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● 犬上川河口の春 ●
滋賀県立大学の指呼の位置に犬上川が琵琶湖に注
いでいる。
遠景に見るのは多景島でその名の由来は多くの景
色が見られるからとか竹が多い所からとか言われて
いる。
琵琶湖の第３の島で、北極星神信仰や日蓮宗の寺
があり、歴史・風土・自然景観等興味深い。
サイズ
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学部長

「防衛のための研究」はどこまで許されるのか
今、日本の大学が世間の注目を集めている最大の問題は、いわゆる「軍学連携」
（防衛
装備庁の公募する研究費支給制度への応募の是非）をめぐる議論だろう。
多くの大学で研究費の削減が続いてきたその後に、突然始まった防衛省からの研究費支
給にはたして応募して良いものか、どの大学も苦慮している。これまでの、軍事研究はし
ないという日本の大学のあり方を根幹から揺るがす事態になっているのだ。
研究費不足に悩む研究者としては、自身の研究を継続するためには何としても研究費が
欲しいという本音もあるだろう。また、国の防衛のためにその国の研究者（科学者）が協
力するのは当たり前だとする論もある。アメリカの豊富な科学研究費はその多くが軍事関
連から出ているとも指摘され、
「グローバルな見方」からすれば、日本の大学の方が特殊
な状況にあるとも言われる。
国からの研究費の配分によって研究の方向が誘導されるという政治的な問題に、いま日
本の大学全体が巻き込まれていると見ることもできる。日本学術会議もこの件の検討を続
けており、まもなくその議論の結論が出されようとしている。
すでに本学は、誤解を生みそうな「滋賀県立大

軍事技術研究に応募検討」の大見出し

で新聞報道されてしまった。実際は、応募は保留しており、応募の是非について「検討」
しているというのが実情なのだが、報道を見て驚いた県民はきっと多かったに違いない。
開学以来の本学が構築してきた対社会的イメージ（？）にとって、かなり痛い報道だった。
幸い、「文系」が中心の本学部では、いま問題になっている「防衛装備品（のための基
礎研究）」に直ぐつながりそうな分野の教員はいない。しかしこのようなときにこそ、私
たち「人文系」の知が必要とされているのかもしれない。この問題は先の戦争と日本社会
の歴史、戦後の文化や思想と切り離すことができないからだ。文系／理系の垣根を越えて、
大学全体として今後の対応を議論していかなくてはならないだろう。
そして、将来にわたって本学が「地域に根ざし、地域から愛される大学」であり続ける
ために、教職員ばかりでなく地域のみなさんもこの事態に注目を続けて欲しい。これから
の本学のありかたについて、広く県民のみなさんの意見を聞いてみたい。
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論文

Anchoring Speaker : A Conceptual Account of
a Copula Distinction in Tibetan with Related
Phenomena in Japanese, English & Mongolian
Takeshi Koguma ／ Katsunobu Izutsu
University of Shiga Prefecture, School of Human Cultures, Department of Intercultural Communications, Professor
／ Hokkaido University of Education, Department of English Language Education, Associate Professor

1. Introduction*
The aim of this paper is to shed light upon a well-known

Amdo and Lhasa Tibetan are both classified as OV

idiosyncratic pattern of Tibetan copula distinction both

languages. Nga means ‘I’, kherang means ‘you,’ and

theoretically and cross-linguistically. This study proposes

khong means third-person singular ‘he’ or ‘she.’ Tibetan

a speech event conception to account for the different

copulas do not distinguish between singular and plural.

forms of Tibetan copulas and further demonstrates that
a comparable conception manifests itself in the different

Examples（1）（
- 3）might be uttered in a waiting
room for a job interview. In（1a）, the speaker is

grammatical categories of other languages.

announcing that she is the first candidate. In（1b）,

Tibeto-Burman languages show an idiosyncratic
pattern of subject-copula agreement, distinct from the

the speaker is asking an administrative staff member
whether she herself is the first to go into the interview.

subject-verb agreement of Indo-European languages

In（2a）, the speaker, who is either the person in charge

（DeLancey 1990; Sun 1993; Blo-bzan-don-ldan 2004;
Hoshi 2004; Tournadre 2008）. Although it is well-known

of the interview or another candidate, is appointing the
addressee to be the first candidate. In（2b）, the speaker,

that Amdo and Lhasa Tibetan have significant differences

who can be either a candidate or staff, is asking another

in grammatical and phonological terms, both exhibit the

candidate if that candidate is the first.（3a）and（3b）

same pattern of copula distinction, as illustrated in（1）to

（3）1:

between personnel managers.
Note that the two languages exhibit symbolic grouping
crosscutting declarative and interrogative sentences. In

⑴ FIRST PERSON
a. nga

dangpo

I
first
‘I’m the first.’

yin.

[Declarative]

first person taking yin, whereas in interrogative sentences

b. nga
dangpo
I
first
‘Am I the first?’

ä-ree?
Q-be

[Interrogative]

a. kherang
you

ree.
be

[Declarative]

dangpo
first
dangpo
first

idiosyncratic pattern in question and demonstrates that it
ä-yin?
Q-be

[Interrogative]

Our analysis differs from the previous studies in that it
discusses an immanent conceptual manipulation which
ree.
be

[Declarative]

dangpo
first

ä-ree?
Q-be

[Interrogative]

‘Is s/he the first?’

●人間文化

gives rise to the viewpoint-shift. Section 3 explores some
comparable linguistic phenomena, wherein a particular

‘S/he is the first.’
b. khong
s/he

can provide a natural and plausible account for viewpointshift that previous studies fail to explain sufficiently.

⑶ THIRD PERSON

dangpo
first

Here we have observed the idiosyncratic subjectcopula agreement pattern that Amdo Tibetan exhibits.
Section 2 proposes a conceptual approach to the

‘Are you the first?’

a. khong
s/he

they group the first/third-person subjects together as
marked with ree to the exclusion of the second person
marked with yin.

‘You are the first.’
b. kherang
you

declarative sentences, the languages group the second/
third-person subjects together as taking ree, excluding the

be

⑵ SECOND PERSON

2

are likely to be interpreted as administrative utterances

interpretation is assumed to result from interrogative
environment. Section 4 concludes the discussion.

Anchoring Speaker

2. Anchoring Speakers

characterized in a straightforward manner, as roughly

Drawing a line of demarcation between the first person

depicted in Figure 1. The rectangular balloon represents

and the others, such as the person-grouping observed in

what the speaker conceives of. The three figures depicted

Amdo Tibetan declaratives, is assumed to be a natural and

in the balloon are potential subject referents, which

ubiquitous conceptual categorization（e.g., ich wachse ‘I

correspond to the speaker, the addressee, and the third

grow’; du wächst ‘you grow,’ er/sie wächst ‘he/she grows’

person in the physical environment. The identity of each

in German）. Likewise, grouping the first and third persons

figure in the balloon is indicated by the corresponding

together to the exclusion of the second person is not an

dotted lines and distinctive texture-patterns. The thick

unusual division（e.g., j’aime ‘I love,’ il/elle aime ‘he/

dotted line shows that the speaker talks about the white-

she loves’; tu aimes ‘you love’ in French）. However, the

texture figure in the balloon, which is co-referential

discrepant person-grouping observed between declarative

with the speaker. This reflexive recounting results in

and interrogative sentences does raise a theoretical

employing yin rather than ree. The other subjects, namely

challenge.

the addressee（i.e., the dotted-pattern figure）and the

In this section, we argue that the idiosyncratic pattern
reflects a particular conceptual distinction: whether

third person（i.e., the crosshatched-pattern figure）, are
marked with ree.

a speaker（current or next-turn）talks about herself/
himself or whether s/he talks about someone else. We
propose to call speakers who are supposed to do ‘reflexive
recounting’ in the relevant speech-event conception
“anchoring speaker.”
As illustrated in Table 1, the use of copula yin is
confined to speech-event participants. This copula is used
either with nga ‘I’ in the declarative sentence（e.g.,（1a）
）
or with kherang ‘you’ in the interrogative sentence（e.g.,
（2b））, but not with khong ‘s/he,’ as shown in（3a）and
（3b）.
Table 1: Subject-Copula Agreement in Amdo Tibetan

1st person: nga
Speaker
（Current Speaker）
2nd person: kherang
Addressee
（Next Speaker）
3rd person: khong

DECLARATIVE

INTERROGATIVE

（Statement）

（Question）

yin（1a）

ree（1b）

ree（2a）

yin（2b）

ree（3a）

ree（3b）

Figure 1: Conceptual Manipulation in Declaratives

Let us now discuss an apparently mysterious grouping
displayed in Tibetan interrogative sentences. The
conceptual manipulation in this case can be schematically
diagrammed as in Figure 2 below.2 It differs from the
manipulation of declarative sentences（Figure 1）in that
it involves another internal rectangular balloon, which
is represented in the broken line. The internal balloon

Observe that the subject of the copula yin（i.e., the

containing three figures shows another speech-event

shaded portion in Table 1）alternates between Speaker

conception, which the current speaker envisages as what

and Addressee depending on whether the clause is a

the addressee conceives of in responding to the ongoing

declarative or interrogative utterance. In declarative

question. The envisaged speech-event conception,

sentences, as in（1a）, Speaker uses yin to talk about

namely the inner balloon, is anchored by the dotted-

herself, whereas she uses ree to talk about someone else

pattern figure in the outer balloon, which corresponds

including an addressee, as in（2a）and（3a）.

to the addressee in the outermost physical environment.

This conceptual grouping in declarative sentences is

We can assume that speakers who ask questions will

人間文化●
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Anchoring Speaker

ordinarily anticipate some response from the addressee,
which essentially evokes a nested mental organization

To recapitulate the argument of Section 2, the notion
of anchoring speaker is responsible for the conceptual

of speech event conception. The thick dotted line

grouping observed in the Amdo and Lhasa copula

represents the referential correspondence between the

distinction in both declaratives and interrogatives.

dotted-pattern figures in the inner and outer balloons,

The contrast between yin and ree can be viewed as the

which are identified with the addressee. This facet of

conceptual distinction: whether a current/next-turn

conceptualization in the speaker’s mind also substantially

speaker talks about herself/himself or about someone

manifests a reflexive recounting.

else. Furthermore, this alternation of the speaker that
anchors the self-reference should be located as one or the
other facet of ‘speaker’s reflexive conceptualization.’
The following section will explore some comparable
linguistic phenomena in Japanese, English, and
Mongolian, which can also be accounted for with the
notion “anchoring speaker.”

3. Comparable Conception Manifestations
In this section, we further demonstrate that our anchoring
speaker-based approach provides a natural and plausible
account for the mechanism underlying some comparable
linguistic phenomena observed in Japanese, English, and
Mongolian.3
3.1 Japanese Reflexive Pronoun: Zibun
Interestingly, the same person-grouping as employed
Figure 2: Conceptual Manipulation in Interrogatives

in Tibetan is found in the interpretation of the Japanese
reflexive pronoun zibun（cf. Hirose 2000）. In（4a）
below, Speaker confesses that she herself cannot do

Note that the addressee is the next-turn speaker, who is
supposed to delineate herself. The fundamental function

what she has urged Addressee to do, while in（4b）,

of interrogative utterances is to talk the addressee into

something she finds difficult to do:

Speaker complains to Addressee who has urged her to do

providing some relevant information for the current
speaker. This causative-like meaning presupposes
conceptual embedding, in which the addressee’s reflexive

⑷ a. （soo iu）zibun-wa dekinai-kedo-ne.[Declarative]
so say self-TOP cannot-though-FP

recounting is unfolding; therefore the second person

（
‘ Having said that,）I myself cannot do it.’

subject is marked by yin. The conceptual embedding is
diagramed as a nested balloon. The other figures located
in the inner balloon, which do not meet the condition of

b. （soo iu）zibun-wa dekiru- no.
so say self-TOP can -FP

[Interrogative]

（
‘ Having said that,）can you yourself do it?’

the self-recounting, are to be marked with ree rather than
yin.
In interrogative sentences, Addressee rather than
Speaker serves as an anchoring speaker. The apparently
mysterious conceptual groupings of persons（i.e., first/
third vs. second）in the interrogative is also accounted
for in a natural and unified manner.

4
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The same lexical item zibun refers to the speaker in
declarative sentences like（4a）but to the addressee in
interrogative sentences like（4b）, as shown in Table 2.

Anchoring Speaker

Table 2: Referents of the Japanese
Reflexive Pronoun zibun

Zibun

DECLARATIVE

INTERROGATIVE

（Statement）

（Question）

1st person

2nd person

Speaker

Addressee

frankly, alternates between Speaker and Addressee,
depending on whether the participial phrase precedes
a declarative or interrogative sentence. Sentence（5a）
presupposes that Speaker rather than Addressee speaks
frankly. In other words, the participial phrase is thus
speaker-oriented. On the other hand, sentence（5b）turns

As with the Tibetan copulas, therefore, the speaker in

out to be ambiguous in terms of its implicit semantic

declaratives and the addressee in interrogatives receive

subject. It can allow for two interpretations, in which

an identical linguistic coding. This person-grouping can

either Speaker or Addressee can be assumed to speak

also be accounted for in terms of “anchoring speaker,”

frankly. In interrogative sentences like example（6）, the

along with the “reflexive recounting.”

expression frankly speaking has an addressee-oriented

Table 3 arranges the referents of the Japanese pronoun
zibun in the same format as the Tibetan copula person

interpretation in addition to a speaker-oriented reading.

grouping in Table 1. Notice that the Japanese person

⑹

grouping exhibits the same pattern as the conceptual

 rankly speaking, did I force you to do them? Did
F
you not volunteer them? How can you ignore me

grouping observed with Tibetan copulas.

now when I am punished for no fault of mine?

Table 3: Anchoring Speaker of zibun

1st person
Current Speaker
2nd person
Next Speaker

DECLARATIVE

INTERROGATIVE

（Statement）

（Question）

Zibun（4a）

* Zibun

* Zibun

Zibun（4b）

（cited from http://www.telugubhakti.com/
telugupages/Monthly/Bhaktas/content18.htm）
The observation on the implied speaker of frankly
speaking can be summarized as in Table 4.
Table 4: Implied Speaker of frankly speaking

The conceptual manipulation manifested in this speech

Speaker-oriented reading

event conception can also be best characterized in

Current Speaker

terms of the combination of anchoring speaker and selfrecounting.

Addressee-oriented reading
Next Speaker

DECLARATIVE

INTERROGATIVE

（Statement）

（Question）

✓（3a）

✓（3b）

N/A

✓（3b）

Interrogative sentences do not exclude the reading where
3.2 Some English Dangling Participles:

Speaker, not Addressee, speaks frankly. In this regard, the

Speech-act Based Adverbials
An anchoring-speaker phenomenon is found with English
participial adverbial phrases with speak or talk such as

adverbial frankly speaking behaves somewhat differently

frankly speaking or honestly speaking. Let us take a close

in interrogative sentences; this presumably stems from

look at frankly speaking as in example（5）:

the pivotal notion of speech-event conception that we

from Tibetan copulas and the Japanese pronoun zibun.
However, the addressee-oriented reading is only available

have discussed so far: anchoring speaker.
⑸

a. F rankly speaking, it was a good idea—using
MOtoCMS for creating your website.
b. F rankly speaking, was it a good idea—using
MOtoCMS for creating your website?
（cited from http://www.motocms.com/blog/en/
motocms-customer-interview-devon-spittle/）

3.3 Mongolian Reflexive uur-uu
Lastly, let us consider a further comparable linguistic
phenomenon observed in Mongolian. The subject
pronouns, bi in（7a）and ta in（7b）, are optional and
the absence of the pronouns does not affect the basic
semantic imports of the whole sentences.4 Regardless of

The implicit semantic subject, those who speak

the presence of those pronouns,（7a）is interpreted as

人間文化●
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‘I speak Mongolian,’ neither ‘you speak’ nor ‘he speaks

recounting, and the linguistic notion of anchoring

Mongolian,’ and（7b）is understood as ‘Do you speak

speaker, can play an important role in many languages

Mongolian?’, excluding the reading with a first/third

and can therefore be conventionalized as one linguistic

person subject.

categorization.

⑺ a. （Би） өөрөө
Bi
uur-uu
I

self

монгол
mongol

хэл-ээр
hel-eer

Mongolian language-INST

This study also demonstrated that the proposed
model of speech-event conception can provide a
natural and plausible explanation for the morphosyntactically different but semantically closely related

ярина.

manifestations of ‘reflexive recounting’ or ‘reflexive

yari-na

conceptualization’ in geographically and genealogically

speak-NonPast

unrelated languages. We argued that in addition to the

‘I speak Mongolian.’

referent alternation of self-reference in Tibetan copulas,

b. （Ta） өөрөө
ta
uur-uu
you

self

ярих

уу?

the Japanese reflexive pronoun zibun, English participial
монгол
mongol

хэл-ээр
hel-eer

Mongolian language-INST

adverbials, and the Mongolian reflexive pronoun uuruu, can all be best accounted for in terms of anchoring
speakers in declarative and interrogative speech-event
conceptions.

yarikh uu.
speak

Q

‘Do you speak Mongolian?’

────────────────
＊

This paper is partially supported by the Ministry of
Education, Science, Sports, and Culture, Grant-in-Aid for

This means that the identity of the reflexive pronoun uur-

Scientific Research（C）, JP15K02487, 2015-2017. The

uu alternates between Speaker and Addressee depending

primary discussion and claim in this paper is a refined

on whether the sentence in which it occurs is declarative

version of our presentation at the 10th Conference of

or interrogative.

the Spanish Society of Cognitive Linguistics（AELCO
2016）held at Universidad de Alcalá, Spain, Oct. 27th,

4. Conclusion
This study demonstrated that the apparently idiosyncratic

2016.
1

pattern of subject-copula agreement in Amdo and Lhasa
Tibetan could be best characterized in terms of the notion

2

The outer and inner balloons largely correspond to
“adjacency pairs”（Schegloff 2007）but differ starkly in

of ‘anchoring speaker,’ which alternates between Speaker
and Addressee depending on who is primarily assumed
to（i）talk about himself/herself and（ii）who serves

We owe the examples in ⑴ through ⑶ to Serubunja, a
native Amdo Tibetan speaker.

that one is conceptually embedded in the other.
3

Comparable linguistic phenomena are also found in

as a bona fide information provider. This study differs

some languages in the Barbacoan language family

from the previous literature in proposing the notion of

spoken in Northwest Ecuador and Southwest Columbia:
Coaoquer（Awa）, Cayapa（Cha’palaachi）, and Tsáfiki

anchoring speaker, from which the epiphenomenon of

（Colorado）. We are indebted to Enrique Bernárdez for

viewpoint-shift derives.
It is the event conception of reflexive recounting that
plays a pivotal role in Tibetan copula distinction. This
pivotal conception can be lexicalized as one verb in some

this information.
4

We owe the examples in ⑺ to Bat-ochir Baljinnyam, a
native Mongolian speaker.

languages. In Ainu, an indigenous language of Japan,
the verbs yayeisoitak and yayetuitak both express ‘talk
about oneself’ or ‘talk about one’s own experience.’
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論文

真野廃寺出土軒丸瓦の研究
─製作技法を中心に─

岡

山

仁

美

人間文化学研究科地域文化学専攻博士前期課程
↑至越前

Ⅰ．はじめに
滋賀県下において、古代寺院跡は 60 以上存在し
ていたとされ、近年も発掘調査によって新たな事例
が数多く報告されている。それぞれの寺院跡におい
て様々な紋様の軒瓦が出土する中で、瓦当紋様の年
代差からその製作年代・使用年代・廃棄年代を考え
るのが寺院の創建時期・造営期間・廃絶時期を推定

大供廃寺

若狭道

する主流な検討方法であるが、近年では瓦当紋様と

大宝寺

合わせてその製作技法についても焦点が当てられて
旧北陸道

きている。
飛鳥における山田寺や川原寺といった寺院の代表
格的存在および全国的に広く拡散していく瓦当紋様
の派生経路については諸先学の研究の積み重ねが数

←至山背

多く存在している一方、中央によって整備される官
寺と異なり、それぞれの地域性を色濃く残す氏寺の
場合、瓦当紋様だけでは一概にその時期を判断しか

竜華越
衣川廃寺

穴太廃寺

南滋賀廃寺

真野廃寺
宝光寺

ねる場合が多い。本稿は瓦当紋様の前後関係だけで
なく、軒丸瓦の製作技法にも着目し、そこから地方
寺院の創建年代を求めることを試みるものである。
その試みの具体例として、滋賀県下でも事例が少
ないといわれる「嵌め込み式法」を使用した軒丸瓦
が出土している、大津市真野に所在する「真野廃

0

図１

20km

図 1 本稿で取り扱う遺跡
本校で取り扱う遺跡

寺」について取り上げ、周辺寺院との関連性の中で
その年代の推定を試みるのが本稿の目的である。

曼荼羅山古墳群

真野城跡

Ⅱ．真野廃寺に関する研究史【図 1・2】
神田遺跡

真野廃寺は平成 21 年から平成 25 年にかけて実施
された発掘調査によって初めてその概要が明らかと
なった遺跡であり、調査以前は調査区付近における
てら かど

「観音堂」
「寺門」などの小字名や古瓦の散布が確認

真野廃寺

されるにとどまっていた。また、真野廃寺の存在が

中村遺跡

想定される場所（大津市真野１丁目・３丁目）は、か
つての平安時代において古道（竜華越えより分岐す
る道と西近江路［旧北陸道］
）の交差点にあたる位置
でもある。松浦俊和氏は大津滋賀郡に所在する白鳳
寺院のほとんどが主要街道と間道の合流点か、ある
いは道が京都から山越えで大津に入る、その入り口
付近に所在することに着目し、
「白鳳時代に建立さ
れた寺院が平安期の道を意識して造られた」と仮定
し、さらにそのことが「白鳳時代にすでにこれらの

8
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0

1km

図２
真野廃寺周辺の遺跡
（『新修大津市史』に加筆）
図 2 真野廃寺周辺の遺跡
(『新修大津市史』に加筆
)
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道が京都と大津を結ぶ重要なルートとして利用され

れる、単弁八弁蓮華紋軒丸瓦である。瓦当上半部に

ていたことを示す一つの証拠」となるとしている1。

沿わせる形で丸瓦のあたる部分を一段くぼませ、丸

真野廃寺を創建し、氏寺とした氏族の候補とし

瓦を当てたのち、補充粘土をあてて接合する印籠継

て、真野臣がその一族としてあげられる。真野臣に

ぎ法が用いられている。瓦当裏面は丁寧にナデが施

関しては諸説があり、真野氏はかつて和邇系氏族の
一つとされた小野氏の同族であり、このことは『新

されており、丸瓦凹面の瓦当接合部付近には瓦当面
に直交する方向に刻み目が施されている。丸瓦剥離

撰姓氏録』に記載があることから推測される。注目

部分を観察すると、丸瓦先端には面取りなどは施さ

すべきはその記載の中で、真野氏はもともと朝鮮半

れていない。山田寺出土例の製作技法の変遷が適用

島から渡来してきた氏族であったが、675・676 年

できるとすれば、奈良時代に入ってから笵を再利用

に「庚午年籍」ができたのを機に、和邇部の首長級

して作られ、修理用に用いられた山田寺 A 種およ

が「和邇部臣」姓を称することになり、その和邇部

び C 種に相当する 6。地理的に近接する山背の北白

臣の一部が690年の戸籍「庚寅年籍」で独立し、「真

川廃寺系列についての菱田哲朗氏の知見によると、

野臣」が誕生したとする点である 2。

北白川廃寺出土の山田寺式軒丸瓦は丸瓦先端が楔形

また、水野正好氏は真野郷に住む氏族を皇別氏族

加工されていることから、山田寺式軒丸瓦の早い段

（和邇系譜に連なる）、大友・錦部・古市郷に住む蕃

階にあたるものと考え、その実年代を 670 年代に比

別氏族（漢王室に出自を求める村主姓氏族を中心と

定できるとしている 7。

した漢人系帰化氏族）の住み分けについて墓制の観
点から検討し、真野臣（旧和邇部臣）の上級官掌者

近江における山田寺式軒丸瓦については、松浦俊
和氏が壬申の乱との関わりで検討している 8。北村

が小野氏であると述べており、真野廃寺（水野氏は

圭弘氏は衣川廃寺で出土した山田寺式軒丸瓦（Ｎ M

「中村廃寺」としている）・膳所廃寺は大友郷内の諸

７・８・９）を北白川廃寺の早い段階に位置づけ

寺に遅れて創建されたとしている 3。

られるものとし、さらに蓮子数が１+ ８である点

志賀の漢人は文献史上において多くの仏教教学・
天文学・暦学・陰陽道・医学など多方面に優秀な人

（Ｎ M ８）に着目すると , 越前の野々宮廃寺出土例
などとの関係性が指摘できるとしている 9。

物を輩出した実績があり、小野氏とも交流があった

以上の点を鑑みるに、Ｎ M １は山背の北白川廃

とされる。平成 27 年度の真野廃寺発掘調査（平成 25

寺系列の早い段階に位置するもので、瓦当と丸瓦の

年度まで実施された地域よりさらに北の区画を対象

接合技法（丸瓦を瓦当周縁に沿わす意識 10）および衣

とした）において、脚部に綾杉紋と「九字」が配さ

川廃寺出土例の同笵関係からその年代は 670 年代以

れた円面硯が出土している 4 ことが小野氏と志賀の

降に比定される。

く

じ

漢人、そして真野臣の関係性を裏付けるものとなっ
ている。

Ⅲ．真野廃寺出土軒丸瓦と関連寺院跡
【図１・２・4 表１・２】

Ｎ M ２は素弁十二弁蓮華紋軒丸瓦であるが、近
江でも類例を見ない特殊な瓦当紋様をしている。特
に外縁部は花弁を意図したような紋様が施されて
おり、その花弁風紋様の一つに「×」印を施してい
る。瓦当部と丸瓦部の接合位置が集中する角度など

ここでは真野廃寺と合わせて検討する寺院跡とし

は特になく、この「×」印がどのような意図で施さ

て、真野廃寺で出土する軒丸瓦に使用された「嵌め

れたのかは不明である。内縁部はいわゆる細弁系と

込み式法」とそれに類似する「SR 技法 5」が使用さ

みられる肉厚な花弁表現となっている。瓦当上半部

れた軒丸瓦が出土する寺院跡、および真野廃寺出土

に沿わせる形で丸瓦のあたる部分を一段くぼませ、

軒丸瓦と同笵例が出土するといった関係性を持つ寺
院跡である衣川廃寺、穴太廃寺、宝光寺、大供廃

丸瓦を当てたのち、補充粘土をあてて接合する印籠
継ぎ法が用いられている。瓦当裏面は丁寧にナデが

寺、大宝寺跡をとりあげる。

施され、タタキなどの痕跡は観察できない。接合技

真野廃寺
真野廃寺出土軒丸瓦は全部で５種類存在する。

法・調整技法ともＮ M １に似通うことから、Ｎ M １
と同時期か若干下る時期にあったと考えると、670年

「軒丸」の略称として「NM」の略称を用いる。
Ｎ M １はいわゆる「山田寺式軒丸瓦」に分類さ

代以降に比定される。
Ｎ M ３は素弁八弁蓮華紋軒丸瓦で、衣川廃寺出

人間文化●
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土例（NM12）に同笵例がある。不整円の中房部に１

いる状態にあり、そのような状態の丸瓦部にまで格

+ ６+ ６の蓮子を配そうとした意図がうかがえる。

子タタキが明瞭に残っているものをみると、相当な

瓦当内区の剥離面には布目反転痕が一周することか

力でタタキ締めていたのだと想定される。

ら、嵌め込み式法によって瓦当部と丸瓦部が接合さ

類似紋様をもつものが主に河内を中心として出土

れたことがわかる。瓦当裏面は丁寧にナデが施さ
れ、タタキなどの痕跡は観察できない。肉厚な花弁

しており、「原山廃寺式」の呼称で知られ、山下廃
寺、鳥坂寺などで非常に近似する紋様のものがみら

表現をみると、衣川廃寺出土Ｎ M ４に後出すると

れる 14。しかし、この「原山廃寺式」の定義の一つ

みることができる。衣川廃寺出土Ｎ M ４はタタキ

として「瓦当と丸瓦の接合は印籠継ぎで、丸瓦の接

調整痕や接合角度の観察から、衣川廃寺出土軒丸瓦

合位置は、丸瓦凹面下部が内区上面あたりにあり、

第４群に分類される。

充填する粘土も比較的少ないものを基本とする」と

Ｎ M ４は重弁八弁蓮華紋軒丸瓦で、真野廃寺出

しているのに対して、真野廃寺Ｎ M ４は「嵌め込

土軒丸瓦の中で最も出土割合が高く、主要なものと

み式法」によって製作されていることからこの定義

して製作されたとみられる。瓦当紋様については花

には該当しない。ここでは原山廃寺式系軒丸瓦に所

弁間に珠紋を配し、周縁もそれほど突出せず、全体

属するとしておく。

的に平坦な表現となっており、突線による花弁・子

原山廃寺式系軒丸瓦の特徴として蓮子は１+ ８で

葉の表現はいわゆる重弁系と分類されるものである。

方形に配するものが基本であり、円形に配するもの

外縁部が剥離した状態で出土するものが多く、剥
離面に布目が一周することからＮ M ３と同じく嵌め

や蓮子数が減少する傾向にあることが挙げられる
15
。真野廃寺Ｎ M ４の場合、１+ ６の蓮子を円形に

込み式法によって瓦当部と丸瓦部が接合されたこと

配するので、原山廃寺式系軒丸瓦でも後期のものと

がわかる。瓦当裏面には格子タタキが施され、全面

みなすことができる。上田睦氏の編年案 16 でいうと

に格子タタキが残るもの、格子タタキを下半周縁に

ころの蓮子数が１+ ７から１+ ４へと変化する原山

沿ってナデ消すもの、全面ナデ調整で仕上げるもの

廃寺式Ⅱ B（７世紀第４四半期前半）とⅠ Ca（７世

の３種が存在する。周縁は素紋だが、一部周縁部に

紀第４四半期後半）の中間に位置づけられるとみる

格子タタキがみて取れるものがある。真野廃寺出土

と、おおよそ 683 ～ 691 年ごろに比定できる。

丸瓦の広端面に格子タタキが残るものは多くあるの

Ｎ M ５は単弁八弁蓮華紋軒丸瓦で、Ｎ M ４と

で、丸瓦を製造する際にタタキ締めたものと考える。

同じ紋様構成をもつが、中房に円形に１+ ８の蓮

一般に嵌め込み式法は、半乾きにした丸瓦部に、

子が配される点や全体的にＮ M ４がやや崩れた感

瓦笵を嵌め込み、丸瓦部とは別の柔らかい粘土を瓦

じの印象となっているため、Ｎ M ４の後続と考え

当裏面側から押し込み、不要な丸瓦部を切り取る

てよいだろう（原山廃寺式系軒丸瓦でいうところの

（切り取りのタイミングは笵に粘土を詰める前とい

「１+ ８の蓮子を方形に配するもの」には該当しな

う意見もある 11）ことで瓦当部と丸瓦部を接合する

い）。接合方法・調整に関してはＮ M ４と同じだ

手法である。そして、その際使用する瓦笵は、毛利

が、瓦当厚は 2.6 ㎝前後と薄手のものが多い。真野

光俊彦氏の分類 12 における A タイプ（笵端が瓦当側

廃寺出土軒丸瓦に限っていえば、増産を急ぐために

面に及ぶもの）、B タイプ（笵端が瓦当外縁までの

印籠継ぎ法よりもより少ない粘土で丈夫なものを製

もの）
、C タイプ（笵端が外縁の内側までのもの）の

造できると見込んで嵌め込み式法を積極的に使用し

うち、実用性の問題から原則 B タイプが使用され

た可能性が高いのではないだろうか。

ていたとみられている 13。
周縁部の高さもさほど突出していない点からも、
仮に真野廃寺Ｎ M ４がタイプ B の笵を使用してい

以上、真野廃寺出土軒丸瓦について概観してき
た。結論として、真野廃寺出土軒丸瓦は大きく２群

たとすると、半乾きの丸瓦の広端側に笵を嵌め、丸

に分類できると考える。ひとまず瓦当紋様の構成

瓦の不要部分を切り取り、瓦当裏面側より粘土を補
充しタタキ板を用いてタタキ締めるといった工程が

および瓦当裏面調整の特徴から第Ⅰ群がＮ M １・
Ｎ M ２・Ｎ M ３、第Ⅱ群がＮ M ４・Ｎ M ５で、

復元される。ただ、内区の剥離面に明瞭な布目反転

第Ⅱ群から本格的に増産が始まったとみる。

痕が残っていることから、接合時丸瓦が相当乾いて

10
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ら山背地域の北白川廃寺との関係、衣川廃寺との同

に格子タタキが残る）
」
、Ｎ M11- Ⅲは「①瓦当裏面

笵関係を鑑みるに、衣川廃寺第 4 群に相当し、創建

と瓦当外周下部ともにヘラ削り調整のもの、②裏面

に際して製造されたものだと考える。

が丁寧なナデ、瓦当外周下部がヘラ削り調整のもの

Ｎ M ２は製作技法について印籠継ぎ法を用い、

③裏面や瓦当外周下部に格子タタキを残すもの」と

調整等の雰囲気もＮ M １と似通う部分があり、１
+ ８の蓮子を配する点からＮ M １に後出するもの

いうそれぞれの特徴を持つ 18。
衣川廃寺出土軒丸瓦の編年観については、瓦当裏

であると考える。後出するといっても非常に近い時

面に格子タタキを残す特徴からＮ M11- Ⅲを含む第

期にあるとみてよいだろう。

４群を大津遷都時または直前に位置するものととら

Ｎ M ３は１+ ６+ ６と３重の蓮子を配するもの

えることができ、そこから逆算する形で第２群、第

の、その紋様構成から衣川廃寺Ｎ M ４の後続と考

３群を位置づけることができる。Ｎ M １・Ｎ M ２

え、Ｎ M ４・５と同じく嵌め込み式法によって製

から構成される第１群は瓦当紋様、接合技法からみ

作されつつ瓦当裏面に丁寧なナデが施されているこ

て相対的に古く位置づけられ、これを仮に７世紀第

とから、同じ技法を用いたものの中でも早い段階に

３四半期前半のものとする。

属すると考える。

穴太廃寺

Ｎ M ４は寺院創建にあたって第１群の少ない点

宇治の隼上り瓦窯出土瓦との関連性が指摘される

数をカバーするために増産体制をはかり、嵌め込み

ＡＮ M11 Ａとそれに後出するＡＮ M11 Ｂ、周縁に

式法を採用し、個体によって調整の差異（裏面格子
タタキの上からナデを施すか否か）がみられるのも

輻線紋を配すＡＮ M21 ＡとＡＮ M21 Ｂ、周縁が素
紋のＡＮ M23、中房に花弁を６弁配すＡＮ M24、南

時期差としてとらえられる可能性がある。

滋賀廃寺系列の川原寺式軒丸瓦とされるＡＮ M31

Ｎ M ５はＮ M ４の退化形式として、粗雑な作り

とそれに後出するＡＮ M32 の計 10 種類が出土して

ながらも増産目的で作られたものだとみる。１+ ８

いる。その年代観については林博通氏がＡＮ M11

の蓮子配置、Ｎ M ４よりも瓦当厚が薄く、瓦当裏

は前期穴太廃寺、ＡＮ M21 ～ 24 は後期穴太廃寺創

面に格子タタキがほぼそのまま残る。

建寺院および再建寺院、ＡＮ M31・32 は後期穴太

瓦に関しては以上の５種類しか出土しておらず、

廃寺再建寺院に用いられたものとしている 19。

これに後続する文様の軒丸瓦も出土していない。お

穴太廃寺の造営時期については諸説あり、再建金

そらく真野廃寺廃絶後、官寺として再整備などはさ

堂の瓦積み基壇に用いられた紀年銘瓦の「庚寅」が

れず、氏寺としてその機能を終えたとみられる。

630 年か 690 年を指すのか、西側の瓦だまりから出

衣川廃寺

土した紀年銘瓦の「壬辰」は 632 年か 692 年を指す

Ｎ M １からＮ M11 の 11 種類に加えて、伝衣川廃

のかについての見解は、仲川靖氏らによって前者は

寺出土資料として八弁素弁蓮華紋軒丸瓦（以下、仮

690 年、後者は凸面の格子タタキ調整から 692 年の

称としてＮ M12 とする）を合わせて計 12 種類もの

ものであると結論付けられている 20。

軒丸瓦が出土している。その製作技法の差異および

穴 太 廃 寺 出 土 軒 丸 瓦 の 年 代 観 に つ い て は、 Ａ

瓦笵笵傷の進行具合から４群に大別できるとされて

Ｎ M11 Ａ・Ｂは紋様構成と製作技法（瓦当裏面の丁

いる 17。第１群はＮ M １・２で、第２群はＮ M11

寧なナデ調整、接着法）からみて定説通り 7 世紀第

の１段階〔以下Ｎ M11- Ⅰ〕で、第３群はＮ M ３・

２四半期前半とみる。ＡＮ M21 ～ 24 は後期穴太廃

Ｎ M11 の第２段階〔以下Ｎ M11- Ⅱ〕で、第４群は

寺創建時期とみられる大津遷都直前の７世紀第３四

Ｎ M ４～ 10・Ｎ M11 の第３段階〔以下Ｎ M11- Ⅲ〕

半期前半とし、ＡＮ M31 ～ 32 は後期穴太廃寺再建

でそれぞれ構成される。
特にＮ M11- Ⅰは「瓦当裏面には雑なナデ、瓦当

時期を７世紀第３四半期後半とみてその時期に該当
するものと仮定する。

外周下部はヘラ削りするものとナデるものがあり、

宝光寺

瓦当外周上部や瓦当裏面の丸瓦接合部の丸瓦側面に
細かい平行タタキを施すものが多い」、Ｎ M11- Ⅱ

周縁に輻線紋を施すⅠ Aa 類と素紋のⅠ Ab 類、
中房に１+ ８の蓮子を方形に配すⅠ B 類、弁央に稜

は「瓦当裏面には雑なナデ、瓦当外周上部と下部は

線の残るⅠ C 類、二十六弁かつ周縁に鋸歯文を配す

ヘラ削りする（２段階中でも新しいものには瓦当面

Ⅰ D 類、大津廃寺と同笵品とされるⅡ A 類、周縁
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が剥離して出土したⅡ B 類、同一笵でありながら印

作され、それに続く形で天武朝に入ったあたりで B

籠継ぎ法と嵌め込み式法が併用されるⅡ Ca・b 類、

類が出現する。８世紀に入り、再整備された大宝寺

３弁を１単位とした蓮弁を十字に配し、その間に小

に使用された細弁式の大宝寺Ⅳ類 A 種が退化して

型の蓮華紋を４個配すⅢ類の計９種類がある。報告

周縁が素紋となったものが大供廃寺 D 類であり、

書によれば宝光寺の創建は 667 ～ 672 年の大津遷都
時またはそれに近い７世紀第３四半期とされ、Ⅰ A

それが退化・派生したものを大供廃寺 C 類として
いる。特に、大供廃寺 C 類はその紋様表現から奈

の輻線紋については穴太廃寺ＡＮ M21・22 との関連
性が指摘されている 21。後述するが、花弁の様相に

良時代に時期比定されるとしている。
大宝寺

ついては衣川廃寺Ｎ M ５および大供廃寺Ａ類との関

V 字状断面をもつ素弁八弁蓮華紋の I 類の存在か

連性が指摘できる。

ら、飛鳥時代に創建されたとされる大宝寺だが、最

出土軒丸瓦の年代については、Ⅰ A 類を最古相

近ではこのⅠ類について北村圭弘氏が河内九頭神廃

（７世紀第３四半期前半）とし、それに平行または

寺との関連性を提示している 25。ここでは接着法を

やや遅れる時期（７世紀第３四半期後半）にⅠ B・

用いている点から従来通り７世紀第３四半期前半ま

Ⅰ C 類が位置し、ⅠＤ類は中房・内区サイズが大

でさかのぼるものとして時期比定しておく。Ⅱ類に

きめであるのに加え粗い線鋸歯文が施されることか

ついて重岡卓氏はⅠ類に後出するものとして時期比

ら、さらに時期が下る（７世紀第４四半期前半）も

定しており、この時点で SR 技法が大宝寺で採用さ

のと考える。Ⅱ A 類については大津廃寺の同笵関
係 22 と、中房・内区サイズが大きめであること、蓮

れているとする。そして近江において早期に創建さ
れた大宝寺は、８世紀に再整備され、細弁系のⅣ類

子に周環表現がみられ、かつ１+ ５+11 の３重の蓮

A 種・B 種が製作されたとしている。仮に重岡氏の

子配置などから最も後出するものとする。Ⅱ B・Ⅱ

編年に従うと、SR 技法は軒丸瓦Ⅱ類において７世

Ca・Ⅱ Cb 類については、北村圭弘氏が瓦当紋様か

紀第２四半期に用いられ、それが８世紀初頭の再整

ら先後関係について考察している 23 のに従い、Ⅱ B

備時の軒丸瓦Ⅳ類においても使用されていることに

類は穴太廃寺ＡＮ M31 とＡＮ M32 Ａの中間に位置

なる。

し、Ⅱ Ca・Ⅱ Cb 類はＡＮ M32 Ｂより後出するも
のとしてとらえる。

Ⅳ．製作技法・瓦当紋様の類似性について

大供廃寺
素弁八弁蓮華紋の Aa 類（重圏紋）
・Ab 類（素紋）、

徴として特筆すべき要素を挙げていく。製作技法上

検討対象とした寺院において出土した軒丸瓦の特

肉厚な弁をもつ B 類、比較的扁平な紋様表現の Ca
類（素紋縁）
・Cb 類（三角紋）と、「細弁」と称され

の特徴として「瓦当裏面に残る格子タタキ」
、
「嵌め

る十弁蓮華紋軒丸瓦の D 類、複弁の E 類、単弁の
F 類の計７種類が出土しており、A ～ D 類までは

る「豊浦寺式系紋様の分布」の計３要素が挙げられ

重岡卓氏が大宝寺、日置前廃寺と合わせて編年を

①瓦当裏面タタキ

込み式法と SR 技法」
、瓦当紋様の特徴としていわゆ
る。

行っている 24。重岡氏によれば、Ab 類は７世紀第

瓦当外周部および瓦当裏面に格子タタキの残る

３四半期に入ったころに大供廃寺創建に伴って製

点は、大津宮関連寺院に共通する特徴とされてい

603 豊浦寺創建

641 山田寺造営開始

667 大津遷都

645 大化の改新

607 遣唐使派遣

663 白村江の戦い
山田寺造営再開

670 川原寺創建
672 壬申の乱

690 庚寅年籍「真野臣」登場

推古

舒明

皇極

幸徳大化

斉明

天智

弘文

天武

持統

文武

(592 〜 )

(629 〜 )

(642 〜 )

(645 〜 )

(655 〜 )

(668 〜 )

(671 〜 )

(673 〜 )

(686 〜 )

(697 〜 )

前期穴太廃寺創建

大宝寺創建
宝光寺創建
真野廃寺創建①案
後期穴太廃寺再建
衣川廃寺創建
大供廃寺創建 後期穴太廃寺創建

真野廃寺創建②案
大宝寺再整備

図 3図３
検討対象時期の主な出来事一覧
( 各寺院の造営時期
( 想定
) については表
1・2 に準拠した )
検討対象時期の主な出来事一覧
（各寺院の造営時期
（想定）
については表１・２に準拠した）
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分類

分類

I
II
III
IVa
IVb

分類

大宝寺

Aa
Ab
B
Ca
Cb
D
E
F

分類

大供廃寺

IAa
IAb
IB
IC
ID
IIA
IIB
IICa
IICｂ
III

宝光寺跡

32A
32B

11A
11B
21A
21B

分類

穴太廃寺

22
23
24
31

NM1
NM2
NM3
NM4
NM5
NM6
NM7
NM8
NM9
NM10
NM11-I
NM11-II
NM11-III
NM11段階不明
NM12

分類

衣川廃寺

NM1
NM2
NM3
NM4
NM5

真野廃寺

系統

重弁系
重弁系
重弁系

系統

豊浦寺系
豊浦寺系

系統

川原寺系
川原寺系
川原寺系
川原寺系
新羅系

豊浦寺系
豊浦寺系

系統

隼上り瓦窯系
隼上り瓦窯系
大津北郊系
大津北郊系
大津北郊系
大津北郊系
大津北郊系
川原寺系
川原寺系
川原寺系

系統

百済末期様式

北魏系百済末期様式

百済末期様式
豊浦寺系
豊浦寺系
山田寺系
山田寺系
山田寺系

奥山久米寺系
奥山久米寺系

系統

山田寺系
細弁系
百済系
原山廃寺系
原山廃寺系

時期

時期

時期

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

時期

1
1
3
4
4
4
4
4
4
4
2
3
4

時期

分類
単弁
素弁
素弁
重弁
重弁

○

○
○
○
○

10

5

不明

接合技法
接着 印籠 一本作り SR技法
○
○
○
○
○

接合技法
接着 印籠 一本作り SR技法
○
○
○？
○
○
○

接合技法
接着 印籠 一本作り SR技法
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

32

接合技法
接着 印籠 一本作り SR技法

素弁
素弁
単弁
単弁
単弁

分類

素弁
素弁
素弁
単弁
単弁
単弁
複弁
単弁

分類

素弁
素弁
素弁
素弁
素弁
複弁
複弁
複弁
複弁
特殊紋

分類

素弁
素弁
素弁
素弁
素弁
素弁
素弁
30 複弁
複弁
複弁

分類

接合技法
分類
接着 印籠 一本作り 嵌め込み
〇
素弁
〇
素弁
〇
素弁
素弁
〇
素弁
〇
素弁
〇
単弁
〇
単弁
〇
単弁
〇
複弁
忍冬
忍冬
忍冬
忍冬
〇
素弁

接合技法
時期
接着 印籠 一本作り 嵌め込み
1
24
1
17
2
6
2
50
2
19

表1 軒丸瓦観察表(法量単位はｃｍとする)

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1+4
1+8
1+5
1+4
1+8
1+7+13
1+6
1+8
1+6
1+8
1+8+12
1+8+12
1+8+12
1+8+12
1+6+6
○
〇
○
○

○

8
8
8
8
8
8
6
8
8
8

1 ○
1 ○
1+8
○
1+8
○
1+8
○
1+6
○
○
1+4+8
1+8
1+4+8

8
8
8
8
26
8
8
8
8
12

1+8
〇
1+8
〇
1+8
不明
○
1+7+13
1+5+11
1+8
1+6
1+6
1+6+?

8
8
8
6
6
10
8
10
1+6
1+6
1+8
不明
1+8

1+8
1+8
4

〇
〇

周縁なし
素紋
不明
三角紋
素紋

8 1+8
8
1
10? 不明
10 1+8
10 1+8

周縁施紋 弁数 蓮子数 弁央稜線

重圏紋
素紋
素紋
素紋
三角紋
素紋
不明
素紋

周縁施紋 弁数 蓮子数 弁央稜線

輻線紋
素紋
素紋
素紋
鋸歯紋
鋸歯紋
不明
鋸歯紋
鋸歯紋
鋸歯紋

周縁施紋 弁数 蓮子数 弁央稜線

周縁なし
周縁なし
輻線紋
輻線紋
輻線紋
素紋
素紋
鋸歯紋
鋸歯紋
鋸歯紋

周縁施紋 弁数 蓮子数 弁央稜線

素紋
素紋
素紋
素紋
素紋
素紋
4重圏紋
4重圏紋
3重圏紋
素紋
素紋
素紋
素紋
素紋
素紋

周縁施紋 弁数 蓮子数 弁央稜線

瓦当厚
2.6～4.0
2.6～4.5
2.3～2.6
2.5～3.3
2.6

瓦当裏面調整
タタキ タタキ＋ナデ ナデ
○
○
○
○
○
○
○
○
○

3.2
2.0
2.8
不明
3.6
2.6
2.6
2.2～2.8
2.6～3.6
2.2

瓦当厚

1.7～3.0

タタキ

○

4

タタキ

2～3
○
2.5～3.0 ○
2.6
2～3

2～2.5

3

瓦当厚

○

○

瓦当裏面調整
タタキ＋ナデ ナデ
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

〇

○

48

瓦当裏面調整
タタキ＋ナデ ナデ

○

24
17
6
50
19

接合位置集中 出土点数
670年以降
NM1に平行or後出
NM4以前
683～691？
NM4に後出

推定年代

〇：出土点数中多数を占める
▲：少数だが存在する

○

○

▲

○

▲
○
○
○

▲

○

○

7世紀第3四半期後半

7世紀第3四半期前半

7世紀第3四半期後半

52

接合位置集中 出土点数

推定年代
7世紀第2四半期前半

推定年代
5
7世紀第3四半期
1
1
7世紀第3四半期後半
1
2 7世紀第4四半期前半
1
1 ANM31とANM32Aの中間
10
ANM32Bより後出
23
2

接合位置集中 出土点数

草津市教育委員会 1987 『宝光寺跡発掘調査報告書』をもとに作成

タタキ調整
接合部側面 外周側面 瓦当裏面 瓦当面

○

180度毎
90度毎
90度毎
90度毎

90度毎
90度毎

推定年代
7世紀第3四半期前半

大津市教育委員会 2000『史跡衣川廃寺整備事業報告書』をもとに作成

▲
▲

▲
▲

タタキ調整
外周側面 瓦当裏面 瓦当面
4

○
○

▲
▲
▲

▲
▲

19
2
2
3
41
21
2
3
4
12
9
18
21
24
1

接合位置集中 出土点数

3
129
7世紀第3四半期前半
65
○
58
3
○
46
7世紀第3四半期後半
293
○
8
滋賀県教育委員会2001『一般国道161号(西大津バイパス)建設に伴う 穴太遺跡発掘調査報告書Ⅳ』をもとに作成
○

○

丸瓦加工
接合部凹面 先端面取

○

▲
▲

タタキ調整
接合部側面 外周側面 瓦当裏面 瓦当面

丸瓦加工
接合部凹面 先端面取凸面側 丸瓦側面

○

▲

丸瓦加工
接合部凹面 先端面取
○

○
○

○
○

タタキ調整
接合部側面 外周側面 瓦当裏面 瓦当面

大津市教育委員会2014『真野廃寺発掘調査報告書Ⅰ 都市計画道路3・4・21号道路改良事業に伴う』をもとに作成

丸瓦加工
接合部凹面 先端面取
○

瓦当径
※復元径
18.1
14.2
不明
16.1～17.2
17.8

不明
3.7
2.2

2.5
3.1

瓦当厚

タタキ

瓦当裏面調整
丸瓦加工
タタキ＋ナデ ナデ 接合部凹面 先端面取
○
○
不明
○
○

○

4
1
1
9
1

接合位置集中 出土点数

推定年代

8世紀第１四半期前半
8世紀第１四半期前半

7世紀第3四半期前半
7世紀第3四半期前半

林博通 1989 「大宝寺跡」(『近江の古代寺院』) をもとに作成

タタキ調整
接合部側面 外周側面 瓦当裏面 瓦当面

瓦当径
瓦当裏面調整
丸瓦加工
タタキ調整
瓦当厚
接合位置集中 出土点数
推定年代
※復元径
タタキ タタキ＋ナデ ナデ 接合部凹面 先端面取
接合部側面 外周側面 瓦当裏面 瓦当面
18 ※
1.8
○
1 7世紀第3四半期前半
不明
○
5 673～
不明
16.5 ※
1.9
○
1 7世紀第3四半期後半
19.2 ※ 不明
○
12
8世紀第1四半期後半
20 ※
1.8
○
17 ※
2
○
3 8世紀第1四半期前半
不明
不明
○
1
17 ※ 不明
○
2
今津町教育委員会 2004 「滋賀県高島郡今津町 大供廃寺遺跡発掘調査概要報告書―今津大門地区の調査―」『今津町文化財報告書』をもとに作成

瓦当径
※復元径
16.6 ※
20
15.7 ※
不明
20
17.5
不明
15
16.6 ※
18.6 ※

20～20.5

21
21.5
22.4 ※
18～18.5

21～21.3

瓦当径
※復元径
15
17

瓦当径
瓦当裏面調整
瓦当厚
※復元径
タタキ タタキ＋ナデ ナデ
15～18
2～2.7
○
16 ※ 3.0～3.4 ○
20 ※ 3.5～4.0
○
17 ※
3
〇
16.5～17.5
3～4
○
○
16.5～17.5
3～4
○
16.5 ※ 2.5～3.0
○
不明
18
○
18.5～19
4 ○
○
○
16～17
3.5
○
○
16～17
3
○
17～19
2.2～3
○
17～17.5
3～4
○
○
○
不明
不明
不明
不明
○

瓦当径
周縁施紋 弁数 蓮子数 弁央稜線
※復元径
４重圏紋
8 1+6
17.7～17.9
花弁紋
12 1+8
17.7
素紋
8 1+6+6
15.8 ※
素紋
8 1+6
24
素紋
8 1+8
不明

真野廃寺出土軒丸瓦の研究
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表2 各寺院出土軒丸瓦編年案(可能な限り報告書等に準拠した)
西暦 年代

出来事

真野廃寺

衣川廃寺

穴太廃寺

630
飛鳥
640

大宝寺 大供廃寺

ANM11B

前期創建

山田寺造営開始(641)
第1群

大化の改新(645)
NM1

650

NM2

Ⅰ
Ⅱ
A

白村江の戦い・山田寺
造営再開(663)

第2群

660

NM11Ⅰ
大津宮(667～672)

白鳳
670

壬申の乱(672)

680

NM1 NM2

庚寅年籍成立(690)

700

大宝律令成立(701)

NM4

第3群

ANM21A・B

ANM22

ANM23

ANM24

後期創建

ANM31

ⅠAa・b
ⅠC

NM11Ⅱ

NM3

NM11Ⅲ

NM7

NM5

ANM32A

NM9

NM4

NM6

ANM32B ⅡCa・b

NM8

(NM12)

NM10

ⅡB

ⅠB
B

ⅠD
後期再建

第4群

NM3

690

710

宝光寺

ANM11A

NM5
ⅣA
ⅣB

奈良

D
Ca
Cb

るが、真野廃寺出土軒丸瓦にもこれがあてはま

瓦当上半に丸瓦をかぶせ、瓦当下半は別の粘土

キが残るもの、格子タタキを下半周縁に沿ってナ

を補充して接合する。瓦当上半の丸瓦剥離部分に

デ消すもの、全面ナデ調整で仕上げるものの３種

のみ布目反転痕が残ることから、SR 技法と判断

が存在する。ただし、前述したようにＮ M ４の

する。

製作年代を河内の原山廃寺式系列の紋様形態の変

穴太廃寺 ANM31、宝光寺 IB・Ⅱ B・Ⅱ Cb

遷の中で７世紀第４四半期中頃とすると、その年

瓦当と丸瓦の接合方法は、まず内区に粘土を笵

代はおよそ 683 ～ 691 年に比定され、真野廃寺の

詰めする際、外区の周縁側にはみ出た粘土を回転

創建年代が大津遷都以降、天武朝期にまで下る可

させて削り取り、かなり乾かした後、やや半乾き

能性が高くなる。

の粘土をあてがうと同時に丸瓦以外の周縁部に粘

②嵌め込み式法と SR 技法

土を詰め、裏面全体に粘土を補強するといった方

「瓦当内区部分の剥離面に布目反転痕が一周す

法をとっている。そのため丸瓦接合部分以外の瓦

るもの」を嵌め込み式法、「瓦当上半部に半裁丸

当部下半にしか周縁が残らない状態が観察され

瓦をかぶせ、下半部周縁部は別の粘土を用い補充

る。また、周縁全てが外れているものがあり、形

するもの」を SR 技法の定義として取り扱う。瓦

状からみると内区は嵌め込み式法にみえる。北

当部の破損状況により一見して判別が難しいもの

村圭弘氏によればこれは嵌め込み式法の技法 A

もあるが、筆者は遺物実見および報告書を参照し

にあたると考えられているが、「かなり乾かした

た結果、大供廃寺（A・D・Ca 類）
・大宝寺（Ⅱ・Ⅲ・
Ⅳ類）
・穴太廃寺（ＡＮ M31）
・宝光寺（IB・Ⅱ B・

後、やや半乾きの粘土をあてがうと同時に丸瓦以
外の周縁部に粘土を詰める」点をみれば、これは

Ⅱ Cb）出土軒丸瓦に SR 技法（個々の調整の差は

SR 技法に当てはまる。

ある）が用いられ、真野廃寺（Ｎ M ３・Ｎ M ４・
Ｎ M ５）
・衣川廃寺（Ｎ M12）出土軒丸瓦にのみ

真野廃寺 NM3・NM4・NM5、衣川廃寺 NM12
瓦当上半・下半を問わず丸瓦剥離部分に布目反

嵌め込み式法が用いられていると判断した。

転痕が全周する、典型的な嵌め込み式法と判断す

それぞれの製作技法について概説しておく。
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豊浦寺式系列
技法

真野廃寺 NM3
衣川廃寺 (NM12)

紋様

大宝寺Ⅲ(SR 技法 )

( 嵌め込み式法 )

大供廃寺 A(SR 技法 )

衣川廃寺 NM5( 印籠継ぎ )

紋様

花弁表現

宝光寺ⅠAb( 印籠継ぎ )
技法

宝光寺ⅠAa
( 印籠継ぎ )

穴太廃寺 ANM21
( 接着法・印籠継ぎ )

紋様
宝光寺ⅠB

宝光寺ⅡB

穴太廃寺 ANM31(SR 技法 )

(SR 技法？ )

(SR 技法 )

宝光寺ⅡCb(SR 技法 )

川原寺式

山田寺式

原山廃寺式系列

ⅡA(7 世紀第 3 四半期後半 )

北白川廃寺
紋様

ⅡB(7 世紀第 4 四半期前半 )

後出？

真野廃寺 NM1
( 衣川廃寺 NM7)

真野廃寺 NM4

真野廃寺 NM2

退化

紋様？

ⅠCa(7 世紀第 3 四半期後半 )

真野廃寺 NM5

野々宮廃寺

0

45cm

ⅠCb1(8 世紀第 1 四半期 )

図 4 真野廃寺関連寺院出土軒丸瓦の関係性 (S=1/9)
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③豊浦寺式系紋様の分布
衣川廃寺Ｎ M ５や大供廃寺 A 類、宝光寺Ⅰ A

できる。
①近江において嵌め込み式法が SR 技法から派生す

類がこれに該当する。宝光寺Ⅰ Aa 類については

る場合

周縁部に輻線紋が施される（輻線紋は穴太廃寺か

真野廃寺出土Ｎ M ４・５にみられる嵌め込み式法

らの影響か）が、全体的な紋様構成としては同系
統に分類できる。

と、大供廃寺・大宝寺において主流な製作技法とさ
れたＳＲ技法の類似性に着目する。大供廃寺・大宝
寺を経由し旧北陸道を南下するルートでＳＲ技法が

以上の３要素から以下のことが考察できる。

穴太廃寺・宝光寺の工人集団に伝播し、それから真

穴太廃寺ＡＮ M31 および宝光寺Ⅰ B・Ⅱ B・Ⅱ

野廃寺に伝搬する過程で嵌め込み式法が派生したと

Cb 類の川原寺式系列群と大供廃寺 A 類の共通の製

仮定する。その場合、真野廃寺の創建年代は瓦当裏

作技法であるＳＲ技法については、大供廃寺 A 類

面の格子タタキ調整が最も数多くみられる大津宮関

と宝光寺Ⅰ Aa・Ⅰ Ab 類の瓦当紋様の類似性から

連寺院に追随するとみて、穴太廃寺ＡＮ M31 に後出

みると、大供廃寺から穴太廃寺及び宝光寺へ伝搬し

し、衣川廃寺４群の時期に相当すると考えられる。

た可能性が提示できる。

この場合、「壬申の乱による焼失」が真野廃寺焼

真野廃寺出土軒丸瓦に用いられた嵌め込み式法と

失の要因の候補として挙げることができるが、推測

大供廃寺・宝光寺・穴太廃寺で用いられたＳＲ技

の域を出ない。そして、「嵌め込み式法」が近江に

法は「丸瓦を瓦当部に嵌め込む」意識から類似性
がみられ、真野廃寺Ｎ M ４・５および穴太廃寺Ａ

限って使用されるわけでなく、河内などでも出土事
例がみられることから、「嵌め込み式法」を単なる

Ｎ M31 にみられる「瓦当裏面に格子タタキが残る

地域性としてとらえるのは難しいと考えると、この

といった大津宮関連寺院出土軒丸瓦の特徴」に着目

①のパターンの可能性は低いと考える。

すると、両技法に時期差はそれほどないと考えられ

②嵌 め込み式法が真野廃寺独自のルートで導入さ

る。ただし、真野廃寺Ｎ M ４・５の瓦当紋様が河

れ、SR 技法と無関係であった場合

内の原山廃寺式系列に属することから、全く異なる

675・676 年に「庚午年籍」ができたのを機に、

独自のルートで真野廃寺に嵌め込み式法が伝搬した

和邇部の首長級が「和邇部臣」姓を称することにな

可能性も存在する。

り、その和邇部臣の一部が690年の戸籍「庚寅年籍」

Ⅴ．まとめ～真野廃寺の消長～【図 3・4 表２】

で独立し、持統朝において「真野臣」となったタイ
ミングで氏寺を創建したと仮定する。この場合、主

真野廃寺出土軒丸瓦を中心とした検討の結果とし

要瓦のＮ M ４とそれに後出するＮ M ５を河内の原

て、真野廃寺の持つ特異性が浮き彫りとなった。そ

山廃寺式との関連性から 683 ～ 691 年ごろに比定で

の特異性というのは、穴太廃寺や大宝寺、大供廃寺

きることとほぼ一致する。河内をメインに展開する

との地理的中間に位置するにもかかわらず独自の瓦

原山廃寺式が瓦当紋様に採用された理由としては、

当紋様として原山廃寺式系を採用し、なおかつＳＲ

真野臣が独自の交流ルートを持っていたことを彷彿

技法とは異なる「純粋な嵌め込み式法」（瓦当内区

とさせる。

側面に布目反転痕が一周することで判断）を使用し

一方、原山廃寺式系列の軒丸瓦に用いられる印籠

ている点である。真野廃寺出土軒丸瓦のそれぞれの

継ぎ法とうって変わって、Ｎ M ４・５に見られる

系譜を検討する上で、まず衣川廃寺出土のものと同

瓦当裏面のタタキ調整については、衣川廃寺造営に

笵でもあるＮ M １にみるように、竜華越えを経由

携わった工人が壬申の乱によって衣川廃寺が焼失し

して北白川廃寺に代表される山背地域との交流が想
定される。

たのち真野廃寺の工人として再雇用されたとみるこ
とができる。真野廃寺は穴太廃寺や衣川廃寺よりも

そして、真野廃寺Ｎ M ３・４・５にみられる嵌

遅いタイミングで造営が開始されたことになりなが

め込み式法がどこからやってきたかによって真野廃
寺の創建年代は変動する。すなわち、大まかに区分

ら、川原寺式などが出土していない点から官寺に昇
格することなく、氏寺としてその機能を終えたとみ

すると「壬申の乱以前の大津遷都期」か「壬申の乱

ることができる。

後の天武朝期または持統朝期」の２パターンが想定
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上記の２パターンのいずれにしても、真野廃寺の

４

真野廃寺に近接する中村遺跡推定域において東西

廃絶時期については塑像の出土から焼失による廃絶

300m、南北 225m 四方の正方位の地割がみられるこ

には間違いないだろうが、そのタイミングは不明で

とや古代北陸道の中継点にあたることに加え、大津

ある。しかし、近接する中村遺跡の石帯出土例や、

市教育委員会の調査によると、平成 19 年度の調査

真野廃寺推定最北区からの円面硯・奈良三彩出土例
などから、真野廃寺の焼失以降は官衙として竜華越

により中村遺跡において石帯が出土しているほか、

えと旧北陸道の結節点を掌握する要衝としてその機

円面硯が出土していることなどから官衙の存在が示

能を引き継いでいったとみられる。

唆されている（2017 年 3 月報告書発刊予定）。

平成 27 年度の真野廃寺の調査によって奈良三彩、

５

Ⅵ．おわりに

大脇潔 2007「『一瓦一会』瓦当側面接合技法─ SR
技法─の軒丸瓦について」（阪南市教育委員会『三

本稿では、大津市所在の真野廃寺の創建時期・造

宅雄一氏・東鳥取小学校・東鳥取公民館寄贈瓦報告

営期間を出土軒丸瓦の特性について、周辺関係寺院

書』）において、一般的に知られる「瓦当裏面接合

との関わりを検討することによって解明しようと試

技法」とは異なる技法として「瓦当側面接合技法

みた。

（Side Round tile）」を提唱した。

原山廃寺式系列に分類される重弁八弁蓮華紋軒丸

６

瓦の NM4 の瓦当紋様に着目すると、その創建年代
は 683 ～ 691 年に比定できる。しかし、原山廃寺式
軒丸瓦に一般的に用いられる技法が「印籠継ぎ法」

代瓦研究会『古代瓦研究Ⅱ─山田寺式軒瓦の成立と
展開─』）。
７

であるのに対し、真野廃寺Ｎ M ４には「嵌め込み
式法」が用いられていることの相違性にも着目する

菱田哲郎 2005「山背の山田寺式軒瓦」（古代瓦研究
会『古代瓦研究Ⅱ─山田寺式軒瓦の成立と展開─』
）
。

８

と、紋様と製作技法がそれぞれ別のルートで伝播し

松浦俊和 2003「壬申の乱と造寺─近江に分布する
「山田寺式」軒丸瓦の場合─」（松浦俊和『古代近江

た可能性が高いといえる。近江において真野廃寺・
真野臣がいかに特異な存在であったのかが浮き彫り

佐川正敏・西川雄大 2005「山田寺の創建軒丸瓦」
（古

の原風景』サンライズ出版）。
９

になったともいえるだろう。

北村圭弘 2005「近江の山田寺式軒瓦」（古代瓦研究
会『古代瓦研究Ⅱ─山田寺式軒瓦の成立と展開─』
）
。
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報告書』
●草津市教育委員会 1987『宝光寺跡発掘調査報告
書』
● 今 津 町 教 育 委 員 会 2004「 滋 賀 県 高 島 郡 今 津
町

大供廃寺遺跡発掘調査概要報告書─今津大門

地区の調査─」
『今津町文化財報告書第 30 集』

註 24 に同じ。

Comment
定

森

秀

夫

人間文化学部地域文化学科教授

岡山仁美さんのこの論文は、2014 年度卒業論文

生したという考え方に対して、新たな視点で嵌め込

をもとにしているが、修正とその後の検討結果を反

み式法を考えるべきことを指摘している。ただ、嵌

映した新稿とも言うべきものである。岡山さんは学

め込み式法が具体的にどこから導入され、なぜ真野

部生の時から大津市教育委員会の発掘調査に参加

廃寺などに限定的に導入されたのかなどは解明が難

し、中でも本論文のテーマである真野廃寺の発掘調

しいようで、今後の資料の増加、嵌め込み式法の瓦

査に多く関わりその整理作業にも携わってきた。真

を出土する他地域の寺院跡との比較、さらには本論

野廃寺出土の瓦に関しては、実物と向き合ってきた

文で使用した資料の再検討などによって、研究は進

だけに詳細な観察がなされ、その検討から真野廃寺

展していくものと思われる。

の創建・廃絶時期、寺の性格など岡山さん自身の考

真野廃寺出土瓦に対する検討は、発掘調査報告書

えが形成されてきた。本論文は岡山さんの現時点で

以外にはおそらくこの岡山さんの論文が初めてであ

の到達点でもある。

り、今後の湖西における古代氏族の考古学的研究に

特に、製作技法の嵌め込み式法に着目して、その

資するものと思われる。2017 年度には修士論文の

嵌め込み式法が大津市の真野廃寺など数箇所の寺院

提出が予定されており、指導教員としてはどのよう

跡に導入されたルートなどに対して検討を加えてい

に自説を発展させ展開していくのか楽しみである。

る。これまでの一本作り技法から嵌め込み式法が派
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論文

内モンゴル東部農耕地域における
伝統文化の復興と地域秩序の変容
ナリス
滋賀県立大学大学院人間文化学研究科

はじめに

したい。

急速な経済発展を遂げる中国では、文化の産業化
政策が推進され、自国文化を全世界に発信するとと
もに、文化産業の振興による経済発展がはかられて

一、内モンゴル東部地域の農耕化と「民族文化
大区建設」への取り組み

いる。現在、中国の至るところで「文化大市（区）」

図１で示したように、現在の内モンゴル自治区東

建設が目標に挙げられ、地域文化を産業化に導き、

部地域とは、通遼市、赤峰市、興安盟 3 を含む地域

文化産業の力で地域経済を活性化することが期待さ

を指している。当地域では約 294 万人（2010 年）の

れている。ここでいう「文化」とは、伝統文化の革

モンゴル族が住んでおり、内モンゴルのモンゴル族

新、映画・アニメ制作、出版物の発行、博物館展示

人口の約三分の二を占め、モンゴル族が一番密集し

などの大衆文化活動および文学、芸術創作、文化観

ている地域といえる。

光など広範囲におよぶものであると認識されている。

当地域は清朝の中ごろから、漢人農民の入植と急

こうした背景のもとで、中国の五つの少数民族自

激な土地開墾の波にさらされ、モンゴル人は遊牧と

治区 1 の一つである内モンゴル自治区では、2003 年

いう伝統的生業から半農半牧そして純農耕生業へ転

より「民族文化大区建設」というスローガンが唱え

換し、遊牧の伝統社会が急激に変容した。また、中

られ、自治区各地では文化財の指定や博物館、文化

華人民共和国が成立される前後に実施された「土地

会館の設置、観光開発などさまざまな活動を通じ

改革」4 や 1980 年代以降の「改革開放」政策の実施

て、民族文化の産業化がすすめられている。特に、

により、定住化と農耕化がさらにすすんだ。

民族文化を生かした観光開発が地域経済の振興に波
及する経済的効果が期待された。

一世紀以上にわたって、急激な社会変容に見舞わ
れたこの地域では、遊牧の伝統文化が喪失され、

内モンゴル自治区（以下内モンゴルと略す）は東西

「遊牧」や「草原」に象徴される伝統文化の発信力

に細長い形をし、12の盟 ・市から構成され、その自

も失われている。「文化建設」運動によって、すで

然条件により、各地域の風土、生活習慣が多少異な

に失われた伝統文化を復興し、文化産業の育成や観

る。しかし、いうまでもなく、
「遊牧」や「草原」に

光開発に利用している。例えば、2007 年に、かつ

象徴されるモンゴル文化は内モンゴル全体を繋ぐ民

ては内モンゴル東部地域最大級の寺院といわれてい

族文化の基礎であり、自治区内各地はこの文化的共

5
た「モロイン・スム」（moroi-yin
sume）の復建工

通性のもとで、民族文化の産業化に取り組んでいる。

事が着手され、2013 年には興安盟ホルチン右翼中

2

一方、定住し、農耕化され、伝統文化が失われつ

旗のトシェート王府 6 が再建されている。そして、

つある内モンゴル東部地域においても「遊牧」や

赤峰市でも同様な動きが見られ、寺院、王府や民族

「草原」に象徴される地域文化の創出が求められ、

の伝統的祭祀などが復興されている。

失われたはずの伝統的行事の開催や伝統文化の後継

本論文では、通遼市の大型観光開発プロジェクト

者養成、文化施設の復元などさまざまな形で伝統文

であるテーマパーク「孝荘園」を事例として取り上

化が「復興」されている。しかし、こうした伝統文

げる。通遼市は、内モンゴル東部地域の中部に位置

化の復興過程に「文化」が観光化され、再構築され

し、五旗、一市 7、一県、一区 8 から構成されている

る現象は著しく地域従来の秩序にも大きな変容をも

（図１を参照）。総面積は 59535 平方キロメートルで

たらしている。本論文はこうした定住し、農耕化さ

あり、約 314 万人（2010 年）が暮らしている。総人

れた内モンゴル東部地域に焦点を当て、農耕地域に

口のうち、モンゴル族人口は約 160 万人であり、約

おいて、遊牧民族のシンボルとしての伝統文化がい

人口の 45.9 ％を占めている。通遼市の農業生産は内

かに「復興」されているのか、伝統文化の復興と農

モンゴル各地域のなかでトップを占め、モンゴル人

耕化された現実の間にどのような矛盾が生じ、地域

による農業生産の代表的な地域といえる。

秩序にどのような影響を与えているのかを明らかに
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図1

内モンゴル自治区東部および通遼市の位置

二、テーマパーク「孝荘園」の設立過程と民族
文化の再構成
テーマパーク「孝荘園」とは、ホルチン左翼中旗
出身で清朝時代の有名な孝荘文皇后を題材に作り上
げた観光施設である。孝荘文皇后（1613 － 1687）は、
17 世紀のノン・ホルチン部左翼の首長ジャイサン
v

（Jaišang/ 寨桑）9 の娘である。清朝初期にジャイサ
ンの率いる勢力（後のホルチン左翼中旗）は清朝の
宗室と緊密な婚姻関係を結び、三人の皇后を輩出し
た。そのうち、孝荘文皇后は 1625 年に清朝二代目
の皇帝であるホンタイジに嫁いだ。1643 年に、ホ
ンタイジが死去すると、実子の福林を順治帝として
皇位に擁立した。そして、1661 年に順治帝の逝去
後即位した若年の康煕帝を支えた。孝荘文皇后は一
生をかけて、三代の皇帝を輔佐し、清朝の最盛期を
支えた。近年、清朝時代を題材にしたドラマが流行
るなかで、清朝三代の皇帝を支えてきた孝荘文皇后
は重要な人物として取り上げられ、中国では広く知
られるようになった。
観光開発に取り組む通遼市は「孝荘文皇后はジャ
イサンの娘である」ということを理由に、ホルチン
左翼中旗は皇后の出身地であると宣伝し、観光地と
しての知名度と認識度を高めようとしている。とこ
ろが、孝荘文皇后が生まれた当時のホルチン部はな
お遊牧生活を行っており、皇后が現在のホルチン左
翼中旗に生まれたという確たる証拠は見つかってい
ない。
こうしたなかでテーマパーク「孝荘園」のプロ
ジェクトが 2007 年に提案された。ところが、通遼
市には孝荘文皇后に関する記念物や文化施設は一
切ないため、ホルチン左翼中旗のジャサク（旗長）
であったダルハン親王の府邸（以下は「ダルハン王
府」と略す）を再建することと連動する形でテーマ

20

●人間文化

パーク「孝荘園」のプロジェクトを推進した。
名前は「孝荘園」というテーマパークとなってい
るものの、実際のところ「ダルハン王府」がメイン
な観光スポットとなっており、王府の裏庭に「孝荘
故居」という施設が設置され、孝荘文皇后に関する
歴史的事績が書かれたパネルが展示されているにす
ぎない。また、テーマパーク内に「嗄達梅林記念
館」という民国時代にモンゴル人の土地を守るため
に戦った民族英雄ガーダー・メイリン（1892-1931 /
Gada meyirin / 嘎達梅林）の記念館も設置されてい
る。つまり、このテーマパーク「孝荘園」は清朝初
期の孝荘文皇后や民国時代に相対立していた「封建
王公」ダルハン王と民族英雄ガーダー・メイリンと
いう三人の時代錯誤した歴史的人物を一堂に集めた
ものとなっている。したがって、この観光施設はま
さに「民族文化大区建設」によって再構築された民
族誌の象徴といえよう。
2-1 「中国最大の親王府」として再建された「ダ
ルハン王府」
「ダルハン王府」とは、清朝時代ホルチン左翼中旗
の「ダルハン・バートル親王」の府邸である。ジャ
v

イサンの末子であるマンジョリシリ 10（manjorširi/
滿珠習禮）は、清朝の対チャハル、対明戦争に優
れた戦績をおさめ、1659 年に「ダルハン・バート
ル 親 王 」 に 冊 封 さ れ た 人 物 で あ る。1665 年 に、
ホルチン左翼中旗の初代ジャサク・ウケシャン 11
（Okšan/ 烏克善）に続き、二代目のジャサクとなっ
た。ダルハン親王の爵位は世襲制であり、12 代目
まで世襲された。しかし、果たして何代目のダルハ
ン親王の時代に、この「ダルハン王府」が建てられ
たかについてはまだ不明であり、現在いわれている
「ダルハン王府」とは、ホルチン左翼中旗のホロー
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ン ･ アイルという村に置かれていたが、「土地改革」

衙門でメイリンという中間官僚の職を務めていた。

運動で破壊されてしまった。

1929 年に、ガーダー・メイリンは故郷を開墾から

「ダルハン王府」の建築年代や建築地点について

守るために武装蜂起を起こしたが、1931 年に、ダ

まだ明らかにされていないが、王府の建築構造につ

ルハン王管轄の旗軍と軍閥の東北軍に鎮圧され戦死

いては、20 世紀初頭に日本人が内モンゴル東部地
域で行ったいくつかの調査から確認することができ

した。
なお、1950 年代になると、ガーダー・メイリン

る。例えば、1914年に刊行された『東部蒙古誌草稿』

は「反動的軍閥と封建的王公」と戦った民族英雄

（下）に以下のように書かれている。

として登場してくる。中国の現代史は、「革命的な
パワー」がいかに反動的政権を打倒してきたという

王府ハ鄭家屯ノ西方五十余里ニ當リ西喇木倫河

テーマで構成される「革命史」であり、歴史に登場

ノ南方四余許ノ沙帯平原中鬱蒼タル大楡樹林中

するガーダー・メイリンは反動的政権と戦った「革

ニアリ楡樹林ハ周圍三十清里ニ渉リ一見王府ノ

命的パワー」と評価された。つまり、土地を払い下

家屋ヲ認知スル能ハス（略）達頼罕王府ハ内蒙

げ、彼を鎮圧した 12 代目のダルハン親王ナムジル

古中尤モ富有ニシテ優良ノ地ヲ占メ領域甚ダ廣

セレン（1889 － 1950/namjilsereng/ 那木吉勒斯楞）

シ府ハ舊キ建造ニカカリ壮厳ナラス（『東部蒙

はその最大の敵となり、ガーダー・メイリンは封建

古誌草稿』（下）1914：p275）。

的王公と戦った民族英雄と位置付けられたのである。

v

ここでいう「ダルハン王府」は周囲 30 里 12 にわ

このように、民族英雄と封建的王公として対立し
てきてこの二人の歴史的人物は21世紀に入ると「革

たる楡樹林に囲まれていて、王府の施設は古い建造

命的要素」が無視され、観光資源として再登場した

物であり壮麗な府邸ではなかったと描写されてい

のである。

る。しかし、観光施設として復建された「ダルハン
王府」は、清朝時代の親王府邸の基準といわれる規

三、観光開発による地域秩序の変容

模で建てられ、12761 平方メートルの面積を占め、

テーマパーク「孝荘園」の設置によって、清朝の

66 軒の建物からなる壮麗な王府となっている。こ

初期を生きた孝荘文皇后という歴史的人物や民国時

の「ダルハン王府」は清朝時代の王府のなかでは

代に対立していたジャサクのダルハン王と民族英雄

最も保存状態の良い北京の恭親王府 13 よりも広く、

のガーダー ･ メイリンといったホルチン左翼中旗の

「中国最大の親王府」と自称している。

歴史にまつわる三人の人物を一堂に集め、その観光
価値を見出していることが明らかにされた。それに

2-2 末代ダルハン王ナムジルセレンと民族英雄
ガーダー・メイリン
テーマパーク「孝荘園」の一部となっているはず

加え、テーマパークの建設が地域住民の生活にどの
ような影響を与えているかについても注目する必要
がある。

の「ダルハン王府」には、17 世紀を生きた孝荘文

テーマパークの設立には多くの施設や大規模な

皇后と並んで、20 世紀初頭に土地開墾に反対し、

敷地を必要とする。本論文で取り上げてきたテー

ダルハン王と対立して武装蜂起を起こした民族英雄

マパーク「孝荘園」も大規模な敷地を必要とし、

のガーダー・メイリンも祀られている。

かつての「ダルハン王府」が置かれていたとされ

20 世紀前半期の内モンゴル東部地域では、土地

るホローン・アイル村から 4247 ムー 15、そして隣

開墾が急激に行われた。そのなかでも、特にホルチ

のバルーン・ソブルガン村からも 1200 ムーの土地

ン左翼中旗における土地開墾は複雑に行われ、民国
10 年（1920 年）になると、旗地の大半が払い下げら

が徴用されてできた大型観光施設である（図２を参
照）。しかし、徴用された両村の土地は先祖代々か

れた 14。土地の払い下げに伴い、大勢の漢人農民が

ら家畜を放牧してきた牧草地である。家畜の放牧地

流入し、モンゴル人の生存空間が急速に狭隘化して
いった。生活の地盤を失った旗民は、土地を守るた

を失った村人たちは所有していた家畜を売却する
か、あるいは農家の片隅に囲って飼育するかの選択

めに反墾運動を起こした。

に迫られ、従来から営んできた放し飼い牧畜業を手

ガーダー ･ メイリンは 1920 年代に、旗ジャサク

放せざるえなくなった。
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を続けるのが難しく、村人には所有する家畜を売却
するか、農家の片隅の柵で家畜を飼育するかのいず
れの道しか残されなくなった。
なお、「バインファー国営林場」は 1970 年代に設
けられた国営林場である。前述のようにかつての
「ダルハン王府」周囲には 30 里にわたる楡樹林が広
がっていたとされ、おおむね現在のホローン・アイ
ル村と「バインファー国営林場」の範囲に相当す
る。1950 年代にこれらの楡樹を保護するため政府
は「林場」を設置し、ホローン ･ アイル村から７
図2

両村の牧草地に設置されるテーマパーク

人を常住させ、楡樹林を管理させた。1976 年に、
「林場」は「バインファー国営林場」として再編成
され、ホルチン左翼中旗各地の林場から職員（家族

テーマパーク「孝荘園」の敷地とされるホローン

連れ）を移住させた。造林業には長期的生産循環が

･ アイル村とバルーン・ソブルガン村は、農業と牧

必要であり、短期間で生産資金の収益は期待できな

畜業を営む半農半牧地域である。しかし、そもそも

い。中国各地の国営林場は単一造林であり、経営管

両村の面積はそれぞれ 16000 ムー（ホローン ･ アイ
ル村）、10000 ムー（バルーン・ソブルガン村）であ

理費および職員の給料などは政府より支給されてい
た。1980 年代になると、国営林場でも「改革開放」

り、非常に狭く限られた土地を利用して、農業と牧

がすすめられ、国の資金投入が少なくなり、逆に経

畜業を兼業してきた。近年、この限られた土地から

済収益が求められるようになった。「バインファー

安定的な収入を求めた結果、農地の拡大につなが

国営林場」は経済的な困難を乗り越えるため、1990

り、牧草地が狭くなって、牧畜業の規模も縮小しつ

年代に、楡樹林を伐採して耕地にし、林場職員やそ

つあった。両村は、21 世紀に入ってから中国にお

の家族に分配した。また、楡樹林は木材にならない

ける急速な経済発展によって、牧畜業が衰退してい

ため、代わりにポプラの木を植え替え、経済林にし

た延長線上にこのテーマパークの建設に巻き込ま

た。皮肉なことに、天然の楡樹林によって林場がで

れ、最後に残っていた牧畜業が消滅した。ここで

きたが、まさに林場となったその場所の楡樹林がさ

は、両村のうち、より多くの牧草地がとりあげられ

まざまな理由によって伐採され、それが原因で楡樹

たホローン ･ アイル村を事例に分析する。

林を目当てに作られたテーマパークの敷地から林場

一方、テーマパークの設立はこの両村以外、当該

が「免れる」結果となった。

地域に位置する「バインファー国営林場」
（白音花林

現在の「バインファー国営林場」の面積は 6600

場）とも利権関係があり、観光事業が地域社会に与え

ムーであり、そのうち 4000 ムーは耕地、1700 ムー

た影響を考えるうえで言及する必要がある。そのた

は公益林 、900 ムーが村基地となっている。総人口

めまずバルーン・ソブルガン村と「バインファー国

は 659 人で、そのうち従業員は 312 人（在職 218 人、

営林場」について簡単に取り上げておきたい。

退職 94 人）
、その他の人口は 347 人である。
「バイン

バルーン・ソブルガン村には 175 戸、735 人が暮

ファー国営林場」と対照的に、伝統的な牧畜業が続

らし、ホルチン左翼中旗においては典型的な人口

けられてきたホローン・アイル村に楡樹林が牧草地

が多く、土地が狭いモンゴル人居住村落である。

として残され、それを目当てに作られたテーマパー

10000 ムーの土地のうち、5500 ムーは耕地、2000 ムー
は牧草地、1000 ムーは林地として利用されていた

クによって村の牧畜業が消滅する運命となった。こ
れも内モンゴルにおける観光開発がもたらした皮肉

が、2007 年に、テーマパークの敷地として 1200 ムー

な現象の一つである。

の牧草地が徴用され、村全体でわずか 800 ムーの牧
草地のみが残された。それに対して、後述のホロー

3.1 テーマパーク「孝荘園」の敷地とされたホ

ン・アイル村のように政府による牧畜業への救済策
もなく、800 ムーのみの村共同の牧草地では牧畜業
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表1

1980 年代以降のホローン ･ アイル村における牧畜世帯の割合

年代

割合

80年代

８割

90年代

７割

2000年代

３─１割

2010年代

６割

備考
1984年に、「請負制度」が実施され、人民公社所有の牧畜が各世帯に分配され、
家畜の頭数は増えた
禁牧政策により牧畜世帯が激減し、観光開発により多く世帯が家畜を売却
2014年、舎飼牧畜業が推奨され、村の60％が舎飼牧畜農家となる
出典：ホローン・アイル村における聞き取り調査によって作成

形成されたことにより「ホローン ･ アイル」
（王府

ると、３割にまで激減した。一方、2007 年の観光

はモンゴル語でワンギン・ホロー /wang-un qoriy-a

開発によって、当地域に細々と残っていた牧畜業が

という）と名づけられ、いわば、かつてのダルハン

一層のダメージを受けることになり、
135戸のうち、

王府の関係者によって構成された特殊な村落といえ

１割のみが家畜を所有する状態となった。こうし

る。また、ダルハン王府関係者以外に、20 世紀初

て、ホローン・アイル村の家畜の放牧空間は度重な

頭から1960年代にかけて各地から移住してきた人々
を合わせて現在 130 戸、517 人の人口を有する村落

る政策や開発によってますます狭くなっていった。
しかし、このような厳しさが増す環境になお１割の

となった。

世帯がなぜ牧畜業に拘っているのか、以下現地調査

テーマパークが設立されるまで、16000 ムーの面
積を有するホローン ･ アイル村の4738ムーは農地、

に基づいていくつかの事例を挙げながら分析してい
きたい。

2000 ムーは林地、4500 ムーは牧草地として利用さ
れていた。つまり、村の共同牧草地は 4500 ムーし

【事例１】：HS 氏の場合、女性、54 歳。夫と

かおらず、したがって当村の牧畜業の経営規模は小

子供２人の４人家族。30 ムーの農地にトウモ

さく、平均的な世帯で牛は 10 頭、羊と山羊は 50 頭

ロコシを栽培し、年間６、７万元（約 110 万円）

程度と各世帯の保有する家畜の頭数が限定されてい

の利益をえる。2001 年に２人の子供が中学校

たという。一方、草刈地がないため、秋と冬の季節

に進学し、その教育費を捻出するため品種改良

に家畜を農地に放牧し、農耕と牧畜が互いに補完関
係であった。

の牛を導入。
「禁牧」政策が実施されてから、
「夜放牧」をして牧畜業を続けていた。2007 年

ところが、2000年代以降、砂漠化問題を解決する

に牧草地が徴用され、家畜は通年の舎飼となっ

ため、内モンゴル各地では「退耕還林」
、
「退牧還草」

た。2014 年に、２人の子供は大学を卒業した

などの政策が実施された。それを受け、ホローン・

ため家畜の頭数を減らし、現在は４頭の牛のみ

アイル村では毎年４月から10月までの期間内に家畜

を飼育している。

の放牧が禁止され、飼料を購入して家畜を畜舎飼育
にすることが推奨された。しかし、購入飼料の経済

【事例１】で示したように、ホローン ･ アイル村で

的負担が大きいため、家畜を売却しなければならな

は農業のみに頼って家計を立てることは困難であ

い状況に追い込まれたのである。一部の村民は家畜

る。特に、HS 氏のような教育費、医療費などの経

を「夜放牧」や「こっそり放牧」をして牧畜業を維
持していたが、地方政府は放牧を厳禁した結果、牧

済的負担が大きい世帯には牧畜業は重要な収入源で
ある。そのため、「禁牧政策」が実施されていた状

畜業を営む世帯が急速に減少していった。

況下でも「夜放牧」や「こっそり放牧」をして、牧

表１は、1980 年代から 2010 年代までのホローン・
アイル村における牧畜世帯の割合を示したものであ

畜業を続けてきた。一方、テーマパークが成立され
ると家畜の放し飼い放牧が完全に不可能となり、舎

る。1980 年代から 1990 年代にかけて８割の世帯が

飼せざるをえなくなった。

牧畜業を経営していたが、「禁牧」政策が実施され
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3.2

観光開発における村民と政府の対立

観光開発によって、ホローン・アイル村は広大な
牧草地が徴用され、家畜の放牧空間がなくなり、村
民は政府の土地徴用に反対し、村民と政府の間に対
立が起きた。村民は６人の「村民代表」を選出し、
地方政府と数回にわたって交渉したが、意見は並行
した。村民の反対にもかかわらず、2007 年の年末
に村民への補償金が強引に「わたされた」という。
テーマパークの設置は市政府主導のプロジェクトで
あったため、土地の徴用も強制的であったといえる。

表2

土地徴用の面積と補償金

回数
第一回
第二回
第三回

面積

補助金

牧草地

種類

180万ｍ²

326万元

林地

35万ｍ²

187万元

牧草地

12万ｍ²

22万元

林地

1.4万ｍ²

8万元

牧草地

38万ｍ²

69万元

林地

178万ｍ²

95万元

出典：ホローン・アイル村の財務担当（会計）の紹介による。

政府は土地を徴用する際、一定の補償金を支給し

なっているが、入居保障金として２万元（40 万円）

なければならない。
「土地管理法」では、農地が徴

の前払い金を支払う条件で入居させた。また、５万

用される際、農民への補償金は、過去三年間の平均

元の無利息ローンを提供して、農家に品種改良の牛

生産高を基準に算出し、その６倍から８倍の補償金

を購入させた。2016 年に、村の 78 戸が「牛舎」に

を支払うと決められているが、非耕地である林地や

入居していた。いわば、テーマパークの設立によ

牧草地については決まった基準がなく、それぞれの

り、牧畜業がダメージを受け、１割の世帯のみが自

地方政府が決めることになっている。2007 年に、
通遼市の土地徴用の補償金は、林地１ムーあたり

家の片隅で牧畜業を継続させていたが、「牛舎」の
建設によって現在は６割の農家が再び家畜を飼育す

3600 元（約６万円）
、牧草地１ムーあたりは 1207 元

るようになったといえる。しかし、この過程におい

（約２万円）であった。

てモンゴル人は従来の放し飼い牧畜から舎飼牧畜に

表２は、テーマパークの建設におけるホローン・

変身するという、いわば歴史的転換が起きたといっ

アイル村の土地徴用面積とそれに対する補償金を示

ても過言ではない。ここで、指摘しなければならな

してものである。ホローン・アイル村の土地徴用作

いのは、こうした変身劇のなかで、モンゴル人村民

業は三回にわたって行われ、牧草地と林地がそれ

はローンによる経済負担を負うことになり、市場経

ぞれ 2983 ムー、1264 ムー徴用された。補賞金とし

済の経験に乏しいモンゴル人は舎飼状態において、

て、合計約700万元（約１億1550万円）が支給され、

コスト計算をきちんとしたうえで、収益が望めるか

一人あたり約１万 3000 元（25 万円）がわたされたと

どうかの展望はなく、逆に、市場に厳しく縛られる

いう。この金額は到底村民が納得するものではない

ことになったのである。したがって、観光開発に

が、さらに深刻なのは、土地徴用の範囲、徴用期間

よってモンゴル人村落はその恩恵に授かるところ

などが書かれた公式な契約書も公開されず、土地を

が、逆に貧困化していくことになる。

徴用する正式な通知書さえなかったという。政府に
よる土地徴用は強引に行われていたことは明らかで

【事例２】
：NMR 氏の場合。男性、36 歳。妻

あり、徴用ではなく、強制占用ともいえる状態であ

と子供２人の４人家族。２人の子供の教育費

る。

負担が重く、2013 年に政府の提供する５万元
のローンを借りて５頭の牛を購入し、舎飼農

3-3

土地徴用による牧畜経営の変容

家となった。３年間で６頭の子牛が生まれた

テーマパークの設立によって被害を被ったホロー

が、２頭の子牛は病死し、２頭の子牛を出荷し

ン・アイル村の人々の不満を和らげるため 2013 年
に、通遼市政府はホローン ･ アイル村に家畜を飼育

て 17000 元（約 28 万円）の収入をえた。家畜を
殖やすためその 17000 元の収入でさらに２頭の

できる「牛舎」を提供することにした。つまり、村

母牛を購入した。実際、家畜業の収入は赤字と

の村基地から１キロ離れたところに人が住む小屋に
サイロ、飼料保管施設や柵などが整備された「牛

なっており、農地とテーマパークでの臨時収入
で一家を支えている。

舎」が 106 軒建てられた。政府は飼育型牧畜業を推
奨するため、その「牛舎」を無償で提供することに
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アイル村の半分以上の世帯が再び牧畜業を営むよう

【事例３】
：QHL 氏の場合。2013 年に地方政

になったが、
「牛舎」のスペースは狭く５、６頭の

府の支援で「農家楽」を開業した。それは、

牛しか飼育できない。また、近年、飼料価額が高騰

QHL 氏の庭に「ダルハン王府」と同様 300 年

し、生産コストが高いため、牛の飼育農家はサイ

の歴史を有する「神樹」といわれる一本のおき

レージ、トウモロコシなど自家製の農産物を家畜に
与えている。つまり、出荷するトウモロコシの二割

いな楡樹があり、そこに観光価値が見出された
からである。しかし、観光客は偶にしか来るこ

を残して家畜に充てている。空き地がある農家は夏

とがなく、むしろ地域の人々、テーマパークや

にムラサキウマゴマシを栽培して家畜に与えてい

村のインフラを整備する労働者が多く訪れると

る。また、家から１キロ離れている「牛舎」に一日

ころとなっている。

三回も通って飼料や水をやっているため多くの手間
暇がかかることとなった。こうして従来の放し飼い

【事例３】で示したように、地方政府は村の観光

牧畜から飼育型の農家に変身したホローン ･ アイル

化をすすめているが、テーマパーク「孝荘園」から

村の村民はより多くの時間、労働量や資本を投入し

観光客がたまにしか村を訪れない。他方、観光開発

ているが、NMR 氏のように、牧畜業で赤字を出し

によって、ホローン・アイル村と附近の村々との交

ている農家も多い。牛の舎飼農家は家畜頭数が限定

通が便利になり、周囲の村民はホローン ･ アイル村

されていること、輸入飼料価額の高騰、病気の予

の飲食店に来るようになり、結果的に地域社会のコ

防、売買価額の低下など市場の動向に巻き込まれる
というさまざまな新しい問題に直面し、牧畜経営を

ミュニケーションを促進するという意外な効果もあ
がっている。

続けながら生き残る環境は厳しい状態にある。

ところが、ホローン・アイル村の牧草地を徴用し
てできたテーマパーク「孝荘園」は、村への補償対

3-4

地元住民の観光業への参与

策として、村民を従業員として優先的に雇用してい

上節では、観光開発が地域住民の生業形態に大き

る。ホローン・アイル村の村民は、放し飼い牧畜か

な変化をもたらしたことについて取り上げたが、ホ

ら飼育農家に変身することによって、労働力があま

ローン・アイル村の人々はこのテーマパークとどの

るようになり、現在、82 人（2016 年）がテーマパー

ような関係にあり、またモンゴル人村民は観光事業

クに働き、家計を補っている。

とどのように関わっているのかについても注目する
必要がある。

季節的に、テーマパーク「孝荘園」は、毎年の５
月から 12 月まで営業している。一方、村の農繁期

テーマパーク「孝荘園」が設立されてから、ホ

は５月から６月、10 月となっているが、農業機械

ローン・アイル村にも観光客が訪れることが期待さ

の導入などにより、農作業は朝晩の時間に片付け、

れた。そのため、政府は観光地附近の村々のインフ

昼間は観光地で働くことが可能である。こうして農

ラ整備を推進し、観光開発による地域経済の活性化

業、飼育型の牧畜業、そして観光業への参入が両立

をはかった。2014 年よりホローン・アイル村には

することができるようになった。テーマパークで働

給排水設備、給電設備などが整えられたほか、古い

く従業員の給料は平均 1500 元から 1800 元（約３万

家屋が改造され、道路や町並みが整然と整備された。

円）というが、勤務地が家から近く、勤務時間と農

一方、中国では現在、都会を離れ自然豊かな農村

作業の時間を調整できることがテーマパークに働く

の風景や田舎料理を楽しむことが流行し、各地域では
「郷村観光」 がすすめられている。それによって、都

主な理由となっている。

会の人々に田舎料理や宿泊などを提供する「農家楽」
と呼ばれる農家も多く現れ、地方政府の後押しも受けて

おわりに

いる。ホローン・アイル村では、テーマパークが設置さ

園」という観光地とその敷地となったホローン・ア

れる以前に、二つの飲食店しかなかったが、現在６店
舗まで増え、売店も三つできた。以下は、政府の支援

イル村を取上げることによって、内モンゴル東部農
耕地域における伝統文化の「復興」の実態および地

で開業された「農家楽」飲食店を事例に取り上げ、ホ

域秩序にもたらす影響を考察した。

ローン・アイル村の人々の観光業への参入を考察したい。

本論文は、通遼市におけるテーマパーク「孝荘

国策として推進される「文化建設」、そして、経
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済的利益をもたらす観光開発を背景に、内モンゴル

主要参考文献

東部地域では、すでに失われた伝統文化を復興ある

E・ホブズボウム T・レンジャー編、前川啓治他

いは再構築し、「民族文化大区建設」と観光開発に

訳

1992『創られた伝統』 紀伊國屋書店

取り組んでいる。

瀬川昌久 1999「中国南部におけるエスニック観光と

テーマパーク「孝荘園」は、
「観光資源」としての
価値が認められた歴史と文化の要素が選択的に再構

「伝統文化」の再定義」東北アジア 研究第３号
関東都督府陸軍部編 1908『東部蒙古誌草稿』
（上・

築された観光施設である。テーマパークの主題とな
る孝荘文皇后の出身地などが明確にされていないに

中・下）
ボルジギン ･ ブレンサイン

もかかわらず、ホルチン左翼中旗出身だと宣伝し、
さらに、それを既成事実化するため「封建王公」と

2003『近現代における

モンゴル人農耕村落社会の形成 』 風間書房
ボルジギン・ブレンサイン

2015「民族英雄ガー

断罪されてきた清代の「ダルハン王府」の復建と連

ダ ー・ メイリンの語られ方─ 何故英雄であり

動させ、何軒かの古い建物によって構成されていた

続けられるのか」『内モンゴルを知るための 60

小規模な旧王府が、大規模で壮麗な「中国最大の親

章』 明石書店

王府」として再建されたのである。また、内モンゴ

山下晋司

2009『観光人類学の挑戦 「新しい地球」

ルの近代史において「民族英雄」と「封建王公」と

の生き方』講談社

して対立してきたダルハン王とガーダー・メイリン

博爾済吉特 温都爾涅夫

が一堂に祭られている。したがって、テーマパーク
「孝荘園」はモンゴル民族の歴史と文化だけではな
く、中国近代史まで再構築され、作り変えられてい
るといえる。

国際文化出版社
王明义

観光業が、地域社会の秩序に与える影響を考察す
るため、ホローン・アイル村を取り上げた。16000

2011『孝庄故居、达尔罕亲王府』内蒙古人

民出版社
Qurča

ムーという限られた土地に牧畜業と農業を兼業して
きた村民は観光開発によって、放し飼い牧畜業を営

1988「達爾罕王生平事略」

『 内蒙古文史資料』第 32 辑
金・福力京 2005『孝庄文皇后出生出嫁地考』中国

2001『Qorčin Tobčiyan』 ündüsüten-ü

keblel-ün qoriy-a
Yu Zi

2008『Nun Qorčin širamüren-ü qabi-du

むことができなくなった。牧畜業はモンゴル人村民

negüjü nutuγlaγsan toqai 』Öbür Mongγul-un

にとって、重要な収入源であり、教育費や医療費な

yeike surγaγuli-yin erdem šinjilgen-ü sedgül

ど経常経費の捻出に欠かせない。そのため、モンゴ
ル人村民は政府が提供する「牛舎」に家畜を飼育す

註

るようになるが、家畜頭数やスペースが限定されて

１

中国には、内モンゴル自治区（内蒙古自治区）、広

いること、飼料などコストの負担、予防や家畜の世

西チワン族自治区（広西壮族自治区）、チベット自

話などさまざまな問題に直面し、舎飼牧畜業を取り

治区（西蔵自治区）、新疆ウイグル自治区（新疆維吾

巻く環境は厳しい。また、地方政府は観光客が訪れ

爾自治区）、寧夏回族自治区という五つの少数民族

ることを想定してインフラ整備や飲食店の経営を支
援しているにもかかわらず、観光客がそれほど訪れ

自治区がある。
２

盟とは、モンゴル語でアイマク（ayimag）という。

ていない。テーマパークにモンゴル族の歌や舞踊を

現行の内モンゴル自治区の行政単位であり、中国内

被露し、民族の文化を上演しているに対して、隣の

地の市（地級）に相当する。清朝時代、盟はチゴル

ホローン ･ アイル村では、モンゴル族の伝統的な文

ガン（čigulaγan）といい、旗の上に置かれた統治機

化や暮らしがますます失われ、観光開発のブームで
設置されたモンゴルゲルのなかにはモンゴル族の料

構であった。
３

理ではなく、中国東北地域の農村料理が提供されて

興安盟はジリム盟の一部であったが、1946 年にジリ
ム盟から分立し、興安盟と編成された。

いるというありさまである。内モンゴル東部農耕地
域におけるモンゴル族の伝統文化の「復興」はこう

４

したさまざまな矛盾のなかですすめられている。

５ 「モロイン・スム」（莫力廟）は現在通遼市ホルチン

地主階級による土地所有制を廃除し、農民による土
地所有制を実施した政策である。
区に位置する寺院。清朝順治年間から建て始めら
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６

れ、東部地域最大規模の寺院と言われている。文化

の称号を与えられ、1636 年に「多羅バートル郡王」

大革命で破壊された。

に、1659 年に「ダルハン・バートル親王」に冊封さ

清朝時代のホルチン右翼中旗ジャサク・13 代目のト

れた人物である。

シェート親王バボドルジ（1871-1890 在職）によって

11

建設されたという。200 年以上の歴史を持つ王府は
1962 年の「文化大革命」に破壊された。
７

８

ジャイサンの長男であり、1634 年にホルチン左翼中
旗の初代ジャサクとなった。

12

ホーリンゴル市（霍林郭勒市）は、もともとジャ

清里とは、清朝時代の距離の単位であり、一清里は
約 0.5 キロに当たる。

ロード旗の一部であった。1970 年代以降、炭坑の町

13 「恭王府」は清末の政治家であった恭親王奕䜣の邸

として建設され、1985 年に通遼市管轄の県級市と

宅であった。現存する清代王府のなかでは、保存

なった。

状態が最も良い王府であり、その面積は 61120 平方

ホルチン区は通遼市の政府所在地であり、政治、経

メートルである。

済の中心地である。

14

ブレンサイン

９

ジャイサンはハブト・ハサルの 18 代子孫にあたる。

15

ムーは畝と書き、中国の面積単位である。1 ムーは

10

マンジョルシリは 1628 年に「ダルハン・バートル」

2003：p113

約 6.67 アールに相当する。

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准教授

中国は、21 世紀に入ってから急激な経済発展期

の消失も想像を超えるスピードで進行したのであ

を迎えた。経済発展にともなって国民の生活水準も

る。本論文で取り上げた内モンゴル東部地域はまさ

あがり、日本など海外へ多くの中国人が旅行するよ

にそうした農耕化により伝統文化が失われた典型的

うになったばかりではなく、国内においても多くの

な地域である。しかし、こうした民族文化の市場化

人々が観光するようになり、国内の観光市場は急拡
大している。これを背景に中国各地では、地方文化

ブームのなかで、農耕化し、伝統文化の発信力が弱
くなった内モンゴル東部のような地域でも民族文化

や民族文化の観光化が推進され、観光業は各地方が

の復興や観光化に取り組んでおり、伝統の喪失と市

地域経済の振興や知名度アップの大切な手段として

場化を目的とした慌ただしい「復興」のなかで多く

重要視されている。一方、中国は多民族国家であ

の矛盾点が生じている。中国の少数民族地域におけ

り、このような文化の市場化運動のなかで、従来か

る経済発展の負の遺産をこのような複雑な視点から

らいろとりどりに飾られがちな少数民族の文化にか

取り上げたのが本論文の独創的なところである。

つてないほどの経済的価値が見だされ、新たな生命
を与えられている。

本論文は、現地における数次の詳細なフィルドワー
クを通して、まず内モンゴル東部地域のなかでも代表

中国の北方地域を東西に横たわる内モンゴル自治

的な地域にあたる通遼市付近で建設されている大規模

区は従来から遊牧民族の生活舞台であり、中国の少

なテーマパーク「孝荘園」の建設過程における強引な

数民族区域自治が最初に実験された模範的な民族地

地域史の再構成を提示した。そのうえ、地方政府の直

域である。1950 年代から「遊牧」や「草原」といっ

接関与で行われたこのテーマパークの建設によって、

たモンゴル族の伝統文化が多民族国家─中国の多彩

周辺のモンゴル人村落に細々と生き残っていたモンゴ

な民族文化を飾る舞台の最前列に並べられてきた。

ル人の伝統的な放し飼い牧畜の息の根が絶たれ、いき

したがって、いうまでもなくこのような文化の市場

なり巨大な市場経済の渦巻くに巻き込まれていく姿を

化ブームのなかでモンゴル族文化の商品化が急速に

分析した。紙面の制限によって、ほかの内モンゴル地

すすめられている。しかし、20 世紀半ばころから

域との比較がなされてないが、中国のほかの少数民族

の中国支配によって、内モンゴルでは定住と農耕化

地域で行われている文化の市場化動向との比較も含め

がすすみ、それにしたがってモンゴル族の伝統文化

て今後の努力を期待したい。
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研究ノート

近世大浦の船株
東

幸

代

人間文化学部地域文化学科准教授

はじめに
近世の琵琶湖には、物資・人輸送に用いられた丸
子船と呼ばれる船が多数存在した。これらの丸子船
を所有する人々には、船株を持つ者と持たない者が

衝で、大浦越（山中越）で七里半越に合流して敦賀
と結んでいた。近世は「寛永石高帳」に高 991 石余
とあり、膳所藩領として幕末に至る村である⑷。
近世の大浦の舟運については、地名辞典等で紹介

おり、船株を有する者は「艫折廻船」の権利を持っ
ていた。
「艫折廻船」とは、舳先ではなく船尾から

されるものの、ほとんど研究がない。地元で刊行さ

着岸した船が、先着順に荷物を積み出すことができ

史』⑸には、次のように概要が記される。

るという廻船秩序のことを言い、艫折廻船が可能な
浦の丸子船は、自浦出しの荷物だけでなく、他の艫
折廻船浦に入湊して、荷物を積み出すことが可能で
あった⑴。
船株を有することが、「浦を持つ」とも表現され
ることがあるなど、近年は船株の性格が少しずつ明
らかになってきている⑵。ただし、船株が琵琶湖沿
岸に広範に分布していたことは先行研究の指摘する
とおりであるものの、その実態については、いま
だ不明な点が多い。筆者は前稿⑶で、浅井郡月出浦
（現長浜市月出）の船株の性格について、他浦との
関係、および月出浦内での機能の２側面から検討し
た。他浦との関係の検討から明らかになった点とし
て、琵琶湖の浦々の船株の間には元株と分株の関係
がみられることや、船株所有浦は艫折廻船が可能で
あるが、その活動範囲は必ずしも琵琶湖全域に及ぶ
わけではなく、他浦と調整の結果、積み場の縄張り
設定がなされていたこと等があげられる。また、月
出浦内での機能を検討した結果、船株はすべてが同
一の性格ではなく、機能の異なる船株が存在してい
たことや、無株の者が舟運に従事する場合、船株所
有者の許可を得ると同時に、金銭を提供する必要が
あったこと、等が明らかになった。
しかし、船株の由緒や運用実態には、浦によって
かなり相違がみられることが想定され、各浦におい
て船株の実態を検討する必要がある。
本稿では、浅井郡の大浦（現長浜市大浦）の船株
の性格について検討する。対象期間は、琵琶湖の舟
運秩序が大きく揺らぐと想定される 18 世紀半ばよ
り前とする。

１

大浦の舟運

大浦は、古代以来畿内と北陸を結ぶ湖上交通の要
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れた『ふる里を訪ねて

奥琵琶湖

舟寄せ村の歴

南方に湖を持つ地形から湖上運送の業が盛ん
になり地元の産物は勿論主に北陸地方よりの
米・布・海産物（塩物、干物類）等が奥山道（大
浦道と謂）を経て琵琶湖上を運送され京阪神方
面へ向う湖北の三湊、海津・大浦・塩津の要港
として丸子船が頻繁に出入りし住民は其の仕事
中心に田作り以外は山仕事木材の切出し、薪・
柴の生産、馬の背に依る北陸よりの産物の陸送
等、丸子船産業を中心とした業を営んだ様に思
われます。又荷を取仕切る問屋職があり大浦の
場合、助左衛門浦、蓮敬寺浦、庄助浦の三軒の
問屋があり、時の領主（又は舟奉行）より許さ
れた持株に依り、丸子船々持（船頭）を掌握し
荷の斡旋配分等を業とし利潤を得ていたものと
思われる。又許された株数に依って領主（舟奉
行）への運上金を出して居た様に思われます。
この記述は、村内の蓮敬寺⑹に残された古文書の
解読から導きだされたものである。蓮敬寺は寺院な
がら上記記載中に見られるように問屋をつとめてい
たうえ、艫折廻船浦におかれた帳屋⑺をつとめてお
り、慶長期（1596 〜 1615 年）以降の舟運関係文書を
多く残している。
大浦から津出しされた荷物は、享保11年（1726）
「覚」⑻によれば、
「割木」
、
「切込掛木」
、
「谷より出候
油実」
、
「地の油実」
、
「材木」
、
「山出しの長木」
、
「谷
より出し申候表物」とあるが、他の史料では、
「敦賀
より上り米荷物」⑼、
「米荷物」⑽など「米」の輸送を
示すものが多い。また、
「苅安積上り」⑾とあるよう
に、湖北地域で栽培されていた刈安が津出しされて
いることがうかがえる史料もあり、割木や油実（桐油
の実）など山や山畑から生産される産品が、米ととも

近世大浦の船株

に湖上を運ばれていたことがわかる。

２

船株と丸子船

琵琶湖には多くの浦々が存在するが、舟運の規模
は一様ではない。概して、後背に主要街道をもつ浦
は舟運力が高く、そうでない浦に比して船数や船規
模が大きい。筆者は、これらを主要浦と呼んでい
る。主要浦には、湖北四か浦（塩津・大浦・海津・
今津）
、彦根三湊（長浜・米原・松原）、湖南三か浦
（大津・堅田・八幡）があった。
また、
【表１】⑿【表２】⒀は、17 世紀におけるこ
れら主要浦の丸子船数、および積載総石高を示すも
のである。船数、積石高ともに他の主要浦と比較す
ると、大浦の船数と積載量は、それほど多いとはい
えない。
前稿で検討対象とした月出浦の場合、船の艘数は
船株の数とほぼ同数であった。琵琶湖の船を支配し

【図１】琵琶湖の主要浦

ていた江戸幕府の船奉行も、船株数を基準として船
数を制限しようとした形跡がみられる⒁。大浦の船
株は、右掲の表にみられるように、20 艘前後であっ
たのあろうか。
堅田に残る寛延４年（1751）
「浦々船株覚書」⒂ に
は、大浦の船株について次のように記されている。
【史料１】
一、七拾四

大浦

右九十浦所持仕候所、山中ノ海道開申候節、
長浜之者共相働申候故、六浦長浜へ遣し申候
90 の船株から 6 浦（株）を長浜へ渡していること
が記されるが、数値は 84 ではなく、74 となってお
り、整合していない。ただし、他の史料に、「長浜
十六艘舟中」⒃という舟運集団を示す表現がみられ
るため、実際には６ではなく 16 であり、差し引き
が 74 となるのだろう。
大浦の船株の特徴は、船株が問屋株（問屋座）に
付属していることである。安政５年（1858）
「浅井郡
大浦船株の事」⒄ の冒頭に、「往古浦主問屋株座九
株、これ有り候処、内三株は、慶長年中相減じ、残
り六株の分、壱株に付き、船拾弐艘宛、外に、帳屋
分と唱え候、船弐艘、都合七拾四艘の定めに候」と
あるように、問屋職が株化しており、１株につき
12 艘の船が付属しているという。この問屋株付属
の12艘の船が、12株の船株を意味しているのである。

表１

主要浦の丸子船数・石高比較（17 世紀中期）

1650 〜 60年代
浦
名
松原（承応２年：1653）
その他彦根藩領（同上）
大津（寛文５年：1655）
堅田（同上）
八幡（同上）
大溝（同上）
舟木（同上）
今津（同上）
海津（同上）
大浦（同上）
塩津（同上）
表２

船数（艘） 石高合計
（石）
22
不明
23
不明
102
12640
47
12640
40
4030
15
1755
25
2615
74
7949
72
8989
20
2380
125
19602

主要浦の丸子船数・石高比較（17 世紀後期）

1690年代

浦名
松原（元禄３年：1690）
米原（同上）
長浜（同上）
大津（元禄６年：1693）
堅田（同上）
八幡（同上）
大溝（同上）
舟木（同上）
今津（同上）
海津（同上）
大浦（同上）
塩津（同上）

船数（艘） 石高合計
（石）
28
4650
43
7120
44
4575
107
15855
86
6214
37
6190
9
1135
26
3775
108
17346
76
11840
16
1164
110
19889

人間文化● 29

近世大浦の船株

また、問屋株は、船株を付属したまま売買の対象
となるものであった。
【史料２】⒅
覚
一、屋敷壱ヶ所并に問屋株船浦共
右は藤三郎所持致しこれ有る処御未進不足に
付き、入札に申し付け其方落札、七百拾匁に

【図 2】大浦の丸子船数⒇

て相渡し候、向後支配これ有るべきもの也、
正徳元年辛卯年六月九日
（1711）
荒川喜右衛門（印）
兼子又七郎（印）
大浦村

庄介殿

３

問屋と舟運

船株総数 74 株には及ばないにせよ、大浦では約
20 艘の丸子船が実際に活動していた。
享保12年（1727）の「覚」には、次のようにある。

藤三郎の所有していた問屋株が、入札の結果、庄
介の手に渡ったことを示す証文である。入札対象と

【史料４】

して「問屋株船浦共」とあるが、「船浦」というの
が船株を差す。

（２か条略）

また、問屋株について説明する明和 5 年（1768）
「覚」⒆には、以下のようにある。

覚
一、当村に丸船望の者には、各浦を貸し、丸船遣
わさせ申す儀に御座候、若し、浦法に相背き
申す者には船浦貸し申さず、往還の荷物積ま

【史料３】

せ申さず候様に、古来致し来り申し候御事、
覚

一、三拾六艘

三軒分

一、二艘

帳屋分

一、二十四艘

二軒分

一、当浦に船浦所持は、問屋座の外に、拾石積み

問屋船浦座共

蓮敬寺
同寺

にても一艘も成し申さず候御事、
（後略）

問屋船浦座共 助左衛門

一、拾二艘

問屋船浦座共

孫兵衛

舟運に従事する権利は問屋座の者に独占され、丸

右
 の通りに御座候、問屋船浦株共、三人の外に

子船を使用したいものは「各浦を貸し」受けること

は所持仕り候者、御座無く候、以上

で初めて舟運に従事することが可能であった。この

明和五年子十二月三日
江州大浦船年寄

石原清左衛門様

ように、舟運への従事に当たっては、問屋の権利が
蓮敬寺（印）

同

助左衛門（印）

同

孫兵衛（印）

絶大であった。
問屋自身も舟運に従事していた。年月日未詳では
あるが、次の史料がその様相を説明してくれる。

御役所
【史料５】

「三軒」
、
「二軒」とあるのが、問屋株のことであ
る。同年の大浦の問屋株は、３株の蓮敬寺、２株の
助左衛門、１株の孫兵衛によって所有されており、
それぞれ１株に 12 艘ずつの船が付属していること

覚
（２か条略）
一、問屋へ断を以相頼ミ申節、諸事吟味之上、正
道ニ相勤可申義、問屋得心之上ニて為遣来申

がわかる。

候、且又往古ハ問屋六軒之船外ニ、免シ舟弐

ただし、前掲の【表１】【表２】にみられたよう
に、大浦の船数は74艘には到底いたらない。実際、

三艘共ニ拾七八ニ而相勤申候、只今ハ問屋自
身船壱艘も無御座候、有合候舟ハ、皆々問屋

元禄５年（1692）以降に残る船運上銀の関係史料を

座ゟ一年切ニ免し座ニて相勤申御事、荷表物

みると、総数が20艘前後で推移することがわかる。

多分敦賀ゟ上り申節ハ、浦々ゟ艫折舟参積送

30

●人間文化

近世大浦の船株

り来申御事

舟御年寄

蓮敬寺殿

右之通依御尋、乍恐書付差上ケ申候、毛頭偽り

作助殿

ケ間敷義不奉申上候

藤九郎殿

年号月日

湖大浦湊長や

助左衛門殿
蓮敬寺

まいる

問屋持
同

問屋助左衛門

また、貞享２年（1685）に船頭中が舟運の権利を

船御奉行様

めぐって訴訟を起こすが、その相手である「次右衛

（後略）

門・与次兵衛・与兵衛・作太夫・孫七」は、「無浦
舟之者共」と表現されている。彼らは、「方々ゟ拾

かつて、６軒の問屋の船の他に、許可を得た船

四五年以前ゟ在所へ入人ニ而、舟之作法存ルものニ

が２、３艘あり、計 17、8 艘が稼働していた。この

而ハ無御座候」という。このうち次右衛門が翌貞
享３年（1686）に作成した証文は、次の通りである。

記述に従うと、問屋は 15 艘ほどの船を有していた
ことになる。しかし、この史料が作成された時期
には、問屋の船は１艘もなく、「有合候舟ハ、皆々
問屋座ゟ一年切ニ免し座ニて相勤申御事」、すなわ

【史料７】
指上ケ申一札之事

ち、問屋座から１年期限で許された船のみが活動し
ていたという。

一、当年、私方舟とも折番口の御帳を付け諸荷物
積み申し度く存じ奉り、いろいろ達って頼み

大浦では、このように問屋座からの許可を得て舟

上げ申し候えば、当年切りに、貴様、浦御借

運に住持する人々を、「脇船持」、もしくは「浦な

し下され、忝く存じ奉り候、然る上は、積物

し」と表現しており、彼らは、船年寄の指揮下に

以下少しも如在申し上げず、念に入れ申すべ

あった。大浦の場合、これら船年寄は、問屋と兼帯

く候、当年切りに浦御借し下され候上は、御

であったようである。

意の通り、毛頭違背申し上げ間敷く候、少し
成りとも、我儘成る御事申し上げ候はば、浦

【史料６】

御取上げ成さるべく候、其の時、一言の御詫

指上ケ申一札之事

言申し上げ間敷く候、其の為、手形指し上げ

一、米・荷物舟積仕り候テ、濾（艪カ）櫂・但可
（単舸カ）迄吟味仕り候処、弥以向後遂僉儀

申す処件の如し、
貞享三年寅ノ三月二十八日

ヲ、随分吟味可仕候御事

大浦舟主

（１か条略）

浦なし

一、船々御年寄衆之御付候儀、何事ニ而も違背仕

舟御年寄

次右衛門

藤九郎殿

間敷候御事
（中略）

宛名の藤九郎は、「舟年寄」の肩書きが付される

延宝九年酉ノ三月十日

（1681）

仁左衛門（印）

ものの、史料中に「貴様、浦御借し下され」とある
ように、問屋であることがわかる。このように、問

作地郎（印） 勘兵衛（印）

屋から船株を借用する「浦なし」の船主たちは、問

与次兵衛（印）

屋と個別に契約を交わすが、のちにその借用関係が

孫七（印）
次右衛門（印）

次のような一通の証文に集約されるようになる。

脇舟持

孫二郎（印）

中老

【史料８】

与兵衛（印）
大作（印）

一、各 々様舟浦御借し下され有り難く存じ奉り

孫二郎（印）

候、自然借り浦にて御座無くと申す者出来仕

喜右衛門（印）

り候はば判形の者共罷り出、急度埒明け申す

手形之事
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べく候、若し各々様仰渡されの儀違背仕り候

蓮敬寺浦

作次（印）

か、何様の出入がましき事共仕出し候はば、

介左衛門浦

平助（印）

何時成り共御借浦御取上げ成さるべく候、一

庄介浦

長左衛門（印）

言の御侘言申し上げ間敷、後証の為、仍て一

庄介浦

勘左衛門（印）

札、件の如し

庄介浦
庄介浦

勘兵衛（印）
九郎次郎（印）

元禄十丁丑年八月十八日
（1697） 蓮敬寺借浦

船御年寄中様

善左衛門（印）

同

市右衛門（印）

さらに、こののち、
「庄介浦」は「孫兵衛浦」に

か十郎（印）

変わり、４年後の明和５年には、前掲【史料３】が

忠兵衛借浦
同

作次（印）

同
同

多郎作（印）
作太夫（印）

者と表現される立場である。一般に、無株者は、株

与次兵衛（印）

所有者に金銭を渡すことによって舟運に従事できた

孫次良（印）

が、大浦では金銭の授受がなかったことが、明和５

助左衛門借浦
同
左介借浦
同
船御年寄

孫七（印）

同

左次兵衛（印）

示す体制となる。
問屋から船浦を借りる船主は、他浦では「無株」

年（1768）の史料に示される。

与兵衛（印）

蓮敬寺

【史料 10】

赤尾忠兵衛殿

乍恐奉願上口上書

中洲左助殿

（中略）

外浦々には、浦借請け候得ば、浦借代差
し遣し候得共、大浦の儀は、前々より、今に於い

中洲助左衛門殿

て船遣い候ても、一銭も借賃出し申す儀は、御座
この史料の作成年月に見られるように、船浦の期

無く候、船遣い度きものこれ在り候得ば船年寄

限は８月を開始月とするが、これは別の史料に「当

え、其の段申し聞き、御願い申し上げ、御極印頂

未秋船御改帳面より、来る申の年秋、船御改帳面の

戴仕り、船渡世仕り候浦法にて御座候、
（後略）

砌迄」とあるように、幕府船奉行による船改めの
時期を基準にしているためである。また、問屋と船

大浦では、他浦において舟運従事権の対価として

主の関係は、明和５年（1768）に、当時の船年寄の

浦借代の授受がなされているとの情報が入っていた

孫兵衛が、
「勘左衛門、勘兵衛、九郎次郎、右の者

にもかかわらず、無賃という独自の運営方式が取ら

共は恐れ乍ら私普代の子方の者に御座候」と述べ

れていたことがうかがえよう。

るように、譜代として固定化していくことがうかが
える。

おわりに

また、上掲の史料では、問屋の名称として蓮敬

本稿では、18 世紀半ばまでの大浦の船株の性格

寺、忠兵衛、助左衛門、左介の４家がみられるが、
後には３家に集約されていく。

について検討した。大浦の船株は、問屋株に付属す
るもので、問屋株１株につき 12 艘分の船株が付属
していた。浦の問屋株総数は６株であり、これに帳

【史料９】

屋分の船株数を加えると、船株の総数は74株となっ

船浦借り手形之事

た。しかし、実際に舟運に従事していた丸子船の実

（中略）
明和元年申八月
（1764）
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数は 74 艘には及ばず、約 20 艘にとどまっていた。
大浦は、船株数と丸子船実数が大きく乖離していた
蓮敬寺浦

伝介（印）

蓮敬寺浦

茂作（印）

浦であるといえる。
約 20 艘の丸子船は、当初は大部分が問屋自身の

蓮敬寺浦

弥三郎（印）

提供によったが、問屋は次第に舟運から手を引き、

蓮敬寺浦

市右衛門（印）

浦を持たない船主らに浦を貸すようになる。借浦主

近世大浦の船株

は、毎年８月から１年の間、問屋に無賃で浦を借り

史料＜京都・滋賀編＞』
、本願寺出版社、2010

るという契約を結ぶ必要があった。借浦主は、借り

年）
。釈文や読点は、同書によった。

先の問屋が固定しており、その関係は譜代と表現さ

⒄ 「舟論１」122。

れるものであった。

⒅ 「舟論１」32。

こののち、琵琶湖の舟運は不況期に入り、各浦で
は生き残りのために舟運構造の再編成がなされる。
当該期の大浦における舟運動向の解明を、次の検討
課題としたい。

⒇ 「 舟 論 １」14・15・16・18・19・20・21・22 よ
り作成。
 「舟論１」38。
 「蓮敬寺文書」
（前注⒃書掲載）
。
 「蓮敬寺文書」
（前注⒃書掲載）
。

注記
⑴

⒆ 「舟論１」87。

 「蓮敬寺文書」
（前注⒃書掲載）
。
拙稿「近世における琵琶湖舟運の構造」（『市場

 「舟論１」13。

史研究』29、2010 年）。
⑵ 杉江進『近世琵琶湖水運史の研究』（思文閣出

 「舟論１」17。

⑶

 「舟論１」65。

版、2011 年）。

 「舟論１」79。

拙稿「琵琶湖の船株─浅井郡月出浦の事例か

 「舟論１」74。

ら─」
（青柳周一・東幸代・岩崎奈緒子・母利

 「舟論１」86。

美和編『江戸時代近江の商いと暮らし─湖国の
歴史資料を読む─』
（サンライズ出版、2016 年）。
【付記】

⑷ 『滋賀県の地名』（平凡社、1991 年）。
⑸

浄土真宗本願寺派蓮敬寺開基五百年記念法要執
行委員会『ふる里を訪ねて

奥琵琶湖

舟寄せ

本研究は、JSPS 科研費 16K03052、同 16H01946、
同16H01944、同15H03248の助成をうけたものです。

村の歴史』（1993 年）。
⑹

浄土真宗本願寺派。明応２年（1493）草創（前注
⑷書）。

⑺

艫折廻船仕法では、各浦におかれた帳屋が管理
する「艫折（下）帳」に船主が名前を記載し、
その記載順に荷物を積み出すことができた（拙
稿前注⑴）。

⑻ 「蓮敬寺文書」前注⑸書掲載史料。分類、およ
び文書番号は「地域・行政関係」８。釈文の読
点や送り仮名はすべて同書によった。
⑼ 「蓮敬寺文書」前注⑸書掲載史料。「舟論関係
１」７。以下、
「舟論１」とあるものはすべて
同書によった。
⑽ 「舟論１」８。
⑾ 「舟論１」36。
⑿

拙稿「彦根藩の水運政策と船奉行─十七世紀後
半期を中心に─」（藤井讓治編『彦根藩の藩政
機構』、サンライズ出版、2003 年）掲載表。

⒀

拙稿前注⑿掲載表。

⒁

拙稿前注⑶。

⒂ 「神田神社文書」（神田神社蔵）。
⒃ 「蓮敬寺文書」（本願寺史料研究所『本願寺教団
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研究ノート

滋賀県における朝鮮人強制動員の
記録⑸
─関連文献資料の調査より─

河

かおる

人間文化学部国際コミュニケーション学科准教授

1．はじめに

より詳細な検討を行うものである。

筆 者 は 2013 ～ 2015 年 に か け て、 本 誌 33、34、
37、38 号に、韓国での生存者聞き取り調査に基づ
いて「滋賀県における朝鮮人強制動員の記録」⑴～

2．国家総動員法に基づく朝鮮人強制動員の概
要と経過

⑷を掲載した。聞き取りができた方の動員経緯が徴

1938 年４月公布の国家総動員法に基づいて策定

兵や学徒動員であったため、国家総動員法に基づく

された労務動員計画（1939 ～ 1941 年度）・国民動員

朝鮮人強制動員１については論じられなかった。し

計画（1942 ～ 1945 年度）によって、日本人だけでな

かし「滋賀県における朝鮮人強制動員の記録」⑴の

く朝鮮人も戦時労務に動員された。本稿では、この

表１に示したとおり、申告者中には、国家総動員法
に基づく動員と考えられる被害者も確認できる。残

労務動員計画（国民動員計画）に基づいて朝鮮半島
から滋賀県へ動員された事例２について見て行くも

念ながら生存者への聞き取りはできなかったが、本

のである。その前に、朝鮮人強制動員の概要と経過

稿では、国家総動員法に基づく朝鮮人強制動員の、

を確認しておく３。

滋賀県に関する実態を文献資料から可能な限り明ら
かにすることを目的とする。

最初の年度である 1939 年度は、全体で約 114 万
人の労務動員が計画され、その中に「移住朝鮮人」

朝鮮人強制動員に関する先行研究としては、朴慶

85,000 人が計上された。これを充足させるため、

植『朝鮮人強制連行の記録』（未来社、1965 年）を

「募集」と呼ばれる方法で労働者が集められた。形

嚆矢として、近年に刊行された外村大『朝鮮人強制

式上、行政は許認可するだけで、労働者募集は事

連行』（岩波書店、2012 年）や山田昭次・古庄正・

業主が直接行うことになっていたが、日本と違っ

樋口雄一『朝鮮人戦時労働動員』
（岩波書店、2005年）

て職業紹介所による労務配置行政が確立していな

など、多くの蓄積がある。また、竹内康人編著『戦

かった朝鮮では、数の確保がままならず、85,000 人

時朝鮮人強制労働調査資料集

増補改訂版』（神戸

の計画に対して約 39,000 人の充足に止まった。続く

学生センター出版部、2015 年）のほか、資料集や関

1940 ～ 41 年度もほぼ同数の計画が立てられ、各年

連データベースも発行・運用されている。地域毎の

約 53,000 ～ 55,000 人が配置された。充足率が少し

調査研究も、朝鮮人強制連行真相調査団による『朝

上がったのは、警察や地方行政機構が企業の募集に

鮮人強制連行調査の記録』のシリーズなどがある。

協力したからで、この頃から当人の意志に反して暴

一方、滋賀県はその中でも朝鮮人強制動員に関す

力的に要員確保が行われた事例が確認される。

る調査研究がほとんどなされていない地域である。

1941 年末の対英米開戦後、兵力・労働力の逼迫

市民団体による真相究明活動も、1993 年に結成さ
れた「滋賀県の在日朝鮮人の歴史を残す会」
（代表：

がさらに悪化すると、1942 年２月、政府は「朝鮮
人労務者活用に関する方策」を閣議決定し、1934

清水義昭氏）を貴重な例外として、あまり行われて

年の「朝鮮人移住対策の件」での朝鮮人の渡日抑制

いない。滋賀県の朝鮮人強制動員に関する内容を含

方針を廃棄し、積極的に朝鮮人労働者を導入する方

むほぼ唯一の先行研究として、稲継靖之「滋賀県に

針に変えた。これにより、行政当局の主導がより強

おける在日朝鮮人史」（滋賀県立大学人間文化学研

まった「官斡旋」と呼ばれる新たな方式で労働者が

究科の修士論文、2006 年）がある。その後、筆者と

集められることになる。1942 ～ 43 年度は 12 万人の

稲継氏の共著で「滋賀県の近現代史のなかの朝鮮人」

計画数に対して 100 ％前後の充足率だった。官斡旋

（滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科編『大学

も募集と同様、形式的には労働者の志願に基づくと

的滋賀ガイド─こだわりの歩き方』昭和堂、2011年）

いう建前になっていたが、実態は、行政区域毎に人

を執筆し、その中で朝鮮人強制動員についても概要

数の割り当てがなされ、意志に反してでも割当を充

は示した。本稿は、稲継氏が先鞭を付けた研究内容

足させるケースが続出し、残された家族が困窮に陥

をベースに、国家総動員法に基づく動員に絞って、

るなど問題が深刻化した。
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表１

中央協和会「移入朝鮮人労務者状況調」（1940 ～ 1942 年度、滋賀県分）

1940年度
種別

金属山

就業場名
日本石綿盤製造株式会社
ママ
彦根工場石原〔原石〕採掘場

所在地

承認数 雇入数

犬上郡
芹谷村

土倉
土建

西本組鉄道工事

伊香郡
余呉村

30

26

1941年度
現在数
３月末

承認数 雇入数

8

1942年度
現在数
３月末

26

雇入数

現在数
６月末

2

150

※126

※95

100

99

63

出典：中央協和会「朝鮮人労務者募集状況（昭和16年３月31日調）」（宮地英敏「資料：中央協和会編『朝鮮人労務者募集状況』」『経済
学研究』77-1、2010年、所収）。中央協和会「移入朝鮮人労務者状況調（昭和17年３月31日現在調、同６月30日現在調）」（小沢有作編『近
代民衆の記録10 在日朝鮮人』新人物往来社、1978年、所収）。
注記１：1942年度「土倉」の「雇用総数（６月末）
」126名、
「現在数（６月末）」95名は、引用元復刻版では「土倉」ではなく「日本石
綿盤製造株式会社」のほうに記載があるが、誤記であると判断し、「土倉」の欄に記載した。なお、「土倉」は所在地が空欄だが、日
窒鉱業㈱土倉鉱業所のことで、伊香郡杉野村に所在した。
注記２：表記は原典のまま。ただし年度表記は和暦から西暦に変更した。以下の表においても同様。

名実共に法的な強制となる「徴用」による動員は

を反映したその時点での人数とみられる。前述のと

1944 年８月からで、徴用の適用が始まったあとも

おり、募集といっても本人の意志に反した強制連行

官斡旋は継続した。募集、官斡旋、徴用によって日

が横行しており、何とか承認数を充足すべく募集し

本「内地」に動員された総数は約 70 万人と推計さ

て雇い入れたものの、逃亡が続出し、時を追う毎に

れる。意に反して連行された朝鮮人は、移動中、配

現在数が少なくなっている様子が見て取れる。

置後を問わず、かなりの割合で逃亡した。そうした

動員形態はこの資料からは不明であるが、後に見

逃亡を防止したり、逃亡した朝鮮人をつかまえるた

る他の資料により、日本石綿製造㈱彦根工場は募

めに、警察や協和会などによる在日朝鮮人全体への

集、土倉鉱業所は官斡旋とわかる。西本組鉄道工事

監視が強化された。次章で見る資料のほとんどは、

はこの資料しか手がかりがないが、時期からみて官

まさに監視の対象として記録に残ったものである。

斡旋と推測される。

3．強制動員関連資料に見られる滋賀県の事業
所・人数

②内務省警保局資料（
『社会運動の状況』
）
内務省警保局が毎年発行していた『社会運動の状

本章では、強制動員の動員先事業所や人数等が示

況』
（1942 年分まで刊行）には、在日朝鮮人運動に関

されている関連資料ごとに、滋賀県に関して確認で

しても詳細に記載されているが、1939 年分より、
「労
務動員計画実施に伴ふ移住朝鮮人労働者の状況」の

きる事業所名や人数、動員形態を見ていく。事業所
別の詳細な検討は、次章で行う。
①中央協和会資料
中央協和会が作成した「移入朝鮮人労務者」に関
する資料 2 点に基づき、滋賀県内の「就業場」とそ

項目ができ、
「移住状況」
「各種紛争議の状況」など
について、道府県別の統計を示しながら状況が解説
されるようになる。1939 年分の統計には滋賀県の記
載はなく、1940 年分より滋賀県の記載が見られる。

の所在地、動員数などを整理したものが表１であ

表２は、『社会運動の状況』の 1940 年版に掲載さ

る。中央協和会とは、内務省、警察当局を中心とし

れた「募集に依る朝鮮人労働者の移住状況」の滋賀

た在日朝鮮人に対する統制機関の中央組織で、1939

県分を一覧にしたものである。

年６月に結成された 。
４

動員先の事業所名は書かれていないが、募集許可

事業所は、日本石綿盤製造㈱彦根工場原石採掘

数 30 人、移住総数 26 人が、それぞれ前項でみた中

場、土倉（日窒鉱業㈱土倉鉱業所）、西本組鉄道工

央協和会資料における日本石綿盤製造㈱彦根工場の

事の 3 つが確認できる。各事業所については次章で

承認数 30 人、雇入数 26 人と一致することから、日

詳述する。

本石綿盤製造㈱彦根工場に関する数値であると見ら

人数は、1940・1941 年度は承認数、雇入数、現

れる。動員形態は資料題目にあるとおり募集である。

在数（３月末）が、1942 年は雇入数と現在数（６月末）
が事業所別にあがっている。承認数は、朝鮮での労

じ『昭和十五年中に於ける社会運動の状況』に掲載

働者募集が承認された数、雇入数は、実際に雇い入

された他の統計が 1940 年 12 月末時点となっている

れることになった数、現在数は、逃亡等による減員

ことから、同様に 12 月時点と仮定すると、中央協

1940 年の何月時点の人数か明らかでないが、同
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表2

内務省警保局「募集に依る朝鮮人労働者移住状況」
（1940 年、滋賀県分）

募集認可数

30

移住総数

26

減員内訳

工場

逃走

8

送還

4

③内務省警保局資料（
『特高月報』
）
内務省警保局発行の『特高月報』５には、毎号、

自己都合による帰鮮

「朝鮮人運動の状況」の項目のもとに、全国の朝鮮

期間満了による帰鮮
計

人の動向が掲載されているが、1939 年 11 月、12 月

12

現在員数

分より「労務動員計画実施に伴ふ移住朝鮮人労働者
の状況」の項目ができ、道府県別の状況がわかる一

14

出典：内務省警保局『昭和十五年中に於ける社会運動の状況』
（朴
慶植編『在日朝鮮人関係資料集成』第４巻、
付表、
1976年、
所収）

覧表が掲載されるようになる。滋賀県は 1940 年 12
月分から確認できる。1942 年４月分に掲載の同年

和会資料でわかる 1941 年３月（1940 年度末）までの

１～３月分からは「募集に依るもの」に加えて「斡

途中経過とみることができる。

旋に依るもの」の一覧が別途掲載されるようにな

1941 年分、1942 年分の『社会運動の状況』にも

り、滋賀県は 1942 年７月分掲載の、同年６月現在

滋賀県分の統計記載があるが、次項で見る『特高月

から「斡旋」に関するデータが確認できる。1944

報』と同内容であるため省略する。同内容なのは、

年２月分に掲載された 1943 年 12 月現在の一覧以後

『社会運動の状況』が『特高月報』を一年分ごとに

は、滋賀県以外も含めて確認できない。

整理、編集したものであるためだが、
1940年分のみ、

表３～５は、『特高月報』に掲載された募集と官

『特高月報』とは異なる項目や数値が『社会運動の

斡旋に関する一覧表から、滋賀県に関する部分を整

状況』に掲載されていたため、別項として扱った。

理したものである。いずれも、事業所別の人数はわ
からない。

表３

内務省警保局「移入現在調」（募集）、「家族呼寄状況」（1940 ～ 1943 年、滋賀県分）
調査年月

1940

1941

1942

1943

12

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

6

12

6

12

募集認可数

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

移入者数

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

独（単）身者

26

26

11

11

11

11

11

26

26

6

26

25

25

25

25

25

23

23

家族持

－

－

15

15

15

15

15

－

－

20

－

1

1

1

1

1

3

3

家族呼寄をなしたる
者

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

1

1

1

2

2

3

3

同上家族数

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

3

3

3

6

6

7

7

解

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

否

20

20

23

23

23

23

23

23

23

23

23

逃走者数

11

13

13

13

13

13

13

13

13

13

14

－

－

－

－

－

11

11

同上発見数

3

3

3

3

3

－

－

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

待遇其他不満

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

転職

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

不良

3

4

－

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

その他

－

－

－

1

1

1

1

6

6

6

6

14

14

14

14

14

2

2

計

3

4

0

5

5

5

5

10

10

10

10

家族の
有無
家族呼寄
状況

国語解否

逃走者

逃走原因

送還者

現在員数

2

2

2

2

2

3

3

移入者総数

29

29

29

32

32

33

33

出典：
『特高月報』各年版
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表４

内務省警保局「紛争議状況調」（募集）
（1940 ～ 1942 年、滋賀県分）

1940

調査年月

12

1942

1941
1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

発生件数
朝鮮人労働者数

21

21

21

21

21

21

21

11

26

26

26

同上参加人数

21

21

21

21

21

21

21

11

26

26

26

紛争日数

2

2

2

2

2

2

2

4

5

5

5

待遇不満

－

－

－

－

－

－

－

1

1

1

1

契約事項の不満

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

賃金増額

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

その他

－

－

－

－

－

－

－

1

－

－

－

陳情

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

罷業

－

－

－

－

－

－

－

1

1

1

1

目的（要求）貫徹

－

－

－

－

－

－

－

1

1

1

1

慰留解決

1

1

1

1

1

1

1

1

－

－

1

未解決

－

－

－

－

－

－

－

－

1

1

－

原因
要求事項
手段

結果

3

6

12

1

1

1

26

26

26

1

1

1

出典：
『特高月報』各年版

表5

内務省警保局「移入者現在調」（斡旋）
（1942 ～ 1943 年、滋賀県分）

1942

調査年月
募集許可数
移入者数
同上減耗数

逃走者

1943

6

12

6

12

200

250

300

300

195

195

295

295

所在不明者

53

105

150

197

発見送還者

3

3

3

1

3

3

3

不良送還
其の他

1

3

5

計

57

111

156

206

現在員数

138

84

136

89（17）

出典：『特高月報』各年版
注記：1943年12月の「現在員数」の（

表３に示された、募集許可数 30 人、移入者数 26
人から、中央協和会資料で確認できる日本石綿製造
㈱彦根工場の数値であると推測される。ということ
は、同じ募集での労働者の紛争議状況を示した表４
も、同工場に関する数値であると推測される。詳し
くは次章において日本石綿盤製造㈱彦根工場の項目
で確認する。
表５の官斡旋の人数は、複数の事業所を合わせた
数だが、次項で述べる厚生省資料などから判明する

）内の数値が何を意味するかは不明。

滋賀県に「移入」された朝鮮人は、1942 年度に 195
人、1943 年にさらに 100 人が追加され 295 人になっ
たということになる。しかし次項の厚生省資料をは
じめ、他の資料で 1943 年度に官斡旋で「移入」さ
れた事例は確認できていない。「減耗数」の見方に
ついても同様で、1943 年 12 月までに延べ 295 人が
動員されたが、逃走 197 人を含む 206 人が「減耗」
し、89 人しか残らなかったことになる。このよう
な夥しい逃走の実態は、次章において事業所別に確

官斡旋の人数とは一致しない。また、1942・1943

認していく。

年度の６・12 月の４つの時点の人数の見方だが、
その都度新規の「移入者数」なのか、その時点での

③厚生省資料

延べ人数なのかがわかりにくいが、全国の合計値等
からみて、後者と推測される。すなわち、官斡旋で

敗戦後の 1946 年６月 17 日、厚生省勤労局は朝鮮
人労働者について地方長官に調査を命じ、地方長官

人間文化● 37

滋賀県における朝鮮人強制動員の 記録⑸ 関連文献資料の調査より

表6

厚生省「朝鮮人労務者に関する調査」第 1 号表の 1（官斡旋及徴用）滋賀県分

工場事業場

所管省別
軍需
商工
軍需
運輸

名称

年度別雇用（含徴用）人員数
所在地

小野田セメント㈱

彦根市古沢町

日窒工業㈱
土倉鉱業所
住友金属㈱
堅田伸銅所
間組
逢坂山出張所

伊香郡杉野村
金居原

1942年

1943年

1944年

1945年

計

74

13

87

86

86

滋賀郡堅田町

55

大津市藤尾町

55

150
計

150

236

74

68

378

注記：小野田セメント㈱の1944年の74人は第２号表で確認できる人数（49人）と異なるがそのまま記載した。
表7

厚生省「朝鮮人労務者に関する調査」（滋賀県分）

所管省別

工場事業場

軍需

小野田セメント㈱

商工
軍需
運輸

日窒工業㈱
土倉鉱業所
住友金属㈱
堅田伸銅所
間組逢坂山
出張所

年度別雇用（募集・官斡旋・徴用）人員数

動員
形態

1940

1941

募集

11

1

1942

1943

徴用

1944
49

官斡旋

161

満期
など

敗戦
時

0

0

13

13

62

0

28

2

32

86

0

53

20

13

61

0

0

8

53

160

2

30

255

23

2

111

285

134

150
11

逃亡

0

160

官斡旋

死亡

13

61

募集？

計

1

86

徴用

計

1945

150

236

49

75

532

注記：所在地情報は省略した。間組逢坂出張所については、名簿がなく、概数を記した文章の内容を表に当てはめた。「満期など」は、
召集、病気、帰国など含む。

は勤労署を通じて管内関係工場・事業所に調査を命

のいずれかの形態で動員された朝鮮人は合計 532 人

じて「朝鮮人労務者に関する調査」を作成した。こ

で、そのうち募集（推定を含む）は合計172人（1940・

の調査資料は 16 府県分のみ存在し、1991 年に日本

41 年度）
、官斡旋は合計 236 人（1942 年度）
、徴用は

政府より韓国政府に引き渡された。「厚生省名簿」

合計 124 人（1944・45 年度）であった。532 人のうち、

と通称される。

約２割にあたる 111 人が逃亡している。

「朝鮮人労務者に関する調査」は、道府県毎に事業
所の名称、所在地、所管省、年度別雇用人数等を一

４．事業所別の朝鮮人強制動員の実態

覧にした第１号表と、事業所毎に被動員者の入所経

本章では、前章で見た各資料により、事業所名と

路、氏名、生年月日、本籍、職種、入退所年月日、

人数が確認できる６つの事業所について、より詳細

退所事由等を一覧にした第２号表からなる。第２号

に見て行く。以下、次のように略称を用いる。上記

表の内容は、
「日本の歴史歪曲を許さない！全国大学

①の資料は「協和」
、上記②の資料は「警保」
、上記

生行動」により、データベース化されており 、そこ

③の資料は「特高」、上記④の資料は「厚生」とす

から滋賀県分の検索結果を抽出し、原本と照合しな

る。

６

がら分析に用いた。
表６は、第１号表をそのまま転記したもので、官
斡旋と徴用の人数のみがあがっている。しかし第２

⑴日本石綿盤製造㈱彦根工場原石採掘場
日本石綿盤製造㈱を継承した野沢石綿セメント㈱

号表には官斡旋と徴用以外に募集の名簿も含まれて

の社史『いそとせのおもいで』
（1964 年）により、

いるため、第１号表の様式にあわせて第２号表から
判明する情報を再整理したものが表 7 である。

同社の概要を確認する。
日本石綿盤製造㈱は、神戸市に本社を置く 1913

事業所別の分析は次章で行うとして、表７よりわ

年創業の会社で、スレート版を製造した。原料のセ

かる概要を述べる。滋賀県に募集、官斡旋、徴用

メントを自給するため、1933 年８月に昭和セメント
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㈱を設立し、工場を彦根市古沢町に建設した（1935

的に進められ、その一環として、小野田セメント㈱

年７月から操業開始）。さらに犬上郡芹谷村大字後

による日本石綿盤製造㈱の統合が行われた。統合は

谷（現・多賀町）の原石山（石灰石）を買収し、山と

1944 年７月に成立し、小野田セメント㈱彦根工場

工場を索道でつなぎ、原石を搬入した。1939 年９

となった。小野田セメント㈱創立七十年史編纂委員

月、昭和セメント㈱を、親会社の日本石綿盤製造㈱
が吸収合併した。さらに日本石綿盤製造㈱は、1944

会『回顧七十年』（1952 年）によると、当初、工場
は補修用の資材入手難と従業員の不足のため機械の

年７月に小野田セメント㈱に買収される。従って、

損傷がひどく、最低限の補修をして 1944 年 10 月に

敗戦時には小野田セメント㈱となっている。

ようやく運転を始めたが、故障が続出し、1945 年

「協和」では、就業場名に原石採掘場とあり、ま
た所在地が犬上郡芹谷村となっていることから、動

６月に第二次補修をし、運転を続けた。７月に２回
の空襲を受けたが損害はなかったという。

員された朝鮮人労働者は古沢町のセメント工場では

以上を踏まえると、敗戦時の事業所は小野田セメ

なく、犬上郡芹谷村の原石山で石灰石の採掘に従事

ント㈱彦根工場だが、募集や最初の徴用で朝鮮人労

していたと思われる。

働者を雇い入れた時点では、まだ日本石綿盤製造㈱

滋賀県警察部工場課「工場名簿」 （1938 年頃作
７

であった。

成と推測）によると、昭和セメント㈱彦根工場の従

表８は、「厚生」の第２号表（名簿）より、小野

業員は男 186 人、女 16 人、計 202 人であった。この

田セメント㈱彦根工場の朝鮮人の動員形態（入所

人数が古沢町の工場のみの人数なのか、芹谷村の原
石採掘場の労働者も含まれているのかは不明である。

経路）
、入退所年月日、退所事由、職種、主な本籍
地、入所時年齢等について整理し一覧にしたもので

朝鮮人の動員に関して、各資料から確認できる

ある。

ことを順に見て行く。1940 年度に 30 人の募集が承

この表８と他の資料を照合しながら順を追って見

認され、1940 年 11 月以前に 26 人を雇い入れた（「協

て行く。まず、募集の 13 人について。1940 年度に

和」
、
「特高」
）
。ところが、1940 年末までに８人が

11 人、1941 年、1945 年にも各１人、合計 13 人を募

逃走、４人が送還され、14 人に減った（
「警保」）。

集で雇い入れた。職種は原石採取夫が多く、機械運

さらに翌 1941 年３月までに８人（「協和」）または 13

転、鍛冶工、鉱山技師も含まれる。これら 13 人は

人（
「特高」
）にまで減った。さらに１年後の 1942 年

「常傭」として敗戦後 10 月６日に退所するまで全員

３月には２人にまで減り（「協和」、「特高」）、1943

が残った（
「厚生」
）
。13 人のうち、本籍地や生年月

年６月に３人に増えた（「特高」）。この残った２～

日、氏名などから親子と思われる者が３組（６名）

３人はいずれも家族を呼び寄せていた（「特高」、前

存在しており、年齢幅が広い。本籍地は慶尚南道咸

掲表３）。

陽郡が多い。なお、この 13 人は、前項でみた、日

「特高」掲載の「紛争議状況調（募集）」（前掲表
４）は、日本石綿盤製造㈱の朝鮮人労働者のものと

本石綿盤製造㈱が 1940 年度に雇い入れた 26 人と重
複する可能性が高い。

思われるが、
「朝鮮人労働者数」「参加人数」が 11

次 に、 徴 用 の 62 人 に つ い て。1944 年 ２ 月（12

～ 26 人となっており、逃亡により減ったはずの現

人）
、12 月（37 人 ）
、1945 年 ７ 月（13 人 ）の 3 回 に わ

員数と一致しない。紛争日数は２～５日間と短いが

たり、雇い入れているが、朝鮮での国民徴用令発

毎月のように発生しており、要求事項は賃金の増額

動は 1944 年８月以後であるため、1944 年２月７日

で、結果は 1941 年７月までは「慰留解決」のみだ

の入所は、12 月７日の誤記である可能性がある。

が、1941 年８月以後は「目的（要求）貫徹」となっ

1944 年 12 月に雇い入れた 37 人中 25 人は直後から翌

ている（1941 年９･10 月は一部「未解決」だったよ
うである）。

年春にかけて順次逃走した。敗戦間際の 1945 年７
月に雇い入れた 13 人を除き、本籍地はほぼ全て全
羅南道長興郡で、年齢が17歳前後に固まっている。

⑵小野田セメント㈱彦根工場
前項で述べたとおり、小野田セメント㈱は、日本

1945 年 7 月に雇い入れた 13 人は、全羅北道淳昌郡
出身で、年齢層はバラバラである。「厚生」第２号

石綿盤製造㈱を買収した会社である。1942 年５月

表の「附記」には「死亡者負傷者逃走者ノ数」につ

の企業整備令により、軍需関連企業の統廃合が全国

いて「死亡者ナシ

負傷者 11 名

逃走者 31 名」と
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表８

小野田セメント㈱彦根工場の朝鮮人強制動員

入所
経路別
自由
募集

入所
年月日

人数

退所事由

人数

1940/7/1

10

1945/10/6

終戦退所

10

その他

3

1945/10/6

終戦退所

3

計

13
1945/10/6

終戦退所

8

1945/2 ～

逃走

3

1945/1/16

海兵団入隊

1945/10/6

終戦退所

1944/12 ～

逃走

1945/4

病気

1945/10/6

終戦退所

12
1944/2/7

徴用

退所
年月日

37
1944/12/7
1945/7/13
計

合計

13

職種
原石採取夫９、
機械運転１
原石採取夫、
鍛冶工、鉱山技師

主な本籍地

入所時年齢

慶南・咸陽ほか

10 〜 48歳

慶南・咸陽ほか

11 〜 25歳

石灰石運搬夫

全南・長興

16 ～ 19歳

石灰石運搬夫

全南・長興

17歳

1

石灰石運搬夫

全南・長興

17歳

11

石灰石運搬夫

全南・長興

18歳、22歳

25

石灰石運搬夫

全南・長興

17歳、18歳

1

石灰石運搬夫

全南・長興

18歳

13

石灰石運搬夫

全南・淳昌

15 ～ 47歳

62
75

出典：厚生省「朝鮮人労務者に関する調査」第２号表

あるが、名簿では逃走は合計 28 人であり一致しな
い。職種は全て石灰石運搬夫であり、芹谷村の原石

大正初期頃と推定される従業員名簿９によると、出
身地が「近江」24 人に次いで多いのは「韓国」15

採掘場か古沢町の工場のどちらかで石灰石を運搬す

人であるように、比較的早くから朝鮮人労働者が従

る作業に従事していたと思われる。

事していたと推測される。

未成年者が多いことと関連して付言すると、募集

田中鉱業㈱は、1934 年に日窒コンツェルンの朝

と官斡旋においては、動員対象に対する年齢規定が

鮮鉱業開発㈱に買収され、さらに 1937 年には日窒

ない８。徴用については、1939 年７月の国民徴用令

鉱業㈱に譲渡された 10。地元の金居原出身で土倉鉱

公布当初は、男子 16 ～ 45 歳、女子 16 ～ 25 歳だっ

山に勤めていた吉岡武のインタビュー記事 11 による

たが、1943年７月の改正により、男子は12 ～ 60歳、

と、吉岡氏は 1944 年に県立伊香農学校卒業後、日

女子は 12 ～ 40 歳が対象となった。

窒鉱業㈱土倉鉱業所に就職すると、他の新入社員と

敗戦後は募集、徴用とも、1945 年 10 月６日に退
所している。第２号表の「備考」には、帰国に際し

ともに本社のある朝鮮の興南に送られ、現地で敗戦
を迎え引揚で苦労したという。

て、「団体」に対し、「賞与金」「帰鮮慰労金」「帰

日本鉱山協会が 1940 年 12 月に発行した「半島人

鮮旅費」が支払われたとある。「備考」には他に、

労務者ニ関スル調査報告」という資料 12 には、日本

1944年11月１日～ 12月６日にかけて、
「勤労報国隊」

全国の鉱山において「半島人労務者」つまり朝鮮人

24 人が来たと記されている。文脈上、朝鮮人から

労働者をどのように扱っているかを調査した結果が

なると推測されるが、氏名や出身地などは不明であ

まとめられている。この中に土倉鉱山もあり、調査

る。協和会を通じて動員された在日朝鮮人からなる

時点は 1940 年７～８月頃と推測される（この時点で

勤労報国隊であると推測される。

はまだ強制動員の朝鮮人労働者はいない）
。
「指導訓
練施設」
、
「待遇」
、
「送金及貯金」
「紛擾、争議あり

⑶日窒鉱業㈱土倉鉱業所

たる場合の其の原因及処置」
、
「不良労務者に対する

日窒鉱業㈱土倉鉱業所は、伊香郡杉野村金居原
（現・長浜市）に所在し、今回みる６つの事業所の

取扱」「半島人は如何なる作業に適するやに就きて
の感想」の六項目についての各鉱山の状況が書かれ

うち、現場に行ってその痕跡が確認できる唯一の事

ている。最後の項目について、土倉鉱山では、
「作

業所で、関連資料や証言も比較的多くある。まず、
同所の沿革を見て行く。

業に対し機械的にして作業能率鈍なるも、一般体力
強健にして坑内掘鑿、雑役作業に強靱性を認むる

同所が位置する場所で銅鉱脈が発見され、田中鉱

も、目先の利欲に鋭く在来の労働者は転々として永

業㈱として採掘がはじまったのは、1907 年である。

続性を欠く欠点あり。之が矯正に努力を要す」など
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表9

日窒鉱業㈱土倉鉱業所の朝鮮人強制動員

退所年月日

退所事由

人数

職種

主な本籍地

入所時年齢

備考

13

坑内運搬夫7、
坑内雑役夫3、
坑外雑役夫2、
■■炭夫1

慶南・山清

18 ～ 30歳

期間延長（２回）

1946/11/11

終戦（満期）

1944.9 ～

満期

6

坑内雑役夫4、
坑外運搬夫1、
雑役夫1

慶南・山清

37歳、不明

期間延長（１回）

1944.6 ～

満期

8

雑役夫8

慶南・山清

18 ～ 31歳

無断退所を含む

1942.7 ～

帰鮮

6

雑役夫6

慶南・山清など

24 ～ 34歳

1942.7 ～

逃走・逃亡

53

雑役夫53

慶南・山清など

16 ～ 44歳

計

外出不帰を含む

86

出典：厚生省「朝鮮人労務者に関する調査」第２号表
注記：入所経路別は全て「官斡旋」、入所年月日は全て1942年６月５日。■は判読不明文字。

と書かれている。

遇改善を要求し、
「混乱状態」となり、
「大挙下山」

日窒鉱業㈱は、1940 年、土倉鉱山に新しい選鉱

しようとしたということがわかる。

場を建設し、1942 年に完成した。この選鉱場跡が

さらに興味深いことに、この紛争議が発生した

現在廃墟となっており、現場に行くと見学できる。

1942 年６月５日は、「厚生」の第２号表による、官

この建設工事を請け負ったのは西松組で、そこにも

斡旋の朝鮮人労働者が入所した日と合致する。「厚

朝鮮人労働者がいたという 13。
滋賀県が1942年２月に作成した「時局事務調査

生」の第２号表より、日窒鉱業㈱土倉鉱業所の朝鮮
人強制動員について整理したものが表９である。

書」14 中の「労務受給に関する事項」によると、日窒

動員形態は全て官斡旋で、1942 年６月５日に 86

鉱業㈱土倉鉱業所は、県内で最大の鉱山で労働者数

人が入所したことになっている。86 人中、実に 53

は300余名だが、
「最近急激ニ増産ヲ命ゼラレタ」た

人が逃走しており、そのうちほとんどは、到着して

めに中学校以上の生徒による勤労奉仕隊の協力を得

最初の冬を迎えるまでの数ヶ月以内に逃げている。

ているという。さらに、1941年11月に「朝鮮人労務

「厚生」の 86 人と、
「特高」
「協和」の 95 人の差の理

者一五〇名ノ雇入ヲ承認シ目下募集中」とある。こ

由は不明だが、紛争議に際して逃亡した人の名簿が

の150人は、
「協和」における承認数150人と一致す

欠落していると仮定すると、95 人中、62 人が逃亡

る。
「協和」では150人が承認されたが実際の雇入数

したことになる。「厚生」でわかる最初の逃亡の日

は126人で、1942年６月末現在で95人に減じている

付は７月６日だ。さらに、
「協和」にあるとおり、

ことがわかる。

126 人を雇い入れたとすれば、土倉に到着するまで

ここで『特高月報』1942 年６月分に掲載された、
「国民動員計画に依る移入朝鮮人労働者の主なる紛
争議」の滋賀県の事例を見ると興味深いことがわか
る。「発生場所」は「伊香郡杉野村

の間に既に 31 人が逃亡し 95 人に減じていたと考え
られる。
「戦争の記録を残す高槻市民の会」が 1982 年に

日窒鉱業株式

土倉鉱山元職員の北山茂氏に聞き取った記録によ

会社土倉工〔鉱〕業所」で、「発生」は 1942 年６月

れば、北山氏は、銅の増産のため徴用（正しくは官

5 日、参加人数は「稼働朝鮮人数」と同数の 95 人と

斡旋）15 の朝鮮人が連れて来られるようになって、

なっている。
「協和」の 1942 年６月末時点の人数と

1943 年頃には合計 120 人ぐらいいたこと、連れて来

同数である。

られた朝鮮人はほとんど山を越えて岐阜県へ逃げ

ママ

この紛争議の概要は次のように書かれている。

て、終戦時には数名しかいなかったことなどを証言

「予て待遇改善を要求中、其の回答遅延は会社に誠
意なき為なりとし、混乱状態に陥り会社側は自警団

している。さらに 1945 年６月、命令で鉱山を休止
し、高槻の「タチソ」工事に従業員 70 ～ 80 人が動

を召集、これを鎮撫せんとしも能はず、彼等は警察

員されたが、この中に朝鮮人労働者は２～３名で

署に陳情すべしとて大挙下山せんとしたるものな
り」
。続けて「備考」として「所轄署に於ては署員

あったという。120 人というのは、官斡旋で動員さ
れた朝鮮人労働者と、それ以前から就労していた朝

の非常召集を行ひ之が鎮撫説得一応解決せり」とあ

鮮人労働者とを合わせた数と思われる。そうだとす

る。連れて来られたばかりの朝鮮人労働者全員が待

ると、前述のとおり官斡旋の朝鮮人労働者は 1942
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年末までに大半が逃亡しているため、もともと就労
していた朝鮮人が、建設の飯場を含めて相当数いた
と推測される。
「厚生」によると、官斡旋 86 人のうち、敗戦後ま
で残ったのは期間延長を２回行った 13 人のみで、
いずれも敗戦後１年以上経った 1946 年 11 月 11 日に
退所したとなっている。本籍地は慶尚南道山清郡が
ほとんどで、年齢層は 16 歳から 44 歳までばらばら
である。職種は「雑役夫」がほとんどで、坑外での
雑役が中心だったと思われる。この 13 人以外で 2 年
間の契約期間を満了したのは 27 人のみで、これら
の職種は「雑役夫」でなく坑内作業を担っていた場
合が多い。
『特高月報』には、先にみた紛争議の事例のほか
にも土倉鉱業所の朝鮮人労働者に関する記事があ
る。1944 年 11 月分掲載の「不穏落書流言其の他取
締状況」の次の記事だ。全羅南道麗水郡が本籍で、
土倉鉱業所内の「西村組飯場」に住所を置く「金
村相甲」（37 歳）は、1944 年６月 27 日に鉱業所内の
作業場で、「時局的流言」を流布したとして、言論
出版集会結社等臨時取締法違反として送局された。
「流言」の内容は、「日本が負けても吾々は米国人に
殺されるような心配はない、朝鮮人は矢張り日本人
に使われている様に米国人に使われるだけだ
人は決して貧乏人は殺さない

米国

若し日本人が殺され

ても自分等は殺されぬ」というものだ。
土倉鉱業所の朝鮮人労働者については、前述の北
山氏以外にも日本人の元職員による証言がいくつか
ある。白川雅一氏（1917 年生）は、1979 年、『毎日新
聞』連載の「聞き書き湖国私史」で、「土倉では百
人ほど朝鮮からの労働者が働いており、戦争が終わ
るとヤマをおりていったそうです」と証言してい
る。また 1994 年５月に行われた「滋賀県の在日朝
鮮人の歴史を残す会」の現地調査で、元職員が「戦
前は、大勢の朝鮮人が働いていた」「朝鮮人は、北
海道から九州まで日本全国から来た日本人の作業員
らと同じ寮に住んでいた」「ほとんどの朝鮮人作業
員は、敗戦とともに、移動していった」などと証言
した 16。一方、前述の吉岡武氏（1927 年生、1944 年
入社）は 2006 年に行われたインタビュー 17 で、朝鮮
人労働者について、「そういう人たちの姿は私は見
たこともないし、そういう話も聞いたことがない」
と語ったという。「滋賀県の在日朝鮮人の歴史を残
す会」の清水義昭代表によると、1994 年に新聞報
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道がなされて以後、朝鮮人労働者については、関係
者からの証言が得られなくなったという。
⑷住友金属㈱堅田伸銅所
『住友金属工業六十年小史』（1957 年）によれば、
1943 年７月、住友金属工業㈱は陸軍用の軽合金丸
棒・押出型材、小物鍛造品を製造するために堅田に
敷地を買い入れ工場を新設した。現在の東洋紡総合
研究所に位置していた 18。住友金属工業㈱は、同年
にほかにも静岡など計９カ所で新工場を開設した
が、いずれも航空機関係であった。堅田製作所は、
1944 年１月に鋳物作業を開始した。主製品は航空
発動機用シリンダーヘッドで、真空金型鋳造によっ
て量産したという。
1943 年 12 月に軍需会社法が施行されると、1944
年１月に住友金属工業㈱も軍需会社に指定された。
堅田製作所も同年１月 17 日に軍需事業を行う工場
事業場に指定された。1945 年３月に、空襲の被害
を避けるため住友金属工業㈱名古屋軽合金製造所が
疎開命令を受けると、同製造所の鋳物設備が堅田製
作所に移されたが、敗戦と同時に全生産を停止した。
『住友金属工業六十年小史』には、工場の新設と
高まる需要で労働力の不足が甚だしく、1944 年末に
は「朝鮮からも徴用者が配置されるようになった」
とある（堅田製作所に限定した記述ではない）。こ
うした労働力不足を補うため、堅田製作所には県内
の学校から学徒勤労動員がなされていた 19。
表 10 は、「厚生」の第２号表より、堅田製作所の
朝鮮人強制動員について、入退所年月日、退所事
由、職種、主な本籍地、入所時年齢等について整理
し一覧にしたものである。
1945 年３月に 32 人、４月に 20 人、５月に３人、
時期不明６人の計 61 人を雇い入れている。かなり
敗戦間際に徴用で「移入」されていることがわか
る。職種は全て「鋳物工」だ。本籍地は忠清北道堤
川郡、論山郡が多く、年齢層は 1945 年３月、４月
の入所者はほぼ 20 ～ 21 歳の第１期徴兵検査対象年
齢者である。そのためか、61 人中８人が６月に臨
時召集、現役徴兵されている。逃走者はなかったと
思われ、兵役関係以外は敗戦当日に退所したとされ
ている。
ところで、第２号表には、附記として、次の内容
が書かれている。
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表 10

住友金属鉱業㈱伸銅所堅田製作所への朝鮮人強制動員

入所年月日

人数

1945/3/3

32

1945/4/11

20

退所年月日

退所事由

人数

職種

主な本籍地

入所時年齢

備考

1945/8/15

終戦ノ為

32

鋳物工32

忠北・堤川など

21 ～ 26歳

1945/8/15

終戦ノ為

12

鋳物工12

忠北・論山など

20、21歳

1945/6/19

臨時召集

7

鋳物工7

忠北・論山など

20、21歳

1924年生

1945/6/29

現徴

1

鋳物工

忠南・扶余

20歳

1924年生

1945/5/15

3

1945/8/15

終戦ノ為

3

鋳物工3

忠北・堤川など

25、35、37歳

不明

6

不明

不明

6

鋳物工6

忠北・堤川など

1922 ～ 28年生

合計

61

61

出典：厚生省「朝鮮人労務者に関する調査」第２号表
注記：入所経路は全て「移入徴用」。

附記 上記の如く支給ノ外 在日本朝鮮連盟１名
ヲ以テ終戦時移入朝鮮応徴士在籍 55 名 新規応徴
士中朝鮮ニ本籍ヲ有スルモノ９名計 64 名ニ対シ
戦時中労務ニ服シタル慰謝料ノ支払要求アリ去ル
〔1946 年〕四月二十一日封鎖払ニテ￥34000.00 支
払セリ。
ここに見られる「終戦時移入朝鮮応徴士在籍 55
名」は、表 11 の「不明」６人を除く 55 人と人数が
一致する。「新規応徴士中朝鮮ニ本籍ヲ有スルモノ
９名」に「不明」６人が含まれるのか、表 11 にあ
らわれる61人とは別に９人がいるのかは不明である。
⑸間組逢坂山出張所
「厚生」では間組逢坂山出張所の所在地は大津市
藤尾町となっている。『間組百年史』（1989 年）およ
び『日本国有鉄道百年史 11』(1973 年 ) によれば、
次のことが確認できる。運輸逓信省大阪地方施設部
の入札で「大津─京都間線路増設その１のうち新逢
坂山隧道その他工事」を間組が落札し、大阪支店管
轄のもとに 1941 年 11 月３日に逢坂山出張所（大津
市藤尾字茶戸 378）を開設した。新逢坂山隧道は大
津─山科間に穿つ延長 2325 ㎞の単線の隧道で、工
事は 1942 年３月に山科側から、同年５月に大津側
から着工した。1942 年 10 月の閣議決定「戦時陸運
ノ非常体制確立ニ関スル件」で、この工事が幹線輸
送増強工事のひとつに指定され、竣工目標が短縮さ
れた。1944 年８月に完成した（関連工事も含めると
1945 年２月）。
『日本国有鉄道百年史 11』には、「労務者の確保
に苦慮した」としつつ、工事の最盛期の 1943 年夏
頃における業者の「保有労務者数」はトンネル関係
が約 900 人、明り関係約 400 人、合計 1300 人として
いる。1943 年秋には京都市と滋賀県から勤労報国
隊の奉仕作業を受けたという。『日本国有鉄道百年

いては言及がない。
間組逢坂山出張所の朝鮮人強制動員がわかる資料
は「厚生」のみだが、「厚生」にある他の事業所と
異なり、間組逢坂山出張所の分は第２号表（名簿）
が存在しない。そのかわりに下記の文書がある。
朝鮮人労務者調書
詃 調査ニ関シテハ終戦時ノ混乱ニテ関係書類焼
失加ヘテ関係職員殆ド他ニ転出セル為現在詳細ナ
ル調書ノ作製ハ困難ニシテ概略左記ノ通リ御報告
申上候
記
一、弊社儀 昭和十六年十二月運輸省大阪地方施
設部緊急工事ニ着工当初自由鮮人労務者約一六〇
名ヲ雇入レ土工ニ従事セリ
一、昭和十七年十月官斡旋ニ依ル集団移入労務者
約一五〇名ヲ増員セリ之等集団移入労務者ハ主ト
シテ南鮮各地ヨリ募集セルモノニシテ緊急工事ナ
ルガ為ノ晝夜兼行作業ニ堪エヌ為自由労務者集団
労務者併セテ本工事中約三十名ノ逃亡者ヲ出セリ
一、工事最盛期ニ於テハ従業労務者数約三〇〇名
に達セリ
然シテ右工事ニテ公死者僅少ニシテ二名ヲ数ヘ叮
重ニ公葬ヲ以テ行ヒ且ツ遺骨ハ夫々郷里ニ社員ヲ
派シテ送ル
公傷者ハ重軽傷ヲ併セテ一ヶ月平均十八九人ヲ数
ヘ労災保険法等ニ依リ全治スル迄扶助ス
一 終戦時既ニ本工事完了セシ状態ニ在リ労務者
ハ殆ド帰鮮或ハ転出シ居リ残務整理ニ十四名ヲ使
用セリ
一 昭和二十一年三月現在在所セル労務者二十三
名ニ対シ退職慰労金並ビニ帰鮮旅費トシテ合計
四万円ヲ支給ス
以上
大津勤労署長殿
間組逢坂山出張所

史 11』にも『間組百年史』にも朝鮮人労働者につ
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表 11

滋賀県における朝鮮人強制動員数

工場事業場

動員形態

日本石綿盤製造㈱彦根工場
小野田セメント㈱

年度別雇用（募集・官斡旋・徴用）人員数
1940

募集

26

募集

11

1941

1942

1943

官斡旋

住友金属㈱堅田伸銅所

徴用

1
49

160

官斡旋？
合計

37

計

161

13
62
126

64

官斡旋

西本組鉄道工事

13

126

募集？

間組逢坂山出張所

1945

26
1

徴用

日窒工業㈱土倉鉱業所

1944

64
160

150

150

99

99

375

0

49

78

700

注記：日本石綿盤製造㈱彦根工場の26人と、小野田セメント㈱の募集の13人は重複している可能性がある。

以上よりわかることを整理する。1941 年 12 月に

石綿盤製造㈱彦根工場と、西本組鉄道工事の情報を

着工した新逢坂山隧道工事に「自由鮮人労務者」

足し、資料によって人数が異なる場合は多いほうを

160 名を雇い入れた。これが、労務動員計画による

採用した。いずれも、承認数ではなく雇入数を採用

募集の労働者であったのかは不明である。さらに

し、逃亡などによる減員は反映していない。

1942 年 10 月、官斡旋で 150 名を増員した。工事最

見られるとおり、６つの事業所で合計 700 人が動

盛期には合計 300 人が従事とあるので、逃亡約 30
名、死亡２名、公傷者 18 ～ 19 名（月平均）を考慮す

員されたと推計される。先に詳しくみたとおり、こ
のうち、事業所によっては大半が逃亡したところも

ると、当初の募集 ( 推定 )160 人、官斡旋 150 人以外

ある。また、これらは人数が確認できた範囲であ

にも補充があったと推測される。また『日本国有鉄

り、全てではないと思われる。特に 1945 年１月に

道百年史 11』によれば工事最盛期のトンネル関係

軍需充足会社令が出され、軍需物資生産以外の企業

労働者数は約 900 人とのことなので、約３分の１が

も軍需会社法の一部が準用されるようになり、政府

朝鮮人労働者だった可能性がある。1944 年８月の

の指定を受けた工場に雇用されていた朝鮮人労働者

工事終了後、残務整理の 14 人を残して「帰鮮或ハ

は徴用扱いになった。そのような工場は滋賀県にも

転出」した。1946 年３月現在も「在所セル労務者」

多数あったと思われるが、朝鮮人労働者の人数は確

が 23 人おり、退職慰労金と旅費を支給した。

認できていない。また、戦争末期には、食糧増産を
目的とした農地造成のための内湖干拓が県内各地で

⑹西本組鉄道工事

行われ、多くの朝鮮人が就労したことも証言などか

西本組鉄道工事は「協和」にしか情報がなく、

らわかっているが、人数や雇用形態など全体像は全

所在地が伊香郡余呉村という以外に手がかりがな

く明らかになっていない。そのほか、軍事関連施設

い。1941 年度に 100 人の割当承認があり、1942 年度

の建設工事などについても、動員形態、人数、時期

に 99 人を雇い入れ、1942 年 6 月末現在 63 人となっ

などの詳細が不明なものがほとんどである。

ている。動員形態は時期的にみて官斡旋と推定され

滋賀県に限らず、朝鮮人強制動員に関しては敗戦

る。時期および場所から、北陸本線の柳ヶ瀬経由に

後に政府によるまともな調査が行われなかった（連

かわる深坂経由の新線建設工事と推測される。深坂

合軍捕虜や中国人の場合と対照的）ことが、実態を

トンネルの工事は 1938 年着手したが、不急建設の

明らかにする上で根本的な障壁になっている。この

鉄道トンネルに指定され、1944 年には中断した。

ような記録の不在は、記憶の末梢にまでつながって

５．おわりに

いきはしないか。例えば滋賀県に関しては、戦時期
に関する各種証言集や啓発冊子等において、連合軍

以上で見て来た情報を、いまいちど照合して、戦

捕虜の存在に言及するものは数多くあるが、数や期

時期の滋賀県において国家総動員法に基づく朝鮮人
強制動員について、時期、動員先の事業所、人数を

間の上ではるかに多く長かったはずの朝鮮人労働者
についてはあまりふれられない。しかも、土倉鉱業

整理し、総人数を推計したものが表 11 である。前

所の項で述べたように、朝鮮人労働者の存在は何か

掲表７の様式にあわせ、「厚生」に情報のない日本

不都合な存在であるかのように記憶から消し去られ
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るような状況すらある。滋賀県の朝鮮人強制動員

７ 「昭和十四年五月

は、調査研究が進んだ他の地域に比べれば規模も小
さく、特筆すべき事項があるわけでもない。それで

８

も地域史の一頁として記録を残しておかなければ、

2013 年。
９

限り実態を明らかにしていきたい。
【註】

白川雅一「わがふるさと

あゝ

土倉鉱山

杉野川

上流に刻んだ鉱山の歴史」『湖国と文化』56、1991年。

生存者聞き取り調査に基づいて「滋賀県における朝

11 「よみがえる土倉鉱山の記憶」ヤマの koe（http://

鮮人強制動員の記録」⑴～⑷を発表した際、聞き取

miike-coalmine.org/data/koe/tutikura.html 2017 年
1 月 31 日確認）。

りの共同調査を行った韓国の政府組織の名称が「対
日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者

12

pid/1071122）
。

タイトルに用いた。本稿もその連続線上にあるため
「朝鮮人強制動員」とした。「強制連行」「強制労働」

13 「戦争の記録を残す高槻市民の会」が 1982 年に元土
倉鉱山職員の北山茂氏に聞き取った証言記録（清水

と同義として用いる。

義昭氏提供）。

なお、1943 年５月に決定された国民動員計画では、
朝鮮からの「移入朝鮮人労働者」12 万人とは別に、

14 「昭和十七年二月

時局事務調査書」（滋賀県県政史

料室所蔵、簿冊番号・昭お 23）。

「日本内地在住朝鮮人労働者」５万人が「給源」と
して計画に組み入れられていたように、朝鮮から直

国 立 国 会 図 書 館 デ ジ タ ル 図 書 館（http://dl.ndl.
go.jp/）で公開されている（永続的識別子：info:ndljp/

等支援委員会」であったことから、「強制動員」を

２

清水義昭氏提供。白石雅一氏作成が作成した手書き
の名簿。

10
１

外村大「戦後日本に残留した朝鮮人被動員者数とそ
の背景について」『コリアン・スタディーズ』1、

いずれ「無かったこと」になりかねない。そのよう
な危機感から、今後も引き続き調査を続け、可能な

地方長官会議参考資料」
（滋賀

県県政史料室所蔵、簿冊番号・昭お 49）所収。

15

朝鮮人が来たという時期的にみても、本稿でみた官

接連れてくる以外に、既に日本に来ていた朝鮮人を

斡旋とは別に徴用の朝鮮人労働者が動員されたとは

動員するというパターンもあった。本稿で分析した

考えにくく、単純に官斡旋と徴用を混同して証言し

事例中に、後者のパターンが明確に確認できるも

ただけだと思われる。

のはない。外村大『朝鮮人強制連行』（岩波書店、

16 「多くの朝鮮人

３

外村大前掲書参照。

17

４

詳しくは、樋口雄一『協和会─戦時下朝鮮人統制組

18

いる。政経出版社による復刻版（1973年）を参照した。

土倉鉱山

元作業員

前掲「よみがえる土倉鉱山の記憶」。
滋賀県『戦争なんか大キライ２

地域にみる滋賀県

民の戦争体験』2003 年。

織の研究』（社会評論社、1986 年）参照。
５ 『特高月報』は 1944 年 11 月分まで刊行が確認されて

働いていた

が証言」『朝日新聞』1994 年 5 月 23 日付。

2015 年）参照。

19

水谷孝信『滋賀県学徒勤労動員の記録

あの日銃後

も戦場でした』ウインかもがわ、2005 年。

６ 「名簿検索システム」朝鮮人強制連行の真相究明
（http://www.tyousendaigakusei-kyumei.com/ 2017
年１月 31 日確認）
。
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荒神山古墳群および石切場の測量
成果報告
樫木規秀／仲田周平／岡山仁美／ 西澤光希
草津市教育委員会／豊岡市教育委員会／滋賀県立大学人間文化学研究科 M1 ／滋賀県立大学人間文化学研究科 M1

１．はじめに

３．石流南支群墳丘測量、石室実測調査報告

滋賀県立大学考古学研究室は、2011 年より断続
的に彦根市荒神山周辺（図１）をフィールドとして
分布・測量・実測調査を実施してきた。今回は、
2016 年に実施した荒神山古墳群 C 号墳、石流南支
群、石切場に関する測量・実測調査の成果について
報告する。

（岡山）

ており、石流支群との間には墳丘らしき高まりはな
く、別の支群であることから石流南支群とした。石
流南支群の中で２号墳は 2012 年に荒神山古墳群内
Ｅ号墳として紹介している。その中では、周辺に古

⑴調査の目的など
Ｃ号墳は山頂の荒神山神社と山裾の遥拝殿を結ぶ
参道の北側、標高 150m 付近の谷部に位置する。こ
の古墳は、2012 年に横穴式石室の実測調査を行っ
た結果、玄室長は不明であるが幅は３ｍ近くになる
ことが明らかとなった（仲田・大西 2012）。この玄
室幅は、湖東平野では赤坂古墳や大岡高塚古墳など
最大級の石室に匹敵するものであることから、大型
石室となることが予想される。このため、古墳の立
地した地形や墳丘規模を明らかにするために、測量
（仲田）

墳が存在することを報告していたが、基数や他の横
穴式石室の形態については不明であった（仲田・大
西 2012）
。
なお、２号墳は大津北郊にみられる穹窿頂持ち送
り式石室を採用しており、荒神山古墳群やその周
辺地域でみられる畿内系の横穴式石室とは様相を
異にする。穹窿頂持ち送り式石室は大津北郊を除く
と、滋賀県内では群集墳において散在的に分布し
ている（辻川ほか 2008）
。そのうち、大津市和邇に
所在する春日山古墳群ではその地域で通有にみられ
る畿内系の石室と混在し、特に小型の横穴式石室に
おいて採用されている（京都教育大学考古学研究会

⑵Ｃ号墳の測量成果（図２）
Ｃ号墳の周辺は急峻な斜面で土砂の流出が著し
い。古墳の西側は砂防ダムが建設されており、東側
は土砂崩れによって大きく削られている。また、石
室石材の抜き取りや祠の建設により、改変が加えら
れている。
しかしながら、石室の西側で標高 154 ｍから 156
ｍにかけては地形がやや平坦になり、その西側では
わずかに円弧を描くような形で凹状の地形がみられ
る。これらは、それぞれ墳丘・周溝の一部である可
能性が考えられる。横穴式石室を持つ古墳では、石
室を中心に左右対称に墳丘が造られる。Ｃ号墳で
は、残存する西側の周溝から石室までの距離は約
12ｍを測ることから、墳径は24ｍ程度に復元できる。
ただし、土砂の流出や人為的な改変によって、墳
丘や周溝と想定した部分は形がいびつなものとなっ
ている。このため、実際の墳丘規模は大きく前後す
る可能性が考えられる。

石流南支群は、尾根に立地する石流支群より南東
方向に下った場所に位置する。急峻な斜面に立地し

における横穴式石室の実測調査報告を行った際に、

２．荒神山古墳群 C 号墳の調査

調査を実施した。

⑴調査の目的など

（仲田）

1989）
。一方、荒神山古墳群内の山王谷支群１号墳
は、支群内では墳丘規模が大きく盟主墳的な位置づ
けとなる（彦根市史考古部会 2004）
。このように、
穹窿頂持ち送り式石室は群集墳内において他の形態
の横穴式石室と混在する形で築かれているが、その
中での位置づけはそれぞれ異なる。このため、穹窿
頂持ち送り式石室を持つ古墳の群集墳内でのあり方
を検討することを目的として、石流南支群の地形測
量および石室の実測を実施した。

（仲田）

⑵石流南支群の測量成果（図３）
測量調査の結果、10 基の古墳が確認された。し
かし、急峻な斜面であるため土砂の流出が著しく、
墳丘はすべて不明瞭となっている。また、古墳の周
囲をめぐる周溝は、６号墳の東側や８号墳の西側で
確認されたのみであり、共有や切り合い関係は不明
である。現状では、３号墳が最も大きく直径 11 ｍ
を測るが、それ以外は 10 ｍ以下と小型である。ま
た、横穴式石室についても玄室幅が 1.5 ｍを超える
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日夏城跡 2．古屋敷遺跡 3．妙楽寺遺跡 4．南谷遺跡 5．蛭目遺跡 6．荒神山古墳群日夏山支群
7．荒神山古墳 8．奥山寺坊跡 9．山脇古城山城跡 10．荒神山古墳群山王谷支群 11．荒神山古墳群本
堂谷支群 12．荒神山古墳群石流支群 13．荒神山古墳群（彦根市史考古部会2004では散在する古墳状
隆起とされている） 14．塚村古墳 15．平流城跡 16．稲里遺跡 17．屋中寺廃寺遺跡 18．曽根沼遺跡
19．荒神山古墳群C号墳 20．荒神山古墳群D号墳 21. 荒神山古墳群石流南支群
①．荒神山古墳群B号墳 A．荒神山古墳群A号墳(採石地A) B．採石地B C．採石地C
※以下、
アルファベットは採石地名を表す

図1

荒神山付近遺跡分布図(S=1/14000)
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墳丘復元径24m
159.00m
158.00m

157.00m

156.00m

155.00m
154.00m
153.00m
152.00m

151.00m
150.00m

149.00m

図2

荒神山古墳群 C 号墳墳丘測量図 (S=1/400)

0

148.00m

20m

147.00m

ものはなく、２号墳のように小規模な玄室を持つ

石室の主軸は磁北より 30 °西に振り、南東に開口

か、小型の無袖式石室を持つ古墳のみで構成される

する。玄室横断面は三角形に近く、奥壁・側壁・前

と考えられる。全体的に古墳は小規模であり、盟主

壁ともに持ち送りが顕著であり、天井石は１石で構

墳のように突出して大きい墳丘や石室を持つものは

成される。現状では、全長 3.8 ｍ、玄室長 2.5 ｍ、玄

みられない。

室幅 1.2 〜 1.3m、玄室高 1.6m、羨道長 1.3m、羨道

10 基の古墳のうち１，２号墳は支群内においてや

幅 0.9m を測る右片袖式石室である。

や離れた場所に立地している。１号墳は土砂の流入

玄室の左側壁では４段、右側壁では５段が確認さ

により石室内部の様子は不明であるが、穹窿頂持ち

れ、前壁と同一の高さでは、小型の石材が使用され

送り式石室である２号墳と同様に玄室は穹窿状で、

る。奥壁は５段で１段につき１～２石で構成され、

玄室天井石は１石である。このため、１号墳も２号

前壁は２段で１段につき１石で構成される。奥壁・

墳と同じ石室形態を採用していると考えられる。こ

前壁ともに側壁を架け渡す技法は見られず、隅角は

れに対して６号墳は後述するように持ち送りは緩

上部まで保たれている。袖部は１辺 50 ㎝程度の石

く、天井は３石以上が水平に架けられたとみられ、

材１石のみで、下部は埋没する。

（仲田）

石室形態が異なる。他の石室は崩落や石材の抜き取
りにより内部の様相が不明であるが、石室形態に
よって立地に差が生じている可能性が考えられる。


（仲田）

石流南５号墳（図５）
石流南支群のほぼ中央に位置し、４，６号墳とほ
ぼ同じ標高で並ぶ。径８ｍ程度の円墳とみられ、石
材の抜き取りにより石室部分が窪みとなっている。

石流南２号墳（図４）

なお、周溝は土砂の流出により確認できない。現状

１号墳と３号墳の中間に位置する古墳で、土砂の
流出により石室が露出する。現状では径８ｍ程度の

では奥壁が１石、左右側壁はそれぞれ２石が残存す
る。横穴式石室は磁北より 10 °東に振り、南方向に

円墳となる。横穴式石室は、羨道部が埋没している

開口する。現状では全長1.8ｍ、玄室幅0.9ｍを測る。

が、それ以外は良好に残存する。
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図 ３ 荒神山古墳群石流南支群墳丘測量図 (S=1/500)
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0
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図 ４ 荒神山古墳群石流南支群 2 号墳石室実測図 (S=1/60)
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図 5 荒神山古墳群石流南支群 5 号墳石室実測図 (S=1/60)
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L=122.50m
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0

図 6 荒神山古墳群石流南支群 8 号墳石室実測図 (S=1/60)
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表１
番号

墳形

墳丘規模（ｍ）

内部構造

開口方向

1

円

10 横穴式石室

南東

2

円

8 横穴式石室

南西

3

円

11 横穴式石室

4

南南東

横穴式石室

南

5

円

8 横穴式石室

南

―

―

6

円

10 横穴式石室

7

円

9 横穴式石室

南

荒神山古墳群 石流南支群 古墳一覧表
規模
玄室（ｍ）

羨道（ｍ）

―

長さ2.5×幅1.3

―
―

―

―

長さ1.8～×幅0.9
―

―

長さ1.3～幅0.9

―

袖形態

右片袖

備考
天井形態が2号墳と類似。穹窿頂持ち送り式石室か？
穹窿頂持ち送り式石室。

―
―

右側側壁とみられる石材のみ残存。

無袖

―

―

―

石材散乱。

―

―

―

開口部付近の石材残存。幅1m。

8

円

8 横穴式石室

南南東

―

不明

9

円

8 横穴式石室

南南東

長さ3.5～×幅1.4
―

―

―

開口部付近の石材残存。幅1ｍ。

10

円

7 横穴式石室

―

―

―

―

石材散乱。

天井石2石残存。3石以上が水平に架けられる可能性。

側壁は１辺 50 ㎝程度であるのに対し、奥壁は１段

南支群は急峻な斜面上に位置し、計 10 基で構成さ

１石で構成される。このため、奥壁の石材は比較的

れることが判明した。そして、墳丘・石室ともに小

大型である。石室規模は不明であるが、幅が狭くな

型であり盟主墳的な古墳は確認できなかった。この

おかつ墳丘も小規模なため、小型の無袖式石室と考

ような状況は、2014 年に報告した G 地区１～４号

えられる。

墳と類似している（大西・中川ほか 2014）
。石流南

（仲田）

石流南 8 号墳（図６）
石流南支群の南側で７，９号墳と同じ標高で並
ぶ。径８ｍ程度の円墳で、西側には幅２ｍの周溝が
確認される。
石室の主軸は磁北より 15 °東に振り、南南西に開
口する。開口部付近は天井石が抜き取られたことで

支群が造営された年代は、古墳の小型化が進んでい
ることから７世紀前半以降であると考えられる。
また、横穴式石室は２号墳が穹窿頂持ち送り式石
室であるのに対し、６号墳は畿内系の石室とみら
れ、一つの支群内において異なる型式の横穴式石室
を採用していることが明らかとなった。

土砂が堆積し、左右側壁は一部崩落しているが、北

４．石切場の実測調査

側の奥壁と奥壁付近の左右側壁は良好に残存する。

⑴調査位置および調査の方法

（仲田）

現状では全長３ｍ、幅 1.4 ｍを測る。南側では幅が

今年度までに実施した分布調査によって、矢穴を

狭くなるが、石材抜き取りの影響によるものであ

有する石材は 16 地点で確認している。このうち採

る。なお、袖の有無は不明である。

石地Ａ～ C については報告を行ったが（仲田・大西

側壁、奥壁ともに５段程度が確認される。持ち送

2012、樫木・大西 2013）、今回は荒神山南東部の谷

りはやや強く、石室の横断面は台形状を呈する。一

斜面に位置する採石地 J・K・L の調査成果を報告

辺 70 ㎝程度の石材が使用されており、中には正方

する。この谷斜面には、山上から山裾にかけて矢穴

形に近いものもみられる。天井石は２石が確認さ

が残る石材が点在しており、当該谷一帯で採石活動

れ、側壁の状況から３石以上が水平に架けられてい

が行われていたと想定される地区である。

たものとみられる。

今回の調査では、各石材に任意で基準線を設定

天井石が１石で強い持ち送りを持つ２号墳とは大

し、S=1/20 の縮尺の平面図・立面図を作成した。

きく異なり、荒神山古墳群やその周辺地域で採用さ

また、矢穴については S=1/2 あるいは S=1/1 の縮

れている畿内系の横穴式石室である可能性が高い。

尺で、平面、縦・横断面形状の実測を行った。ただ

（仲田）
⑶石流南支群の測量調査まとめ

し、矢穴の残存状況等により、平面・横断面形状の
実測を行っていない場合もある。なお、図中の方位
は磁北を示している。

以上のように、今回の調査では石流南支群全体の

矢穴に関する用語については、森岡秀人・藤川祐

測量や横穴式石室の実測を行った。その結果、石流

作両氏（森岡・藤川 2008）の研究成果を参考とし、
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矢穴の計測方法については市川浩文氏（市川 2010）

矢底長 A は 3.5 ～ 3.9 ㎝、矢底幅 A は 0.7 ～ 1.0 ㎝と

の研究成果に依拠している。また、各採石地の矢穴

ほぼ同じ大きさである。縦断面は矢底から内壁への

の法量については、表２にまとめているので、あわ

屈曲点は不明瞭である。横断面は矢底が丸く尖った

せて参照されたい。

緩い V 字形（No.1）を呈する。矢穴自体は全体的に

⑵採石地の調査成果

粗い調整で、No.3 の矢穴を掘り損なったことから、
割裁されることなく放棄されたと考えられる。

①採石地 J（図８）
谷斜面のおよそ中腹である標高 140 ｍ付近に位置

⑶まとめ

する。現地の状況から流紋岩凝灰岩（湖東流紋岩）

以上、３地点の採石地を報告した。今回の調査に

の露頭石と考えられ、半分が土砂により埋没してい

よって、矢穴の平面形は隅丸長方形、縦断面形は矢

るが、割裁後、端石材として残存している。埋没部

底から内壁への屈曲点が丸みを帯びた逆台形ないし

分の状況は不明であるが、現状で矢穴は６個確認で

は明確な逆台形、横断面形は矢底が丸く尖った緩い

きる。矢口長は 8.0 ㎝～ 10 ㎝、矢口の平面形は全て

V 字形の個体が存在することが判明した。

隅丸長方形を呈する。矢底長 A は 3.7 ～ 7.4 ㎝の大

また、報告した矢穴の法量の分布をまとめたのが

きさで、底部を平らに整える意識がみられる。矢穴

図 10 である。この図からは、矢口長 8.0 ㎝～ 10 ㎝

深度は 4.4 ㎝～ 7.5 ㎝の間におさまる。内部は比較的

前後、矢穴深度が 4.0 ㎝～ 6.0 ㎝前後の資料が多いこ

丁寧に仕上げられ、矢底から内壁への屈曲点も認識
できる。

とがわかり、この法量を持つ矢穴が今回調査を行っ
た地区内では標準である可能性がある。

②採石地 K（図８・9）

用しやすい位置にあり、切り出した石材を、河川を

ところで、今回調査を行った地区は、宇曽川を利
採石地 J よりさらに斜面を下った平坦地の端部に

介して運搬するには適している。この荒神山の石材

所在する流紋岩凝灰岩の露頭石である。同一直線上

は以前の報告（樫木・大西 2013）でも記述したが、

に位置する矢穴列と矢穴列痕が確認できる。矢穴

彦根城に供給された可能性が高い。しかし、前回よ

列痕（No.4 ～ No.9）は上部に６個残り、矢口長は 7.6

りさらに分布調査を進めた現状でも、荒神山におい

～ 9.6㎝の間におさまる。矢底長 A は、4.1 ～ 4.8㎝、

て矢穴を持つ石材は少なく、彦根城の石垣の矢穴を

矢穴深度は 3.0 ～ 5.0 ㎝をはかる。縦断面形は逆台

もつ石材の数を鑑みれば、産出地と供給地の齟齬

形であり、底部は平坦に調整され、矢底から内壁へ

は、依然課題として残されたままである。

の屈曲点は明瞭である。

このことについては、以前の繰り返しになるが、

矢穴列については、3 個の矢穴痕（No.1 ～ No.3）

まず、流紋岩凝灰岩の産出地は周囲にもいくつか存

が残る。矢穴口は 8.1 ～ 9.5 ㎝、平面形は隅丸長方

在するため、石材の一調達地という可能性に留意す

形である。各法量は、矢底長 A は 4.3 ～ 4.7 ㎝、矢

べきであろう。また、今回は地図に反映できていな

底幅 A は 1.0 ～ 1.4 ㎝、矢穴深度は 4.3 ～ 4.4 ㎝と近

いが、荒神山には矢穴を持たない割石が集中する地

似している。縦断面形は、矢底から内壁への境が不

点もいくつか存在する。推測の域はでないが、割り

明瞭で、横断面は矢底が丸く尖った緩い V 字形を

やすい石材ならば、矢穴を掘らずに採石するほうが

呈する。矢穴列痕と比較すると、矢穴の内部は粗い

効率的であるため、矢穴の数が少ないという点は石

調整であり、形状にも差が認められるため、割裁の

材の硬度に起因する可能性も考えていく必要がある

時期や工人が異なる可能性がある。

だろう。

③採石地 L（図９）

今後については、未調査の採石地があるため、ま
ずは着実に実測調査を終了した後、荒神山内におけ

採石地 K と近接した場所で、同じく平坦地の端
部に所在する流紋岩凝灰岩の露頭石である。矢穴列
が一列確認され、矢穴は３個認められる。平面形
は隅丸長方形を呈するが、矢口長は 5.9 ㎝、7.8 ㎝、
9.4 ㎝と個体差がある。矢穴の深度は 3.4 ～ 4.2 ㎝、
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る矢穴の型式分類を行い、石が切り出された時期
等、採石活動の一端を明らかにしたい。
（樫木・西澤）
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図7

矢穴計測部 ( 市川 2010)

平面図

No.1

No.2

No.3

立面図

No.4

No.5

矢穴列痕平面図

矢穴列痕縦断面図

No.6

採石地 J

立面図
No.9
No.8

平面図
No.7

採石地 K
No.6

矢穴列痕縦断面図
剥離

No.5

No.4

0

図8

採石地 J・K

石材平面・立面図
(S=1/40)

1m

矢穴平面・断面図
0
10cm
(S=1/6)

石材平面・立面図 (S=1/40) ならびに矢穴平面・断面図 (S＝1/6)
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b
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d

b`

d`

横断面

b`

a

c`

縦断面

a`

b

No.3

c

矢穴展開・断面図
0
10cm

平面図

(S=1/6)

No.1

展開図

0

採石地 K

石材平面図

1m

(S=1/40)

g`

h
No.3

g

h`

展開図

e

No.2

f

No.1

平面図

図9

採石地 K・L

g`

h

f`

h`

横断面

採石地 L

表2

矢口長

No.3

g

石材平面図 (S=1/40) ならびに矢穴展開・断面図 (S=1/6)

採石地Ｊ
番号

f

f`

e`
縦断面

e`

e

No.1

矢口
矢口幅

平面形

矢穴法量表

矢底
矢底長A 矢底長B 矢底幅A

J-1
J-2
J-3
J-4
J-5

8.0
9.5
9.0
10.0
9.8

―
―
―
―
―

隅丸長方形
隅丸長方形
隅丸長方形
隅丸長方形
隅丸長方形

5.8
3.7
4.0
6.5
7.4

J-6

8.8

―

隅丸長方形

6.8

矢口
矢口幅

平面形

矢底幅B

深度

断面形
縦断面

横断面

6.4
7.2
6.5

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

5.4
7.4
7.2
7.5
4.8

逆台形
逆台形
逆台形
逆台形
逆台形

―
―
―
―
―

7.2

―

―

4.4

逆台形

―

―
―

採石地Ｋ
番号

矢口長

矢底
矢底長A 矢底長B 矢底幅A

K-1
K-2

9.5
8.1

4.2 隅丸長方形
3.9 隅丸長方形

4.5
4.7

5.6
6.1

K-3
K-4
K-5
K-6

8.4
8.2
8.2
7.8

3.5 隅丸長方形
―
―
―
―
―
―

4.3
4.6
4.2
4.1

5.9
5.8
5.6
5.6

K-7

9.2

―

―

4.8

―

K-8
K-9

7.6
9.6

―
―

―
―

4.1
4.4

―

4.8

矢底幅B

深度

断面形
縦断面

横断面

1.2
1.0

1.8
1.8

4.4 逆台形(丸底)
4.3 逆台形(丸底)

緩いV字形
緩いV字形

1.4
―
―
―

1.8
―
―
―

4.4 逆台形(丸底)
5.0
逆台形
3.5
逆台形

緩いV字形
―
―

―

―

4.4
3.5

逆台形
逆台形

―
―

―
―

―
―

3.0
4.9

逆台形
逆台形

―
―

採石地Ｌ
番号
L-1
L-2
L-3

矢口
矢口長 矢口幅
平面形
9.4
3.7 隅丸長方形
7.8
5.9

2.8 隅丸長方形
2.8 隅丸長方形

矢底
断面形
深度
矢底長A 矢底長B 矢底幅A 矢底幅B
縦断面
横断面
3.9
5.0
1.0
1.5
4.2 逆台形(丸底) 緩いV字形
3.5
3.6

5.4
5.1

0.7
0.8

1.0
1.1

4.0 逆台形(丸底)
3.4 逆台形(丸底)

緩いV字形
緩いV字形
（単位：㎝）

※ ― は残存の状況等により計測不可
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(
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矢口長(㎝)

図10

採石地J・K・L矢穴法量分布図
図 10

採石地 J・K・L 矢穴法量分布図

５．おわりに
荒神山に所在する群集墳のうち、今回は C 号墳
と石流南支群について墳丘測量調査を実施した。併
せて荒神山石切場内の採石地 J・K・L の３地点に
ついて石材の実測調査を行った。
C 号墳については地形測量調査により土の流失・
土地改変の影響を大きく受けていた現状を記録する
ことができ、墳丘規模の復元案を提示したほか、石
流南支群についても、一つの支群内において異なる

【調査期間・調査参加者】
※所属は調査当時のもの
〔C 号墳墳丘測量調査〕
調査期間：2016 年３月 27 日～ 2016 年月４月９日
調査参加者
伊田匠（人間文化学部３回生）
遠藤あゆむ（人間文化学部１回生）
杉山佳奈（人間文化学部４回生）
岡山仁美（人間文化学部卒業生）

型式の横穴式石室を採用していることが明らかとな

樫木規秀（草津市教育委員会）

り、石室形態と立地の違いの関係性など新たな検討
要素を抽出することができた成果は大きい。

西澤光希（人間文化学部４回生）

石切場の調査においても、矢穴の平面形・法量な
どの差異を見出し、今後型式分類を行う上での基礎
データを得ることができた。
今回報告した古墳・石切場をはじめとし、荒神山
全域にはまだ多くの未調査・未報告の遺跡が点在し
ている。今後はこれらの調査を実施したい。（岡山）

仲田周平（豊岡市教育委員会）
福井知樹（人間文化学部２回生）
守武弘太郎（人間文化学部２回生）
墳丘測量図トレース
岡山仁美（人間文化学部卒業生）
〔石流支群測量・実測調査〕
調査期間：2016 年３月 20 日～ 2016 年４月 26 日
調査参加者
伊田匠（人間文化学部３回生）

謝辞
今回調査を実施するにあたり、円滑な調査の進行
へのご指導・ご協力をいただきました。末筆ながら
記して深謝申し上げます。
荒神山神社、定森秀夫先生、中井均先生

伊藤航貴（人間文化学部４回生）
樫木規秀（草津市教育委員会）
鈴木香織（放送大学教養学部４回生）
仲田周平（豊岡市教育委員会）
西澤光希（人間文化学部４回生）
測量図・実測図トレース
仲田周平（豊岡市教育委員会）
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〔採石地 J・K・L〕

●樫木規秀・大西遼 2013「彦根市荒神山における

調査期間：2014年２月９日～ 11日、2016年４月23日
調査参加者

考古学的調査─後期古墳と採石地の調査─」『人
間文化』第 34 号

滋賀県立大学人間文化学部

伊田匠（人間文化学部３回生）

●京都教育大学考古学研究会 1989「大津市真野春

岡山仁美（人間文化学部卒業生）
樫木規秀（草津市教育委員会）

日山古墳群石室実測調査報告」
『史想』第 22 号
●先山徹 2010
「彦根城石垣の岩石記載と石材産地」

実測図トレース

『特別史跡彦根城跡

伊藤航貴（人間文化学部４回生）

石垣総合調査報告書』彦根

市教育委員会

岡山仁美（人間文化学部卒業生）

●辻川哲朗・守田めぐみ・藤村翔・山元温司・花田

（以上、五十音順・敬称略）

勝広

2008「近江の横穴式石室」『近畿の横穴式

石室』横穴式石室研究会

【参考文献】

● 仲 田 周 平・ 大 西 遼 2012「 彦 根 市・ 荒 神 山 古 墳

●市川浩文 2010「近世城郭石垣における石割り技
術─肥前名護屋城跡の矢穴調査─」『先史学・考
古学論究』Ⅴ 下巻 龍田考古学会

群横穴式石室の基礎的研究」『人間文化』第 32
号

滋賀県立大学人間文化学部

●彦根市史考古部会

●大西遼・中川永・仲田周平・ 岡山仁美・荘林純・

2004『
『新修彦根市史』編纂

2014 「彦根市・荒神山を

に伴う彦根市内遺跡・遺物調査報告書』彦根市教
育委員会

めぐる考古学的調査─後期古墳と延寿寺所蔵遺物

●森岡秀人・藤川祐作 2008「矢穴の型式学」『古代

馬場将史・伊藤航貴

の調査─」
『人間文化』第 37 号

滋賀県立大学人

間文化学部

学研究』第 180 号
●渡辺恒一

古代學研究会

2003『荒神山と周辺地域の歴史と展示

図録』彦根城博物館

Comment
定

森

秀

夫

人間文化学部地域文化学科教授

滋賀県立大学考古学研究室では、荒神山に所在す

石流南支群の調査では、急峻な斜面に築造されて

る古墳の測量調査などを 2011 年から開始し、これ

いること、渡来系と畿内系の横穴式石室の両者が見

までに『人間文化』第 32・34・36・37 号にその成

られることなど、荒神山群集墳の性格を検討する際

果を発表してきた。この荒神山調査は、断続的では

の基礎的データを提供した測量・実測調査といえよ

あるが、大学院生を中心に学部生や卒業生が協力し

う。

て継続してきた。今回は、古墳では C 号墳と石流

採石地 3 地点の矢穴の実測調査から、矢穴法量の

南支群の測量・実測調査の報告、採石地では 3 地点

検討を行い、彦根城への石材の供給の問題にも踏み

の矢穴の実測調査の報告である。

込み始めている。このような問題意識は、実際に現

大型横穴式石室である C 号墳の墳丘測量調査に

地に行き、自ら実測調査を行い、報告するための整

関しては、現状では直径約 24 ｍの円墳の可能性を

理過程で芽生えてくるものである。彦根城を新視点

指摘している。墳丘の残存状態が悪い中、20 ㎝の

から見ていく道筋が見えてきたようにも思える。

等高線の測量図を作成し検討した結果の数値であ

測量・実測調査で荒神山所在遺跡の実態が少しず

る。この C 号墳の荒神山群集墳の中での位置づけ

つではあるが明らかになりつつあるのではないだろ

は今後の課題であろうが、墳丘規模の推定と横穴式

うか。今後も、考古学研究室の院生・学生が積極的

石室実測による規模の大きさから、湖東における位

に荒神山の考古学的調査を継続していくことを切に

置づけも自ずと浮き上がってくるだろう。

願うのみである。
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■人間文化セミナー
☆演題☆

Gods and Puppets: The Ghost in Japanese
Theatre’
s Machine
と

き：平成 28 年 ６ 月 13 日㈪ 16：30 〜 18：00

場

所：滋賀県立大学 A １-301 中講義室

対

象：学生・教職員および一般

講

師：Cody Poulton

進

行：呉

博士（カナダヴィクトリア大学 教授）

凌非氏（人間文化学部国際コミュニケーション学科教授）

今回の人間文化セミナーの講師をマーク・コー
ディ・ポールトン先生に依頼しました。ポールトン
先生はカナダヴィクトリア大学アジア太平洋学科を
卒業後、日本演劇における「非人間的なるもの」と
の遭遇：霊・動物・テクノロジーを中心に研究をさ
れてきました。2012 年８月より、国際日本文化研
究センター外国人来訪研究員も務めておられます。
このたびは国際共同研究のため来日され、これを機
に本学でセミナーを開く運びとなりました。
講演では、ポールトン先生は江戸時代に生まれた
人形浄瑠璃が日本人の三百年も前からの「しかけ」
への関心を物語っていると主張し、木で作られた人
形が命を吹き込まれ、生きているかのように動く不
思議を江戸の庶民に見せることによって、昔の日本

術のルーツはからくり人形にあるのではないかと力

人の世界観を描写していると、ユーモアを交えなが

説しておられました。

ら話をされました。また、ロボット工学者石黒浩と

当日は学内外から多数の方々が来場し、活発な質

劇作家平田オリザのコラボを中心に、写真やビデオ

疑応答が交わされ、熱気あふれる楽しいセミナーで
した。

を豊富に取り入れて、現在の日本のアンドロイド技

☆演題☆

寿命の限界まで 20 歳代の体力と美貌を
維持する夢のビタミン・バイオファクター
と

き：平成 28 年 11 月 21 日㈰ 15：00 〜 17：30

場

所：滋賀県立大学交流センター・大ホール

対

象：学生・教職員および一般

2015 年１月に NHK にて放映された「NEXT WORLD」で，「若返り薬」「不老不死の薬」
とも言われているビタミン・バイオファクターが紹介されました．そこで，（公益社団法人）
ビタミン・バイオファクター協会と共同で，以下の三つの講演を企画しました．講演要旨を
以下にまとめました．
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講演１
「健康寿命を延ばす新しいビタミン様食品成分の機
能と身体への効果」
中野

長久

大阪府立大学 名誉教授

いった少なくとも７つの健康効果があり，これらの
効果のうちいくつかは実際にアロニアを摂取するこ
とによって同様の効果が得られたという報告があり
ます．また，アロニアはポリフェノールの一種であ

私たちは，糖類，タンパク質，脂質，ビタミンと
ミネラル（五大栄養素）を摂取して生命を維持して

るフラボノールに属するケルセチンやその配糖体を

います．ビタミンとミネラルは少量摂取で良いの

抗ガン作用，抗肥満作用，胃の保護作用，寿命延長

で，微量栄養素と呼ばれます．ビタミン類は 13 種
類あり，身体を健康で正常な状態に調節し，維持す

作用，血管保護作用など様々な作用が報告されてい

るために機能し，体内では合成出来ない，あるいは

期待されていることを紹介されました．

含んでいます．それらの健康効果には抗炎症作用，

ます．山根先生は，アロニアには多くの健康効果が

合成できても健康を維持するには不足する化合物の
総称です．そこで疲れた時にはビタミン剤をという

講演３

ことが私たちの常識となっています．最近，これら

「夢のビタミン・バイオファクター

のビタミンも含めて，食卓あるいはメディアの紙
面，書店などで，
「サプリメント」，「機能性食品」
あるいは「機能性表示食品」なる文字が加工食品等

～抗 老化物質 NMN（ニコチンアミドモノヌク
レオチド ) ～」
柴田

克己

滋賀県立大学 教授

の説明書きの中で目に留まります．そして，これら

栄養学の領域には，"Less is more." という呪文が

の食品の成分分析が進み，遺伝子レベルでそれらの

あります．「腹八分に医者いらず」と同じ意味であ

成分の身体に与える影響評価 ( 機能性解析 ) が進め

ると思います．栄養素の化学的な代謝経路に加え

られてきています．その中で，特に植物が生産する

て， 栄 養 素 感 知 経 路 (nutrient sensing pathways)

物質群で，ポリフェノール類，アミノ酸類，多糖

というシグナル伝達経路があります．栄養素の濃度

類，脂肪酸類と多岐にわたる化合物で，食物として
毎日摂取するお陰でその効能に浴している化合物が

変化を感知して，からだの恒常性を保つために，他
の栄養素の化学的な代謝経路の強弱を調節して，か

あることがわかってきました．中野先生は，新しい

らだ全体の調子を整えるために情報交換をしていま

ビタミン様食品成分ついて紹介されました．

す．このような栄養素感知経路の適度な減弱は寿命
の延長につながるという報告があります．さらに，

講演２
「アロニア含有成分による病気の予防と健康効果」
山根

拓也

中垣技術士事務所食品科学研究所 所長

驚くべきことに，これらの栄養素感知経路の適度な
減弱は NAD+（酸化型ニコチンアミドアデニンジヌ
クレオチド）代謝を介して調節されていることが明
らかになりつつあります．柴田先生は，NAD+ の代

バラ科に属する小果樹アロニア・メラノカルパ

謝を体の内部からの調節に加え，外部から，すなわ

（Arinia melanocarrpa Elliott, Black chokeberry）は

ち，栄養素，ビタミン，バイオファクターなどとよ

北米原産で，ロシアに渡って 100 年余りをかけて観

ばれる物質の上手な摂取により，抗老化が可能であ

賞用から食品加工用の大粒果実に品種改良されまし

ることを紹介されました．

た．ロシア名ではчёрноплодная рябина
（黒いナナカマド）と呼ばれ，その名前は高いアン

以上の三つの講演から，ビタミン・バイオファク

トシアニン含量を示す濃黒紫色に由来しています．

ターを上手に摂取することで、「寿命の限界まで若

植物は厳しい環境から自らを守るために光合成に

年成人の体力と美を維持できる」ことも夢では無く

よって体内にポリフェノールを生成し蓄積していま

なってきたように思います．

す．ポリフェノールの抗酸化力によって紫外線によ

（文責

柴田克己）

り生じる活性酸素の害を消去し，ポリフェノールの
抗菌作用によって病虫害による損傷を防御していま
す．ベリー類はポリフェノール，とりわけアントシ
アニンを多く含有することがよく知られています
が，アロニア果実はベリー類の中でもポリフェノー
ルの含有量が高く，アントシアニンの含有量も格段
に高いことが分かっています．アントシアニンには
血糖値上昇抑制効果，視機能改善効果，動脈硬化予
防効果，肝機能障害の軽減，メタボリックシンド
ローム予防効果，ガン予防効果，抗ウイルス作用と
58
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☆演題☆

南宋・孝宗皇帝の
「生前退位」
の背景について
と

き ： 平成 29 年 2 月８日㈬ 15：00 ～ 16：20

場

所 ： 滋賀県立大学 A1-301 講義室

対

象 ： 学生・教職員および一般

講

師 ： 毛利

英介氏（関西大学東西学術研究所非常勤研究員）

本学では、教員の専門領域との関係で、中国史の

譲位を行った。それに伴い、中国の歴代王朝として

近世領域の話を耳にする機会がほとんどないので、

は珍しく、先代の皇帝が「太上皇帝」として存在す

このたびは、宋と契丹（遼）・女真（金）との関係を

るという、日本史で言う院政のごとき状況が一定期

専門とする若手研究者の毛利氏をお招きし、最新の

間継続したことで知られる。ただ、三人の皇帝は結

研究を述べてもらいました。毛利氏は、京都大学
大学院文学研究科東洋史学専修博士後期課程修了

果的に連続して譲位を行って太上皇帝となったが、
実際には個別の事情も大きかった。本講演では、講

で、日本学術振興会特別研究員（ＰＤ・京都大）な

演者の関心から、そのうち南宋第二代皇帝である孝

どを経て、現職。業績として、「澶淵の盟の歴史的

宗皇帝の譲位の原因について、隣国である金との関

背景ー雲中の会盟から澶淵の盟へ」（『史林』89 －

係に着目して論じてみたい。」ということで、その

３、2006）・「満洲史と東北史のあいだ─稲葉岩吉と

ような時代背景・事情のもとで、南宋第二代皇帝で

金毓黻の交流より」
（『関西大学東西学術研究所紀要』

ある孝宗皇帝の譲位の原因について詳しく論じられ

48、2015）・「大定和議期における金・南宋間の国書

ました。極めて細かい分析の結果をわかりやすく述

について」
（
『東洋史研究』75 －３、2016）などがあ

べられたもので、中国歴史研究の方法についても、

ります。

知る機会になったかと思います。

内容について、毛利氏によれば「南宋（1127 ～
1276）では、初代から三代続けて皇帝が生前退位＝

当日は、学生・教職員および一般の方も含め、お
よそ60名の参加を得ました。

（文責

田中俊明）

人間文化● 59

人●間●文●化●通●信
■ 2016年度卒業論文・修士論文・博士論文一覧
県東部と東海地方の交流について
─滋賀県東部と岐阜県西部の遺跡

地域文化学科
赤岩

真司

を中心に─
大島

蒲生氏の滅亡

真奈

幕末加賀藩の動向

川西

祐一

彦根城普請

蔵多

正裕

藤田

洋平

山田

知輝

鳥取藩の家臣団

奈緒子

藤田
伊藤

光
杏華
大貴

上村

菜々美

名古屋の出版文化
して─

─版元に着目

近世土山宿の動向

─宿役人に着

皆川ゆうみ

諒

─鑑真の表現を中心に─
池田

菜摘

戦国時代における城館庭園

彦根城下町における町家景観の基礎

伊田

匠

近世焼塩壺の考古学的研究

井上

亮

空き家の保存と活用に関する考察

河本

愛輝

豊臣期毛利氏の城郭石垣について

～米原市甲津原を事例に～

齊藤

秀香

岐阜城における巨石使用の考古学

外狩

大樹

織豊系城郭における大手の研究

磯田

知周

京都寺町通における寺社の空間に

～文

岩間

奏歩

長浜市余呉町上丹生地域における

大川

直也

滋賀県における楼閣建築について

する考察

中村

藍莉

の研究
近江における水の分配に関する研

三条通界わい景観整備地区におけ
る景観の保存と活用に関する考察

西谷

実咲

究
カゴウチの棟飾りをもつ茅葺き民

森島

靖子

彦根城下町における中組足軽組屋

─滋賀県出土資料を中心に─

～外町地区を事例と

して～
友也

的研究

関する考察

高島市新旭町針江地区における民
家の保存基準に関する考察

卓

空き家の現状と地域の活性化に関
渡辺あずみ
中野

凌太

遠藤

穂佳

家の保存と活用に関する考察

彦根市内における浄土真宗寺院の
太鼓楼に関する考察

峠をこえた建築文化の伝播
～揖斐川町坂内を事例として～

化的景観を事例として～
森

陶器製兵器の考古学的研究
─信楽産陶器製手榴弾を中心に─

彦根城下町における武家地景観の
基礎的研究

宮崎

継承─
「東征伝絵巻」考

目して─

敷に関する考察

高橋

─滋賀県草津市のあるブレ

イクダンスグループにおける文化

的研究 ～外町地区を事例として～
内島

都市空間の中のストリートダン
サー

～古参家臣中心

に見た光仲期の家臣団の性格
浜

同窓会の社会学 ─地元型同窓会と
他出型同窓会の機能を比較して─

─近世初期の御手伝

い普請を中心に─

ファーストフード店舗の組織エス
ノグラフィー

─前田慶寧像

の再検討─

地域社会における「地域猫」活動
の成立と展開

瀬戸口敏史

ける御家騒動と知行割─
浅地

京之

─滅亡の過程にお

城下町の景観を構成する民家に関
する研究

近世社会における公娼制の構造

─彦根城下町内町を事

例として─

─彦根藩を事例にして─
荒田

萌

─さまざまな後見関係─

出口

翔太

現代中国における葬儀の現状

谷口真智子

婦人雑誌からみる家庭料理

西田

千夏

ブラジル人学校に対する地域社会

山本

日本近代における職業婦人の労働
西野

嘉貢

村上

航

柿田理緒菜

平安時代における乳母子の活躍

鎌田

平安貴族の婚姻と居住

夏子

千晶

環境

～婦人雑誌からみる電話交

─その実態と特徴─

の支援活動

史香

小栗

里菜

『栄花物語』・『大鏡』の比較研究
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縄文晩期の土器棺墓から見る滋賀

離島におけるまちおこし戦略
─滋賀県近江八幡市沖島町離島振

弥勒寺遺跡群の考古学的研究

興推進協議会の実践─

─墨書土器を中心に─
橋本雄一郎

空手道場における身体技法の習得
について

換手の実態～
北

日本におけるイスラモフォビア

山本

菜椎

日本のテレビドラマにおける夫婦

人●間●文●化●通●信
像の描かれ方

北村

希美

木村

毅

～夫婦の役割分業に着目して～
古川

裕樹

現代中国のポピュラー音楽にみる

現代日本における動物保護の現状
と新たな動物保護施設の提案

「中国夢」

タバコのパッケージの低魅力化が喫
煙行動に与える効果に関する調査

土井

隆志

虫送り行事の変容 ─滋賀県蒲生
郡竜王町の虫送り行事を中心に─

河野

日菜

化粧品から見える女子学生の化粧
行動と意識の研究

分部

敬多

愛宕山をとりまく地域の信仰と生

澤田

優衣

成長に伴う子ども部屋の使い方の

渡邊

文乃

活
近世・近代の三河万歳師像

新宮

遥

変化に対応した住宅
小中学生の管楽器奏者を対象とし

野澤

浩香

手猿楽と惣村

櫻井

宣郎

鎌倉南北朝期の甲賀郡山中氏につ
いて

岡田裕之助
江

俊潔

─近江を中心に─

─鈴鹿警固役を中心に─

愛知県西尾市の地域ブランド「西

山口

湧大
瑞貴

る椅子の制作
杉本満里奈
関屋

瑳子

した施設の提案

商店街を事例として─

─地域性の下で育っ
大工原有紀

舞子

─太秦大映通り

近江八幡市旧市街地における古民

滋賀県における平成の大合併後の

家改修の提案

広域政策について

街地における観光施設のニーズと

滋賀県彦根市における犯罪危険ス

─近江八幡市旧市

旧喜多龍三邸に対する考察から─
武田

美晴

地方都市における駅前百貨店再生

る研究

齋藤

小学生のためのゆとり教育を再考

近江の地酒

ポットと大学生の危険認識に関す
和田有紀乃

「包む」靴デザイン

尾の抹茶」の形成と現状
た清酒業について
平井

た演奏時の理想的な姿勢を癖づけ

JR 岐阜駅前の再開発事業に関す

豊原

祐美

のための提案
ビンテージスタイルの研究

る研究

中道

千尋

大人のための絵本の制作

西川

桃華

高松市中心市街地活性化と丸亀町
商店街

─絵本の可能性を探る─

2017年３月７日現在

対馬ウェディング

─ウェディン

グドレスとロケーションフォトに
よる提案─
野村

生活デザイン学科
野口真里奈

菜津美

滋賀麻工業株式会社の「Shigaasa」
ブランドを広める動画広告の制作

理想の女性像を求めた中原淳一の

疋田

享孝

研究
清水

冴

一ノ瀬

誠樹
萌
智子

夏生

おける仏教式葬儀の一般認識につ

男性に対する女性の乳がん検診啓

いての考察を通して─
保科真喜子

活動のしやすさに配慮した園児の
─どんぐり保育

～七十二候の考えを通して～

松尾

怜

的崎

春奈

宮下

絵里

唯

浜ちりめんを日常着に

─ウォッ

シャブルシルクでシャツを作る─

近江八幡におけるオリジナル飛び
駅ホーム上の店舗の提案
─近江鉄道を事例として─

て楽しむ物語遊具の提案─
金子

家族・地域の記録を伝える手助け
となるツールの提案

出しぼうやの制作

見える子も見えない子も楽しめる
─さわっ

個人経営学習塾「美山台進学ゼ

─米原市本郷を事例として─

服飾史から見たバレエ「眠れる森

ユニバーサルデザイン

─現代社会に

ミ」のＶＩ整備計画
前川瑛美梨

園を対象として─
季節を身に付けるピアスの提

の美女」の衣装研究
小原侑里子

葬祭業者と仏教教団が支え合う新
しい葬儀場の提案

案
小黒沙依子

声佳

賀産材のプロモーションに向けて─

制服のデザイン
大竹

ン住宅の提案
日野

木製アーケードゲームの提案 ─甲

発プロモーション
井上

UJI ターンを利用した、外部から
地域への就農者向けリノベーショ

中高齢女性の日常生活における衣服
及びライフスタイルに関する研究

市井

麻の魅力を伝えるプロモーション

歩きスマホの意識改善をはかる路
上設置型マットの研究

三輪あさひ

顧客から発信するダイレクトメー
ル
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村上

安奈

伊吹地域特産品ブースのデザイン

摂取がヒトのエネルギー代謝に与

およびブランディングの提案
村谷

知華

結婚式披露宴のデザインディレク

博香

relation to depressive symptoms
in young and middle-aged women
嚥下内視鏡スコア別にみる嚥下の

歩美

新しい判子の可能性 ─コミュニ
ケーションツールとしての提案─

山本

愛

「広告批評」の30年間における表
紙デザインの考察 ～その後７年
間の表紙デザインの提案～

佐藤良名子

特徴検討 ～咽頭内ピンポイント
鈴木

亜実

ファッション誌におけるイラスト
レーションの考察

～『装苑』誌

利斉

の所要時間の比較～
脳内キヌレン酸濃度上昇がコーン
油の嗜好性におよぼす影響

鈴木

万璃

を資料として～
高橋

Food-based diet quality scores in

ション及びアイテム制作
森本

渡辺ありさ

える影響
坂井

妊娠中の高脂肪・低炭水化物食摂
取が胎児の葉酸及びビタミン B12

新型彦根カロム台のデザイン及び
プロモーションの提案

栄養状態に及ぼす影響
高井

美奈

高村

佳那

クルクミンによる癌細胞死誘導メ
カニズムについての解析

生活栄養学科
阿部

陽奈

伊藤
伊庭

美沙
朱音

Hsp90発現抑制を介した p53活性
化機構についての解析

中性脂肪合成におけるグリセロー
ル代謝の役割

筒居

桃子

茉美

工程の違いと美味しさの関わりの

よる違い─
食事パターンと耐糖能異常に関す

探究
短期間の高血糖低インスリン状態

中川

尚美

る研究

は in vitro における筋サテライト

日本人高齢者における食と貧血に

細胞のインスリンシグナルを低下

尿中水溶性ビタミンの最適な安定

させる
西岡

美里

化剤の探索
上野紗彩子

岡島

侑香
未悠

詩織

深尾

奈央

前出

桃花

松本

七海

有紀

Higher dietary acid load is

優佳

立の検討
美濃部尚子

not glycemic load, is associated with
a lower prevalence of depressive

slowness/weakness and low
physical activity components,in

symptoms in young and middleaged Japanese women
三好

麻未

吉田

祥乃

綿谷

千秋

ヒトにおける尿中2- オキソ酸排泄

河原
小林
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熱ストレスによる腸上皮細胞バリ

小麦胚芽におけるナイアシン活性
の解析

としての検討
果奈

Higher dietary glycemic index, but

prevalence of frailty, particularly

量のＢ群ビタミン機能性生体指標
川邉

頸部聴診音による嚥下評価指標確

associated with a higher

elderly Japanese women
金澤

授乳婦の体型に着目した栄養教育
方法の検討

期停止作用についての解析
片矢

低用量化ウインターセイボリー飲
料の冷え抑制作用の検討

カプサイシンによる癌細胞増殖抑
制機能：14-3-3σを介した細胞周

クリルオイル摂取が肝臓および骨
格筋の脂質代謝に及ぼす影響

肥満高齢患者の減量における食事
療養行動

奥野

ての解析
樋口

血液透析患者の食事摂取状況と味
覚機能の関連

ヘスペレチンによる癌細胞死誘導
効果：Hsp70発現低下作用につい

母親の食事が羊水および臍帯血中
栄養成分濃度に及ぼす影響

宇野友香子

クリームフレーバーにおける製造

─筋線維タイプに

関する研究
岩木

レ ス ベ ラ ト ロ ー ル の 抗 癌 活 性：

電気刺激およびグルコース濃度が
骨格筋培養細胞に及ぼす影響
カプサイシン及び電気刺激が筋サ

ア機能破綻に与える食成分の影響

テライト細胞のタンパク質合成に

秤量食事記録法が食事摂取量に与

及ぼす影響─ TRPV1ノックアウ

える影響について

トマウスを用いた検討─

ウインターセイボリー揮発成分の

人●間●文●化●通●信
土山伊久子

略分析

人間関係学科
鷲見 詩織
馬場しずか

小泉

翔子

友希

大須賀みちる

西村

拓哉

中学・高校時代の「スクールカー
スト」と現在の人間関係のあり方

西村

優

─大学生女子を対象としたインタ

平山

沙貴

に関する研究
て─
福本

萌

藤井

静香

─京都府京丹後市久

朱里
優子

ンパスの事例を中心に─
藤井慎太郎
三輪

航平

木村

桜子

子どもの描画における彩色の発達
「スクールカースト」の再検討
─中学校教員へのインタビュー調
査をもとに─

─自助グループに通う
守屋

咲季

─空箱課題による検討─

山口

将典

社会的遊びの発達と誤信念理解

「市民」概念から見出す教育のあ

山﨑

美里

会話中の話題転換に関する研究

想像と現実の揺らぎを楽しむ子ど

トイレのユーザーインタフェース
に関する研究

り方について
木村佳奈枝

─名古屋グラ

とは何か

も
北村

愛知県の若者のサッカーチームに

自閉症児の「自立」を助ける支援
親の語りから考える─

神谷

四国八十八ヶ所巡礼の現代におけ

対するファン意識

学校統廃合による地域再編がもた
美浜町旧海部小学校区を例に─

紗綾

─指示語に着目し

る社会的意味

障がい児・者支援の活動が学生の

らしたもの
片岡

対面・非対面コミュニケーション

若者の結婚観に関する研究

「子ども観」に及ぼす影響について
岡田はるか

2000年以降の貧困イメージ
─漫画作品の描写から─

ビュー調査より─

意識を中心に─
久和

─里親へのイ

ンタビューをもとに─
日本人の規範意識 ─殺人事件に
焦点を当てて─

─滋賀県立大学学生のジェンダー
大屋

～虎屋と末富～

里親養育におけるアタッチメント
再形成のプロセス

いじめを予防する教育の検討
学校における息苦しさをどう乗り
越えるか

井上

京都の老舗菓子店における経営戦

─対面状態と非対面状態とを比較

共同作業内での失敗に関する研究

して─

─ババ抜きの１抜け、２抜け時を

山田

崇光

ナショナリズムの加齢による変化

例に─

吉田

夏帆

被虐待経験と非行の関係に関する

不可視化する特別なニーズをもつ

研究

子どもたち

被虐待児との比較─

─「教育困難校」に

─手記を用いた非行のない

焦点を当てて─
栗須谷有起

男子学生の大学内でのひとり行動
と心情の分析

─滋賀県立大学で

の調査をもとに─
笹森

彩乃

若者の「ゆとり世代」イメージに
関する研究

国際コミュニケーション学科
小川

貴大

─ドラマ「ゆとりで

すがなにか」において描かれた「ゆ

Fiction
寺嶋

真央

とり世代」像を題材にして─
上西

結子

園田

誠

に迫る─
中嶋紗也子
藤井 勝史

教員養成改革の動向とその課題
─「滋賀の教師塾」の取り組みに

愛佳

視覚探索時の共同行為

友香

山平

愛美

紗貴子

売場レジにおける店員と客の相互
行為

滋賀県湖東地域における日系ブラ
ジル人と地域共生

─複数

ターゲット課題に注目して─
辻

現代中国語の中の日本語語彙
日本語の共感覚表現の使用環境に
ついて

村尾

焦点を当てて─
谷口

旧東ドイツの広告言語
─形容詞の分析から当時の価値観

ひきこもり経験の受容について
─経験者へのインタビュー調査か
ら─

“One” ─ Symbiosis through

オタクたちのコスプレをめぐるポ
リティクス

浅野紗也賀

現代日本におけるお産について考
える

─助産師の新たな可能性に

人間文化● 63
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ついて─
荒島

恵

抱くのか─

近年の日本礼賛ブームの実態およ

谷口奈々子

び問題点
五十島拓伸

Turning Positive: A Key to
Achieve Psychological Growth

反ナチ抵抗運動グループ「白バ
ラ」がドイツ人のアイデンティ
ティに与えた影響

津田

楽

フルトイムヴァルト（ドイツ）の

出口

絵理

ドラゴンの性質
University classroom participation

池ヶ谷友香

街角の看板に見る日本語ことばの
寺田

奈央

石野沙也加

バラエティ
神話論理の可能性 ─日本社会に

“Black Mountain”─ The Process
of Discovery in Creative Writing

おける構造主義的分析について─

中井

円翔

「韓国好き」の生きる道 ─ポスト

伊吹ひかる

in Japan and the U.S.

“Another Reality”─ Exploring

「韓流ブーム」の若者世代のファン

Dimensions of Human Psychology
岩井

舞
葉瑚

友熈

〈かわいい〉「お弁当」による感動
言葉遊びから見る日本語の豊か
さ

─「国語教育」と「英語教育」

唯

奥野

星彩

中村

和輝

シャルリー・エブド事件について

長山

優希

“A F r i e n d f r o m A n o t h e r

の考察

二文化が生きるニュージーランド
に学ぶこと

Planet”─ Connecting Self and

マイノリティの権利確立に向けて

Other through Fiction

─在日朝鮮人の継承語問題を中心

野呂

知里

本城

志帆

に─
押野ややは

～インスタにハマる女たち～

現代日本における非正規雇用につ

華織

松川三沙子

い英語

点を当てて─

ラプンツェルの受容と改変の歴史

木俣

柚紀

地域活動と多文化共生社会

─日

本語母語話者参加者から見えてき

汐里

不可視化されるヘイトクライム

宮林

祥子

日本語と韓国語の指示詞対照研究

美輪

綾香

─近称・遠称交替現象を中心に─

小西優利奈

近年の若者の敬語使用について

澤田

祐規

日本に於けるプロテスト・ソング

志賀

佑丞

青少年スポーツマンシップの文化
人類学的研究

村上

晃弘

～高校野球の事例

─なぜ彼女たちは

例を中心として─
森本ちえみ

健二
和泉

「黒人男性」を求める日本人女性
若者にとっての昭和ブーム

●人間文化

滋賀県における日系ブラジル人の
若者の現状と課題

和田

莉咲

地場産業の衰退とコミュニティの
再生

─な

ぜ知らない過去にノスタルジアを
64

慶介

英語教科書のなかのポジティブ・
めの英語教科書とは─

谷口

たメッセージ─
和田

ポライトネス ─円滑な会話のた

『日々の泡 L'écume des jours』に
見 る ボ リ ス・ ヴ ィ ア ン の 人 生
観 ─黒人音楽ジャズに込められ

和英対訳「天声人語」に見る翻訳
の技法

竹原

─ネット

を利用したゲイコミュニティの事

「かわいい」ファッションを好む
のか─

由紀

─東南

現代日本における LGBT コミュ
ニティの形成について

から～

竹中

バックパッカーの現在形

アジアを旅する若者の事例から─

「かわいい」日本の女子大生の
ファッション

─ I think の使い方に焦

峰

たこと

千夏

日本人がよく使う誤解を生みやす

印象
沙梨

田切

日中比喩表現に見る猫のイメージ
と食物のイメージ比較

昔話の日中比較にみる動物たちの

北岸

柴田理恵子

洋楽と中二病
～２ちゃんねらーの見解から～

前川紗恵子

いての考察
亀澤

「いい感じ」の英語依頼表現
─脱日本的発想─

「料理の写真を撮る女性」の人類
学

加藤はるな

滋賀県の方言について
～東近江市を中心に～

のはざまで─
老泉

ドイツにおける連邦ボランティア
制度の存在意義

永田このみ

とその裏側
上西

実践に関する文化人類学的研究─
中岡

and Relationships

─三重県志摩市における真

珠養殖産業を事例として─

人●間●文●化●通●信
黒木

駿一

野々山悠花

カプサイシンによる新規癌細胞増
殖抑制機構：熱ショック蛋白質を

家と共同体にみる町人女性の権利
形態

脳内キヌレン酸濃度上昇がコーン
油に対する食行動におよぼす影響

地域文化学専攻──修士論文
片岡

裕介

介した細胞周期停止機能について
の解析

～近世後期における京都の

個別町の事例を通じて～
小池真那加

室町時代前期における伊勢国の支
配構造

佐藤

萌海

●人間関係部門
嶋川 昌典

作業療法臨床実習における学生の

斎王退下の作法 ～難波津御禊・

学びに関する状況論・文化心理学

唐崎御禊と解斎の構造をめぐって～

的分析

LEE CHUNG YU 現代中国の中で「チベット人」と
して 生きるとは

─「クライアント中心の

作業療法」実践施設における臨床

─ 変 化 するチ

実習を例として─

ベット社会とアイデンティティ構築
2017年３月７日現在

生活文化学専攻──修士論文
●生活デザイン部門
朱

潔

中国湖南省岳陽市張谷英村におけ

地域文化学専攻──博士論文
李

在

桓

古学的研究
烏力吉通拉嘎

相関性
科

中国における漢民族の伝統衣装
「漢服」とそれの改良服に関する
研究

彭

帆

中国湖南省鳳凰古城における建造

近現代内モンゴル東部地域におけ
る多民族社会の形成

る建造物の使用実態と観光開発の
徐

統一新羅時代の九州と五小京の考

─熱河蒙旗

を事例に─
南

太

加

青海チベットにおける牧畜社会の
変容に関する文化人類学的研
究

─中国青海省黄南チベット族

自治州を中心として─

物の使用実態と観光開発の相関性
●健康栄養部門
浦田

朋美

温度受容 TRP チャネルを介した
食品の摂取による体温変化の作用
機序の解明
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■退職メッセージ
感

謝

柴 田 克 己
人間文化学部生活栄養学科

生活栄養学科で基礎栄養学研究室を担当していま
した．滋賀県立大学に 19 年間勤めました．その前
の２年間，非常勤講師として勤めました．学生の教
育という点から考えれば，開学時から勤務したこと
になります．この間一緒に研究をした卒論生と大学
院生は，150 名以上になります．
基礎栄養学は摂取する栄養素量を変えた時に，健
康な人がどのような健康影響を受けるかを探る学問
分野です．健康影響を調べる手法は数多くあります
が，私は，得意とする生化学的な手法を駆使して，
健康影響を調べてきました．より具体的に言えば，
酵素活性の変動と代謝産物量の変動を化学的に調べ
ることによって，健康影響を調べてきました．生命
科学のセントラルドグマでいえば，タンパク質の翻
訳後の健康影響を調べています．最近は，セントラ
ルドグマの前半部の転写レベル（DNA から RNA の
合成）や翻訳レベル（RNA からタンパク質の合成）へ
の健康影響を調べる方法が流行しています．私は，
この手法のみに頼る健康栄養評価には批判的な考え
を持っています．代謝産物の変動があったという知
見に基づいた上ではじめて，翻訳レベル，転写レベ
ルの変動が意味を持っているからと考えているから
です．栄養学では結果的に代謝産物の変動が恒常性
の範囲内，言い換えれば正常値範囲内での変動であ
れば，その前の変動はどうでもいいのです．恒常性
の維持機能による調節が働いた結果，とにかく正常
範囲内に保たれればよいのです．さらに大胆なこと
を言えば，一過性の恒常性破壊は，ストレスの軽減
にもなります．言い換えれば慢性的に動的平衡状態
を壊すのが悪いことです．栄養学，養い栄えるには
余剰が必要です．基礎栄養学という学問分野の使命
を書きました．以上が定年に当たり残しておきたい
ことです．
私は 1979 年，帝国女子大学に就職しました．帝
国女子大学には 19 年間勤務し，1998 年に滋賀県立
大学に就職しました．滋賀県立大学の開学（平成７
年）とともに滋賀県立大学に勤務する予定でした
が，帝国女子大学の名称変更と学部改変の作業のた
めに，遅れました．２年間は滋賀県立大学の非常勤
講師を務めました．一期生の卒論指導が最初の仕事
でした．研究室は更品でした．試験管，ビーカー，
試薬ビンなどすべていちから揃えました．ですの
で，開学から勤務したという気持ちがあります．滋
賀県立大学では何を研究するのか，悩み，考えま
した．滋賀県立大学に来る直前のメインテーマは
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「宇宙環境におけるタンパク質の結晶成長機構」で
した．米国の NASA のスペースシャトルを利用し
て，計 10 回の宇宙実験をおこなわさせてもらいま
した．ロシアの宇宙ステーションも使って実験をさ
せてもらいました．このテーマを栄養士養成施設で
行うのはどうかなあという気持ちがありました．当
時（1998 年）
，もう一つ研究テーマがありました．
トリプトファン─ニコチンアミド代謝経路です．肝
臓のトリプトファン─ニコチンアミド経路の役割は
一般的には補酵素のピリジンヌクレオチド合成経路
の補助経路と考えられていました．しかしながら，
私は，生体が緊急に大量のピリジンヌクレオチドを
必要とするときに，この経路に意義が生じてくるも
のと考えて研究を行ってきました．ですが，この基
礎研究は，すでに帝国女子大学時代にすべて終えて
しまったという気持ちがありました．
ニコチンアミドはビタミンです．別にビタミンと
いうことを重視して研究したわけではありません
が，いつのまにか，ビタミンの専門家の一人になっ
てしまいました．宇宙実験に関する研究費が切れか
けた時に，厚生労働省からビタミンの必要量に関す
る研究の話がありました．宇宙実験をほそぼそと続
けていたのですが，2003 年のスペースシャトル・
コロンビアの爆発事件で，宇宙実験をやめる決心が
つきました．コロンビアに私が提案した実験機器が
積まれていました．爆発によりすべてが中断となり
ました．そこで，厚生労働省の日本人の食事摂取基
準の策定に関わる仕事をメインにすることに決めま
した．実は，この食事摂取基準に関わる仕事は第六
次改定と呼ばれた改定の作業にすこしだけ関わって
いました．ビタミンのナイアシンの下書きをしまし
た．私が第六次改定作業に関わったという公式記録
はどこにも残っていませんでしたが，そのことで，
厚生労働省から声がかかりました．それ以来，2005
年版，2010 年版，2015 年版の改定作業に関わるこ
とになりました．現在の食事摂取基準は，平成 27
年厚生労働省告示第 199 号「食事による栄養摂取量
の基準」としてだされました．栄養士，管理栄養士
にとってはバイブルに相当します．
自慢したいことが一つあります．それは，査読論
文が 400 報を超えたことです．ほとんどは自分で書
きました．実験は学生が行ってくれました．学生に
感謝！！感謝！！です．学生の指導を一緒にしてい
ただいた先生方への感謝！！感謝！！はもうすまで
もありません．
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「実践する社会学者」をめざした 22 年

大

橋

松

行

人間文化学部人間関係学科

私は、この３月末で開学以来 22 年間勤めた本学
を定年退職することになった。本学に奉職する前に
18 年間滋賀県公立高校教員をしていたので、教員
生活は都合 40 年になる。この間、私は「この世の
地獄」も「この世の天国」も味わった。それらも今
となっては懐かしい思い出の一コマになっている。
私は、県大での研究者生活を全力で駆け抜けてき
た。今、一旦立ち止まって振り返ってみると、「実
践する社会学者」であろうとしてきた自分を見て取
ることができる。私の知り合いに「闘う社会学者」
を標榜している研究者がいるが、私にはそこまでの
力量も行動力も勇気もない。私は、学問を「象牙の
塔」から解放し、研究成果を社会に還元する、社会
に役立てる、そこに学問としての存在意義があると
勝手に思っている。私的理解では、社会学は科学
的（客観的）方法によって社会的現実をエビデンス
を示して説明・解釈する学問との思いが強いが、私
は、そこから一歩踏み込んで、課題解決に向けて何
ができるのか、何をすべきなのか、その方向性を示
すために行動することも社会学を研究する者として
の役割なのではないかと思っている。学問的レベル
で言えば、政策（科）学への橋渡しの部分を担うこ
とがあってもよいのではないか、ということである。
大学人である以上、研究と教育の両立が求められ
るが、私はこれまでさまざまな社会活動、地域活動
に関わってきた。私の専門分野は一応地域運動論、
政治社会学、教育社会学としているので、それぞれ
の分野でどのように現実社会と関わってきたのか少
し紹介しておきたい。
まず、地域運動論の分野では、市民運動に関わっ
てきた。「市民運動ネットワーク滋賀」（1998 年 11
月 7 日に設立）という団体で、2005 年 12 月 10 日に退
会するまでの 7 年間、代表（共同代表を含む）を務め
ていた。この団体は、主として滋賀県内で個別課題
を掲げて市民運動を行っている団体・組織のリー
ダーから構成されており、その立ち位置は、これら
の市民運動の取り組みを一人でも多くの県民に知ら
せ、市民一人ひとりの思いを政策に反映させるため
にセンター的な役割を果たすところにあった。ちな
みに、会員の多くは、原発反対運動、インターナ
ショナルアムネスティ（死刑廃止）運動、びわこ空
港建設問題、産業廃棄物処理場問題、琵琶湖環境問
題（石けん運動）
、米軍基地反対運動、農薬空中散
布問題など、さまざまな分野で活動を展開している
人たちである。センター的な役割以外に、独自の活
動も行った。2003 年４月に執行された第 15 回統一
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地方選挙の県議選で、
「県議選市民イニシアティブ」
と銘打った運動を行った。この運動の目的は、「選
ばれる側主体の選挙」から「選ぶ側主体の選挙」へ
の転換を図るところにあった。立候補予定者全員に
公募で選んだ 130 項目からなる政策提言アンケート
を送付、リアルタイムで回答結果をインターネット
のホームページで公表するというものである。この
取り組みは全国でも珍しく、朝日新聞、毎日新聞な
ど数社で取り上げられた。
次に、政治社会学の分野についてであるが、ここ
では選挙・政治関係の活動と行政関係の活動とが
主なものである。前者では、次のような活動をし
ている。①選挙啓発活動：2003 年 10 月から滋賀県
明るい選挙推進協議会委員をしている（現在、副会
長）。この分野では主に若年層の選挙啓発活動の一
環として 2005 年度から滋賀県下の全高校・高等部
の２年生（2014 年度までは３年生）を対象に、「選挙
に関する高校生アンケート」調査を行っている。②
公開討論会：国政選挙、知事選挙、市長選挙でコー
ディネーターを 13 回行った。③開票速報：びわ湖
放送で国政選挙、知事選挙、市長選挙、県議会議員
選挙、市町議会議員選挙のコメンテーターを 15 回
務めた。④国会議員座談会：びわ湖放送でコーディ
ネーターを３回行った。⑤マニフェスト検証大会：
第１期嘉田県政、第 1 期橋川草津市政（２回）でコー
ディネーターを務めた。⑥講演会：選挙・政治に関
する講演は、県内・県外で年平均５回程度行ってい
る。主な対象者は、一般市民のほか選挙管理委員
会、明るい選挙推進協議会、議長会、地方議員、
ロータリークラブのメンバーである。⑦新聞掲載記
事：選挙のたびごとに取材を受け、朝日、毎日、読
売、産経、中日、京都、北海道、熊本日日などの新
聞に選挙や政治関係の記事が三桁の回数掲載され
た。後者では、県や各市の審議会・委員会等の外部
委員を 30 ほど務めた。特に、滋賀県、東近江市、
米原市、彦根市では行財政改革に関わり、時には憎
まれ役を演じることもあった。
教育社会学の分野では、５年前から長浜市と近江
八幡市で社会教育委員会（議）の委員長として社会
教育・生涯学習に関わっているし、長浜市や米原市
では、教育振興基本計画策定委員会委員長（審議会
会長）等として、教育行政にも関わってきた。
これらは、私のこれまでの「実践する社会学者」と
しての一面である。今後もこの姿勢は貫きたいと思っ
ている。人間文化学部の教職員の皆様にはいつも暖か
く接していただきました。心より感謝申し上げます。
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■ 2016年度教員活動報告
━━━━━━━━━━
◦地域文化学科
■田中俊明（たなかとしあき）朝鮮古代史、古代日朝
関係史

（B）26300030）
。 ま た、 平 成 28 年 か ら「 バ ハ レ ー
ン・ティロス文化に見るシリア・パルミラの人と
文化の影響に関わる総合的調査」（基盤研究（A）
16H02725）に連携研究員として参画し、バハレーン
とパルミラの交流について調査研究を開始した。

昨 2016 年の１月～ 12 月の調査および公刊。中国

滋賀県市町振興課から「空き家の活用等の促進に

１回。９月（遼寧省朝陽・遼陽・大連等公孫氏 ･ 慕

よる地域活性化に関する調査研究」を受託し、長浜

容氏関係遺跡）
。韓国７回。２月（ソウル昌徳宮ほ

市余呉町上丹生、米原市伊吹町甲津原において聞き

か）･ ３月（江原道寺院）･ ３月（慶南～対馬 ･ 壱岐 ･

取り調査を実施し、空き家の現況と活用事例に関す

博多。釜山対馬航路）･ ４月（金海シンポ）･ ５月（済

る調査研究をおこなった。

州島 ･ 忠州 ･ 加耶）･ ８月（江原道 ･ 忠南大シンポ ･

◆教育活動

扶餘 ･ 慶州。これは３科研の踏査を１回にまとめ、

近江楽座の「男鬼楽座」を指導し，地域の活性化

３週間以上滞在。中国都城研究者を案内して百済・
新羅王陵を踏査）
。活字になったのは ,「朝鮮三国の

や地域文化の振興を視野に入れた教育プログラムを
実施した。

交通制度と道路」（『日本古代の交通 ･ 交流 ･ 情報』

◆社会貢献

１、吉川弘文館）・「天平八年の遣新羅使をめぐる問

地域貢献担当理事として、COC+ 事業を推進し、

題」
（
『塚口義信博士古稀記念日本古代学論叢』和泉

「滋賀の創生」および「ひとの地方への集積」を目

書院）
・
「５世紀後半から６世紀前半の朝鮮半島情勢」

指し、卒業生の地元定着、起業を促すプログラムを

（
『古代武器研究』12）・「加耶の戦争」（仁済大学校

進めてきた。

加耶文化研究所『加耶の馬具と東アジア』）などで
した .

■水野章二（みずのしょうじ）日本中世史
環境史・災害史と近江地域史に取り組んでおり、

■定森秀夫（さだもりひでお）考古学

「中世の環境と地域社会」
（
『LINK』８）を刊行、
「伊

ゼミは学部４回生２名、３回生４名、大学院生３

賀・甲賀の村落と環境」（『忍びの中世』、戎光祥）

名（うち前期課程１名は韓国江原大学校に留学、後

は近刊予定。総合地球環境学研究所の気候変動の共

期課程１名は博士号を取得）であった。

同研究は成果の出版準備に入る。またケンブリッジ

研究費による韓国の遺跡踏査・博物館調査は、８

の日本歴史全３巻に古代・中世の災害と環境につい

月に慶尚道・江原道、３月に慶尚道を７日間ずつ、

て執筆することが決まり、慣れない英語文献の検討

12 月に慶尚道を３日間と、いつもより多く調査に

を始めた。

出かけることができた。毎年実施している韓国調査
には考古学研究室の学生・院生も積極的に参加して

高島市畑地区などの棚田調査を実施し、棚田学会
シンポジウム「琵琶湖流域の棚田景観を読み解く」

くれている。
９月に日韓古代文化研究会で「新稿・日本出土朝

で基調講演「歴史からみる近江の棚田」を行なっ
た。代表となっている科研費「中世の災害対応と環

鮮三国時代陶質土器の研究……現在進行形」と題し

境」に関連して、北陸・山陰などの砂丘調査を実施

て講演を行ったが、定年退任の 2017 年度中の出版

した。これらもいずれ著書にまとめたいと思ってい

はほぼ絶望的で、本として刊行できるのは定年後に

る。

なりそうである。

日本学術振興会の科学研究費委員会専門委員を２

彦根市文化財委員として、弥生時代終末から古墳

年間務めたが、いい経験になった。そのほか、東近

時代前期の大型建物や鍛冶工房が検出された稲部遺

江市史編さん資料整備活用委員会委員長などを務め

跡の重要性を強調してきた。さいわいマスコミ報道

た。

もあって全国的に知られる遺跡となり、遺跡の保存
と活用が決まった。

■中井均（なかいひとし）日本考古学
◆研究活動

■濱崎一志（はまざきかずし）都市史、保存修景

今年度は２冊の書籍を刊行することができた。１

◆研究活動

冊は江戸東京博物館の齊藤慎一氏との対談をまとめ

東京国立博物館とともに、バハレーン王国のバ
ハレ ー ン 島 に 展 開 し た デ ィ ル ム ン 文 明 の 研 究 を

た『歴史家の城歩き』で、文献史学者と考古学者か
らの視点で中世の山城を分析した。もう１冊は『城

継続し、古墳の発掘調査を実施した（科研費基盤

館調査の手引き』で、中近世城館の概要と調査方法
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をまとめたものである。
◆教育活動

■亀井若菜（かめいわかな）日本美術史
2015年６月に出版した単著『語りだす絵巻─「粉

４回生６人の卒論指導に追われた。城、庭園、遺

河寺縁起絵巻」
「信貴山縁起絵巻」
「掃墨物語絵巻」

物、戦争遺跡と様々な分野であったが、それぞれ

論』が、2015 年度芸術選奨文部科学大臣賞（評論

フィールドに出かけたり、実測に取り組み、全員無
事に提出することができた。また、国吉城跡の発掘

等部門）を受賞した。７月には大学の人間文化セミ
ナーにおいて受賞記念講演もさせていただいた。光

調査や弘前大との共同研究である小浜の近世墓調査

栄なことです。10 年余りの歳月を費して完成した

にも多くが参加してくれた。
◆社会貢献

本でした。
また８月から 12 月までの４ヶ月程の間、アメリ

今年は委員を務めている滋賀県甲賀市の水口岡山

カのハーヴァード大学の客員研究員として在外研修

城跡、長野県松本市の小笠原氏城館跡群、長野県諏

を行った。日本美術史や日本宗教史の先生方や大学

訪市の高島藩主諏訪家墓所が国史跡の指定を受け

院生と、セミナーや研究会を通して交流し議論を深

た。務めてきた甲斐があった。嬉しい限りである。

めることができた。またアメリカ東海岸の４つの美

今後は整備に努めたい。

術館で絵巻や屏風の調査も行った。大変刺激的で充
実した４カ月であった。

■市川秀之（いちかわひでゆき）民俗学
2016 年度は､ 近江八幡や米原、大阪の貝塚市な
どで多くの民具調査を担当し多忙であったが、学生

その間、ゼミはスカイプを使って実施。パワーポ
イントも資料もゼミ生全員の顔も、スカイプの画面
で見ながらゼミを行うことができ、驚きました。

ががんばってくれたので随分と助かった。研究面で
は、
「滋賀県における民俗学の歴史と現状」
（
『日本民
俗学』287）
・
「近畿村落における民俗の地域性─当屋

■東幸代（あずまさちよ）日本近世史
【Topic】

制の問題を中心に─」
（
『日本民俗学』
288）
・
「家・宮座・

４月、「海」を共通テーマとする史学研究会例会

共同体─近代以降期における家墓の普及と座送り慣

で、丹後の近世捕鯨に関する報告をしました。１年

行─」
（
『家と共同性』日本経済評論社）などが出た。
年度末には長年の懸案であった長浜曳山祭の共同研

を通して、漁業史研究に随分ご縁がありました。
【研究】

究の本が出るはずである。ゼミは４回生が３人、３

自分が代表の琵琶湖舟運史研究以外に、琵琶湖の

回生が２人と少数であったが、夏には小浜市西小川

環境史研究、菅浦文書研究、鷹場研究に関する科研

で民俗調査を行った。また２回生も含めて多賀町の

のメンバーに加えていただき、種々の研究会に参加

各集落でも民俗調査を行った。これらの成果も年度

しました。漁業に関する項目を執筆した『日本生活

末には報告書にまとめる予定である。近年、民俗や

史辞典』（吉川弘文館）が刊行されました。今年も

民具調査以外の依頼も増え、今年度も東近江市伊庭

大量の古文書に触れました。

の重要文化的景観選定に向けての調査、東近江市と
多賀町の歴史文化基本構想策定に関わった。

【教育】
古文書調査など、学生を帯同する機会が多い１年
でした。埼玉県の中学生から、修学旅行の一環で近

■京樂真帆子（きょうらくまほこ）日本古代史
今年度も平安京に関する論文などを刊行すること
ができました。来年度は３冊目になる単著を出版す
る予定です。また、自治体の男女共同参画推進のお

江の近世史に関する話を聞きたいという要望があ
り、対応しました。よく勉強している生徒さんで、
感心しました。
【社会活動】

手伝いもいたしました。甲賀市と湖南市の新しい計

竜王町で、近世の苗村神社式年大祭に関する講演

画作りが完成したのは、大変に喜ばしいことです。

をしました。近江八幡市の西川嘉右衛門家の公開に

この作業の中で、学生たちと一緒にフィールドワー
クもさせていただきました。現場の方々のご発言に

かかわりました。福井県の漁業関係文書である大音
家文書の調査員として、毎月調査に参加しています。

は、たくさんのことを学ばせていただきました。さ
らに今年度は、県の「少子化対策学生プロジェク

■塚本礼仁（つかもとれいじ）地理学

ト」にも採択いただき、ゼミ生たちは忙しく活動し

平成28年度の活動報告として、まず研究面では、

ていました。完成したパンフレット、啓発映像は指

月刊『地理』
（古今書院）９月号の特集「魚を得る・

導教員も驚くほどの完成度です。みなさまに褒めて

売る・食べる」に、
「ウナギを得る・売る・食べる」

いただき、教師冥利に尽きております。

を寄稿しました。日本人は、絶滅危惧種であるウナ
ギを世界中からかき集めてまで食べている…と、国
際社会から厳しい目を向けられています。こうした
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なか、静岡県浜松市などの「ウナギの街」が、ウナ
ギを大事に食べていく文化継承の場として存在感を
高めていることを論じました。

【教育活動】
今年度はゼミ生が３・４回生合わせて 11 名でし
た。社会調査実習では長浜市で 10 月に行われた民

教育面では、ゼミで新しい取り組みを始めまし

俗芸能のイベント「日本の祭り」に合わせ、出場し

た。それは、私自身が食べものの産地を研究する
地理学者なので、
「日ごろ口にできない各地の“名

た祭礼や民俗芸能の調査を学生たちが行いました。
【社会貢献】

産品”について勉強し、取り寄せて味わってみよ

近江楽座「地域博物館プロジェクト」の指導教員

う！」というものです。今年度は「カツオ（高知
県）
」
「マンゴー（宮崎県）」「クラウンメロン（静岡

を継続中です。また昨年に引き続き、滋賀県立文化
産業交流会館での「近江の祭り」のプログラムを学

県）」
「エゾバフンウニ（北海道）」をゼミ内コンペ

生たちに執筆してもらいました。

で選び、事前学習・報告会を経て、実際に食べまし
た。とても美味しかったです。

■横田祥子（よこたさちこ）中国研究・文化人類学
◆研究活動

■石川慎治（いしかわしんじ）保存修景
◆研究活動

インドネシア華人女性の国際結婚と移動について
の研究成果をようやく一本の論文として発表でき

今年度は、「彦根市城下町地区における歴史的建

た。その他、台湾や香港、インドネシアなどで調査

築物の利活用支援のための基礎的研究」が、本学の

をしていることから、台湾と東南アジアの国際関係

公募型地域課題研究に採択され、９月からゼミ生と

や、東南アジアのジェンダーについて原稿執筆を依

ともに、城下町地区内の代表的な武家地・町人地の

頼していただけることが増え、確実に自分の中の

民家調査を行いました。

地図は広がっている。研究成果のリストは http://

また、以前、濱崎教授とともに町なみ調査を行っ
た彦根市河原町芹町地区が、７月に国の重要伝統的
建造物群に選定されました。
◆教育活動

researchmap.jp/read0124252/ をご覧ください。
◆教育活動
「 地 域 文 化 演 習 Ⅰ 」 の 一 環 で、2017 年 １ 月 に
「Human Library 外国にルーツを持つ人と生きる」

本年度は、４回生８名の卒論指導を行いました。

を２回生と共に開催した。滋賀県在住の外国人の

また、滋賀県立高島高等学校１年生の総合学習にお

方々に「本」になっていただき、それぞれの物語

いて、ゼミ生２名とともに、フィールドワーク指導

（滋賀に来た経緯や暮らし）をお話しいただいた。

を行いました。

中でも国際移動が子供に及ぼす影響の大きさを改め

◆社会活動

て考えさせられ、今後自分の研究テーマとしても追

今年度は、新たに「王寺町文化財保護審議会」委
員（奈良県王寺町教育委員会）をお引き受けしまし

究していきたいと思う。
◆社会活動

た。また、島根県益田市の小中学校の先生方と、国

2016 年 10 月より彦根市男女共同参画審議会にて

史跡・益田氏城館跡を学校教育に取り入れるための

審議委員を務めており、彦根市男女のジェンダー状

ワークショップを行いました。また、同じ益田市の

況を学んでいる。

景観シンポジウムで「歴史的景観と地域文化」と題
して、基調講演を行いました。

━━━━━━━━
◦生活デザイン学科

■武田俊輔（たけだしゅんすけ）社会学
【研究活動】

■印南比呂志（いんなみひろし）地域ブランド

今年度も科研費に基づく長浜曳山祭や山口県上

今年のゼミ活動は、日本中を訪れ、地域資源の魅

関町・祝島神舞の祭礼研究、NHK の農事番組に関
するメディア史の研究を継続中です。論文として

力を探る合宿を行った。恒例の四万十町合宿や、輪
島研修は 15 年目になった。北海道東川町合宿は４

は長浜曳山祭に関する査読論文（単著）が３本（日本

年目になり、地域の一員となっている。数年ぶりに

生活学会・関西社会学会・関東社会学会）。また農

山陰、福井、東京合宿も行った。彦根巡礼街道商店

事番組に関する査読論文（共著）が１本（東海社会学

街のハロウィンイベントの企画運営、彦根自動車学

会）
。加えて長浜曳山祭に関する市川先生他との共

校のブランディング、老舗和菓子店のイベント出店

著がおうみ学術出版会より刊行されます。学会報告

プロデュース、ご当地キャラ博覧会への参加などを

は関東社会学会、日本社会学会、マス・コミュニ

行った。学内の広報物制作や同窓会の記念誌編集も

ケーション学会で行いました。

行った。研究活動は、イタリア・サルディニア島へ
２回、スコットランド２回、フィンランド２回、韓
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国８回、エストニアへ渡航した。本の編纂と、地域

企画を進めています。

再生プロジェクトが進んでいる。教育活動は、岡山

最後に人間関係学科、環境科学部高田研究室や地

県立大学で地域デザインの講座をはじめて９年目に

域、大学の協力もあり４月開園の保育園をつくって

なる。授業で総社市のフィールドワークを続けてい

います。開園後も大学との関わりにご期待下さい。

る。また、韓国芸術総合大学の修士論文指導やセミ
ナーを行った。地域活動では 12 年目になる近江楽

■藤木庸介（ふじきようすけ）建築計画・文化遺産観光

座の座長をつとめている。
■面矢慎介（おもやしんすけ）道具デザイン論

ここ数年続けているアジアの集落調査で、今年度
はインドネシア・スンバ島へ出かけ、屋根裏に神マ
ラブーが住むという民家のある集落を見てまわっ

昨年は学部将来構想や本学認証評価への対応など、

た。島の南西や北西沿岸部では辛うじて伝統的な生

会議、会合から、書類ワーク、式典、宴会まで、学部

活景観を見ることができたが、最大都市ワインガプ

長業務に明け暮れた。任期満了まであと少し。

近郊では、こうした生活景観は無くなってしまって

講演など：

いて、伝統集落は形骸化した観光地になっていた。

「道具のありよう（デザイン）から生活をみる」日

インドネシアに限らず、多くの土地で同様の現象を

本デザイン学会秋季大会・デザイン関連学会長パネ

見てきたが、これはもはや仕方のないことなのかも

ル発表（武蔵野美術大学新宿教室、10 月）

しれない。

「道具の近代化と暮らし：日・英・米における家庭

著書：

用機器の発展」ひこね生涯カレッジ理論学習講座

藤木庸介（編）
『住まいがつたえる世界のくらし』世

（本学、10 月）

界思想社、2016. 11.

「遊動する暮らし」
（モンゴル遊牧民の暮らしに関し

論文：

て）生活美学研究所研究会、人間文化研究機構・辛

藤木庸介「インドネシア・スラウェシ島・トラジャ

島博善氏講演の指定討論者（武庫川女子大学、10 月）

族に見る住居構成と住居使用の現状」日本建築学会

「ヒトの道の具え『道具のはなし』」日本インテリ

技術報告集第 22 巻第 25 号、pp.1111-1116. 2016.10.

アデザイナー協会セミナー、GK デザイン機構・山

建築設計：

田晃三氏との対談（江戸東京博物館、11 月）

島本の住宅（大阪府三島郡島本町）2017.3. 竣工予定

論文：

社会活動：

「イギリスにおける真空掃除機の発展過程 :1890-

大津市開発審査会委員、特定非営利活動法人 AAF

1990」、道具学会『道具学論集第 22 号』（投稿中）

理事、他。

教育活動：
学生・留学生とともにモンゴル・ゲルの組み立てと
解体。

■南

政宏（みなみまさひろ）道具デザイン

研究室の３年生で取り組んでいる河瀬西部営農組

社会活動：

合との６次産業化支援では、昨年の味噌や椎茸に続

彦根仏壇検査委員会（彦根仏壇事業協同組合）委員長

き、小泉紅かぶら・大藪かぶら漬物の彦根伝統野菜
栽培体験からブランディング、販売までの支援を行

■佐々木一泰（ささきくにひろ）空間デザイン

なっている。学生とともに農作業への参加から、販

昨年度の査読論文に続き 19 ～ 20 世紀のオランダ

売先でのヒアリング調査を経てパッケージ案もほぼ

民家の構法に関する論文を投稿。構法研究は設計に

決まっており、現在は漬物本体が出来上がるのを

フィードバック出来、非常に興味深いテーマです。

待っている状態である。同じく３年のゼミ活動で参

またリートフェルトの図版再制作依頼があり東京オ

加したかごしまデザインアワード2016においては、

ペラシティと大分県立美術館で行われた「オランダ

山川食品の「かごしまラーメンと食べる漬物」を

のモダンデザイン展」で大判ポスターとして出展さ
れました。

テーマに選び、ゼミ生４名全員（５案）が一次審査
を通過し、そのうち１名が奨励賞を受賞した。どち

研究室では小引翔君がパッケージデザインの学生

らも３年生で取り組んだわけだが、共に漬物をテー

賞を。村上安奈さんの卒業研究、伊吹でのブラン

マにしたブランディングであった。４年生の卒業制

ディングは新聞紹介されました。また米原市重要文

作では、彦根カロムの新型電子台の制作や、近江八

化的景観活用委員を務める中、景観要素唐臼小屋の

幡におけるオリジナル飛び出し坊や、甲賀材ヒノキ

屋根葺替えに、私が関わる奈良川上村木匠塾での杉

のプロモーションなど、滋賀県の地場産業をテーマ

皮が棟押えに使われました。滋賀県は森林活用率が

にしたものが多く、どの活動もこれから話題になる

低く今後の活用も課題です。学生と地域の関わりで

ことだろう。

ある川上村木匠塾も来年 20 周年。関西圏５大学と
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■宮本雅子（みやもとまさこ）住環境学、インテリア
計画

◆地域貢献
滋賀麻工業様のブランディングのお手伝いとし

科研費（分担）を得た共同研究「日中韓の生活ス

て、ゼミ生と共同で“shigaasa”ブランドの魅力を

タイルに基づいた快適性と省エネルギーに配慮した

発信するオンラインムービーを制作しました（共同

照明計画の検討」
（科研：代表 奈良女子大学井上
教授）を継続した。８−９月には、日本建築学会大

研究：オンラインムービーを用いた企業ブランディ
ングの研究）
。ぜひご覧ください。

会、照明学会全国大会、日中韓照明カンファレンス

◆その他

（韓国：釜山）で昨年度の科研費での研究成果を発
表した。また、12 月には韓国ソウル市内の公営住
宅の照明調査を行った。
３回生ゼミは美濃市あかりアート展への出品、生
活デザイン学外演習履修者と合同で駅ホーム内での

ゼミ生と共に大兼工務店様のプロモーションツー
ルとして企画・制作した「ミニ新居」というダイレ
クトメールを用いたコミュニケーション施策がお客
様に寄り添ったサービスとして高い評価を受けまし
た（全日本 DM 大賞

金賞）
。

安全な移動のための情報ツールの検討を行った。
４回生３人は、子どもをテーマにした制作（触る遊
具、子ども部屋、吹奏楽のための椅子）を行った。

■横田尚美（よこたなおみ）服飾文化史
ゼミ生と、瀬戸内国際芸術祭などを見学した。

日本建築学会「建築の質感・色彩計画小委員会」

８月１～４日まで韓国の大田（デジョン）市で

および「環境バリアフリー小委員会」委員として学

開 催 さ れ た 国 際 家 政 学 会 に 参 加 し、
「Study on

会活動を行った。また、彦根市・滋賀県都市計画審

women’
s happiness brought by Grands Magasins

議会委員､ 彦根市景観審議会委員､ 滋賀県レイカ

du Louvre catalogues」について、ポスター発表を

ディア大学講師等を務めた。

行った。9 月 25 日東京で開催された社会文化史学会
第 52 回大会で、
「婦人標準服の実像」を発表した。

■森下あおい（もりしたあおい）服飾デザイン

４～５月にかけて、「京都新聞」など地方紙各紙

ここ数年、私のゼミでは、３回生全員がリサイク

に、『ヴィヴィアン・ウェストウッド自伝』の書評

ルをテーマとした活動に携わるようにしています。

（共同通信配信）が掲載された。東京の博品館劇場

今年度は東大阪の故繊維回収工場の見学と、リサイ

で上演された劇団 NLT の「しあわせの雨傘」（５

クル繊維の有効活用に取り組みました。デザインを

月 12 ～ 19 日）のプログラムに、「何でもありの時代

する上でも生活者としても、大量消費や廃棄の問題

の女とファッション」を寄稿した。４項目を執筆し

に対する行動を起こすきっかけになればと考えてい

た、吉川弘文館『日本生活史辞典』が 10 月に刊行

ます。また４回生と院生は、地域織物とライフスタ

された。

イル、安全面からの園児の服、感性を重視した靴、

非常勤講師として、今年度も新潟大学人文学部

漢服の調査など、誠実に取り組む姿が大変印象的な

で、「博物館学展示論」を担当した。新潟県南魚沼

学年でした。

市六日町史編集委員会民俗部会調査執筆委員とし

研究活動では、人体計測のデータ収集にあたり、被

て、12 月に補充調査を行った。

験者として参加下さった方は勿論のこと、募集におい
ても本当に多方面で協力していただきました。この場
をお借りして深くお礼申し上げたいと思います。
学会活動では、ここ数年は学会誌の編集に関わっ
ており、数か月先までを見通しての毎月の編集作業
は忙しくはありますが、次々と取り組まれる研究を

━━━━━━━━━
◦生活栄養学科
■柴田克己（しばたかつみ）ビタミン学・代謝栄養学・
栄養評価学

拝見する機会は貴重なものです。これらの時間を大

◆年間活動

切に、ゆとりを持ち過ごしたいと思います。

2016 年度は退職の年でした．前半は，５月に開
催された第 70 回日本栄養・食糧学会（神戸・西宮）

■山田歩（やまだあゆみ）行動経済学・行動デザイン

の開催準備に多くの時間を費やしました．９月には

◆学術論文

日本農芸化学会の関西支部大会を滋賀県立大学で行

世論調査での回答が設問と一緒に与える選択肢の

いました．11 月にはビタミン・バイオファクター

構成によって大きな影響を受けていることを発表し

協会の市民公開講座を滋賀県立大学で行いました．

ま し た（Option-Splitting Effects in Poll Regarding

京都華頂大学の非常勤講師をしましたので，月曜日

Japan’s Right to Exercise Collective Self-Defense.
Social Science Japan Journal, 19, 59-69.）。

は前期も後期も時間をとられてしまいました．金曜
日は２週間ごとに甲南女子大学に行きました．甲南
女子大学に設置される新学部の開設準備のためでし
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た．行政の仕事もあり，出張の多い年でした．退職
の年のため，学会で講演をたくさんさせてくれまし
た．2016 年度の査読論文は 6 報でした．

■福渡

努（ふくわたりつとむ）食品栄養学

研究室を立ち上げて３年目を迎えました．今年度
の所属学生は，大学院生５名（博士後期課程１名，

22 歳から研究活動を開始しました，この間，402

博士前期課程４名），４回生３名でした．現在，取

報の査読論文をだせたことには満足しています．普
及記事などは 41 報，専門書は 22 冊，教科書類は 24

組んでいる研究テーマは，「アミノ酸代謝調節によ
る脳機能の保護」
，
「トリプトファンからのナイアシ

冊でした．2017 年４月から甲南女子大学に勤務し

ン供給経路の重要性」
，
「ビタミンの栄養状態および

ます．

生体有効性の評価」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.

■矢野仁康（やのみひろ）病態栄養学

usp.ac.jp/fukkie/）をご覧ください．今年度は，第

◆年間活動

70 回日本栄養・食糧学会大会（５月，神戸・西宮）
，

現在、生活栄養学科の学科長として、主に学科と

日本農芸化学会平成 28 年度関西支部大会（９月，滋

学部大学院の運営・管理に従事しております。学科

賀県大）
，日本農芸化学会 2017 年度大会（３月，京

では、人体の構造および疾病の成り立ちについての

都）の実行委員を務め，学会開催の準備に追われる

講義と病態・栄養生理学の実習を担当しています。

１年となりました．今年度より，滋賀県食の安全・

研究活動につきましては、昨年度に引き続き食品成

安心審議会の会長を務めることになりました．県民

分が有する、癌を始めとする生活習慣病予防効果に

が安心して安全な食生活を送れるよう取組んでいく

ついての研究を行っています。具体的には、機能性

所存です．

食品として知られているポリフェノール類に備わる
抗癌作用や腸管バリアー機能に与える影響に焦点を

■小澤恵子（こざわけいこ）給食経営管理論

合わせその詳細を分子レベルで解析しています。こ

人を相手に「栄養を管理」する管理栄養士・栄養

の様により身近な食材が有する特性を明らかにする

士は、学問としての栄養はもとより、食べていただ

事で、食生活の改善などによる疾病予防の科学的根

くための「食事」の工夫が何よりも大切だと考えて

拠の提示を行っています。次年度からも、健康増進

います。40 年近い臨床現場での経験をもとに、喜

に貢献できる様な栄養学領域での教育、研究活動に

ばれる食事の提供に対し、そのこだわりを少しでも

取り組んでいく予定です。

伝えられたらと思っています。

■中井直也（なかいなおや）運動栄養学

在、在宅においても適正で安全な食事の提供が出来

◆ 2016 年度活動報告

るように、専門職がいない中での簡便な嚥下評価指

又、研究では、高齢者の在宅看護を勧められる現

滋賀県立大学に赴任し、２年が終わろうとしてい

標の確立を目指しており、工学部の学生と共に行っ

ます。あっという間でしたが、１年目よりは教育、

ている頸部聴診音の解析は、少しずつ成果を出して

研究ともに僅かながらも前進していると思っており

きています。

ます。教育面では、全学共通教育科目である「健

今までの積み重ねてきた実績のうえに、専門職と

康・体力科学 I および II」を担当し、健康・体力の

して認められつつある管理栄養士。これからも、社

維持増進に運動が果たす役割を理論と実践の両面か

会のニーズに合った管理栄養士の育成に取り組みた

ら指導しました。生活栄養学科ではスポーツ栄養学

いと思っております。

の講義を担当するとともに、卒業研究を指導しまし
た。
研究面では、赴任後に取り組み始めた筋サテライ

昨年出した研究成果（増粘剤に対する取り組み）
は、「臨床栄養別冊」（医歯薬出版株式会社）の１
ページとなり、すでに多くの現場で参考にしていた

ト細胞を対象とした研究が少し前進しました。マウ

だいています。

ス骨格筋からのサテライト細胞の単離と培養を確立
することができ、運動時の筋収縮を模した電気刺激

■奥村万寿美（おくむらますみ）臨床栄養学

による収縮や栄養素の影響を検討しています。大学

◆年間報告

院生の成澤諒子さんや学部４年生が意欲的に取り組

行動経済学の指標を用いた新たな栄養食事指導法

んでくれました。

を確立させるために，生活習慣病の栄養食事管理に

発表論文

取り組んでいます．また，中・高校生やその保護者

1. Ishikawa T et al. Sci. Rep. Jan 4;7:39825, 2017.

に対して食育を展開しています．その成果を日本透

2. K
 awano F et al. Am. J. Physiol. Cell Physiol. Dec

析医学会，日本糖尿病学会，日本スポーツ栄養学会

7:ajpcell.00151, 2016.

等で５演題発表しました．
【著書】
2017 管理栄養士国家試験

問題と解答（共：
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第一出版）．
【講演】滋賀県臨床工学士会「血液浄

学会発表：２回

化セミナー」
，JA おうみ冨士「ジュニア選手の栄

講演

保健所管理栄養士研修会

2016.11.25

養・食事学」
，瀬田北中学野球部「からだづくりの
食事・栄養学」
，大津市民公開講座「食べる楽しみ

■東田一彦（ひがしだかずひこ）運動栄養学

を支援します」，ウェルネスセミナー「働く世代の
栄養学」
，
【社会活動】野洲市食育推進委員会（委員

昨年度は着任したばかりでバタバタしておりまし
たが、本年度は落ち着いて講義や研究活動に取り組

長）
，日本給食経営管理学会（評議員），地域多職種

むことができました。「運動と健康」の講義では、

連携活動チーム勢多（栄養士），臨床栄養協会（評議
員）では，栄養相談専門士の育成，近畿地方会「超

日々の身体活動が健康増進に与える影響について、
疫学研究や分子機序について解説しました。

高齢者に対する栄養管理」のコーディネーターをし

● Li X, Higashida K, Kawamura T, Higuchi M.

ました．

Alternate-Day High-Fat Diet Induces an Increase
in Mitochondrial Enzyme Activities and Protein

■廣瀬潤子（ひろせじゅんこ）栄養教育論、母子栄養
◆年間活動
今年度は、授乳婦の体型意識に関する研究と母乳

Content in Rat Skeletal Muscle. Nutrients. 2016. 8
（4）. pii: E203.
● 野中 雄大 , 東田 一彦 , 木村 典代 , 寺田 新 .

酪

中成分に関する研究を助産院の先生方、他大学の先

酸摂取がラット骨格筋における糖輸送体 GLUT-4 タ

生方、そしてなによりお母さんと赤ちゃんのご協力

ンパク質の発現量に及ぼす影響 . 体力科学 . 65（1）:

をいただき行うことができました。この場を借りて

169-176 2016.

感謝申し上げます。また、食品企業との共同研究で

● 寺田

食品フレーバーに関する研究を行わせていただい

糖尿病効果とエピジェネティクス．体育の科学 .

て、新たな視点を得ることができました。

2016.66（1）36-43.

新，野中雄大，東田 一彦 . 運動による抗

５月より、滋賀県栄養士会の運営に理事として関
わらせていただいております。様々な分野の栄養士

■佐野光枝（さのみつえ）食品学，分子栄養学

の皆さまとお会いできましたので、この出会いを研

◆年間活動

究や教育の幅の広がりにつなげられたらと思ってお
ります。

滋賀県の産婦人科病院に協力していただき，妊婦
さんの食事調査や羊水・臍帯血の成分を測定する研
究を行った。またフランスにあるナント大学との共

■今井絵理（いまいえり）公衆栄養学，栄養疫学
就任２年目になりました。講義では公衆栄養学、

同研究を始めるにあたっての打ち合わせや事務手続
き等を行ってきた。

応用栄養学（Ⅰ・Ⅱ）、栄養疫学論、実習では公衆
栄養学実習、応用栄養学実習を担当しています。本

■遠藤弘史（えんどうひろし）

年度は２人の４年生とともに栄養疫学研究を進めて

昨年度は，機能性食品の食成分が持つ抗癌作用の

きました。研究テーマ「高齢者の虚弱と食に関す

詳細な細胞内メカニズムについて研究を行い，クル

る研究」と「耐糖能異常と食事パターンに関する研

クミンによる新たな癌細胞死誘導経路を明らかにし

究」について、大規模地域住民データを用いて行い

ました．また，レスベラトロールがストレス蛋白質

ました。県から依頼を受けていた滋賀の健康・栄

Hsp90 の発現を減弱させ，癌抑制遺伝子 p53 を活性

養マップ調査の集計・解析業務については概ね終了

化することで癌細胞の細胞周期を停止させ，癌細胞

しました。前回（平成 21 年度）と比べるとリスクと

の増殖を抑制している事を見出し，現在，論文準備

なる項目、喫煙率、飲酒習慣者、家庭での受動喫煙

中です．他にもトウガラシの辛味成分であるカプサ

は減少、一方、ロコモーティブシンドロームの認知

イシンは肺癌細胞において細胞周期のブレーキ機能

度、運動習慣者の割合は増加の傾向にあることが明
らかとなりました。この結果は県民の健康意識の高

を有する 14-3-3 σの発現を増加させ細胞周期停止を
引き起こす事を見出しました．

まりや地域・行政等が連携した生活習慣対策事業の

発表論文

成果ではないかと推察されます。

CLEC-2 promotes hematogenous tumor metastasis

学術論文

and prothrombotic state in tumor-bearing mice.

Imai E, et al., Improved Prevalence of Anemia and

Thromb Haemost. 2016 Dec 27.

Nutritional Status among Japanese

学会発表

Elderly Participants in the National Health and

第 70 回 日本栄養・食糧学会大会

Nutritional Survey Japan, 2003-2009.

第 89 回 日本生化学会大会

J Nutr Food Sci. 2016.
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■森紀之（もりのりゆき）
◆年間活動

とカリキュラム開発に関する研究を進めた。
⑶授業づくりや教育評価などに関する論文や著書の

本年度は主な研究テーマとして「食品成分摂取に

原稿、雑誌記事などを執筆したり、学会発表を行っ

よる冷え性の改善に関する研究」
，「食品成分摂取

たりした。
⑷高校生を対象とした講座の講師、学校の先生方を

による体温調節機構の動員に関する作用機序の研
究」について研究活動を行いました．また，継続的
に行っている研究テーマ以外でも，食の嗜好性，摂
食行動，香辛料，Biothermology などをテーマとし
た，さまざまな研究会に積極的に参加しました．普
段あまり出会う機会の少なかった異なる分野の研究
に多く触れたことで，これまで考えてこなかった視
点から研究を考え直し，新しい研究のアイディアが
生まれるきっかけになるなど，今後の研究活動に生
きる大変貴重な経験となりました．そのような意味
では，本年はよいきっかけを掴むよい年になったか
と思います．普段から触れているルーティンのよう
な研究だけではなく，多彩な分野の研究にも視野を
広げながら，さまざまな情報を取り入れ，今後も価
値のある研究を生み出すために日々精進していきた
いと思います．

━━━━━━━━━
◦人間関係学科
■上野有理（うえのあり）比較認知発達科学
子育て支援の実践につなげるべく、基礎研究をお
こなった。具体的には、主に未就学児の保護者の方
を対象とした質問紙調査や、食事場面における幼児
の行動分析を実施した。得られた知見は、学術集会
で公表したほか、保育のための教科書（『赤ちゃん
学で理解する 乳児の発達と保育 第 1 巻』中央法
規）の作成や、子育て講座での講演に役立てた。ま
た、実践に寄り添った活動をさらに展開するべく、
臨床発達心理士の資格を取得した。
教育活動では、人間関係学科の竹下秀子教授とと
もに、４回生４名、３回生２名のゼミ生の指導にあ
たった。４回生は、保育園児の行動観察や育児者へ
の面接調査等、それぞれが設定したテーマのもと調
査を実施し、卒業論文にまとめた。
■木村裕（きむらゆたか）教育方法学
今年度の主な活動内容は以下のとおりである。
⑴在外研修の機会をいただき、「持続可能な開発の
ための教育（ESD）」を充実させ、その実践をより
幅広く、かつ効果的に展開するための方途を探るた
めに、複数の国を訪問して関連する取り組みの視察
や関係者へのインタビューなどを行った。
⑵学術研究助成基金助成金（若手研究（B））の助成
を受けて、学力保障を基盤にした ESD の評価方法

対象とした研修会の講師、大学の授業改善のための
ワークショップのファシリテーター、彦根市の「放
課後子ども総合プラン運営委員会」の座長などを務
めた。
■杉浦由香里（すぎうらゆかり）教育学、教育史
研究活動では、科学研究費（若手研究（B）
）
「学校
組合立実業補習学校の設立と変容に関する研究」の
１年目として資料調査に取り組んだ。また、来年度
刊行を目指して、三重県と滋賀県の中学校形成史の
論稿執筆を進めている。
教育活動では、「環琵琶湖文化論実習」にて滋賀
県内の図書館調査を実施した。本年度のゼミは、４
回生４名、３回生５名であり、文献購読や教育学合
同ゼミでの発表を通じて各々関心のあるテーマを深
めることができた。さらに、人間関係学科の３、４
回生や卒業生、滋賀県内の小学校教員らと雑誌『教
育』を読む会を月１回開催し、教育の現代的課題や
教育学の知見を深められたのは有意義であった。
社会活動では、『新修豊田市史』執筆協力員や愛
知県教育史編集委員として自治体史編さん事業に携
わった。また、彦根市立西中学校の校内研究会にて
アドバイザーを務めた。
■竹下秀子（たけしたひでこ）発達心理学
本年度も多言語・多文化環境にある子どもたちが
多く在籍する長浜市内保育所を年間通じて訪問し、
ことばと心の発達の実相を探究する機会としてきま
した。祖母世代の私たちの闖入を 1 歳児クラスのと
きから寛容に受け入れてくれた子どもたち。4 月か
らは、はや小学生です。父母の出身地はブラジルや
ペルー、フィリピン、中国と多彩ですが、日本で育
ち、日本語を学び、日本文化に馴染んできました。
外国人に優しいとは言えないこの国のさまざまな側
面に出会って、これから苦労することが多いかもし
れません。他方で、就学前数年間の保育所でともに
育った仲間のあったことが、生涯に続く大切な記憶
となっていくでしょう。「発達と進化ゼミ」の名の
もとに人間関係学科准教授の上野有理さんと共同指
導してきた４回生は、いずれも幼少期からの心の発
達に研究関心を得て、保育所や里親家庭での育ちを
対象とした卒業論文をまとめました。長年にわたっ
て、地域の多くの方に支えられて、本学での教育研
究活動を進めてくることができましたことを心より
感謝いたします。
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■中村好孝（なかむらよしたか）社会学
イギリスの特別支援教育について科研で調査した
紀要共著論文を書いた（原田琢也ほか「ロンドン・

とで両者のメディア特性を浮き彫りにすることを試
みている。これをきっかけにマンガ、アニメーショ
ンの分野を捉え直したい。

ニューアム区の学校のインクルーシブ教育実践」

愛荘町の有線放送アーカイヴという魅力的な資料

『金城学院大学論集』13 ⑴）。調査に行った１年前
はポンドが今より高かったのが悔しい。

を聞き込む作業も始めた。明治・大正生まれの方々
のいきいきとした江州弁が、いまは失われてしまっ

2016 年に生誕百年を迎えたライト・ミルズの主

た当時の風俗を物語るおもしろさ。ウェブ媒体で少

著の一つを翻訳した（『社会学的想像力』ちくま学
芸文庫、伊奈正人と共訳）。半世紀前の本だが、本

しずつ文字化し始めている。

国アメリカでは今でも代表的な社会学入門書であ

■松嶋秀明（まつしまひであき）臨床心理学

る。論敵パーソンズの本を「分かりにくいから英語

本年は研究面においては、昨年度につづきリジリ

に翻訳してみよう」と書き直すなど、やりたい放題

アンス概念にかかわる発表を行った。「最初のリジ

している本なのだが、一人一人の人生と歴史とが社

リアンス研究─ワーナーとスミス」家族療法研究 ,

会構造の中で結びついていることを理解するのが社

33, 2-6. が公刊された。教育面では７人の３回生、

会学だ、という著者のメッセージ自体はとてもまと

３人の４回生、２人の大学院生の指導をおこない、

もで、社会学に興味がある方にはぜひ読んでもらい

共著で学会発表を２つ行った。卒業論文のテーマ

たい。新訳を文庫で出せて嬉しい。

は、非行少年における被害者性、スクールカースト
の経験のされ方、知的障害をともなう自閉症スペク

■原未来（はらみき）教育学

トラム障害の子どもをもつ母親が考える「自立」概

科研費「ひきこもり者の「居場所」支援における

念の検討など多様であるが、いずれもフィールド

実践知の解明、および支援理論の構築」の研究成果

ワークやインタビュー、テキスト分析などの質的研

をまとめている。

究を行ったものである。地域貢献としては草津市の

県大着任２年目となった今年度、県内での協同実

いじめ対策についての委員会に参画したほか、滋賀

践に着手することができた。大学 COC 事業「若者

県立大学の COC 事業の一環として、長浜市の放課

の「居場所」づくりに関する研究」では、彦根市子

後児童クラブにおける調査を通して、長浜市の子ど

ども・若者課および NPO 芹川の方々とともに「逓

もの放課後生活のあり方について検討をおこなった。

信サロン」を開設した。社会との接点が希薄である
など「生きづらさ」を抱えた若者たちが集い交流す
る場であり、より主体的に社会参加していく拠点で
ある。

■丸山真央（まるやままさお）地域・都市社会学
市町村合併の研究は、昨年度までの科研で静岡県
浜松市と新潟県上越市で実施した調査の報告書をよ

また、京都市ユースサービス協会での共同調査を

うやく刊行した。調査結果は地元紙で報じられた。

継続しているほか、多賀町中央公民館づくりの検討

そのほか、行政地理学の研究書の分担執筆、学会

会にもかかわらせていただいた。今年度は講演の機

ウェブサイト用の解説論文の執筆、日本学術会議の

会も多くいただき、滋賀県青少年育成市民会議発足

シンポでの報告等をした。

50 周年記念シンポジウムを始め、彦根市・近江八

過疎山村の研究は、第一生命財団の助成（代表）

幡市などで講演をおこなった。滋賀県子ども若者地

を得て長野県天龍村で調査を実施し、報告書を執筆

域協議会委員、彦根市子ども若者検討委員会委員な

した。同じ三信遠国境地帯の静岡県旧佐久間町の調

ども担った。

査の科研（基盤 C・分担）は最終年度となった。

■細馬宏通（ほそまひろみち）人間行動論

手県大船渡市の調査を継続したほか、JR 西日本あ

震災・復興の研究は、科研（基盤 A・分担）で岩
これまでの認知症高齢者施設での観察をまとめた
「介護するからだ」（医学書院）を出版した。関連す

んしん社会財団の助成（代表）を得て同市で質問紙
調査を実施し、報告書を刊行した。

るトークショーを各地で行い、現場の方々の意見を

「都心回帰」の研究では、今年度から２つの科研

うかがう機会も増えた。本を出したあとにこそ考え

（基盤 C・代表、基盤 B・分担）が始まり、名古屋や

は広がる。最近では、視覚重複障害の方々の創作活

大阪等で調査を実施した。成果は学会のシンポ等で

動を参与観察させていただいている。利用者と職員

発表したほか、2020 年東京五輪と都心再開発に関

との間の相互行為によって作品が生まれる過程は分

する短文を体育学系の学会誌に寄稿した。また都心

析しがいがある。

マンション調査に関する論文が刊行された。

マンガ「この世界の片隅に」のアニメーション化
に刺激を受け、原作とアニメーションを比較するこ
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います。

━━
◦国際コミュニケーション学科

青海省という所は、中国のチベット人居住地域の
中でも文筆や言論活動の盛んな地域となっていま
す。私は、青海省出身の有名な評論家であるショク

■小栗裕子（おぐりゆうこ）英語教育・第二言語習得
教育面では特に卒論指導に力を注いだ。昨年度の

ドゥンの活動に興味を持ってきました。彼について
は、「チベット人評論家ショクドゥンについて」と

経験を活かし就活中でもゼミ生には可能な限り出席

いう論文を書き、近く東京外大から出ている雑誌、

を求めた。内容はそれぞれに興味深く、あとは彼女
らの口頭試問を残すのみとなっている。

「セルニャ」の 4 号に掲載される予定です。
他に、ナクツァン・ヌロという人の自伝的小説で

研究においては、引き続き教材分析に関する文献

ある「ナクツァン少年の喜びと悲しみ」という作品

を読み解いている。社会貢献では英語教育に関心

の翻訳にも取り組んでいます。これは結構な大部

のある教員が多く所属している大学英語教育学会

で、少なくともあと２年はかかる予定です。

（JACET）の理事および関西支部長を務め、JACET
国際大会での研究発表の審査や JACET Journal の

■呉凌非（ごりょうひ）言語学

査読を行った。今年度から国際大会での新人発表部

教育活動

門の選考委員として、受賞者を選ぶ仕事が加わっ

私は国際コミュニケーション学科の中国語の授業

た。また 2013 年４月から 2015 年３月まで大学入試

のほか、「言語接触論」と「翻訳文化論」の２つの

センターの教科科目第一委員会委員として、入学試

専門科目も担当しています。平成 28 年度は 5 人のゼ

験業務に携わっていた。

ミ生の卒論指導で忙しい日々を送らせていただきま
した。卒論のテーマは次の通りです。「現代中国語

■地蔵堂貞二（じぞうどうていじ） 言語学・中国語歴

の中の日本語語彙」、「近年若者の敬語使用」、「天

史文法

声人語の和英対訳に見る翻訳技法」、「滋賀県の方

[ 教育活動 ]

言─東近江市を中心に」
、
「街角の看板に見る日本語

・２名の卒論指導を行った。アプローチの方向性は

ことばのバラエティ」
。

異なるも、テーマは偶然の一致で、日中間の動物に

研究活動

対するイメージの異同であった。

査読付き論文：

・中国語ⅠＡ（第二外国語）の履修者は、近年は 10

On the Boundary Function of“ le”from the point

名程度であったが、今年度は、学科１回生 15 名、

of view of Chinese Verb Classification

２回生（１回生時は他言語を履修）５名、韓国人留

and Its Pedagogical Effects 平成 28 年 8 月 Applied

学生１名で、活気ある授業となった。

Chinese Language Studies Ⅶ ,

［研究活動］

London. pp25 － 32（単著）

・昨年、翻訳出版された『中国語名詞性フレーズの

その他

類型学的研究』
（日中言語文化出版社）の分担翻訳

平 成 28 年 ６ 月 13 日 ㈪ に“Gods and Puppets: The

作業の際に考え付いたテーマについて考察を進めて

Ghost in Japanese Theatre’
s Machine”を題した

きたが、結論を得る段階に至っていない。研究続行。

人間文化セミナーをコーディネートしました。

[ 社会貢献 ]
・一般財団法人日本中国語検定協会（中検）評議員

■ John Rippey（ジョン リピー）クリエイティブ・
ライティング

■棚瀬慈郎（たなせじろう）チベット学、文化人類学

私は文学と自然、特に里山との関係を研究してい

８月から９月にかけて約１か月間、中国雲南省昆

ますが、平成 28 年度は学会発表および里山関係の

明から四川省、甘粛省、青海省西寧まで、主にチ
ベット人の居住地帯を旅しました。いつもながら中

本の書評に取り組みました。専門の文芸創作では自
作の詩を朗読会用の詩集に提供しました。卒業論文

国の変化は激しく、特に今回は道路の整備が進んで

指導では学部のゼミ生４名の小説創作（英語）を指

いることに驚きました。

導しました。

旅の中では、甘粛省の夏河という所にあるラブラ

国際交流関係の活動にも重点をおきました。６

ン寺について集中的に聞き取りをしました。また、

月、７月にはアメリカ人の大学生・大学院生 24 名

青海省のセルジョンという聖地では、多くの巡礼者

が県大に短期留学するＣＬＳプログラムの実行委員

に混じって聖地巡りをしました。ラブラン寺につい

長を務めました。当プログラムでは県大生約 65 名

ては、「チベット文化研究会報」第 41 巻１号に「ラ

が関わり、会話パートナー、インターン、ＴＡなど

ブラン寺の現状について」という論文が掲載されて

を担当し、日米双方の学生にとって充実した８週間
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となりました。

年９月に退任。

交換留学の協定校訪問で米国ミシガン州に、また

【地域貢献】

ＣＬＳの関係でワシントンＤＣとインドネシアに出

第 26 回全国産業教育フェア石川大会 全国高校生

張しました。インドネシアでは県大関係者３名と共

ビジネス英語コンテスト（11月６日）に於いて審査員。

にインドネシア、インド、韓国人の教育者達とワー
クショップに参加し、国際交流に関する知識を共有

■山本薫（やまもとかおる）英文学

しました。
■ボルジギン・ブレンサイン
史

前年度の科学研究費補助金（
「
『共同性なき共同体』
現代中国研究、社会

モンゴル・満洲地域史

の可能性：ジョウゼフ・コンラッド後期作品の再考」
）
が平成 27 年度に最終年度を迎えた。成果の一部は
単行本として、
『ハリー・ポッター』でおなじみの

2016 年度は、まず博士後期課程の学生１人と修

英国ブルームズベリー社から４月末に出版される。

士課程の学生１人がそれぞれ学位請求論文を提出で

前年度科研費では、
「文学」とヨーロッパの思想を

き、ゼミ在籍の大学院生が全国学会や国際学会で研

関連付けて研究を行ったが、２８年度も、コンラッ

究発表を行った。学部生に関しては、三名の卒業生

ドの初期作品群を絵画などの他の芸術との関連で考

の卒論指導に当たったほか、学科の卒業論文関連の

察する研究テーマが科研費課題として採択された。

仕事を分担した。今年は国際コミュニケーション学

成果の一部をさっそくポーランドのコンラッド学会

科設立以来の二回目の卒業生を送り出す年であり、

で発表し、そこでの意見交換からまた別の国際学会

卒論の執筆にあたってもより明確な指針を見づけだ

のプロジェクトを共同で計画することになった。こ

せたと感じている。

の学会での研究発表は、もうかれこれ 20 年以上も続

研究活動に関しては、科研費の基盤研究 A「ア

くポーランドのコンラッド学会論集に掲載される。

フロ・ユーラシア内陸乾燥地文明の歴史生態人類学

また国内でも、母校の京都府立大で、同じく文学と

的研究」
（中部大学）の分担者として海外調査を行っ

他の諸芸術の関係性についてお話をする機会をいた

た。７月には中国で「全国民族高等教育高峰論壇」

だいた。今年のゼミ生の卒業論文のテーマはレヴィ

に参加し研究発表を行った。10 月には北九州市で

= ストロースの神話分析、ファッション、日本語表

「第三回アジア未来会議」に参加し、「中国の少数民

現、昭和ノスタルジアと多彩で、大変ではあった

族地域におけるバブルとその遺産」と題するセッ

が、彼らの問題意識がうかがえて興味深かった。

ションを組織した。また史料集『戦前期モンゴル社
会関連実態調査史料集成』の第 4 回配本『郷村社会
調査報告』
（２冊）も近現代資料刊行会より出版さ
れた。

■島村一平（しまむらいっぺい） 文化人類学・モンゴ
ル研究
【研究】
本年度は、自身が代表を務める科研費基盤Ａ「モ

■小熊猛（こぐまたけし）認知言語学
新カリキュラムへの移行、初めての博士前期課程

ンゴル仏教のグローカル実践に関する学際・国際的
地域研究」が採択され、モンゴル西部の“秘境”ザ

（修士）学生受け入れと節目となる年となった。学

ブハン県に調査旅行へ。もう一つの科研費、基盤

科５年目にして２期生の１名が滋賀県教員採用試験

（C）
『グローバル経済下のモンゴルにおける「感染

に見事に現役合格し、平成 29 年４月より高等学校

するシャーマン現象」に関する研究』が最終年で、

教員（英語）として教壇に立つこととなった。教員

11 月に本学で国際ワークショップを開催した。海

志望の学生たちには次に続けとエールを送りたい。

外の研究者と有益な議論ができたと思う。また８月

【研究活動】
国際会議（大阪大学、スペイン、米国、ベトナム）
にて６本（主担当３本、副担当３本）の共同研究発表。
【教育活動】

には、著書のモンゴル語版が出版された。論文６本
執筆、講演・学会発表は 12 本。４月に母校の総研
大科学者賞をいただいた。感謝。
【教育】

〈学部〉一回生必修の「人間探求学」のコーディ

修士の院生１名、４回生８名、３回生７名、２回

ネーターを担当。カリキュラム移行に伴い最終開講

生５名のゼミ生の指導を担当した。本ゼミ出身の八

となる「英語音声学」をリピー教授、クリンガー、

木風輝君が国立民族学博物館の大学院博士課程に入

ホークス両准教授と担当。〈大学院〉博士前期課程

学、さらに学振特別研究員にも合格し、研究者とし

の指導学生（M1）が、８月に福岡認知言語学会にて

ての道を歩みだしているのはうれしいニュース。３

研究発表。

回生の川島伝絵さんがＮＨＫののど自慢に出演した

【社会活動】

のも楽しい話題。ゼミ生のＴＯＥＩＣ 900 点以上達

２期４年務めた日本認知言語学会の理事を 2016
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成者は４名に。就職委員として就職関係のセミナー
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やエントリーシートの書き方講座を担当している
が、本学科はいい結果が出ておりうれしく思う。

■河かおる（かわかおる）朝鮮近代史
2002年に本学に就職して15年目にしてはじめて、
後期に半年間のサバティカルをいただきました。

■ホークス マーティン 応用言語学・第二言語習得

前期は、カリキュラム改編で廃講になった非常勤

教育活動
今年度の６月、京都外国語大学で開催された全日

科目を今年度に限って私が担当したました。例年よ
り１コマ負担が多くなりましたが、その授業で学ん

本大学英語模擬国際連合大会において、学部生８人

だ学生が充実した韓国留学を送っているようで良

を引率しました。このイベントには 30 カ国の大学
生が参加し、今年度の参加者は 300 人以上でした。

かったです。
夏休みと後期の途中までは、長らく締切を破って

本大学の学生は、模擬国際連合における 2015 年度

いた岩波書店の「原典朝鮮近代思想史」という企画

の継続的開発目標について、英語で意見交換や討論

の分担原稿の執筆に苦戦しました。その後は、サバ

ができました。

ティカル中の研究テーマに定めた滋賀県の在日朝鮮

研究活動

人史に関する調査研究を行い、学会発表や論文執筆

書評

をしました。

•Hawkes, M.（2016）. [Review of the book Second
language acquisition and task-based language teaching,

現状の把握と課題の抽出を行いました。また、彦根

by M. H. Long]. JALT Journal 38 ⑵ .

市多文化共生推進プラン策定委員会の副委員長もし

学会発表

ました。行政の多文化推進関連の仕事は 10 年程前

•2016 年 ９ 月：The effect of pre-teaching linguistic
forms on task interaction. The 49th Annual Meeting

から断続的に関わっていますが、なかなか進歩しな

COC 事業で、愛荘町の多文化共生推進に関わる

い現実に忸怩たる思いです。

of British Association of Applied Linguistics, Anglia
Ruskin University, Cambridge, United Kingdom.

■橋本周子（はしもとちかこ）思想史、文化史

•2016 年 ９ 月：Task sequencing and attention to form.

今年度は声をかけていただくことが多く、これ

2016 CUE Conference, 近畿大学、東大阪キャンパ

までの研究を題材に発表すると同時に、いろいろ

ス。

な方向へ向こう見ずな矢をたくさん飛ばしました

社会活動

が、これまでと違う人間関係に身を投じたことは刺

• 全国語学教育大会（JALT）京都支部の財務担当役

激になりました。春には、味の素が主催する「食の

員であり、本部の年次国際大会の審査委員を務めた。

文化フォーラム」にて、議論に参加する機会を得ま

•2016 年 12 月：NPO 法人 KENA ４4 回滋賀キッズ

した。夏は、これまでの業績のフランス語訳に追わ

スピーチコンテストの審査員長。

れつつ様々な新規の研究計画作成に追われました。
秋・冬には依頼をいただきいくつかの発表をしまし

■吉村淳一（よしむらじゅんいち）ドイツ語学

た（「江戸中後期における〈食通〉論について（フラ

現在、ゼミ生のうち２回生３名がアウクスブルク

ンスとの比較をてがかりに）」、武庫川女子大学生

大学に、２名がコロンビアカレッジに留学中で、昨

活美学研究所／「図書館のなかの習俗：18 世紀後

年の夏には３回生３名がドイツから帰国しました。

半における食の歴史編纂とその知的背景」、科研費

留学を終えた１名は欧州言語共通参照枠（CEFR）

「18・19 世紀における「習俗」の概念と公共空間の

C1 レベルの科目の単位も取得し、ドイツ語技能検

変容」研究会／「近代的な〈食〉のはじまり、フラ

定試験準１級に合格しました。６名の４回生はみな

ンスの場合」、京都府立大学／「太った身体のアン

就職先が決まり、卒業論文も書き終えました。研究

ビバレンス——食べる者へのまなざし」、京都橘大

テーマが多岐にわたり、指導に膨大なエネルギーを

学女性歴史文化研究所）
。

費やしました。自分自身の研究に関しましては、ド
イツ中世の叙事詩を対象にして詩形と言語使用の関
係について調査を行っています。
【社会貢献】

■谷口真紀（たにぐちまき）思想史、文化史
Ｑ①：
「赴任１年目を振り返ってどうですか？」

日本独文学会データベース委員会委員（2005 年

Ａ①：研究・授業・学務の三角形を戸惑いながら行っ

～現在）
、日本独文学会京都支部庶務委員（2016 年

たり来たりした毎日でした。ジーン・シャープが提

４月～現在）
、大阪市立大学ドイツ文学会編集委員

唱する非暴力行動の研究に取り組みつつ、米国の移

（2016 年４月～現在）、京都ドイツ語学研究会広報・

民史・アフリカ系アメリカ人の歴史・国際紛争／平

渉外委員（2014 年５月～現在）

和学入門の授業に力を注ぎ、学生さんの留学のお手
伝いをさせていただきました。
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Ｑ②：「どんなことに苦労しましたか？」

Ｑ③：
「うまくいったことは何ですか？」

Ａ②：まとまった時間がとれない中で文献研究を進

Ａ③：ジーン・シャープの著作の翻訳に取り掛かれ

めるのが大変でした。ネイティブ・スピーカーの留
学生にも満足してもらえる英語での講義の充実は引
き続きの課題です。留学業務を覚えるのが精いっぱ
いで工夫が足りませんでした。

たこと、ゼミ生がのびのび頑張ってくれているこ
と、学生さんの留学支援にチームであたれているこ
とです。

■『人間文化』編集・投稿規定■
【編集規定】
１．本 誌は、滋賀県立大学人間文化学部の機関誌
であって、原則として年２回発行する
（10 月末、
３月末）。
２．本 誌は、論文、研究ノート、翻訳、資料、講
演記録、エッセイ、人間文化通信、その他で
構成される。
３．本 誌の掲載原稿は、投稿原稿と依頼原稿とか
らなる。
４．投 稿資格者は、本学部教員、元本学部教員、

・３月末発行のとき、原稿の締切は１月末とする。
・投 稿予定者は、投稿の意思をそれぞれ７月末
および12月末までに、編集委員に伝えるもの
とする。
・なお、締切日までに原稿が提出されなかった
ときは、投稿を放棄したものとみなす。
３．人 間文化学研究科院生は、指導教員を通じて
投稿意思を編集委員に伝え、投稿するものと
する。その際、投稿原稿に必ず指導教員等の
コメントを付すものとする（1,000字以内）
。

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

４．投稿原稿の分量は、次の通りとする（日本語。
日本語以外はそれに見合う分量とする）
。
・論 文・研究ノート：24,000字以内（図表等を
含む）
。
・翻訳：20,000字以内（図表等を含む）
。
・資料・講演記録：8,000字以内（図表等を含む）
。
・エッセイ：4,000字以内。
・人 間文化通信・その他：その都度、編集委員
会で決定する。
５．原稿は、ハードコピー（40字× 40行）と電子
媒体で提出する。

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

守山市勝部神社の火祭り

『人間文化』第42号をおとどけいたします。前号では
残念ながら投稿原稿数が少なかったことは記憶に新し
いところですが、本号には論文４本（うち院生１本）
、

守山市勝部神社の火祭りは毎年１月８日前後の夜におこなわ
れる。十数本の大松明に一斉に点火される頃には、境内は観客
とカメラマンでいっぱいになるが、民俗学的に興味を引かれる
のは松明結いと点火前の行事である。松明は長さ16尺で、栗東
市金勝山付近で刈ったハンノキを束にして、それを竹でまき、
また好く燃えるために菜種の殻をつけたものである。木を刈る
作業は柴打ちと呼ばれ12月始めに行われる。１月３日には境内
で松明をつくる松明結いと呼ばれる行事がある。藁縄の結び方
やうろこと呼ばれる割り木を松明の胴に付けるやり方に決まり
があり、作業はなかなか難しい。８日の当日には午前中から準
備や祈祷があり、夜に入ると祭りの主役である松明組の青年た
ちは住吉会館という集会所に集合する。そのあとで太鼓をもっ
て町内をまわる太鼓練りや、シュウシ棒という白木の棒をもっ
て神社に参る牛王参りの行事があるが、これらの行事を通じて
祭りの雰囲気は次第に盛り上がっていく。境内に松明を宮入り
させ、やがて松明に火をつける奉火の行事が行われる。松明が
ほとんど燃え終わったころには、松明の残りを境内から引き出
して、集落内を流れる水路につけて火を消す。かつてはその残
りの柴を持って帰り、それで１月15日の朝に粥をたいたという。
現在は神社行事となっているが、行事の所々に寺院での正月行
事である修正会の名残がみられる点も興味深い。 市 川 秀 之

研究ノート２本の投稿があり、近年薄れてきたように
思われる大学紀要の存在意義が証明される形となりま
した。今年度より編集委員として加わり、経費やデジ
タル化の問題と直接向き合うこととなりましたが、自
分が院生の頃とは研究業績評価の形態や研究成果発表
の場の一つとしての大学紀要のあり方そのものが大き
く変化したことをあらためて感じました。
今回は特に活動報告を、単なる業績報告としてでは
なく、主な読者である「一般の方（高校生など）
」に
向けて書いていただきました。この変化がどのように
受け止められるのか、地域社会（もちろんその外も）
からの反応が楽しみです。
（山本

薫）

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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