら，C1 の肩を叩き（k），C1

ており，行為がもたらす効果情報は外化されてい
る（Jordan 2009）
．本論で扱ったグループホームで
は，この外化が，単なる個人の認知を外に表すだけ
でなく，他者の身体や認知を自然記述するものであ

の前にある自身の右手を軽く動かす．C1 が下を見ると，C2

ることが示された．介護者は，いつもそこに座って

はさらに左手も添え，両手を C1 の前において「ほんまにな」
と言う．このあと，両手は C5 の位置（イガラシさんの位置）

いる入居者と自分たちとを重ね合わせるようにお互

に移動する（l）
．

いの身体や位置を指し示し合う．部屋に設えられた
テーブルと椅子の配置は，当のテーブルでかつて行
われた入居者の行動を想起させ，自然記述する際に

両手を置く（図６j）．C2 の発語に気づいて C2 の方

参照された．

に向き直った C1 に対し，C2 は「あんな」と言いな

さらに興味深い点は，こうした行為を通して，入

がら左手で肩を叩く（図６k）とともに，自分の右手

居者の座席に座った者があたかも入居者のエージェ

を少し動かす．C1 が下を見た直後に，C2 は再び両

ントであるかのように扱われることだろう．たとえ

手を C1 の手元におき，「マツイさんが」と言いな

ば，断片４「新聞⑶」で，C1 は，C2 の動作に合わ

がら C5 の位置まで移動させる（図６l）．

せて自分の手元に視線をやり，そこから C5 の方向

発話 35-41 の一連の発語と動作によって，C2 は

を見る（図６）．それはちょうど，マツイさんが自

C1 の注意を引くことに成功している．これらの発

分の新聞をとってイガラシさんに渡すときに起こる

話は，ただの言い淀みではなく，C1 の注意の方向

であろう視線移動である．他の参加者にとっては，

を C2 のジェスチャーに注目させるという，一種の

C1 の身体と C2 の手の動きの組み合わせは，あたか

注意獲得行為（Tomasello 2008）と見ることができ
る．それだけではない．C2 は，C1 の視線をただ自

もマツイさんの身体の代理であるように見えるであ
ろう．一方で，C1 はこの視線移動を通じて，マツ

分の側に向けさせるのではなく，C1 の手元に置か

イさんの視線移動を体感する．

れた C2 の両手に向けさせる．そこは，C1 や C6 が
大きな身振りで示したマツイさんの位置からは少し

入居者の生活する物理的空間内で動きながら，実
際の入居者の行為を記述することによって，介護者

ずらされており，テーブル面により近い．そのこ

はいわば，お互いの身体を介して，入居者どうしの

とで，C2 は，このジェスチャーが C2 によって「今

感覚を再現し，入居者の生活を体感する．カンファ

6
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レンスでしばしば繰り返される入居者行動の「自然
記述」は，いわば，介護者が入居者の身体をなぞり
ながら自分との差異に気づき，自らの入居者観を更
新していくための方法ではないだろうか．

細馬宏通 ,“介護するからだ ," 医学書院 , pp. 279,
2016.
細馬宏通 , 中村好孝 , 城 綾実 , 吉村雅樹 ,“介護者ど
うしの会話に現れる身体化された知識 : カンファ

介護者どうしが入居者の身体を想像するために自

レンスにおけるジェスチャーの相互作用 ,”電子

身の身体を用いるという現象は，テクノロジーを駆

情報通信学会技術 研究報告 . HCS, ヒューマンコ

使するコミュニケーションにも示唆を与える．わた

ミュニケーション基礎 , 第 110（185）巻 , pp.13-18,

したちは，他者の認知をシミュレートするテクノロ

2010.

ジーを考えるときに，しばしば他者の視点に立った

細馬宏通 , 坊農真弓 , 石黒 浩 , 平田オリザ ,“人はア

ヴァーチャル・リアリティを実現しようとする．一

ンドロイドとどのような相互行為を行いうるか :

方，介護現場において，介護職員は，お互いの身体

アンドロイド演劇『三人姉妹』のマルチモーダル

を利用することで，他者の身体を代替し，そこで起
こりうるできごとを想像しようとする．このこと

J.S. Jordan, “Forward-looking aspects of

は，他者を想像する際に，自他の身体という物理的

perception-action coupling as a basis for

存在もまた重要となることを示唆している．近年，

embodied communication,”Discourse Processes,

ロボットやアンドロイドが参加するコミュニケー
ションにおいては，彼らの持つコミュニケーション
能力だけでなく，その物理的存在じたい，すなわ

分析 ,”人工知能学会論文誌 , 29（1）, 60-68, 2014.

vol.467, pp.127-144, 2009.
A. Kendon, Gesture, Cambridge University Press,
Cambridge, 2004.

ち外見的な身体じたいが，人とのやりとりにおい

H. Lausberg and H. Sloetjes,“Coding gestural

て重要な役割を果たすことが指摘されている（細馬

behavior with the NEUROGES-ELAN system.,”

2014）．本論で論じた介護者どうしの身体の扱い方

Behavior research methods, vol.41, no.3, pp.841-

は，身体を持つロボットやアンドロイドが，どのよ
うに他者の身体の想起に関わるかを考える上でも重
要となるだろう．

849, 2009.
S.M. McCurry, When a family member has
d e m e n t i a : s t e p s t o b e c o m i n g a re s i l i e n t
caregiver, Praeger Publishers, Westport CT,
2006.
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ジーン・シャープの非暴力行動論
谷

口

真

紀

人間文化学部国際コミュニケーション学科助教

はじめに

げられるものの、学術研究にいたってはいまだ十分

本稿の目的はアメリカの政治学者ジーン・シャー

に取り組まれているとは言えない。世界的に顕著な

プ（1928-）が提唱する非暴力行動論がどのような有

研究として社会科学者のブライアン・マーティンに

用性を持っているかを解明することである。そのた

よる 2013 年の論文「ジーン・シャープの政治」５ を

め、主にシャープの著作にもとづき、非暴力行動の

挙 げ る こ と が で き る ま で で あ る。 ブ ラ イ ア ン は

方法論の基底や特色を検討する。

シャープの非暴力行動の方法論に当てはまらない複

インドの政治指導者マハトマ・ガンディーの非暴

雑なケースを厳しく指摘しながらも、優れた点も見

力不服従運動に影響を受けたシャープは、非暴力研

出してきた。日本国内ではシャープの知名度はさら

究の先駆者の一人である。シャープは非暴力行動を

に低く、シャープを取りあげた研究自体は文化史学

物理的な暴力を用いないで権力と闘争することと

者の中見真理による 2009 年の論文「ジーン・シャー

定義する。１ 支配者が頼みにしている被支配者から

プの戦略的非暴力論」６ が見当たるのみである。

の協力を断つことで支配者の「アキレス腱」 にダ

シャープについては非暴力行動の理論的指導者とし

メージを与え、権力を揺らがせる抵抗だと規定す

ての側面だけでなく、その理論自体の学術的議論を
さらに重ねていく余地があると思われる。

２

る。シャープは歴史上の独裁体制の事例分析を徹底
して行い、非暴力行動論を導き出した。それは支配

世界各地でテロリズム・虐殺・戦争・ヘイトクラ

者の暴力に暴力で対抗するのではなく、支配者が間

イムの犠牲になる人々が絶えない中、膨大な研究か

接的・直接的に依拠している力を取り払うことで、

ら紡ぎ出された冷静なるシャープの非暴力のすすめ

やがて支配者から力を奪回することを目指すいたっ

が今ほど必要なときはない。暴力の連鎖を断ち切る

て実践的な戦略である。

のにもっとも有効なのは暴力に非暴力で対抗するこ

1993 年初出の著書『独裁体制から民主主義へ』３

とだと、シャープは一貫して訴えてきた。

はシャープの代表作で、世界各地の民衆の間で読み

したがって、本論はシャープが提唱する非暴力

継がれ、民主化運動の理論的支柱の役割を果たし

行動の核心を明らかにすることを目指している。

てきた。2000 年のセルビアでの民主化運動「オト

シャープの方法論がどのようにガンディーの遺産を

ポール！」や「アラブの春」のひとつである 2011

引き継ぎつつも独自に発展したか、またどのように

年のエジプトでの反政府デモは、いずれも同書に影

理論と実践を統合しているかを明らかにし、平和構

響を受けた市民が率いた非暴力運動であった。 そ

築研究の一端を担いたい。なお、本文献研究で引用

うした中で、シャープの非暴力行動の理論は良くも

する英文の邦訳はすべて筆者が行った。

４

悪くも注目を集めている。一方では、シャープは
2009・2012 年の２度にわたってノーベル平和賞の

1

シャープの非暴力行動論の基盤

候補に挙げられ、民主化運動の理論家として高く評

シャープの非暴力行動の理論はマハトマ・ガン

価されてきた。他方では、シャープはアメリカ政府

ディーの非暴力不服従運動であるサティヤーグラ

と共謀して海外に親米派の政権樹立を企てていると

ハ（Satyagraha）を土台としている。シャープは自

疑いをかけられ、民主化運動の扇動者として非難さ

らの著作の中でガンディーの言葉をしばしば引用す

れてきた。後者は根拠のない陰謀説であり、そのよ
うな嫌疑はシャープの著作が広く読まれていること

る。のみならず、ガンディーの研究も手掛け、1960
年に著書『ガンディーの道徳的力という武器の行

をかえって裏書きする。

使』７ を発表し、ガンディーの非暴力運動の歴史を

実際、数あるシャープの英文著作はビルマ語やア

ていねいに跡づけた。（ちなみに、この本の序文を

ラビア語をはじめとする欧米以外の言語を含む 35

したためたのは、シャープの研究を励ました物理学

言語に翻訳されて普及している。ただ、シャープの

者のアルベルト・アインシュタインである。
）

非暴力行動論は新聞やテレビのメディアには取りあ
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シャープはガンディーのサティヤーグラハは人間

ジーン・シャープの非暴力行動論

存在の「真理の把持」８ を貫くものだと説明する。

ことである。14

シャープの非暴力行動論の根底にはこのガンディー
の真理の追求に通底する①積極性、②戦略性、③主

非暴力行動は支配者の暴力に暴力以外の手段で抵

体性の３点を見てとることができる。

抗する能動的な行動である。後に詳述するように、

第１に、ガンディーとシャープの両者は非暴力を
積極的な方法と捉えている。非暴力は無暴力とは違

行動の種類は抵抗・非協力・介入の３つに分類される。
シャープの非暴力についての理解はガンディーの

う。それは暴力ではない手段を用いて積極的に抑圧

理解と一致している。シャープも非暴力行動を自分

や支配に抵抗していく術である。

や他者を暴力で傷つけることなく社会や国家の支配

ガンディー自らが証言しているように、非暴力
という言葉はヒンドゥー教や仏教の重要教義のひ

体制や構造的暴力に対抗していくために民衆が身に
つけるべき建設的な技術と見なす。

とつであるアヒンサー（Ahimsa）にもとづいたガン

第２に、ガンディーとシャープの両者は非暴力を

ディーの造語９であった。非という否定語が含まれ

戦略的な方法と捉えている。支配者に積極的に抵抗

ているが、否定的で消極的な力を意味するのではな

するには、どう行動するのかが鍵となる。非暴力を

く、肯定的で能動的な力を意味する。 ガンディー

行使するには、どのような目標を設定し、その達成

は次のように非暴力を説明している。

のためにどのように綿密な計画を立てるかを練らね

10

ばならない。非暴力行動は暴力を用いない作戦を駆
非暴力とは悪者の意志に従順に屈服することで
はない。それは全精神を独裁者の意志に抗わせ

使し、抑圧や支配に抵抗していく技である。
ガンディーは敬虔なヒンドゥー教徒の倫理観や道

ることである。我々の存在のこの非暴力の法則

徳観から非暴力の哲学を唱えていただけではない。

に従いながら、自らの名誉・宗教・魂を守り、

柔和な外見の内には強靭な策略を擁していたのだっ

帝国の崩壊または再生の地盤を築くため、不正

た。それを端的に示すのが、軍事力を用いた防衛が

義な帝国全体の力に個人が反抗することは可能

策略にもとづいて訓練されるように、非暴力を用い

である。11

た抵抗も策略にもとづいていて訓練し自分のものに
しなければならないというガンディーの考えであ

非暴力運動とは本質的に活発な闘争であり、血

15
る。
非暴力行動は学んで身につけるものだという

なまぐさい武器を用いる武力闘争よりはるかに積

のだ。シャープはガンディーのこうした側面について

極的なものだともガンディーは述べている。12 ガン

「彼は注意深く状況の事実を調査する。それにもとづ

ディーの唱えた非暴力不服従運動は暴力の虚しさを

いて運動・戦術・作戦をかなり精巧に計画する。
」16 と

訴えて抗争をただ避けるのでなく、むしろ積極的に

言い表している。この入念で体系的な非暴力行動計

抗争をしかけていくものであった点をあらためて確

17
画こそがガンディーの最大の遺産だと評価する。

認しておきたい。

ゆえに、シャープも効果的な非暴力闘争を行うう

同じように、シャープも非暴力行動とは暴力を使

えで戦略に裏づけられた行動計画が最重要条件のひ

わない何らかの手段によって、積極的に行動を起こ

とつだと言明している。18 決して思い付きで非暴力

し、効果的に権力に抵抗していく方法だと解説して

行動を起こしてはならず、行動目標を大所から眺め

13

いる。 シャープは次のように非暴力行動を定義づ

る大戦略、その大戦略を推し進めるための戦略、そ

ける。

してその戦略を実行するための作戦というように、
組織的な方略を準備しておくよう呼びかける。19

非暴力行動は抵抗・非協力・介入の数多くの特
殊な方法を網羅する一般的な用語である。それ

シャープの戦略重視の姿勢はガンディーの姿勢を
踏襲したものと見てよいだろう。周知のとおり、戦

らの方法すべてにおいて、抵抗者は物理的な暴

略という語は軍事学の専門用語から派生したもので

力を使わずにあることをし、またはあることを
するのを拒んで闘争を行う。よって、技術とし

ある。シャープは周到な準備計画の重要性を強調す
るためにあえて軍事用語を用い、暴力を伴う軍事力

て非暴力行動は消極的なものではない。それは

の戦略に対抗するには暴力を伴わない非暴力の戦略

何もしないことではない。行動が非暴力という

が肝心であると述べる。平和の理念や価値を掲げる
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だけでは暴力支配に太刀打ちできず、何も変わらな

2

シャープの非暴力行動論の特徴

いことをシャープは心得ている。だからこそ、大局

ガンディーが率いた非暴力不服従運動の要素を受

的展望からの戦略に則り、抑圧支配を切り崩してい

け継ぎつつも、シャープは独自の方法論を体系化し

く構想を示している。

た。シャープの最大の功績のひとつは「非暴力行動

第３に、ガンディーとシャープの両者は非暴力を
主体的な方法と捉えている。積極的に、戦略的に支

の 198 の方法」の提示である。シャープは過去の闘
争や革命の事例から 198 個の非暴力行動を抽出し、

配者に立ち向かうには、被支配者の側に自立が必要

実際にどのような行為が非暴力行動に含まれるのか

である。誰かが自分を支配者から救い出してくれる

を一覧にした。非暴力行動を 54 個の「抗議・説得」

という依存から抜け出し、支配者から自分を解放し

行動、103 個の「非協力」行動、41 個の「介入」行

なければならない。非暴力行動とは抑圧や支配との

22
動の３種に分類する。
なお、「非協力」のカテゴ

戦いに暴力を使わないで主体的に参加する法である。

リーには 16 個の「社会的非協力」・49 個の「経済的

自分たちインド人は現今の社会や制度に直接関係

非協力」
、38 個の「政治的非協力」の内訳を示して

を有しているのだと、英国の植民統治下のインドで

いる。23

ガンディーは人々に説いた。「したがって、結局の

「抗議・説得」の一例は 2000 年にセルビアで試み

ところ、人は自分に値する政府を手にしているのだ

られたような意図的な騒音である。独裁政権がテレ

と私は信じている。言い換えるなら、自治は自助努

ビで政権番組を放映する夕刻の時間帯に、各家庭で

力を通してしか実現できない。」20 と呼びかけた。
植民地支配のくびきとともにカースト制度という身

一斉にフライパンを叩くなどして大きな音を出して
放送を聞こえにくくすることにより、人々は政権へ

分階層の縛りが人々を苦しめていた当時のインドで

の抗議の意志を示した。また、「非協力」の一例は

のこの発言は注目に値する。そうした体制や構造を

1955年にアメリカで試みらたようなバスのボイコッ

生み出し、存続させているのは自分たちにも責任の

トである。人種隔離を行う交通機関を使用せず徒歩

一端があり、取り除くのは自分たちの責務だとガン

で通勤することで、人々は人種差別体制そのものへ

ディーは洞察していたのだった。

の協力を拒んだ。さらに、「介入」の一例は 1988 年

同様に、シャープも国家や社会の支配関係につい

にミャンマーで試みられたようなデモ隊と軍隊との

て重要な点を突いている。人々が独裁体制からの自

間への割り込みである。デモを阻止しようと銃口を

由を目指すのであれば、まず自分自身を解放しなけ

向ける軍隊の前に一人が進み出て事態に介入し、毅

ればならないという。21 これこそがシャープの非暴

然たる勇気で軍隊に銃を下ろさせた。方法は異なれ

力行動の理論の根幹をなす見識である。シャープは

ども、こうした非暴力行動の目的は支配体制が依っ

独裁体制がはびこるのは人々がその体制に何らかの

ている力の源を断ち切り、体制の力を弱体化させ、

協力をし続けているからだと考える。たとえ諦めか

最終的に権力を手放させることである。それをどの

らであろうと嫌々であろうと脅されていようと、独

ように実現させるかを説くシャープの方法論の特徴

裁に抵抗しない限り、人々はそれに力を貸し賛同し

は①実用性、②中立性、③具体性の 3 つにまとめら

ていることになり、支配関係が続いてしまうと見る

れる。

のである。

第１に、シャープの非暴力行動の理論は実用的で

抑圧関係がどのように成立しているのかについて

ある。ガンディーも旺盛な執筆欲で非暴力不服従運

のシャープの視点は、ガンディーの視点と同じ鋭さ

動を人々に提唱したが、そのほとんどが機関誌への

である。抑圧されている人々にしてみればシャープ

投稿エッセイで、非暴力運動の理論化には至ってい

は残酷なことを言っているかもしれない。人々は自
ら望んで植民地・身分差別制度・独裁政治のもとに

ない。他方、シャープは非暴力行動の学術的理論化
を成し遂げた。ただ、シャープの著作の主な対象読

暮らしているわけではなく、むしろそうした体制の

者は研究者ではなく抑圧されている人々である。そ

被害者である。しかし、それゆえに、シャープは
人々が気づいていない、または気づかぬふりをして

の証拠に、シャープの概ねの著作物は学術的裏づけ
がありながらも難解な語彙を用いず、かつ読みやす

いる抑圧の仕組みを理解し、囚われている自分を自

く整理されている。

主的に解放する第一歩を後押しする。
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滅ぼされたりしてはならないとの信念を持ち続け、

掲げていた。シャープは自身の政治的中立性を確保

いかにして独裁体制を防ぎ、崩壊させることができ

して非暴力行動論を唱える。

るかの問題を政治学者として考え続けてきた。 広

立場や意見に偏りのない非暴力行動論を意図して

範な事例研究から、独裁体制は切り崩せるとの確信

いることを、シャープ自ら次のように表明している。

に至る。政権が依存している力を取り除けば、権力
はバランスを失い、それまでの抑圧のあだが自らに

必要に迫られて、そして意図的な選択で、本書

跳ね返り、政権の勢いを弱められることを理論化し

の焦点は独裁政権をどのように崩壊させるの

た。ついにその発見に至った「エウレカな瞬間」ど

か、新たな独裁政権の出現をどのように防ぐの

う感じたかとインタビューでかつて問われた際、

かについての一般的な問題に置かれる。私には

シャープは「ほっとした」25 と答えている。ここに

特定の国について詳細な分析や処方箋を示す能

謙虚なシャープの姿勢が垣間見える。虐げられて

力はない。けれども、このような一般的な分析

いる人々が自らを解放できるようにとの一念で、

が現在独裁支配の現実に残念ながら直面してい

シャープは非暴力行動の方法論を指南している。

る多くの国の人々に役立てられればと願ってい

24

ただし、大多数が差別や抑圧に置かれているよう

る。27

な地域では人々に自分たちの状況を把握させ危機意
識や非暴力への共感を喚起させるのは容易ではない

当然のことながら、どの地域にも特有の歴史的・

と、中見真理はシャープの方法論に懸念を示す。26
もっともな見解であるが、これに関してはシャープ

地理的・政治的・宗教的・文化的経験や価値観があ
る。しかし、シャープが目指しているのは、そうし

も対抗措置を講じている。シャープは 1983 年に米

たどの立場にも加担せず、あくまで普遍性のある包

国で非営利組織のアルベルト・アインシュタイン研

括的な方法論の構築である。

究所を設立した。（自らの研究を応援してくれたア

このように中立を明言しているにもかかわらず、

インシュタインへの敬意を込めてその名を用いてい

シャープの政治的偏りを批判する声が絶えない。例

る。）同研究所は非暴力行動の研究を世界規模で進

えば、2007 年にベネズエラの大統領ウゴ・チャベ

め、非暴力行動を戦略的に行使する指針を広めるこ

スはシャープを名指ししてベネズエラでクーデター

とを目指す。世界のさまざまな地域の人々にシャー

28
を扇動するイデオローグだと警戒した。
しかし、

プの方法論を普及させるため、35 言語でシャープ

シャープはチャベス大統領に書簡を送って事実の訂

の著作を翻訳し、そのほとんどを同研究所のホーム

正を要求したばかりか、自らの 2003 年の著書『反

ページ上に無料で公開し、ダウンロードを可能にし

クーデター』29 を贈呈した。30 この本は一般市民が集

ている。こうした措置は人々が暴力や圧政に苦しむ

結して非暴力でクーデターを防止していく方法を説

状況下でもシャープの著作を入手できるようにする

いたもので、シャープは機知に富んだ対応を見せて

ための配慮である。

いる。相手がどのような政治的立場の人間であっ

シャープとアインシュタイン研究所は研究成果を

ても態度を硬化させず応じることができるのは、

学会で披露するためというより、民衆に伝えるため

シャープがどのイデオロギーにも傾倒していないこ

に非暴力行動論を発信する。その方法論は実際に抑

との裏付けを与える。

圧のもとで苦悶する人々を想定して練られている。

シャープは誰もが利用できるように政治的・宗教

第２に、シャープの非暴力行動の理論は中立的で

的に偏向のない理論を前提としている。何らかの立

ある。支配に苦悩する人々の手引きとして、非暴力

場から説くと、違う立場の人々の偏見や猜疑心を誘

行動の土台づくり、非暴力行動の遂行、非暴力行動
の停滞の突破口、非暴力行動の成功と失敗など、段

い、人々がシャープの方法論を手にするチャンスを
遠ざけてしてしまいかねない。独裁や抑圧に置かれ

階別に詳細に解説してある。その前提としてシャー

た特殊な状況にある人々が自分たちの状況下に引き

プが顧慮しているのは、特定の社会や国の人々だけ
に有効な理論は提示しないという点である。対し

寄せて活用できるように、広くあてはまる理論を展
開する。

て、ガンディーはインド国民会議の政党の指導者と

第３に、シャープの非暴力行動の理論は具体的で

しての政治立場を明確にしたうえで非暴力不服従を

ある。抑圧に苦しむ人々の実用に即し、中立の視点
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からさまざまな立場の人々に方法論を呈そうとすれ

政権を崩壊させた後の社会はかえって混乱をきたさ

ば、それは抽象的でありえない。その点に関して言

ないものかということである。３つ目は支配者側が

えば、ヒンドゥー教の神への信仰を拠り所にしてい

非暴力行動のマニュアルを手にすれば元も子もない

たガンディーの非暴力不服従運動には多少観念的で

のではないかということである。非暴力の方法論だ

漠然たる部分が見受けられた。特に晩年にさしかか
るにつれて、ガンディーは神の示す真理に従うこと

けではそれが悪用される恐れがあり、社会が非暴力
行動の成功を維持できるとは限らず、非暴力行動の

を強調し、神の名のもとにサティヤーグラハを行う

手の内が独裁者に知れると有効性が損なわれると

よう説いた。ひるがえって、シャープの議論には宗

いった懸念を忽せにできない。

教的な言及はほぼ見られない。

こうした危惧が残る中、シャープの非暴力行動論

というのも、シャープの力点はあくまでも実践的

にはどのような有用性があるのだろうか。本稿の最

な手法にあって、非暴力の価値や意義を説くこと自

重要課題は上記の疑問を踏まえたうえで、この問い

体ではないからである。「非暴力行動は実践者に敵

への答えを導き出すことである。次の図１「ジー

対者を『愛する』ことや敵対者を転向させるよう努

ン・シャープの非暴力行動論の可能性」に示したよ

めることを要求しない。実際、そうしたことはこの

うに、シャープの非暴力行動の理論は①発想の転

種の闘争の独自の特徴なのである。」31 という記述

換、②過程の重視、③工夫の余地の３点で示唆に富

は、シャープの姿勢を判然と示す。シャープは非暴

んでいる。

力の理念をないがしろにしているわけではない。そ
の理念は平和主義を掲げることによって実現される
のではなく、非暴力行動の技術によって実現される
32
と考えているのである。
シャープは非暴力をめぐ

る宗教的または道義的な説教にではなく、合理的で

ガンディーの非
暴力不服従運動
①積極
②戦略
③主体

客観的な行動の手法を提示することに重きを置いて
いる。
だが、シャープが示す非暴力行動のモデルには現
実に即さないものもあると、ブライアン・マーティ
ンは批判する。マーティンによると、シャープが得
意とする支配者対被支配者の構図では資本主義構造・
家父長制・官僚政治などでの複雑な力関係を説明し
きれない。確かに、シャープの理論はすべての抑圧・

シャープの
非暴力行動論
①実用
②中立
③具体

図１

シャープの非暴力行動論の
可能性
①発想の転換
②過程の重視
③工夫の余地

ジーン・シャープの非暴力行動論の可能性
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差別・支配状況での力関係を網羅できていない。け
れども、それはシャープが独裁体制という特定の力
関係に焦点を当てていることの裏返しでもある。

まず、シャープの非暴力行動の理論は平和の価値
を説くことのみに頼らず非暴力の方法を実行するこ

どの方法論も万能ではなく個別の状況に特化した

とで平和を構築するという発想の転換をもたらす。

ひとつの手法にすぎないことはあらためて指摘する

シャープは全面的に平和の哲学を打ち出すことはし

までもなかろう。シャープの方法論も独裁支配に抗

ない。しかし、それは平和に価値を置いていないか

するという明確なターゲットを持っている。観念的

らではなく、むしろ深く平和を希求するからこその

であることを避け、実践に適うよう考え抜かれたも

戦術なのである。実際の行動によって戦略的に平和

のである。

を実現していこうとする点に、新たな平和構築の可
能性が認められる。

3
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シャープの著作には滔々と平和の重要性を語る

以上のようなシャープの非暴力行動の理論が及ぼ
す影響をめぐり、少なくとも 3 つの疑問が生じる。

メッセージは含まれない。非暴力行動の理論が段階
を追ってただ淡々と記される。一見すると、冷静す

１つ目は果たして非暴力を行使する道義性は明示し

ぎる記述に思われる。机上で独裁政権を打倒するま

なくてもよいのかということである。２つ目は独裁

での政治力学を論じることに関心があるだけではな

12
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いかとの疑義を抱きそうになるくらいの冷淡さであ

よって民主主義がひとまず達成されるのはよいが、

る。しかし、シャープはあえて平和の理念に終始し

独裁体制を破壊するだけして、以後は民主主義を維

ない。

持できずに、再び社会が転覆をくり返すという最悪

なぜなら、平和は誰かから与えてもらうものでは

のシナリオも想定できる。非暴力行動を通して成就

なく、自分自身の行動によって積極的に創り出すも
のだという信念が、シャープの非暴力行動論の出発

した自由の持続可能性には常に不安がつきまとう。

点だからである。シャープ自身の言葉で言い換える

のひとつひとつの過程で慎重に検討を重ねるよう呼

ならば、自由は支配者が臣下に「与える」ものでは

びかけている。そうした具体的なプロセスが独裁政

なく、社会と政府の間での相互作用の中で獲得され

権打倒後の社会づくりに活かされる。

そうした事態を防ぐために、シャープは非暴力行動

る。33 平和は祈りだけでは達成できず、平和の尊さ

シャープが導く非暴力行動は個人が自らを抑圧

を高唱するのみでは聞き届けられない。それゆえに

から解き放つ能力の育成の過程そのものである。

こそ、今なお紛争や抑圧が続いている。その現状を

シャープによると、そうした中で人々は劣等や従属

打開するには、暴力に虐げられている人が自身の手

の立場に抵抗し、自尊心を向上させるだけでなく、

によって暴力の連鎖を断ち切り、自らを解放する勇

自己認識や行動での変化が現状の支配集団にも影響

気が必要だとシャープは考える。民衆が暴力の支配

34
を与え、かつ長期的にも影響を及ぼす。
このよう

者に協力を拒み、支配者に不都合を生じさせ、そこ

に主体的な非暴力行動に関してここで想起されるの

から支配者が暴力的態度を変えざるを得ない状況に
持ち込むことがシャープの狙いなのである。

は、政治学者の丸山真男の「自由は置き物のように
そこにあるのでなく、現実の行使によってだけ守ら

無論、平和の実現という究極の目標が抜け落ちて

れる、いいかえれば日々自由になろうとすることに

0

0

0

0

いれば非暴力行動は単なるパワーゲームの一部にす

よって、はじめて自由でありうるということなので

ぎなくなる。個人と社会が暴力的支配から自らを解

す（傍点原文）」35 という認識である。民主主義は既

放して平和を実現するという最終目標に沿う非暴力

存の状態としてあるのではなく、人々の参加でつく

行動であることを、シャープはもっと強調してもよ

りあげられていくと丸山は考えていた。丸山の言う

いだろう。

人々が自ら自由になろうとする過程は、シャープの

0

0

0

歴史的・思想的土壌を鑑みても、とりわけ日本で

言う人々が自らを解放する非暴力行動の過程と重な

は多くの人々が平和運動や平和教育という言葉の背

り合う。支配者にも被支配者にも固有に備わってい

後に政治的右派・左派または宗教的教派を警戒する

る力はない。人が自由を生み出そうとする中で、よ

ことが少なくない。また、平和の必要性は是認され

うやく自由は獲得されていく。外部からの能力強化

ていても、その方法論となると戦争反対の道徳や倫

ではなく、個人が自らの内側に働きかけて得られた

理を説くにとどまり、具体的な研究の積みあげが

能力強化は、長きにわたって保持されるはずである。

乏しい。暴力に非暴力で対抗する方法を提示する

独裁政権を倒すことだけが目標になってしまう

シャープの平和論は、政治・宗教の中立を保ちつつ

と、打倒後にかえって激しい混乱や暴動が引き起こ

実行に移せる。このように戦略的な平和研究が日本

されてしまう恐れがある。独裁体制の崩壊の先行き

にも必要であろう。

について、シャープはもう少し詳細に説明する必要

次に、シャープの非暴力行動の理論は準備から最
終的に成功を収めるまでのすべての段階で個人の自
由に対する意識を高め、民主主義を作りあげて維持

があるだろう。
第二次世界大戦後の日本の民主主義の制度はひな
形をアメリカから与えられた格好で、民主主義はそ

する力を鍛える過程となりうる。その意味では、非
暴力行動にゴールはない。人々が主体的に、不断に

こに「ある」ものだった。自分たちの行動を通して

非暴力行動に訴えることによって持続可能な自由な

ちである。殊に日本では、民主主義は自ら行動「す

社会を実現していこうとする点に、新たな平和構築
の可能性が認められる。

る」ことで築いていくものだという見識に立脚する

制度をつくりあげてきたという実感が希薄になりが

シャープの理論に学ぶことは多い。

もっとも懸念されるのは、非暴力行動によって独

最後に、シャープの非暴力行動の理論は支配者に

裁政権を倒したその後のことである。非暴力革命に

も公開することで、支配者層からも反体制への方向
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転換を募り、非暴力行動に巻き込んでいく工夫の為

会とのつながりを促進する SNS（ソーシャル・ネッ

所がある。シャープの著作がインターネット上に公

トワーキング）が、日本も含めた国や地域を超え

開されており、無料で入手できる時点で、被支配者

て、今後ますます多様な役割を果たしていくに違い

だけに向けた秘伝ではあり得えない。どの立場に置

ない。何より、それを可能にするゆえんは中立的な

かれている人にも理論の門戸を開き実用的な情報を
提供している点に、新たな平和構築の可能性が認め

シャープの方法論がもとよりすべての人に開かれて
いるからにほかならない。

られる。
だが、誰でもシャープの理論を入手し実践できる

むすびに

ということは、支配者側の人間もシャープの理論を

こうしてみると、シャープの非暴力行動論は暴力

研究し尽くして被支配者の抵抗を効果的に掌握して

に訴えないで紛争を治めるために誰もが手にできる

しまう危険がある。そうであるならば、非暴力行動

賢明な選択肢のひとつである。シャープの理論の有

が甚大な犠牲者を出す事態になりかねない。それで

用性は人々が自ら主導権を握って暴力以外の方法で

も、シャープはリスクを覚悟で自らの方法論を公然

建設的に争いを解決し、暴力の連鎖を断ち切ろうと

と唱える。なぜなら、そのリスクは支配者側の人々

する過程を重んじる点にある。

が被支配者側へ立場を転換する機会と表裏一体だか

繰り返されるテロリズムを前に暴力には暴力で応

らである。

えるしかないと追い詰められている人々に向けて、

シャープの非暴力行動論の目的は抑圧者の力のバ
ランスを崩すことに収斂する。そのためには被抑圧

平和構築は反戦や反軍事を唱えるだけでは実現でき
ないとシャープは説く。平和を戦略的に生み出す

者だけが抑圧者に対抗するよりも、抑圧者側から立

シャープの方法論は、平和構築研究に重要な示唆を

場を転換する人を増やして内部のバランスを崩すの

与えてくれる。

が効果的だとシャープは画策を用いる。このような
鞍替えについて、次のように述べている。

今後は非暴力行動の事例をさらに検証し、シャー
プの方法論の課題をいっそう掘り下げていくことが
求められる。そのうえで、シャープの非暴力行動論

したがって、立場の転換を達成するために行使

の研究を深化させていかねばならない。

される非暴力行動の目的は被支配者の集団を単
に解放するのではなく、自らの制度や政策に囚
われていると思われる支配者を自由にすること

注

である。支配者側の人々の立場の転換を提唱す

1 Gene, Sharp. How Nonviolent Struggle Works. Massa-

る者は、多くの場合、「悪人」から「悪」を切

chusetts: The Albert Einstein Institution, 2013, 18.

り離し、
「悪人」を救い出す間に「悪」を取り

2 Gene, Sharp. From Dictatorship to Democracy. Lon-

除くことを目指す。36

don: Serpent’
s Tail, 2012, 41.
3 Gene, Sharp. From Dictatorship to Democracy. Lon-

支配者側の人々は支配の理不尽さに目覚めること

don: Serpent’
s Tail, 2012.

で支配から解放される。さらに、それまでの立場を

4 Ruaridh, Arrow. How to Start a Revolution. Mas-

放棄して被支配者側にまわることで、協力者を失っ

sachusetts: The Media Education Foundation,

た支配者側が大きなダメージを受け、非暴力行動は
一気に勢いを増す。
シャープの非暴力行動の体系が抑圧者に悪用され
て、被抑圧者の側から多大なる死傷者を出すことが
あってはならない。抑圧者側の人間に抑圧のしくみ

2011.
5 Brian, Martin.“The Politics of Gene Sharp.”Publication on Peace, War and Nonviolence. 2013.
Web. September 14, 2016. <http://www.bmartin.
cc/pubs/13gm.html>.

を突きつけ、自分たちの不安定さと不合理さを理解
させるよう、シャープはいっそう試みる必要がある

6 中見真理「ジーン・シャープの戦略的非暴力論」
『清泉女子大学紀要』第 57 号、2009 年、163-84 頁。

だろう。

7 Gene, Sharp. Gandhi Wields the Weapon of Moral
Power. Ahmedabad: The Navajivan Trust, 1960.

シャープの非暴力行動の理論の伝播には、人と社
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8 同前、4 頁。
9 Gandhi, Mohandas, Karamchand. Non-violence in
Peace and War Vol.I. Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1948, 121.
10 同前、121-2 頁。
11 同前、4 頁。
12 同前、113 頁。
13 Gene, Sharp. How Nonviolent Struggle Works. Massachusetts: The Albert Einstein Institution, 2013,
18.
14 同前、18 頁。
15 Gandhi, Mohandas, Karamchand. Non-violence in
Peace and War Vol.I. Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1948, 7.
16 Gene, Sharp. Gandhi Wields the Weapon of Moral
Power. Ahmedabad: The Navajivan Trust, 1960, 4.
17 同前、8 頁。
18 Gene, Sharp. How Nonviolent Struggle Works. Massachusetts: The Albert Einstein Institution, 2013,
71.
19 同前、65 頁。
20 Gandhi, Mohandas, Karamchand. Non-violence in
Peace and War Vol.I. Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1948, 39.
21 Gene, Sharp. From Dictatorship to Democracy.
London: Serpent’
s Tail, 2012, 13.
22 Gene, Sharp. How Nonviolent Struggle Works. Massachusetts: The Albert Einstein Institution, 2013,
25-46.
23 同上。
24 Gene, Sharp. From Dictatorship to Democracy.
London: Serpent’
s Tail, 2012, xviii.
25 Ruaridh, Arrow. How to Start a Revolution. Mas-

2003.
30 Stephen, Zunes.“Sharp Attack Unwarranted.”
Foreign Policy in Focus. 2008. Web. 14 Sep 2016.
〈http://fpif.org/sharp_attack_unwarranted/〉
.
31 Gene, Sharp. How Nonviolent Struggle Works. Massachusetts: The Albert Einstein Institution, 2013,
107.
32 同前、101 頁。
33 Gene, Sharp. How Nonviolent Struggle Works. Massachusetts: The Albert Einstein Institution, 2013,
14.
34 同前、136 頁。
35 丸山真男『日本の思想』岩波書店、
1961年、
172頁。
36 Gene, Sharp. How Nonviolent Struggle Works. Massachusetts: The Albert Einstein Institution, 2013,
121.
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史跡整備活用ワークショップの試み
─国史跡・中須東原遺跡を事例として─

石

川

慎
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人間文化学部 地域文化学科 准教授

１

はじめに

含まれている。また、これに関連して、史跡等の運
営及び史跡等を核とするまちづくり・地域づくりを

昭和 25 年（1950）に施行された文化財保護法によ

はじめ、これらに関わる地域連携の促進及び市民活

れば、文化財の保護は保存と活用からなり、保存と

動への支援等の施策がある３）
（図１）
。ただし、こ

活用は相互に補完しあうものであることが示されて

のような形で史跡が良好に活用されるためには、史

いる１）。しかし、国宝・重要文化財に指定されてい

跡に対する地元住民の理解が必要不可欠である。そ

る建造物においては、当初、保存に対する取り組み

のため、一般的には、史跡に関する博物館・資料館

に重きが置かれていたため、活用に関する取り組み

を設置したり、講演会・見学会の開催などを行った

が活発になってきたのは、最近のことといえよう。

りするが、博物館や資料館といった施設の整備には

文化財保護法によって定められている史跡において

多額の資金が必要になるため容易ではないし、講演

も同様であり、史跡の活用についても、現在、様々

会・見学会の参加者は歴史に興味のある大人のみで

な取り組みが行われている状況である。

あることが多いため、史跡に関する理解が思うよう

一般に、史跡等２）の活用については、来訪者に対
して史跡等を適切に公開することをはじめ、来訪者

に広がらない。
このような状況の中、地元住民が史跡に関する理

が史跡等の空間において快適に過ごし歴史及び文化

解を深めていくためには、子どもの頃から日常の学

を学ぶことができるように諸施設の設置を行うこ

習の中で史跡について触れ、理解を深めてもらうよ

と、公開・活用に関する企画の立案及び宣伝、学習

うな仕組みづくりが重要となる。これに対し、学校

のための教材の製作及び場所の準備を行うことな

教育で史跡を活用する取り組みが各地で模索されて

ど、物理的、精神的な面にわたる各種の施策が広く

いるが、自治体の文化財担当職員が地元の小中学校

π
ᴾᴾᴾӪួሁỉᚐ્ Ὁ π

ᜂᚨỉᚨፗ
ᴾᴾᴾႎᄩễऴإ੩̓Ẇ ࣛᢘễᙸܖửႸႎểẴỦᜂᚨỉᚨፗ

Ӫួሁỉဇ
ᇌక Ὁ ܳˡ
ᴾᴾᴾπ Ὁ ဇỆ᧙ẴỦ˖ဒ Ὁ ᇌకӏỎܳˡ
ᴾᴾᴾܖ፼ỉئӏỎỉแͳ
ᢃփ
ᴾᴾᴾộẼỀẪụ Ὁ ؏עỀẪụሁỉӕụኵỚỆ᧙ᡲẴỦ؏עᡲઃ
ᴾᴾᴾἮἻὅἘỵỴ Ὁ ࠊൟѣồỉૅੲ

図１
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史跡等の活用４）

史跡整備活用ワークショップの試み ―国史跡・中須東原遺跡を事例として―

に出向いて行う出前授業や、発掘調査中の現場にお

遺跡を対象に、筆者が立案・運営に関わった事例と

ける体験授業などはその代表例といえる。しかし、

して、文化財関係者と学校の両者が共同して開発す

渡邉稔らによれば、図２の模式図のように、学校教

る学習プログラムに向けた取り組みを紹介したいと

育に史跡（埋蔵文化財）を活用するためには、文化

思う。また、この取り組みの中で見えてきた史跡活

財関係者が考えた学習プログラムを学校側に提供し
たり、学校側だけで学習プログラムを考えるのでは

用のための課題と展望についても挙げ、今後の史跡
活用の一助にしたい。

なく、両者が共同して学習プログラムを開発するこ
とが重要であるとしている（渡邉稔ら 2008：８）。
ここでは、島根県益田市にある国史跡・中須東原

〈 学校側 〉
・埋蔵文化財活用
の意欲がない。
・埋蔵文化財の効
果を理解してい
ない。
・文化財保護機関
に授業を丸投げ
している。

ڀ
ڀ
ڀ
ڀ

・現場教師が授業
をしてみたいと
いう学習プログ
ラムの開発（年
間プログラムに

ځ
ځ
ځ
ځ

〈文化財保護機関側〉
・文化財保護期間側
のスタッフ不足。
・学習プログラムの
開発が必要。

位置付いた学習

２

中須東原遺跡における取り組み

２－１

中須東原遺跡の概要

島根県益田市は、県西端部にある人口約 48,000 人
の市である。市中心部とその周辺には、山城・館・
寺社といった中世に関する文化遺産がよく残って
おり（図３）、また、山陰地方の史料としては質・
量ともに随一のものといえる武家文書「益田家文

プログラム）

書」（東京大学史料編纂所所蔵）などと照らし合わ
せてみると、かつての当地における中世の姿をうか
がい知ることができる。一方、益田市は、平成６

ڃڃڃڃڃڃڃڃڃڃڃڃ

年（1994）に「歴史を活かしたまちづくり計画」を

・地元出土の埋蔵文化財を教材とする。
・現場の教師とともに共同で学習プログラムを開発する。

策定し、市域全体が「博物館」であるという考え
（フィールドミュージアム）のもと、現在、まちづ

図２

埋蔵文化財活用のためのプログラム開発模式図５）

くりを進めている。

রূਉ

図３

益田市内にある中世の文化遺産と中須東原遺跡６）
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中須東原遺跡は、益田市内を流れる益田川・高津

設整備についても、他の市町村と同じく財政上の問

川の河口域で発見され、広さ約 40,000 ㎡もある中世

題があり、すぐに実現する可能性も低い。そのよう

の湊町の遺跡である（図３、写真１・２）。この遺

なこともあり、中須東原遺跡を有効に活用していくた

跡は、全国的にも数少ない礫敷き等の港湾遺構や、

めには、従来型とは異なる方向性が必要と思われる。

港を中心にした町の街区が良好に残る港湾遺跡とし
て、平成 26 年（2014）に、国の史跡に指定された。

２－２

中須東原遺跡整備活用ワークショップ

その後、中須東原遺跡の適切な保存管理を図り、さ

前述のような背景の中、筆者は益田市教育委員

らに整備活用を推進することを目的とした「史跡中

会から中須東原遺跡の整備活用ワークショップ（以

須東原遺跡保存活用計画書」、また、今後の遺跡の

下、ワークショップとする）を依頼されたが、打ち

整備活用における方向性・将来的な活用ビジョンを

合わせの中で、「まず地元の人に遺跡の価値を知っ

示す「史跡中須東原遺跡整備基本計画書」が策定さ

てもらうことが必要。遺跡を使った学習が学校教育

れている。しかし、ここで取り上げられているの

の中で継続できれば、①子どものころから遺跡への

は、史跡におけるハード面での整備活用に関するも

理解が深まる、②その子供たちの中から「歴史を活

のが多く、ソフト面での活用はやや薄い印象を覚え

かしたまちづくり」を担う人材を育成できる。結

る。また、個人的には、中須東原遺跡は中世の港湾

果として、遺跡の整備活用につながるのでは。」と

遺跡ということもあり、従来型の保存整備によって

なった。

観光に結び付けるようなやり方には馴染みにくいと
思われた。全国的にも珍しい港跡が発見されたとは

そこで、ワークショップでは、益田市内にある小
中学校の教員に参加いただき、中須東原遺跡を学校

いえ、通常は遺跡の遺構面保護のために、埋め戻し

教育に取り入れる方法を考えることとなった。ま

てその上に整備を行うので、観光客に本物を見ても

た、今回の取り組みでは、主に中須東原遺跡を題材

らうことは厳しい。また、遺跡を紹介するための施

としているが、他の文化財を学校教育に取り入れる
場合にも応用がきく方法を検討することとした。な
お、このワークショップは、益田市教育研究会の社
会科部会・教職員連携研修の社会部会・平成 26 年
度第２回ふるさと益田見学ツアーも兼ねることと
なった。最終的に、このワークショップに参加した
教員は 19 名（小学校教員：８名、中学校教員：11 名）
となった。
当日のプラグラムは、表１の通りである。詳細な
内容については、以下、紹介することとする。
２－２－１

写真１

中須東原遺跡・全景７）

プログラム①

表１

写真２
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中須東原遺跡の礫敷き遺構７）

中須東原遺跡の説明

今回のワークショップの主要な目的は、中須東

ワークショップのプログラム

13:00 - 13:10

集合・挨拶

13:10 - 14:10

プログラム① 中須東原遺跡の説明

14:20 - 16:15

プログラム② ワークショップ

14:20 - 14:45

他地域の小学校の取り組み事例紹介

14:45 - 15:45

グループワーク

15:45 - 16:15

発表および講評

16:15 -16:20

閉会・挨拶

史跡整備活用ワークショップの試み ―国史跡・中須東原遺跡を事例として―

原遺跡を題材として授業案を考えてもらうことに
なっているが、まず、その題材となる中須東原遺跡
を小中学校の教員に知ってもらうために、益田市教
育委員会の文化財課職員（以下、文化財課職員とす
る）によって、中須東原遺跡の概要についての説明
が行われた。なお、当初は、現地で説明が行われる
予定であったが、雨天のために、急遽、現地にも近
く、ワークショップ会場である益田市水質管理セン
ター・会議室にてパワーポイントなどを用いた説明
となった（写真３）。
中須東原遺跡の説明では、これまでの各種調査の
成果を中心に行われたが、その際に、授業案を考え
る上で活用できそうな資料（中須東原遺跡復元図、
昭和 22 年の空中写真、出土遺物（写真４）、益田川
下流域の字分布図、
「益田部中須村地引図」
、『中須
東原遺跡』
（編集・発行／益田市・益田市教育委員
会、写真５）、『益田の歴史・中世編 中世の益田を
歩いてみよう』
（編集・発行／益田市教育委員会、
写真６）、など）が遺跡の説明に用いられた。

写真５ 『中須東原遺跡』

写真３

プログラム①・遺跡の説明

写真４

プログラム①・遺物の展示

写真 6 『中世の益田を歩いてみよう』
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２－２－２

プログラム②

ワークショップ

表２

まず、筆者から、史跡を活用して学校教育に取り
入れている他地域の事例として、滋賀県彦根市立城
西小学校の取り組み（「彦根市立城西小学校の取り
組み ─彦根城・ちびっこガイド─」）を紹介した。
城西小学校では、４年生の総合学習において、国特

A グループ
タイトル
テーマ

話し合う。
流れ

した。また、観光客も児童の説明に熱心に耳を傾け
ているため、市の PR にもなるし、児童のやりがい

次に、グループワークでは、中須東原遺跡の説明

B グループ
タイトル
テーマ

「世界とつながる益田」
中世の交易・交流
①出土品から考える（文化財課職員）。

プに分け、中須東原遺跡を題材とした授業案を考

②海洋領主・益田氏について考える（益
田氏はなぜ交易に力を入れたのか）。

えてもらうことになった。授業案については、「社
会」
、あるいは「総合的な学習の時間」の１回分の

④「だれが」交易をさせているのかを話

を持つ。

にも大きな影響を及ぼしていることを挙げ、このあ

や他校での実例紹介をふまえて、参加者を４グルー

③湊跡で発掘された遺物を知る。
し合う。
⑤全国でも最大規模であることを知り、
「全国にＰＲしよう」という学習課題

の文化財や歴史を理解するのに役立っていると指摘

とのグループワークの手掛かりになるようにした。

中世の港の姿
とや疑問に思ったことを話し合う。
②「どこか」「いつの時代か」について、

れて事前学習した内容を観光客に説明している。こ
ループ内の児童が協力して説明を行っており、地域

「益田の国指定の史跡を知ろう」

①中世の湊のイラストから、気づいたこ

別史跡・彦根城跡を題材に、複数のグループに分か
の説明では、自分たちでプレゼンボードを作り、グ

グループワークの成果

流れ

授業を想定してもらった。

③まとめ（益田は文化的にも経済的にも
豊かであったことを紹介する＝文化財
課職員）
④感想・気づきを書く。
C グループ

タイトル
テーマ

「益田平野の地形の変遷
～中須港と今市港から考える～」
中世の地形の変化
①現代の航空写真 (H12) に、港をプロッ

流れ

写真７

トしたものを見せる → どっちの港（中
須港、今市港）が古いか？
②鎌倉時代の地図に港をプロットしたも
のを見せる（ヒント：縄文・弥生時代
の地図）→なぜ中須から今市へ港が
移ったか？

プログラム②・グループワーク

D グループ
タイトル
テーマ

「益田氏と中世の交易」
中世の交易・交流
①毛利氏への贈り物→昆布を切り口（ど
こで獲れる？なぜ、益田氏が昆布？）
②元祥の絵から気づくこと（トラの皮→
益田に虎がいた？→その他の遺物→ベ

流れ

写真８
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プログラム②・発表

トナム・タイ中国から）
③遺跡のイラスト→日本だけでなく、ア
ジアをつなぐ広域ネットワーク。
④なぜ、益田氏はそれだけの力を持つこ
とができたのか？

史跡整備活用ワークショップの試み ―国史跡・中須東原遺跡を事例として―

まず、グループ分けについては、小学校と中学校

を考えるときに専門家としての視点でサポートをつ

では教育内容が異なるために、小学校教員：A と C

とめてもらうばかりでなく、その後の人間関係を形

グループ、中学校教員：B と D グループ、に分け

成するうえでのきっかけづくりとしての側面もある。

た。また、各グループには文化財課職員が一人ずつ

この二つの目標の達成により、後日、素晴らしい

入り、授業案作成をサポートした（写真７）。その
後、各グループは、最初に指定されたテーマにした

取り組みが行われた。それは、今回のワークショッ
プでの取り組みをもとに、平成 27 年（2015）２月、

がい、中須東原遺跡の説明やそこで紹介された資料

益田市立益田中学校・山本悦生先生（当時）によっ

などをもとに考え、表２のような授業案を発表した

て、中須東原遺跡を取り上げた社会科の授業が行わ

（写真８）。

れたことである。このことは、地元新聞でも取り上

各グループの発表後、事前に配布した投票用紙

げられ８）、反響は大きなものだったが、この授業を

に、
「一番良かったと思われるグループ」「コメント

行う上で、山本先生はワークショップ後も個人的に

（良かった点・改善点など）」を記入してもらって回

中世の益田のことを調べたり、ワークショップのグ

収したが、投票については、自分以外のグループに

ループワークでサポートしていた文化財課職員に協

投票することとした。投票については、Ａグループ

力してもらったりして、中世の益田の交易・交流に

とＤグループに票が集まったが、Ａグループについ

関する授業を行ったと聞いている。なお、この授業

ては、
「歴史的な内容を踏まえつつ、全国にＰＲす

の取り組みに関しては、「地域教材を取り入れた歴

る課題につなげることで、自主的・発展的な学習に
つなげていこうとした点がよい」といった意見が

史学習の試み─益田氏の姿を通して中世の時代像を
とらえる─」というタイトルで『島根の教育研究と

多く、Ｄグループについては、「毛利氏への贈り物

実践

（昆布・虎の皮など）から学習を広げて中世の交易・
交流を学び、あわせて中須東原遺跡の価値も知るこ

第 15 集』（日本教育公務員弘済会島根支部、

P.25-28、2016 年）に掲載され、平成 27 年度教育実
践研究論文の特選を受賞された。

とができる点がよい」といった意見が多数を占めて
いた。
２－３

３

さいごに

ワークショップを終えて

今回、このワークショップにおいて、当初の二つ
の目標はある程度達成できたように思う。
まず一つ目は、とにかく「遺跡のことを教員に

中須東原遺跡を対象とした今回の史跡整備活用
ワークショップの成果が、実際に中学校での授業に
繋がり、良い成果が出てきたと感じている。

知ってもらう」ことである。地域の文化遺産を小中

一方で、反省すべき点も見えてきた。一つは、グ

学校の学習プログラムに組み込むためには、教員自

ループワークの時間が少々短かったことが挙げられ

身が文化財関係者から直接情報を得てもらうことが

る。グループワーク後のコメントにおいても「もう

必要と考える。文化財関係者が生徒に講義を行うや

すこし時間を取ってグループワークをしたほうがよ

り方もあるが、どうしても専門用語を使いながらの

い」という意見があった。

説明になってしまい、生徒たちにはうまく伝わらな

また、ワークショップ自体ではないが、参加教員

い場合が多いように思われる。効率的ではないが、

がワークショップ後、本格的に授業案を考えるとき

文化財関係者から得た情報を、教員が分かりやすく

のサポート体制のあり方である。前述の山本先生の

伝える形が生徒にとっては最善であると思われる。

場合も、ワークショップ後に、個人でいろいろと勉

そのような意味では、グループワークに入る前に中
須東原遺跡の説明をしっかり聞いてもらう場を提供

強されて授業を練られたと聞いており、実際に地域
の文化遺産を授業に取り入れるためには、現在、個

できたことは大きいと考えている。

人のがんばりに期待するしかない状況であるといえ

次に、二つ目は、教員と文化財関係者（今回の場
合は文化財課職員）がつながるきっかけづくりの場

よう。ワークショップ後の部分で、文化財課、ある
いは教育委員会のサポートが必要と思われた。今後

を設けることができた点である。グループワーク時

はワークショップばかりでなく、フォローできるよ

に各グループに文化財課職員を入れたのは、授業案

うな仕組み・体制作りを考えていく必要を感じた。
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今後の展開としては、市内にある別の遺跡を対象

2005

として、同様のワークショップを定期的に開催する

・山本悦生：「地域教材を取り入れた歴史学習の試

ことである。また、すでにワークショップを行った

み─益田氏の姿を通して中世の時代像をとらえ

中須東原遺跡においても、今後予定されている発掘

る─」
『島根の教育研究と実践

調査が進めば新たな成果が出てくる可能性がある。
その場合、その成果を反映した形で新たな授業づく

第 15 集』
、日本

教育公務員弘済会島根支部、PP.25-28、2016 年
・ランドブレイン編：『史跡等・重要文化的景観マ

りが必要となると思われる（なお、平成 28 年（2016）

ネジメント支援事業報告書』、文化庁文化財部記

８月に、史跡整備活用ワークショップの第二弾とし

念物課、2015 年

て、市内にある国史跡・益田氏城館跡を題材に、
ワークショップを開催することができたが、これに
ついては、別の機会に発表したいと思う）。
最後に、中世の文化遺産が多い益田市において
は、
「歴史を活かしたまちづくり」のため、「歴史を
活かした人づくり」
（＝教育）が中須東原遺跡、ひ
いては益田市のために必要であると思うが、これは
全国の史跡に当てはまるといえよう。人づくりは成
果が見えてくるまでに時間がかかるが、今後もこの
ような取り組みが継続的に行われることを願うばか
りである。

〈註〉
１）
『史跡等整備のてびき

─保存と活用のため

に─Ⅰ総説編・資料編』、P.60。
２）ここでは、史跡・名勝・天然記念物のこととす
る。
３）
『史跡等整備のてびき

─保存と活用のため

に─Ⅰ総説編・資料編』、PP.61-62。
４）
『史跡等整備のてびき ─保存と活用のため
に─Ⅰ総説編・資料編』、P.61 を修正。
５）
「学校教育における埋蔵文化財の活用に関する
研究」、P. ８を修正。
６）
『中須東原遺跡』
（パンフレット）内の図を加筆
修正。
７）
『中須東原遺跡』（パンフレット）を転載。
８）山陰中央新報（朝刊）2015 年２月 14 日記事。
〈参考文献〉
・滋賀県立大学人間文化学部・石川研究室＋益田市
教育委員会文化財課編：『史跡中須東原遺跡活用
ワークショップ活動報告書』、益田市教育委員会
文化財課、2014 年
・文化庁文化部記念物課監修：『史跡等整備のてび
き
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・渡邉稔・益川浩一・森田政裕：「学校教育におけ
る埋蔵文化財の活用に関する研究」『岐阜大学総
合情報メディアセンター
研究

生涯学習システム開発

第６巻』
、岐阜大学、PP.１-14、2008 年

研究ノート

人間文化 , vol.41, pp. 23-37（2016）

平成６年琵琶湖大渇水に関わる考古学資料

─用田政晴氏表採資料を中心に─

中川

永／大西

遼

豊橋市文化財センター・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

沖合に所在し、行政上は平方湖岸遺跡の一帯に位置

平成６年の全国的な渇水は、近畿の水瓶である琵

する。長浜びわこ大仏で知られる良疇寺の水没伝承

琶湖にも大きな影響を及ぼした。６月以降に低下を

が残されており、近年まで建物の礎石や井戸跡が見

始めた琵琶湖の水位は、９月 15 日には水位観測史

られたという。湖底の潜水調査では、立木根や杭な

上最低であるマイナス 1.23m に達した⑴。この影響

どの遺物が確認され、放射性炭素年代測定法による

により、琵琶湖各地で通常では湖底に没している遺

年代測定が行われた。また湖底・湖岸部における湖

構・遺物が姿を現すなどの現象も確認されている⑵。

底地形の応用地質学調査からは地震被害の痕跡が確

本稿で扱う遺物は、2015 年度に滋賀県立琵琶湖博

認され、これらの成果から、天正 13 年（1586）に生

物館をご退任された用田政晴氏が当時表採されたも
のを中心とし、現在は同博物館に所蔵されている。

じた大地震によって側方流動⑶を生じ、湖底に没し
たと結論づけられている〔林・釜井・原口 2012〕
。

また用田氏は当時の景観を数多く写真として記録さ

土川湖底遺跡及び琵琶田川湖底遺跡は、神明キャ

れており、それらについても併せて取り上げたい。

ンプ場付近に流れ込む河川河口部に所在する遺跡で

１. 遺跡の位置と推定される当時の湖岸線

ある。行政上は、土川湖底遺跡として周知され、琵
琶田川湖底遺跡もその範囲に含まれている。これま

今回対象とするのは、長浜市下坂浜千軒遺跡、土

で本格的な調査は行われていないが、過去には縄文

川湖底遺跡、及び米原市琵琶田川湖底遺跡である

土器や須恵器、山茶椀が採集され、上流からの流れ

（図１）。

込みのほか、断続的な長期間にわたる集落遺跡の存

このうち下坂浜千軒遺跡は、平方町と下坂浜町の

●

③

在が想定されている〔近江町教育委員会 1987〕
。

２. 遺物について
⑴資料提示の指針

④
●

①
●

本稿で扱う資料については、湖底遺跡表採という
性格上、ローリング等の影響を受けるものもある
が、端部をもつものや叩き痕をもつもの等、何ら

●
⑤

かの特徴を見いだせるものについては可能な限り
資料化を行っている。また遺物の年代観について
は、田辺昭三〔田辺 1981〕
、續伸一郎〔續 1995〕
、
百瀬正恒・近江俊英〔百瀬・近江 1995〕、山本信夫
〔山本 1995〕
、藤澤良祐〔藤澤 2005〕
、岩田隆〔岩田
2006〕
、愛知県史編さん委員会〔愛知県史編さん委
員会編 2008〕
〔同 2013〕
、山田邦和〔山田 2011〕の
土川
②

0

琵琶田川

1km

⑵下坂浜千軒遺跡表採の遺物
１～ 30 は下坂浜千軒遺跡表採の遺物である（図
２、３）
。このうち、2・23・25 は滋賀県立大学林

図１：湖底遺跡位置図
1. 下坂浜千軒遺跡 2. 土川湖底遺跡
4. 下坂湖岸遺跡 5. 平方湖岸遺跡

各論考によっている。

3. 豊公園湖岸遺跡

博通研究室（当時）の調査によって確認されたもの
であり、特に 2,25 は既報告のものを再実測している
〔林・釜井・原口 2012〕
。
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１は須恵器の杯Ｂ蓋である。天井部外面は回転ヘ

後ヨコハケにより調整し、上位はヨコハケで調整さ

ラ削り、内面および口縁部は回転ナデにより仕上げ

れる。特徴的な成形・調整痕を持つが、古代の所産

られる。口縁部は扁平で緩く屈曲する。８世紀後半

である。

代の所産である。

13・14 は灰釉陶器の皿である。

２は須恵器の杯Ａ身である。焼成温度が低く、土
師質に近い。底部はナデ消しているが、回転ヘラ切

13 は、内面ではローリング、外面では湖成鉄の
影響を受け、施釉は確認できない。体部外面は下半

りの痕跡が残る。体部内外面は回転ナデにより仕上

に回転ヘラ削りを施し、口縁端部を短く外反させ

げられるが、見込中央部は不定方向ナデが認められ

る。底部外面は糸切痕を回転ヘラ削りで消し、さら

る。８世紀後半から９世紀前半の所産である。

に擦痕をナデ消している。黒笹90号窯式に相当し、

３は須恵器の杯Ｂ身である。底部および体部下方
は回転ヘラ削りにより仕上げられる。８世紀の所産
である。

９世紀後半代の所産である。
14 は体部全体を回転ナデで成形し、やや退化傾
向を示す三日月高台を貼り付ける。湖成鉄の影響か

４は須恵器の杯Ａ身である。底部は回転ヘラ削り

全体に赤みがかり施釉は確認できない。底部外面に

によるが、その他は回転ナデにより仕上げられる。

はナデ調整を施すものの、施法はやや粗雑であり、

８世紀の所産である。

うっすらと糸切痕を確認できる。折戸 53 号窯式に

５は須恵器の杯Ａ身ないし杯Ｂ身である。内外面

相当し、10 世紀前半代の所産である。

とも回転ナデにより仕上げられる。７世紀から８世
紀代の所産である。

15 ～ 17 は灰釉陶器の椀 A である。
15 は体部は全体を回転ナデで成形し、端正な三

６は須恵器の甕ないし甑・鍋と考えられる口頸部

日月高台を貼り付ける。底部外面は糸切痕を回転ヘ

で、肩部も残存する。肩部外面は年輪の浮き出した

ラ削りで消すが、ナデ調整は行わない。欠損のため

平行タタキ、内面は同心円当具痕が残る。「く」の

施釉範囲を確認できないなどやや指標を欠くが、胎

字口縁となるが、頸基部の強い回転ナデにより強調

土の様子からは東濃窯産と推定される。大原２号窯

される。口頸部は内外面とも回転ナデにより仕上げ

式に相当し、10 世紀前半代の所産である。

られ、端部は面取する。
8世紀代の所産と考えられる。

16 は体部全体を回転ナデで成形し、口縁に向か

７～ 11 は須恵器の甕体部である。

いゆるやかに外反する。施釉は口縁端部から体部半

７の外面は平行タタキの後カキメ調整が施され、内

ほどにかけて漬け掛けする。10 世紀前半代の所産

面は同心円当具痕が明瞭に残る。古代の所産である。
８の外面は平行タタキ、内面は同心円当具痕跡を
粗くスリ消している。古代の所産である。

と考えて大禍ないだろう。
17 は体部外面下半に回転ヘラ削りを施し、口縁
端部を僅かに外反させる。また見込み部にはやや強

９の外面は静止ヘラ削り、内面は粘土紐の痕跡が

い回転ナデを行い、底部は非常に薄く仕上げられて

顕著に残り、無文当具痕が認められる。古代の所産

いる。底部外面は糸切後未調整である。三日月高台

である。

は外面下半をヘラ状原体で成形した後、ナデを施し

10 の外面は平行タタキ、内面は無文当具痕が明

た丁寧な造りである。施釉は口縁端部を中心に漬け

瞭に残る。胎土は砂粒をほとんど含まず、古代の猿

掛けする。折戸 53 号窯式に相当し、10 世紀前半代

投窯系窯の所産と考えられる。

の所産である。

11 は外面に斜格子タタキ、内面は粗めの同心円当
具痕を残す。外面の斜格子タタキは、瓦生産との関

18・19 は灰釉陶器の椀である。
18 は体部全面を回転なでで成形し、口縁端部を

係性も想定できるかもしれない。古代の所産である。
12 は須恵器の甕頸部である。肩部と頸部の接合

わずかに外反させる。内面では体部半ばまで漬け掛
け施釉を認めるが、外面では自然釉の影響により確

痕が比較的明瞭である。肩部外面は平行タタキ、内

認できない。折戸 53 号窯式に相当し、10 世紀前半

面は同心円当具痕が明瞭に残る。頸部外面は、カキ
メおよび斜めハケにより調整されたのち、凹線文に

代の所産である。
19 は口縁部付近のみの小片であるが、胎土は緻

より文様帯を区画し、ヘラ描き平行列線文が施され

密で白色を呈し、東濃窯産と推定される。10 世紀

る。頸部内面については、中位は同心円当て具痕の

代の所産であろう。
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20 ～ 23 は山茶椀である。

28 は青磁碗である。龍泉窯系の釉調であるが、

20 は体部全体を回転ナデで成形し、底部外面は

体部が残存しないためやや指標を欠く。施釉は全面

糸切後未調整である。胎土は灰白色で堅く焼き締ま

に行われ、残部において鎬蓮弁文は確認できない。

る、常滑窯系のものである。尾張型３型式から４型

見込み部では草花文様を認めるが、成形は粗雑であ

式に相当し、11 世紀後半から 12 世紀中葉の所産で
ある。

る。
15世紀前半から16世紀前葉の所産と考えられる。
29・30 は白瓷系陶器の甕体部である。

21 は体部全体を回転ナデで成形し、底部外面は

29 の外面は粘土紐輪積の単位毎に平行線文の押

糸切後未調整である。高台の貼り付け方は粗雑であ

印が認められ、内面は粘土紐の痕跡や指頭圧痕が残

り、一部は著しく内傾する。常滑窯系の灰白色胎土

る。押印の様子などは常滑焼と共通するが、胎土が

であるが、内面では自然釉や湖成鉄の影響を受け、

緻密であり、他の産地の可能性がある。12 世紀を

黄色味が強い。尾張型４型式から５型式に相当し、

中心とした所産だろう。

12 世紀中葉から 13 世紀前葉の所産である。
22 は体部全体を回転ナデで成形し、底部外面の
糸切痕は完全にナデ消される。高台の貼り付け方が

30 は外面に平行線による押印が認められる。内
面は粘土紐の痕跡が残る。器壁は薄く、12 世紀の
常滑焼の可能性がある

粗雑であり径はやや歪であり、また全体にひび割れ
を生じている。常滑窯系の胎土であるが、全体に

⑶土川湖底遺跡表採の遺物（図 4）

うっすらと湖成鉄が付着し、黄色味を帯びる。尾張
型４型式から５型式に相当し、12 世紀中葉から 13

31 ～ 43 は土川湖底遺跡表採の遺物である。この
うち、
31・33・34は本報告に伴い中川らが調査を行っ

世紀前葉の所産である。

た際に確認されたものである。

23はローリングの影響をやや強く受けるものの、

31 は弥生土器の広口壺と考えられる。底部やや

体部は全体を回転ナデで成形し、底部外面は糸切痕

や上げ底風に作り、体部外面には斜行する条痕を認

をナデ消している。尾張型４型式から５型式に相当

める。この条痕は幅約３㎜程度の棒状原体を 5 本程

し、12 世紀中葉から 13 世紀前葉の所産である。

束ねた工具によって施す。内外面共に湖成鉄が付着

24 は越前焼ないし常滑焼の壺体部であり、底部
も一部残存する。内外面に粘土紐の痕跡が認めら

し、特に内面では厚い。
32,33 は須恵器の杯Ｈ蓋の天井部である。

れ、外面は横方向の板ナデ痕がある。内面は口縁部

32の天井部は回転ヘラ削りにより仕上げられる。

から降灰した自然釉が認められ、外面には自然釉の

ＴＫ 209 型式からＴＫ 217 型式に相当し、６世紀末

流下がある。胎土は砂粒をほとんど含まず、底部に

から７世紀前半の所産である。

離れ砂も認められないことから、常滑窯よりは越前

33 は天井部外面を回転ヘラ削り、その外周は回

窯の所産である可能性が高いと考えられる。12 世

転ナデによる仕上げられる。内面は回転ナデにより

紀から 13 世紀の所産だろう。

仕上げられ、湖成鉄が付着する。ＴＫ 209 型式から

25 は組み合わせ式五輪塔の空風輪である。黒雲
母花崗岩製で、各部位における成形の省略傾向が強
い。梵字等は認められない。15 世紀末から 16 世紀
代の所産である。

ＴＫ 217 型式に相当し、６世紀末から７世紀前半の
所産である。
34 は須恵器のフラスコ瓶の体部と考えられるも
のである。体部がかなり薄く、他の器種である可能

26は土師器皿である。端部付近の小片だが、ロー

性も残る。内外面とも回転ナデにより仕上げられ

リングの影響は弱く、湖底遺跡表採の土師質土器と

る。７世紀を中心とした猿投窯系窯の所産と考えら

しては残存状況の良好な資料といえる。全体をナデ
により成形し、端部は緩やかに立ち上がる。16 世

れる。
35は山茶椀である。ローリングをやや強く受け、

紀代の所産であろう。

破面は丸みを帯びる。底部外面は糸切痕を回転ナデ

27 は越前焼の甕底部と考えられる。黄橙色を基
調とするが、湖成鉄の影響により、外面はやや黒色

により消す。高台の籾圧痕等は認めない。尾張型３
型式から４型式に相当し、11 世紀後半から 12 世紀

味を帯びる。また一部には火ぶくれを認める。中世

中葉の所産である。

後期の所産か。

36 は瀬戸・美濃の灰釉平椀の底部から体部であ
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土川湖底遺跡表採遺物

る。内面は全面に灰釉を施し、外面の残存部は露胎

世紀後半から 15 世紀前半の所産である。

である。削出し高台だが、低く所々削出しの甘いと
ころがある。古瀬戸後期様式に相当し、15 世紀の

による練り込みを認める。内外面全体に灰釉を施す

所産である。

が、内面ではひしゃく等により流し掛けし、外面に

37 は常滑の小甕の口縁部から頸部である。頸部
下半内面は成形時の圧痕が顕著に残る。頸部は基本

は漬け掛け、口縁部のみハケ塗りを行う。近世の所
産と考えられるが、詳細は不明である。

38 は灰釉短頸壺である。破面付近には白色胎土

的に横方向のナデ、口縁部は回転を利用したナデで

39 は須恵器の甕体部である。外面は平行タタキ

仕上げられる。常滑窯の８～９型式に相当し、14

をスリ消し、内面は同心円当具痕が顕著に残る。古
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代の所産である。
40 は中世須恵器の甕体部である。外面は六条一
対の平行原体を用い、器壁に対し斜行→平行の順で

タキ痕が認められない。古代の所産である。
49 は外面では平行タタキ、内面は同心円当具痕
跡をややスリ消す。古代の所産である。

タタキ成形を行う。内面には明瞭な痕跡を認めず、

50 は外面では平行タタキ、内面は同心円当具痕

無文当て具を用いたのだろう。また長辺９㎜、短辺
１㎜程度の海面骨針状の凹みを認める。色調は暗灰

が認められる。古代の所産である。
51 は外面では平行タタキの後カキメ、内面は同

褐色を呈する。これら特徴から、珠洲焼である可能

心円当具痕が認められる。古代の所産である。

性を指摘し得る。

52 は外面では平行タタキの後スリ消しているも

41 は須恵器の甕体部である。外面は格子タタキ

のと考えられ、内面は同心円当具痕が認められる。

をスリ消し、湖成鉄が顕著に付着する。内面は同心

粘土紐の痕跡が認められる。ローリングの影響が強

円に一部直行する直線を有する当具痕が認められ、

い。古代の所産である。

長浜市西浜千軒遺跡で類例（「Ｘ類」と分類したも
の）が確認されているが〔大西 2016〕、細部が異な
り同一原体ではない。古代の所産である。
42 は白瓷系陶器の体部である。内面は粘土紐の

53 は外面では平行タタキ、内面は同心円当具痕
をややスリ消す。古代の所産である。
54 は外面では粗めの平行タタキ、内面は同心円
当具痕が認められる。古代の所産である。

痕跡が顕著に残る。12 世紀を中心とした時期を推

55 は山皿である。ローリングの影響が顕著で、

定できる。
43 は白瓷系陶器の肩部である。内面は粘土紐の

詳細については判然としない。底部は一部で柱状に
残す。尾張型６型式を中心とする時期に属し、12

痕跡が顕著に残る。外面は灰釉が横方向に刷毛塗り

世紀後半から 13 世紀代の所産であろう。

される。12 世紀の渥美窯の所産と考えられる。

56 は山茶椀である。ローリング及び苔の影響で
細かな調整は不明だが、底部外面は糸切後未調整と

⑷琵琶田川湖底遺跡表採の遺物（図 5、６）

考えられる。高台は極めて低く貧弱である。胎土は

44 ～ 64 は琵琶田川湖底遺跡表採の遺物である。

猿投窯に近似する。尾張型４型式から５型式に相当

44 は須恵器の杯B蓋と考えられるが、形態が特異

し、12 世紀中葉から 13 世紀前葉に所属する。

であり他の器種の可能性もある。内外面とも回転ナ

57 は瀬戸・美濃焼の灰釉洗ないし灰釉折縁深皿

デにより仕上げられる。口縁端部外面を面取する。

である。底部は残存状態が悪く詳細は不明だが、体

８世紀を中心とした所産と考えられる。

部外面は回転ヘラ削り、体部内面はナデにより仕上

45 は須恵器の杯Ｂ身である。底部外面にヘラ切

げられる。外面には淡緑色の灰釉がツケガケされる

り痕を明瞭に残し、体部内外面は回転ナデを基調に

が、内面は釉薬がかせてしまっている。古瀬戸中期

しつつも見込は不定方向ナデで仕上げられる。高台

から後期様式に相当し、14 世紀から 15 世紀の所産

は比較的しっかりとしており、内面端部はやや凹

である。

む。口縁部内面に湖成鉄が特に顕著に認められる。
７世紀から８世紀の所産である。

58は須恵器系陶器の短頸壺である。磨滅が強く、
成形・調整の詳細は不明だが、内面に同心円当具痕

46 は須恵器の杯Ａ身である。底部はヘラ切り後

は認められない。口縁端部は丸くおさめる。８本

ナデで仕上げられ、体部内外面および見込は回転ナ

セットの棒状工具で押圧することによって、頸部が

デにより仕上げられる。見込に「一」の字状のヘラ

強調されている。産地・年代は不明だが、中世の所

記号、体部外面に「つ」の字状のヘラ記号を持つ。

産と考えられる。

８世紀を中心とした所産である。
47 ～ 54 は須恵器の甕体部である。

59 は越前焼の擂鉢である。８条一対の原体によ
り条線を施し、全体に茶褐色を呈する。端部が残ら

47 は外面では格子タタキが顕著に残り、内面は

ずやや指標を欠くが、14 世紀後半から 15 世紀後半

同心円当具痕が認められる。外面の格子タタキは、
瓦生産との関係性も想定できるかもしれない。古代

の所産であろう。
60 は常滑焼の甕体部である。外面に押印、内面

の所産である。

に粘土紐の痕跡と指頭圧痕が認められる。12 世紀

48 は内面では同心円当具痕を持つが、外面にタ

を中心とした所産だろう。
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44
47
45

46

48

49

50
51
52

54

53
図５

0

S＝1/3

10cm

琵琶田川湖底遺跡表採遺物①

61 は白瓷系陶器の甕体部である。内外面ともナ
デにより仕上げられ、外面には押印を持つ。12 世
紀を中心とした所産だろう。

３. 下坂浜千軒遺跡における遺物組成と成因
図７は今回扱った遺物のうち、下坂浜千軒遺跡に
おける遺物数を所属世紀毎に示したものである⑷。

62 ～ 64 は常滑ないし越前の甕体部である。

これを基に、先行研究で示された見解と遺物の様相

62 は外面に押印、内面に指頭圧痕がある。器壁

を比較したい。

は薄く、12 世紀を中心とした所産だろう。

先に述べた通り、下坂浜千軒遺跡においては考古

63 は内外面ともナデにより仕上げられる。器壁
は薄く、12 世紀を中心とした所産だろう。

学的調査のみならず、湖底・湖岸部における応用地
質学的調査が行われている。その際、地質学的調査

64 は外面に押印があり、内面は全面ナデ調整さ

ではいずれも明瞭な地すべり痕跡が確認され、その

れる。器壁は極めて薄く、12 世紀を中心とした所
産だろう。

年代は木材の放射性炭素年代法の測定結果や文献に
記された古地震の記録から天正 13 年（1586）に求め
られていた。しかし一方で、土器に代表される考古
資料は数点のみしか確認されておらず、特に中世後
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55

58
56

57

60

59

61
62

64

63
図６

S＝1/3

10cm

琵琶田川湖底遺跡表採遺物②
期ではほぼ皆無であった。加えて年代測定の測定値

8

は 1470 ～ 1660 年頃とやや幅を持つため、議論の余

7

7
6

6

地が残されていた。つまり、琵琶湖の歴史的水位変

6

動や樹木の性格上⑸、地盤の沈降によってかつての
陸地が水没したことは確かであったが、その時代を

5
4

4

巡ってはやや課題を残していたといえよう。

4

ここで、図７を確認したい。年代測定に示される

3

3

期間前後のうち、14 世紀では全く遺物を認めず、
15・16 世紀で遺跡が展開した後、17 世紀以降には

2

2
1

1
0

0

0

再び認められなくなる。よって今回提示した資料を

1
0

0

５世紀 ７世紀 ８世紀 ９世紀 10世紀 11世紀 12世紀 13世紀 14世紀 15世紀 16世紀 17世紀

図７

下坂浜千軒遺跡における遺物年代と点数

踏まえると、年代測定された期間のうち、17 世紀
代における画期の存在は考慮の外に置いてよく、当
遺跡の終焉は 16 世紀代に求められる。つまり今回
報告の遺物群は、従来不足していた下坂浜千軒遺跡
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の水没伝承に関わる考古資料を補完するものとして

かって流れ動く現象が生じる。これを『側方流

捉えられよう。

動』といい、傾斜が 1 ％程度の一見平坦な土地で

４. まとめ

も生じることが分かっている。
4. 所属世紀を跨ぐ場合は、両方にカウントしている。

上、解説に終始してしまったきらいもあるが、一方

5. 確認された樹木はスギやケヤキであり、これらは
水没すると短い期間で枯死することが知られる。

でこれまで調査事例に乏しかった水域における湖底

このため、樹木を確認した土地はかつて安定した

遺跡の一端を示すことができたと考えている。今後

陸地であり、その後湖底に没したと考えられる。

以上が今回の成果である。資料紹介という性格

はこれらの成果を基に、分布調査の密度を高め、遺
跡の所属年代や成因に関わるデータの蓄積を行う必
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図版１

１
長浜市

長浜城跡太閤井戸地区渇水状況①

当日の水位はマイナス 102 ㎝を記録した。
1994 年 8 月 30 日撮影

２
長浜市 長浜城跡太閤井戸地区渇水状況②
南東方向から撮影 湖岸側に『石垣列』が確認できる。
1994 年８月 30 日撮影

３
長浜市 長浜城跡太閤井戸地区渇水状況③
北西方向から撮影
1994 年８月 30 日撮影

４
長浜市 土川湖底遺跡渇水状況
1994 年 8 月 30 日撮影
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図版２

５
長浜市 土川湖底遺跡
山茶椀（図 4 － 35）散布状況
1994 年８月 30 日撮影

６
長浜市 土川湖底遺跡
灰釉平椀（図 4 － 36）散布状況
1994 年８月 30 日撮影

７
長浜市 土川湖底遺跡
須恵器甕体部（図 4 － 41）散布状況
1994 年８月 30 日撮影

８
米原市 琵琶田川湖底遺跡渇水状況
1994 年 8 月 30 日撮影
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図版３

９
長浜市 湖北町海老江地区渇水状況
エリ
水位低下により魞が露頭している。
1994 年９月撮影

10
長浜市 姉川渇水状況①
1994 年 8 月 30 日撮影

11
長浜市 姉川渇水状況②
1994 年８月 30 日撮影

河口部の状況

12
長浜市 姉川渇水状況③
ヤナ
四手網漁のために設置された簗が露頭している。
1994 年８月 30 日撮影

人間文化● 35

平成６年琵琶湖大渇水に関わる考古学資料 ─用田政晴氏表採資料を中心に─

図版４

13
長浜市

海津集落の渇水状況

奥に桟橋の残骸、手前に手洗いを確認できる。
1994 年 8 月 18 日撮影

14
高島市 深溝浜地区渇水状況
石積み突堤が露頭している。
1994 年 8 月 18 日撮影

15
高島市 三ツ矢千軒遺跡周辺の渇水状況
当日の水位はマイナス 92 ㎝を記録した。
1994 年 8 月 18 日撮影

16
高島市 三ツ矢千軒遺跡湖中石塁の様子
1994 年 8 月 18 日撮影
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図版５

17
高島市

安曇川北流の渇水状況

渇水により、カットリ簗が露頭している。
1994 年 8 月 18 日撮影

18
東近江市 永源寺ダムの渇水状況①
1994 年８月撮影

19
東近江市 永源寺ダムの渇水状況②
1994 年８月撮影

20
米原市磯漁港で廃棄された木造船の回収作業を行う用田氏
船はこの後、松原港まで曵航され、現在、琵琶湖博物館に収蔵されている。
1990 年もしくは 1991 年 5 月 26 日撮影
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人間文化 , vol.41, pp. 38-44（2016）

亀井若菜『語りだす絵巻─「粉河寺縁起絵巻」「信貴山縁起絵巻」「掃墨物語絵巻」論 』
2015年度 芸術選奨 文部科学大臣賞 受賞記念

亀井若菜・細馬宏通
「粉河寺縁起絵巻」を読み解く
【研究のきっかけ】

その頃はまだどうしたいのかもわからないまま、一
般企業に就職して女子に期待される補助的な仕事を

細馬：

このたび亀井若菜先生のお書きになった

やってたんです。でもだんだんつまらなくなって、

『語りだす絵巻─「粉河寺縁起絵巻」「信貴山縁起絵

やっぱり美術史やりたいと思って、学習院大学に学

巻」「掃墨物語絵巻」論』が 2015 年度芸術選奨文部

士入学しました。それで、４年生の時に千野香織先

科学大臣賞を受賞されました。亀井先生は滋賀県立

生が学習院に入ってこられて、絵巻の見方、面白さ

大学人間文化学部で日本美術史を教えておられて、

みたいなのを授業で教えてくださったんです。それ

わたしは同僚にあたるわけなのですが、不覚にも亀

からですね、絵巻に取り組み始めたのは。卒論では

井先生のお話をきちんと直にうかがう機会をこれま

水墨画を扱ったんですが、物語と絵の両方がある絵

で逸していました。実はわたしはアニメーション史

巻の方に惹かれていきました。

を研究している関係上、以前から絵巻物のもたらす

細馬：

動的な鑑賞方式に関心を抱いていて、たとえば高畑

なくなりますよね。古文書の読み方とか、昔の仮名

勲の『十二世紀のアニメーション─国宝絵巻物に見

の読み方って、日本美術史のカリキュラムに入って

る映画的・アニメ的なるもの』を読んで大いに刺激

るんですか？

を受けていたのですが、このたびは絵巻物研究の専

亀井：

門家である亀井先生にお話をうかがう大チャンスだ

て勉強するみたいな感じですね。

と思って、素人ながらこの対談のお相手役として

細馬：

しゃしゃり出てまいりました。

に「絵巻物勉強コース」ってのがあらかじめあるわ

うかがいたいことはたくさんあるのですが、今日

でもそうなると文字も読まなくちゃいけ

入ってません。全然。自分で必要に応じ
大変ですね。でも考えてみれば、世の中

けじゃないですもんね。

は、亀井先生のお書きになった『語りだす絵巻』の

亀井：

中でも、ひときわスリリングだった「粉河寺縁起絵

かったですね。どうやって絵を読み解くか、絵は現

巻」の、とくに長者の娘の場面に関する分析につい

実をただ写しているだけのものではないことをまず

て、絵巻物の動的な鑑賞法のことも含めて、少々

教えて下さった。たとえば、一人の人物が絵になっ

突っ込んだ話をうかがおうと思っています。

ているのを見るときに、ただ現実にその人物がいて

千野先生が教えて下さったことは大き

本題に入る前に、少し亀井先生の研究のきっかけ

それを描いたものとして見るのではなく、図像の系

やバックグラウンドをお聞きしたいのですが、亀井

譜の中で考えなさい、図像どうしの関連性のなかで

先生は子どものときから絵がお好きだったんです

浮かび上がってくる図像の意味を捉えなさい、と教

か？

えてくださったんです。それで、イメージを読み解

亀井：

絵は全然描けないです（笑）。でも仏像見

く方法や意味が分かってきた、それがすごく面白

るのは好きでした。神奈川県にいましたので、大学

かったですね。

の後半からOLをやっているときに、わざわざ京都

細馬：

に行ったり、琵琶湖畔で観音巡りしたり。

できる引き出しをいっぱい持ってなきゃいけないと

細馬：

いうこと、つまりは、すごくたくさんの図像を見な

それは渋いですね（笑）。でもどうして美

でもそれは裏を返せば、読み解くことの

術史を志すことに？

きゃいけないということでもあるわけですよね？

亀井：

亀井：

大学４年のときに若桑みどり先生のマニ

そうです。何しろたくさん見て頭の引き

エリスムの授業を聞いて、わあ、絵からこんな世界

出しに入れていきます。

が見えてくるのかとびっくりしたんです。ちょうど

細馬：

たとえば「粉河寺縁起絵巻」を対象にす

『薔薇のイコノロジー』を出された頃でした。高校

ると決めても、その前後でそもそも絵巻物ってどう

までには美術史という科目はないから、そういう学

いうふうに描かれていたのか、絵巻物だけじゃなく

問自体があることを知らなかったんですね。でも、

て、物語を絵にする時に、基本的にどういう象徴的
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亀井若菜・細馬宏通「粉河寺縁起絵巻」を読み解く

な表現を使うのかとか、どういう衣を着ていたらど
ういう意味があるかとか、そういうのをやらないと
いけないですよね？

そういうのを勉強するまと

まった文献や参考書がポンとあったりするんでしょ
うか。
亀井：

い や。 そ れ は も う １ つ ず つ 作 品 に 応 じ

て、どういうふうに読んで行くかを考えていくしか
ないんです。同じような図像が描いてあっても、文
脈が違ったら、また意味は変わってくるわけですか
ら、その１つずつの作品に応じた文脈のなかで、関
連する図像を調べて、その意味から読んでいく。単
一のルールがあって、全部の絵がそれで読み解ける
わけではなく、同じような図像でも色々なルールが
存在します。

【絵巻のリテラシー】
細馬：

今ゴジラの新作映画『シン・ゴジラ』が

公開されていて、それがもう世間では大人気なんで
すけど、そうするとずっとゴジラを見続ける人たち
がですね、ものすごい分析を始めちゃうわけです。
今公開されてる新しいコジラのことだけ言ってもダ
メなんですね。1954 年に、一番初めに作られたゴ
ジラがどういう造形で、海からどこに上陸してき
て、そこにはどういう意味合いがあるのか、そして
新しいゴジラがどこからどんな形で上陸するのか、
それは歴代の中でどう変化し何をどう継承している
か、などなど。一本の映画を語るだけでも相当すご
い文脈があるわけです。でも、たぶんそれは今に始
まったことじゃない。
絵巻物を見ていた人たちにも、参照すべき過去の
作品とか絵巻物を読む文法とかがあって、それが複
雑な文脈を作っていたはずなんですよね。すると気
になるのは、当時絵巻物をどんな人が描き、誰が見
ていたのか、そこでどれくらい絵巻物に関する経験
が継承されていったのか、ということなんです。
亀井：

描き手の手元には、色々な手本みたいな

ものがたくさんあって、それを参照しながら作って
いくということはあったでしょうね。そこに自分な
らこういう創意工夫を入れてみたい、というような
ことも。
細馬：

そうか。そもそも、絵巻を作る人がどれ

くらい過去を参照していたのか、あんまり考えたこ

となかったなあ。写本みたいなものって結構絵師の
手元にあったでしょうかね。
亀井：

古い時代のことはそこまで分からないで

すけど、あったという想定の元に、色々なことを考
えますね。江戸時代の狩野派なんかはもちろんたく
さん持っていて、たとえば粉本といって、お手本と
して色々な図像を写して蓄えていたわけです。同じ
ように、平安時代や鎌倉時代のものも作られていた
と思います。たとえば「粉河寺縁起絵巻」だって、
大きな視野で見ればその頃の他の絵に似てるんです
ね。おそらくは共有されてる図像やイメージという
のがあって、そのなかで作ってるんだろうと思いま
す。
細馬：

過去の作品を参照して絵を作るというの

は、面白い問題だと思います。たとえば、現代では
若い漫画家が、特に正規のマンガの勉強もしない
で、いきなりすごいマンガを描いてデビューすると
いうことはありうる。でも、その人たちって山ほ
ど漫画は読んでるわけです。本人が意識しようがし
まいが、漫画リテラシーみたいなものがあるわけで
すね。漫画って一頁にコマが何コマもあるよな、と
か、吹き出しはこう配置して、でやっぱ右頁から左
頁に移るときにはそんなにドラマチックじゃないけ
ど、頁めくる時は、ちょっと大コマ使って。
亀井：

そういうことが、何となくもう了解され

ている。
細馬：

ええ、描き方のリテラシーってあるわけ

です。で絵巻を描く時に、たぶん、漫画とは違っ
て、スクロールしていく巻物なので、読む人はこう
やって読むだろう。だとしたら、どこに驚きをこう
入れたら良いかとか、どこで長く眺めてもらいたい
かとか、なんかそういう描き手と読み手の間に共有
されたリテラシーみたいなのは、たぶんあったんだ
ろうと思うんです。で、それが今みたいにこう大量
にメディアが発達していると、色々な人がそのメ
ディアにアクセスできるわけですが、「粉河寺縁起
絵巻」の時代は、絵巻にアクセスできる人はすごく
限られてた。少なくとも庶民が、みんなで絵巻を見
てるなんてありえないわけですよね。限られた階層
の人が、しかも気軽にぱっと見るっていうものじゃ
なく、ときおり改まって箱から出してご開帳みたい
な感じで広げて。
亀井：

ええ、もちろん、もうすごい宝物ですか

ら。
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細馬：

そうなると、鑑賞者にとっては見る機会

た争いを原因とする権力構造を見て、粉河寺の人が

が少ない。作り手にとっても、作る機会がそうある

その争いの際に注文主となって作った絵巻だと考え

わけではない。でも絵巻物を読み進めると、当時の

ました。けれども、従来の解説では、この絵巻は粉

読み手も描き手も、ちゃんとリテラシーを持ってい

河の観音様の有り難さを見せてるんだというふうに

たことが読み取れる。そこはすごく驚きですね。僕
らはすぐ何でも見ることができて、鑑賞者も作り手

なっている。もちろん、観音様の有り難さ自体は否
定はできないんですが、その観音様の有り難みが、

も大量の情報を浴びて、そこから作品の中身につい

誰に向かって発揮されたのか、誰が観音様に救わ

て考え出すけれども、たぶん平安時代や鎌倉時代

れ、誰が罰せられたのか、ということが重要でしょ

は、絵巻にアクセスできる人はごく限られていて、

うね。

作り手だってほんの何本か見ているぐらいだったの
でしょうけれど、それでこれだけのクオリティのも
のが作られたというのは、やっぱりちょっと驚異的

【絵巻をほどき絵巻を巻く】

なことだなと思います。
亀井：

平安時代のある一人の権力者が絵巻が好

細馬：

ところで、亀井先生の研究室で拝見した

きで、たくさん作らせたんじゃないかというような

実物大のこの絵巻のレプリカ（カラーコピーをつな

ことは言われてます。でもその権力者のサークル以

げたもの）は素晴らしく面白かったです。昔、高畑

外の人は、どうやって絵巻にアクセスしていったの
かなど、具体的に考えるべきことはいろいろありあ

勲さんが『十二世紀のアニメーション』という本
で、絵巻物のリテラシーに基づいてかなり突っ込ん

りますね。

だ分析をしていたのですが、彼が感じた驚きがよく

「粉河寺縁起絵巻」にはそのようなリテラシーが感

わかりました。一本の絵巻の全部を広げて俯瞰的に

じられる一方で、粉河の土地についてとてもよく

見たら、物語が一挙に分かってしまう気がします

知っているなあと思わされるところもあるんです。

が、ほんとは絵巻物って、スルスルと少しずつほど

たとえば絵巻に描かれた山々や風景は、粉河の情景

いては巻いて見ていくんですね。だから、先が見え

を下敷きにしているなという感じがします。仮に描

ない状態で、次はどうなるんだろうって思いながら

いたのが京都の絵師だったとしたら、どうやって粉

ほどいて巻いていく。この絵巻の第二話の場合は、

河寺の状況を理解しえたのか……。たとえば、絵巻

お金持ちの長者の屋敷から始まるのに、途中で何や

に後ろの山がずっと続いて描かれていくところがあ

ら不思議な雰囲気のずいぶん違った山川が現れて、

るでしょう。粉河寺に行くとああいう景色が紀の川

これはどこに行くんだろうと思う。曰くありげな橋

に沿って続いていくので、本当に現地を見た人なら

が現れ、曰くありげな大きな木に第一話で見た板

ではの表現かなと思うんです。でもほかのところで

木（猟師が猟のために木に架ける板）が架けてあっ

は、そんなにリアルな表現がされてるわけじゃない。

て、あれ？これは何かの前兆かなと思って次を広げ

細馬：

てみると、どんと粉河のお堂が現れる。空間芸術で

伝奇的なお話なので、ある程度は想像で

描いても許されるようなところがある気もするので

ある以上に、時間の推移もすごく感じられる。

すが、それでも絵師がなぜ、この粉河寺の場所に即

亀井：

した情景を描くことができたのかは、やはり不思議

さって、三次元になっているんですね。

ですね。自分で行ったか、粉河のあたりの出身の誰

細馬：

かに色々話を聞いて、おおよそのプランを立てたの

アなんだなって分かって、それに驚かされた。そこ

か。そういうところもいろいろ空想させますね。
亀井： 具体的に絵師が誰か、どこの人かとか、

に亀井先生の解釈が入ると、その驚きにどういう含
意があったのかがよく分かる。

粉河の人とどういうふうに議論をしたかあるいはし

亀井：

なかったか、色々な仮説を立てうると思うんですけ
ど、でも最終的に絵を読み解く上で重要なのは、絵

とえばこの絵巻で、長者の屋敷が展開していくとこ
ろは一続きになっていてそれほど変化は大きくない

師に絵を描かせた注文主の意向だと思います。私は

んですが、外に出て、橋のあたりに行くと、ちょっ

この絵巻の絵に、粉河寺と高野山の間で起こってい

と様子が変わって、人が周りにいなくなって、聖地
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のような情景が表現されている。しかもそのあと
は、同じ観音堂を３回繰り返して描きつつ、そこに
３つの異なる時間を表現するわけです。つまり、前
半は移動しながら時間が経っていくんですが、後半
は同じ場所に留まって時間が経過する。
細馬： ところで最初の長者の家のところって、ワ
サワサワサってなってるんですよね。
亀井：

はい、長者の屋敷には人やものがたくさん

描かれています。
細馬：

ものもたくさん運び込まれてるんだけれ

ど、おもしろいのは人の動きですね。通常、絵巻は
右から左に向かって見ていくものですから、入口が
右に、奥の部屋は左に描いてあって、その方向に移
動していく人がいる。でも、逆に動いている人もい
て、あれ、なんだろうと思って次を見ていくと、実
は奥の蔵から、左から右に向かって物を運びこんで

図１ 「粉河寺縁起絵巻」第二話

剃髪場面

粉河寺蔵

るということに気づく。すると、あれ、これはどう
なってるんだっけ、と思ってまた巻き戻したり。だ

じで、どうやら同じお堂だってことは分かる。そう

から、長者の家のシーンって結構密度が高くて、絵

やって見る側は、巻物をほどいていきながら繰り返

巻を右へ左へと行ったり来たりするんですね。

しを発見するんですね。

亀井：

娘が粉河に出発する場面でも人が増え

て、あちこちに目を留めさせる要素がありますね。
だから、そこで見る人は巻物をとめてあちこち見る

【剃髪は何を意味しているか】

ことになりますね。ところがいざ旅立つと結構人気
がなくなって、人馬が山に隠れたりしていくので、

細馬：

急に左に向かってするすると時間が流れ出す感じに

３回目の最後の場面で、全員剃髪という恐るべき

なりますね。そこからしばらく行くと、一人が左に

事態が起こる（図１）
。こういう総懺悔のような剃

向かって何かがあるかのように指さしている。

髪って、当時の常識からして、よくあったことなん

細馬：

ですか？

さらにほどくと、指差す向こう側に、何か

で、この見る者を滞留させるこのお堂の

の前兆のように大きな木に板木が架けてある。これ

亀井：

は第一話でも出てきたものです。

るには、ほかの絵巻における剃髪場面のいくつかと

細馬： 「あっ、見たやつだ」って思うわけですよ

比べる必要があるんです。たぶん手本を見ながら、

ね。すると、いよいよお堂が現れる。あ、さっきの

あるいは共有している剃髪場面のイメージに則りな

前兆はこれだったのか、という（笑）
。長者の家か

がら、その一方で何かを変えて描いているはずなん

らこのお堂に行くまでの、急に左に向かってワーッ

です。そこで、他の絵の剃髪場面を検討していく

と流れていく時間というのが、高揚するといいます

と、もうほとんどが屋内で行われているんですね。

か、巻物を扱う手が踊る感じですね。

髪の毛の扱いについても、他の絵では、髪の毛が直

亀井： （笑）でそこから今度は、同じ観音堂が３
回繰り返されるという。

接下に落ちないように、髪の毛を結んでいたり、隣
のお坊さんが髪の毛を手にとったり、いろいろ配慮

細馬：

いえいえ。この剃髪場面の特異性を考え

そこでも、最初はまさか３回繰り返され

がなされているんです。ところがこの絵巻では、屋

るとは予想してないわけですよね。とりあえず手を
止めて、この謎のお堂はなんだって考える。で、ほ

外でいきなり剃髪をやっていて、髪の毛も地面に直
接落ちている。長く真っ直ぐな黒髪が美しい女性の

どいていくと、また同じような板が木に架けてあっ

条件だった時代なんですよ。だから、貴族の女性な

て、
「あれ？さっきのがまた出てきた」みたいな感

んかはみんな真っ直ぐな長い黒髪。それをこの絵で

人間文化● 41

亀井若菜・細馬宏通「粉河寺縁起絵巻」を読み解く

はあえて粗略に扱うことで象徴的に何かを見せよう

感じですよね。お母さんもすぐそばで泣いてるし。

としているのだと思えます。

だから剃髪して尼になるという形に見せながら、な

細馬：

んか罰せられてるようなイメージも含まれてるん

ほかの絵では、剃髪する場面の下の方に

器のようなものがあります。これは何でしょう。

じゃないかと思うんです。中世には「髪切り」とい

亀井： 角盥ですね。これは剃髪のときに水差し
とともに必ず置かれていて、その水差しの水を使っ

う罰がありました。これは性的に淫らなことをした
とされる女性の髪を切って罰することです。娘は、

て髪の毛を剃る。ところがこの絵巻には、その定番

自分の病を治してくれた童にもう一度会いたくてこ

の角盥と水差しが描かれていない。しかも、通常の

こまで来たんですが、その童がじつは粉河観音だっ

絵では剃髪される人は一人だけで、他のみんながそ

た。だからこの場面は、淫らな女性である娘を罰す

れを見守っていて、剃髪される人に観者の視線も向

る「髪切り」というふうにも考えられるのではない

かうように描かれています。でも、この絵巻のこの

かと思うんです。

場面では、剃髪される娘と一緒に来たお父さんやお

細馬：

母さんも剃髪されていて、娘を見ていない。

いいますか、淫らだと咎められる理由はない気がし

細馬：

ますね。

あっちこっちで同時に剃髪してるのはな

現在だったら、ロマンティックなお話と

んだか異様な感じがしてたんですが、やっぱりおか

亀井：

しいんですね。

が高野山領だったと考えられることなのです。実は

亀井： おかしいですよ。一人の女性の黒髪を切
る剃髪はとても重要な儀式で、それをみんなで見

この当時、粉河寺と高野山との間で領地争いがあっ
たのですが、この絵巻に描かれている娘は、高野山

守ってその時間を共有するのが本来の姿だと思うん

領の出という設定になっていると考えられるんで

です。それがここでは、お父さんや他の人も同時進

す。つまりこの剃髪場面の表現には、高野山領出身

行で剃髪されてて、せっかくこの娘のドラマチック

の娘が粉河の観音に屈し罰せられているという含意

な剃髪場面なのに、いったい誰に注目したらいいの

があると思えるのです。そうなると、ここまで考え

という（笑）
。しかも、配置がまたすごいんです。

てきた剃髪に関するさまざまな人物配置や表情も解

剃髪される娘は画面の一番下にいて、上に剃髪する

釈できる。他の絵では、剃髪される人の背後に仏像

僧がいて、その一番上に粉河観音がいます。粉河観

が立つなんてこともないわけです。でもこの絵巻で

音を最上位に置いて、粉河の僧、そして一番下にこ

は、娘のすぐ後ろに粉河観音がその場を支配するか

の娘という上下関係が一直線上に表現されている。

のように立っている。そのような表現も含め、この

もう１つ、剃髪する僧の表情も気になります。怖そ

絵巻は、粉河と高野山との争いの場において、粉河

うな顔をして、威圧的に上から押さえつけるように

の優位を示すような形に描かれているのだと思って

娘を剃髪してるというのも特徴だと思います。

います。

細馬：

ああ、そうか。ポーズ自体も他の絵巻と

は違いますよね。
亀井：

そこで重要なのが、この娘の父親の領地

他の絵の中の女性の剃髪の場面では、女

【ジェンダーと歴史的文脈】

性もちゃんと両手を合わせていて、剃髪の覚悟が感
じられるのに、この絵巻の場合は娘が頭をすごく下

細馬：

げて、本当に首を差し出すかのように剃髪されてい

童の姿で登場して娘の病を治し、娘がその童にもう

る。で、お母さんも後ろで、もう…

一度会いたいと思って粉河まで来ると、それが観音

細馬：
亀井：

だったわけですから、童がこの娘を誘惑したとも言
えるわけですよね。病気を治してくれた相手に恋心

泣き崩れんばかり（笑）
そのお母さんはもういきなり丸坊主の頭

それにしても、そもそもこの粉河観音は

で描かれています（図１の娘の右後ろが母）。

を抱くなんて無理もない話で、この娘が童恋しさ

細馬： 娘の右下で娘の袖を引っ張ってるのは誰
ですか？

に、長者の家を出て行くのもそんなにひどいことか
なと思うんです。でもこの絵巻では、その一見する

亀井：

と自然な感情の動き自体が戒めの対象になってしま

侍女ですね。この侍女がまた、やめて、

と懇願でもしているようで、これもちょっと異様な
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亀井：

ええ、まあ、この娘は長者の一人娘なの

その女性たちに伝わったということが、私はすごく

で、やはりその財産のある長者の家を継がないとい

面白かったですね。

けない。それが期待されてるし、そうあらねばなら

細馬：

ない娘なんですよね。その一人娘としての役割を、

うに描かれてしまう点でも、少なくとも注文主の側

童に恋した時点でもう放棄しているということにな
るのです。そして、そのような「淫らな」娘が高野

に、粉河寺に縁のある人、もしくは粉河寺と高野山
の関係に対して何か思惑のある人が、混じってる、

山領の「娘」として表現されていて、その娘を罰す

と考えるのが妥当な気がしますね。

高野山領から来たと考えられる娘がそのよ

るかのように剃髪するのが粉河寺の「男性」僧侶と
いうわけです。そのような一連の表現に、高野山に
対する粉河寺の優位が、ジェンダーを使って表現さ

【風景の美しさが示すもの】

れていると考えています。
ジェンダーの視点からもう１つ重要なのが、童が娘

亀井：

のもとから去るときに、娘が自分の形見として渡し

しょうか。この絵巻では、やはり粉河の景色の美し

たものです。それは提 鞘（刀の鞘）と紅の袴です。

さが印象に残ります。特に最後の剃髪場面は、本当

これらは、女性の身体を表すものだと思うんですけ

に粉河の美しい景色のなかに描かれています。さっ

ど、娘がいざ粉河寺に着いてみると、なんとそれを

きは剃髪場面をクローズアップして考えたのです

観音が掲げ持っているわけですね。そしてそれらが
掲げられた下で、罰せられるように娘は剃髪されて

が、一方で絵巻全体の景色の表現から見ると、剃髪
場面もやはり１つの情景にしか見えないというか、

いるわけで、これは娘の恋心を見せしめにしている

それを包み込む粉河の景色の美しさというのが、全

ようにも見えてしまう。

体を見た時にはすごく際立つんですね。

細馬：

細馬：

さげ さや

今の女子からするとむしろ観音様がひど

ちょっと景観の描かれ方に視点を移しま

確かにそうですね。この景観の中だから

い（笑）
。娘の純粋な恋心を踏み躙って、しかもお

こそ、観音像が出てきたときに有り難い感じがする。

前はこの世において淫らな奴であったと言わんばか

そうそう、亀井先生の『語り出す絵巻』を読むとき

りに、その証拠を人々に晒して、しかも剃髪させる

には、表紙カバーを外して、バーンって広げて見た

という。（笑）

ほうがいいですね。

亀井：

そこまで読み取っていいかどうかはとも

亀井： （笑）はい。広げてみてください。非常に

かく、この絵の表現が他の絵と異なるということは

広く美しい景色のなかに、粉河の観音堂が描かれて

確かですね。イメージの解釈って１つの正解がある

るということが分かるので。

わけじゃないと思うし、私はこのように解釈しまし

細馬：

たけれども、それが正しいわけではないかもしれま

方とかも非常に印象的ですよね。

せん。でも、ほかの図像とまず比較して、そこから

亀井：

浮かび上がってきた特徴を、歴史的な文脈と重ねて

うのはちょっと金にあかせているといいますか、ご

解釈したときに、何が見えてくるかということです

ちゃごちゃしていますね。この絵巻の前半では長者

ね。絵を解釈する上では、絵巻を見る人が絵をどう

の家の様子がずっと長く描かれていて、そこは人も

受け止めるか、ということも重要なヒントになりま

たくさんいるし、財宝もたくさんあるし、様々な産

す。童が去る時に、娘は提鞘と紅の袴を渡したわけ

物が運び込まれて、非常に人や物が溢れている。欲

ですけど、この間あるところで講演したら、聴いて

望に溢れてる空間なんです。ところが川を挟んで左

くれた女性の方たちが、まあ自分だったらこんなも
の渡さないと言うんですね。自分が恋しく思ってる

側の粉河の方には、美しい木々や山々しか描かれて
おらず、そこに観音堂が建っている。だからそこが

男性に対して、下着のようなものとかすごく身体性

非常に聖なる場所であるということが伝わってきま

を見せるようものは渡さない。もっと別なものを渡
すのではないか。なのに、あえてこの２つを渡した

す。それに対応して娘の表現も、前半の長者の家で
病にかかっていた様子と、後半の粉河での剃髪と

ことを描くのは、非常に男性的な視点からの発想

が、非常に対照的に描かれている。絵巻の前半と後

だ、とこう言うんです。この絵の意味がそのように

半で、俗なるものと聖なるものとがはっきりと二項

そうですね。こうやって見ると桜の咲き
この粉河の風景に比べると、長者の家とい
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対立的に表現されています。
細馬：

そ う で す ね。 な ん だ か「 こ の 川 を 渡 る

者、すべての欲望を捨てよ」みたいな感じですよね。
亀井：

そうそう（笑）。でも実はこの二項対立自

体から、粉河の欲望が読み取れるということでもあ
るんですよね。
細馬：

ううん、深いなあ。

亀井：

そうですか（笑）。前半が即ち、粉河寺が

欲した敵対している高野山のイメージであり、後半
が、粉河寺自身が欲した自己イメージということに
なります。その境目に川が描かれているんです 1。

【絵巻物の時空間と象徴性】

た図像にもこんな意味があるんだということを、ほ
かの絵との共通点や相違点を挙げながら検討してい
きます。すると学生は「こんな風に絵巻を見るんで
すか」「こんな見方初めて経験しました」みたいな
ことを最終レポートに書いてくれますね。
細馬： 同感です。今、わたしたちは何にでも容
易にアクセス出来すぎていて、絵も図像もちょっと
インターネットで調べると膨大にあるものだから、
読み飛ばすことに慣れていて、１つの絵を結構長い
時間見るという経験が、だんだん少なくなってるん
じゃないかと思うんです。一方、絵巻物の作られた
時代の人って、視覚的な娯楽も少ないし、見る時
間ってわたしたちよりずっと長かったと思うんです
よね。こんなに美しい絵を見るという体験は日常生
活ではめったにないわけですから。絵の細かいとこ

亀井先生の論の何が画期的だったかとい

ろまで、しげしげと眺め、それでその絵のメッセー

うと、絵巻の時空間と象徴性の両方をいっぺんに読
み込んだ点ですね。わたしは以前、高畑勲さんの

の御著作によって、わたしたちはその、中世の目を

細馬：

『十二世紀のアニメーション』を読んで、そこで行
われている絵巻の時空間の読み解き方にはとても驚
いたんです。でも、その絵巻特有の時空間がどのよ

ジを受け止めて行ったんだと思うんです。亀井先生
借りて絵巻物を見直す力を得たんだと思います。
（収録：2016 年８月 11 日）

うな欲望のもとに描かれているか、そこになぜある
象徴性が付与されているかというところまで論じた

１ 絵の解釈の詳細については、亀井若菜『語りだす絵

ものって、今まで読んだことがなかった。絵巻物を

巻─「粉河寺縁起絵巻」「信貴山縁起絵巻」「掃墨物

スルスルとほどいていった時に、当時の人が何に驚

語絵巻」論』（ブリュッケ、2015 年）で論じた。同

いたか、何が現れた時にはっとさせられたか、そし

書には、対談中に出てきた観音堂や粉河の情景、長

て何を思ったかがわかると、絵巻物の読みは圧倒的

者の屋敷の様子などを見せる多くの挿図も掲載して

に変わりますね。ただ現代の感覚に従って桜が咲い

いるので、ぜひ参照されたい。

ているなあ、橋を渡るなあと思っているだけでは、
深いところはわからない。
亀井：

私は授業でも、まず全体を見せてから、

アップで部分をたくさん見せて、小さなちょっとし
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赴任に際して

谷 口 真

紀

人間文化学部国際コミュニケーション学科助教

紙面をお借りし、自己紹介をかねたご挨拶をさせ
ていただきます。過去３年にわたり、非常勤講師や
特任教員として本学の各学部の必修英語の担当をさ
せていただいておりました。その間にすっかり馴れ
親しんだこの大学でみなさまと仕事ができることを
うれしく思っています。
先 日、 私 が 大 学 教 員 に な っ て 初 め て 受 け 持 つ
「May ゼミ」の前期終了の打ちあげを行いました。
２回生だけの真新しい May ゼミでは国際人とは何
かを文化や思想の観点から解き明かそうとしてきま
した（ちなみに、
「May ゼミ」とは記念すべき初代
ゼミ生６名の名前の頭文字をとって考案したゼミの
呼称です）
。ちょうど彦根の花火大会の日だったの
で、打ちあがる花火を一緒に眺めました。花火に夢
中になっているゼミ生たちの横顔を見ながら、６名
のチャレンジ精神を誇りに思っていました。授業の
お試し体験もできぬまま、オリエンテーションでの
たった数分の私のゼミ紹介だけを聞いて受講を決め
てくれたのですから、ゼミ生たちの勇気ある決断は
称賛に値するでしょう。私はその日の打ちあげ花火
を一生忘れないと思います。大学の教員になって最
初の学期を終えた安堵感や疲労感とともに、ゼミ生
との学びの充実感があったからです。
現在、ゼミ以外にも、英語科目・アメリカ移民を
学ぶ「English Lecture C」・国際紛争や平和構築の
基礎を学ぶ「English Lecture F」・アフリカ系アメ
リカ人の歴史を学ぶ「欧米文化論」を担当させてい
ただいています。活発で素直な学科の学生さんに励
まされ、張りきって授業に向かう毎日です。ただ、
赴任してすぐの頃はどの学生さんよりも気合を入れ
てしまって体を酷使することになり、インフルエン
ザにかかって１週間出勤停止になる失態をおかし迷
惑をかけてしまいました。ともあれ、幅広い科目を
手がけるのに、これまで培った学術的知識と経験を
総動員させて何とかがんばっています。
私は 2012 年に言語コミュニケーション文化学と
いう学際的な領域の学位を関西学院大学大学院で取
得しました。広く浅い研究に終始していないかとの
危機感を常に持ちながら、広く深い研究を目指して
います。現在の関心は政治学者で非暴力研究の第一
人者のひとりであるアメリカ在住のジーン・シャー
プの非暴力運動の理論と実践です。非暴力とはただ
単に暴力を使わずにいるという消極的なものではな
く、戦略的に、積極的に社会を変革する手段である
というのがジーン・シャープの思想の中核をなして
います。

このような研究に向かう足がかりとなったのは、
アメリカの大学院 School for International Training
での修学です。ヘルメットをかぶって紛争の最前線
で人々を支援する実務家になるのを夢見て、私は
2004 年に同大学院に入学しました。学校名がまさ
に示しているように、そこは国際協力のスペシャリ
ストを養成するための機関でした。国際紛争や平和
構築の専門技術や知識を習得し、アメリカの NGO
でインターンとしても働かせてもらいながら実務経
験を身につけ、プロジェクトの一環でルワンダに渡
りました。
ところが、後になって振り返れば、このルワンダ
での仕事は私が後に実務から学術へと大きく舵をき
るきっかけとなりました。ルワンダ滞在を契機に、
実務の奥にある文化や思想の価値をあらためて認
識したのでした。ご存知のとおり、1994 年、わず
か 100 日の間にフツ族が少なくとも 50 万人以上のツ
チ族を殺害した大虐殺がルワンダで起こりました。
2006 年、私はツチ族とフツ族の両者の和解を見据え
た女性主導のコミュニティ再生プロジェクトにアシ
スタントとして携わる機会を与えられました。私が
関わったルワンダの女性のリーダーたちはプロジェ
クトの遂行よりも、自分たちにとっての平和構築の
意味を問い続けながら活動を進めていました。彼女
たちから教わったのは、プロジェクトの立案・実行・
評価で案件が進展したとしても、人々の間の根本的
な問題は容易には解決しないということでした。そ
もそもなぜ相互理解が必要なのかといった平和構築
の価値を伝え続ける役割もプロジェクトの遂行と同
じくらい重要だと気づかされました。確かに、武装
解除だけでは本当の平和は訪れません。心の武装を
解除するためにこそ、人々の文化や思想を学術的に
深く理解したいと考えるようになったのでした。
こうして、私は琵琶湖のほとりのキャンパスで学
生さんとともに人間理解のありかたを今も学び続け
ています。他者を認めようともがく試行錯誤の過程
への興味は尽きません。多岐にわたる担当科目や研
究をつなぐ私の中心はそこにあります。
４月にスタートしてからとにかく走り続けてき
て、いつの間にかセミの鳴き声が賑やかです。学科
の先生方が新任の私をあたたかく迎えてくださり、
「困ったことはない？」と気にかけてくださるおか
げで、日々の仕事をこなせています。未熟ながら、
これからも教育・研究・学務に尽力する所存です。
そうした中でみなさまとお話できるチャンスが数多
く訪れるのを楽しみにしています。
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☆演題☆

語りだす絵巻
と

き：平成 28 年 ７ 月 14 日㈭ 14：50 〜 16：20

場

所：滋賀県立大学 A4-205 大講義室

対

象：学生・教職員および一般

講

師：亀井若菜氏（人間文化学部地域文化学科准教授）

聞 き 手：細馬宏通氏（人間文化学部人間関係学科教授）

文化庁が選定する芸術選奨は、その年の芸術各分

講演の中では、絵巻の各場面が大教室前方の大画

野における優れた業績に対して与えられる我が国で

面にカラー写真で映写され、その細部まで良く見る

も最も権威ある賞である。その平成 27 年度の芸術

ことができた。亀井氏のいう「解釈によって絵の見

選奨・文部科学大臣賞（評論等部門）を、本学部の

え方が変わる。絵が生き生きと意味をもつものとし

亀井若菜氏が受賞した。

て見えてくる」を体感できたセミナーだった。

学部ではこの快挙を記念して、受賞対象となった
著作『語りだす絵巻─「粉河寺縁起絵巻」「信貴山
縁起絵巻」「掃墨物語絵巻」論』（ブリュッケ、2015
年）の内容を紹介してもらいながら、中世絵巻の世
界をテーマとする公開セミナーを開催した。今回は
亀井氏の講演だけでなく、アニメーション研究の著
作もある本学部の細馬宏通氏に「聞き手」となって
いただき、日本美術史専門外の方にも理解を深めて
もらうことを工夫した（本誌別稿参照）。
亀井氏の講演では、同書で論じている３つの絵巻
の中から「粉河寺縁起絵巻」を選び、その詞書の物
語の内容、描かれた当時の不浄観との関わりから、
特に女性の描かれ方に注目し、その物語の結末の意
味を考察して、この絵巻がなぜ、何のために描かれ
たのかについて、粉河寺と高野山との堺相論（領地
争い）に際して粉河寺が作ったものという説が展開
された。絵巻の中で粉河の景観が繰り返し描かれて
いるのもこのためであるという。さらに絵巻に描か
れた聖／俗（穢）
、男性／女性、美／醜などの表象
が対比的に論じられた。
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（文責：面矢慎介）

■『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

３月末）。
２．本 誌は、論文、研究ノート、翻訳、資料、講

る。
・なお、締切日までに原稿が提出されなかったと

演記録、エッセイ、人間文化通信、その他で構
成される。

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

３．本 誌の掲載原稿は、投稿原稿と依頼原稿とか
らなる。
４．投 稿資格者は、本学部教員、元本学部教員、
人間文化学研究科院生、同修了者・単位取得満
期退学者、学部教員の依頼を受けた者および編
集委員会が必要と認めた者とする。
５．投 稿者の選定および原稿の掲載・修正等の措
置は、編集委員会の決定による。
６．依 頼原稿については、別途編集委員会で決定
する。

投稿意思を編集委員に伝え、投稿するものとす
る。その際、投稿原稿に必ず指導教員等のコメ
ントを付すものとする（1,000字以内）
。
４．投稿原稿の分量は、次の通りとする（日本語。
日本語以外はそれに見合う分量とする）
。
・論文・研究ノート：24,000字以内（図表等を含
む）
。
・翻訳：20,000字以内（図表等を含む）
。
・資料・講演記録：8,000字以内（図表等を含む）
。
・エッセイ：4,000字以内。
・人 間文化通信・その他：その都度、編集委員
会で決定する。
５．原稿は、ハードコピー（40字× 40行）と電子
媒体で提出する。

【投稿規定】
１．本 誌に発表する論文等は、いずれも他に未発
表のものに限る。ただし、学会・研究会等で口
頭で発表したものについては、その限りではな
い。
［付記］
２．投稿原稿の締切等は、次の通りとする。
・この規定は 2012年度より実施する。
・10月末発行のとき、原稿の締切は８月末とする。
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大津市坂本

日吉大社

山王祭

午ノ神事

■編集後記■
今回の人間文化の編集にあたって、編集委員会では
これまでの年度と同様に予算削減対策や今後の「人間
文化」の在り方などについて様々な意見交換がされま

日吉大社山王祭は、滋賀県の神社行事のなかでも最大規模の

した。今後、この「人間文化」は、幅広い分野の教育
研究が行われる人間文化学部の特徴を活かした、より
多くの方に読んでいただける雑誌となることが期待さ
れます。
本号では、投稿論文数が少なく、これまでになくペー
ジ数の少ない号となりました。これは業績評価の影響
ではないかと思われますが、次回には研究論文だけで
はなく地域活動や教育活動など多くの方からの積極的
な投稿を期待します。

行事である。4月12日の夜におこなわれる午ノ神事では、大社
背後にそびえる八王子山より２基の神輿が若者たちによってか
つぎ下ろされ、他の3基とともに東本宮拝殿に安置される。急
峻な坂を駆け下りる勇壮な行事である。翌13日、神輿は坂本の
町はずれにある大政所に移され、夜の宵宮落では、４基の神輿
を床から落とすと同時に100ｍほど離れた場所まで競争がおこ
なわれる。14日の朝には延暦寺の天台座主による社参があり、
ついで神輿の巡行が行われる。神輿は船に乗せられ、琵琶湖の
沖合で粟津で作られた特殊な御供を神輿に供え、そのあと琵琶
湖に投げ入れる儀式がある。これらは特に重要な儀礼であるが、
ほかにも同時並行的に行われる多くの行事があり、一人ですべ
てを見るには7年必要だといわれている。山から迎えた神が町
や湖を巡行し領域をハレの空間に転化させるという構成は、滋
賀県下のみならず他地域でも多くみられる。日本の祭りの原型
の一つといえる行事である

市 川 秀 之

（宮本雅子）
編集委員■
石川慎治・細馬宏通・宮本雅子・廣瀬潤子・山本薫
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