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人間文化学部

介

学部長

「新しい学風」のために
去る６月、本学の開学 20 周年記念式典が行われた。人間文化学部も始まって 20 年を経
たことになる。この研究報告誌『人間文化』は、開学２年目の 1996 年に創刊されて現在
に至っている。
私はその創刊準備から初期の編集に関わっていた。当時、編集委員たちで考えていたこ
とは、この報告誌は従来型の「紀要」とは違うものにしようということだった。ここでい
う従来型の紀要とは、高度に専門化された論文が並び、専門外の者にはとうてい読みにく
いもの、という意味だが、新しくつくる研究報告誌（誌名の『人間文化』は早くから決まっ
ていた）は、旧来の専門という枠をいったん取り払って、広い範囲の読者に読んでもらえ
るものにしようと考えた。そうすることによって、新しく開学した大学の中の、
「人間文化」
という新しいくくり（学問領域）の学部の存在を、世に広めることを試みたのだ。
創刊準備号の巻頭言で、初代学部長の西川幸治氏は次のように述べている。
「この冊子を、私たちの目指す人間文化研究の方向を内外に示し、教員が相互に交流し、
教員と学生が論じあい、理解しあう場としたい。そこで、私たちの研究現状を示し、たが
いに切磋琢磨する場ともしたい。こうした試みを懸命につづけることによって、私たちは
新しい学風をはぐくみ、つちかいたいとねがっている。」
開学時の高揚した思いが伝わって来る。最近は使われなくなった「人間文化研究」の語
も目を惹く。この冊子を使って学部の研究を広報するだけでなく、この冊子を媒介として
人間文化研究の「新しい学風をはぐぐみ、つちかう」ことが目指されていたことになる。
以来約 20 年。この試みがどこまで成功したかは定かではないが、読みやすいものに
するための構成や編集上の工夫（例えば、投稿論文にその学術的位置付けを解説する
「comment」をつけることや、学外者からの投稿も掲載すること、研究・教育の情報交流
のための「人間文化通信」など）は今でもよく継承されている。
では、「新しい学風」は育まれたのだろうか。学部としては 20 年が経ったものの、新し
い学風ができたとまでは言い難い。この 20 年で各分野ごとの研究面での熟成は進んだが、
分野の枠を超えた総合化はかえって難しくなったかもしれない。
この 20 年、社会のなかでの大学の位置付けも大きく揺らいできた。しかし、だからこそ、
人間文化研究の初心を忘れず、この試みを根気よく継続していきたい。
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論文

Culturing Wildness:
The Ecopoetry of the Satoyama
John Rippey
School of Human Cultures, Department of Intercultural Communications, Professor

1. Introduction

foundational three-volume（thus far）series generated by

In a satoyama, human dwellings and agricultural

The Research Center for Satoyama Studies at Ryukoku

activity clustered along a stream running through

University（Maruyama and Miyaura 2007, 2009; Ushio

the center of the settlement, and these components

and Suzuki）, for example, has included only a small

were nestled in and supported by concentric rings

handful of articles reflecting the arts and humanities.

of increasingly unmanaged nature. The patchwork

This situation is echoed across the vernacular scholarly

mosaic of rice paddies, vegetable fields, orchards,

work and reflected in prominent international research,

groves, grasslands, and coppiced woodland merged into

as well, such as the comprehensive satoyama assessment

surrounding forests and mountains, accommodating

generated by the United Nations University and the

a variety of nonhuman lives, both cultivated and

Japan Satoyama Satoumi Assessment（Duraiappah, et

uncultivated. Although the traditional, sustainable

al.）. In an environmentally focused field, the lack of

satoyama became largely obsolete over the course of the

extant research in arts and humanities paradigms arises

twentieth century with the advent of modern, industrial

as a concern and limitation because, as ecocritic Karen

agriculture, as the characteristic environment of the

Thornber explains, “Literature’s regular and often

Japanese countryside for millennia, it has strongly

blatant defiance of logic, precision, and unity enables it

influenced understandings and attitudes toward nature in
Japan into the present day.

to grapple more insistently and penetratingly than most
scientific discourse and conventional environmental

The satoyama has often served as setting in Japanese

rhetoric with the contradictory interactions among people

poetry. In order to explore received orientations toward

and ecosystems”（Japanese 207-08）.

nature in Japan, this research examines works across the

Another prompt for the current research is a

history of Japanese poetry which adopt the natural lives

perceived incompleteness in current international

and elements of the satoyama, and human interactions

anglophonic ecocritical characterizations of Japanese

with these, as subject matter. Much of the poetry of the

literature. Prominent recent studies severely question

satoyama expresses intimations of commonality and

the widely held belief in a Japanese “love of nature”

attempts to realize communalism with wild nonhuman

and the status of this ecophilia as a distinguishing trait

nature. The poetry manifests virtually all of the

of the culture and literature. The research characterizes

characteristics of what has recently come to be referred

Japanese orientations toward the natural world, in both

to, in anglophonic ecological literary criticism contexts,

the culture at large and the literature, as distinguished

as ecological poetry（ecopoetry）.

by a fundamental ambiguity（Thornber, Environmental;

2. Ecocritical Environment

Shirane, Japan）rather than by love. Haruo Shirane,
for example, suggests that the pervasiveness of what

One prompt for the current research is a perceived

he calls “secondary nature”（representations of nature

paucity of literary and humanities-based studies in the

in the arts and culture more broadly, and including the

field of satoyama studies. A central assumption in the

satoyama itself）have inculcated a mistaken belief in

field is that human interface with the natural world

harmonious coexistence with primary nature in Japan.

does not represent, by definition, an environmentally

The representations can serve to obscure the fact that the

harmful phenomenon; research explores sustainable

ecological record in both ancient times – the clearing

practice in the satoyama, past, present, and future.

of wilderness for rice cultivation to the point that little

While often multidisciplinary, satoyama research locates

wilderness any longer exists – and the twentieth century

predominantly in the social and natural sciences. The

is not good（Japan, 13-16, 218-19）. Thornber, similarly,

2
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points to a significant presence in the Japanese canon

Japanese poetry. Prominent traits include human

from the earliest era of works which celebrate notable

implication in larger natural processes; foregrounding

human reshaping of land. She observes that, regrettably

of wild – autonomous, unmanaged, and elusive –

and tellingly, it is only in the twentieth century that

nonhuman lives, natural elements and phenomenon;

explicit concerns and engagement with anthropogenic

and a longing and only partially fulfilled desire for even

environmental degradation become relatively common in

greater physical and metaphysical confluence with these

Japanese creative writing（Japanese, 208-09）. While this

natural lives and processes. These concerns are felt and

research helpfully identifies gaps in popular beliefs and

communicated in the context of human settlement and

actual behavior, the categorizations appear to overlook

agricultural occupations. External scenes implicitly stand

large, relevant portions of the literature.

for internal human states. The following are examples of

This current study hopes to compensate to some

Japanese poetry which echo and extend, reformulate and

small degree for imbalances in the research in the field

improvise on, such content and themes: In reaped fields /

of satoyama studies, as well as in recent ecocritical

where quail cry / rice stubble puts up new shoots, / rays

characterizations of Japanese literature. The approach

2
of a crescent moon / lighting them dimly（Saigyō,
1118-

adopted was to review a large number of poems from

1190）
; Distant wild ducks – / when washing the hoe, / the

the span of Japanese literature, gather those poetic works

3
water undulates（Yosa
Buson, 1716-83）; Behind my hut

relevant to the satoyama, and identify and evaluate broad

/ from the earliest days / frogs sang of the primordial.4

patterns and tendencies in this subset of poetry regarding

（Kobayashi Issa, 1763-1827）;

orientations toward the natural world. A small sampling
of the poems considered has been included or excerpted

As I rustle my way between the ditch reeds

in the text of the article, with the originals provided in

With the forest and field my lovers

romanized form in the notes section to the degree that

Modestly folded green-coloured reports

space allowed.

Find their way into my pockets
As I walk the darker sector of the woods

3. The Culture of Nature

My elbows and trousers are smothered
In imprints of crescent-moon lips5
（Miyazawa Kenji, 1896-1933）

Morning Rain
A slight rain comes, bathed in dawn light.

The poetry of the satoyama assumes and asserts

I hear it among treetop leaves before mist

underlying confluence between humans and the larger

Arrives. Soon it sprinkles the soil and,

natural world, the existence of a greater community

Windblown, follows clouds away. Deepened

which incorporates both human and nonhuman. The
poetry posits the potential for personal realization of this

Colors grace thatch homes for a moment.

generalized, impersonal assumed commonality. Poems,

Flocks and herds of things wild glisten

implicitly or explicitly, represent pursuit of interface with

Faintly. Then the scent of musk opens across

a larger reality and its representative nonhuman lives:

Half a mountain – and lingers on past noon.1

The beginning of autumn: / sea and emerald paddy /

（Tu Fu, 712-70）

6
both the same green.（Matsuo
Bashō, 1644-94）; One

step outside the gate / and I too am a traveler / in the
The work of the Chinese poet Tu Fu was greatly

7
autumn evening（Yosa
Buson, 1716-83）; dew settling

admired by many subsequent Japanese poets including

8
– / when will I become / grasses or a tree?（Kobayashi

Matsuo Bashō. The satoyama is believed to have come

Issa, 1763-1827）. The poetry is one of appreciation

to Japan, along with rice farming, from China. “Morning

and aspiration, of respectful and non-invasive interface,

Rain” illustrates many of the characteristics of subsequent

marked by seeking more than by realizing.

人間文化●
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While the poetry asserts a commonality and sustained

translates to delight in the recounting and which can be

and sustaining potential for confluence, the wild lives are

infectious to the speakers of the poems: I release fireflies /

encountered most characteristically in the distances and

inside my mosquito net / oh joy!17（Yosa Buson, 1716-83）.

horizons, physical or psychological margins, borders and

In fact, to draw a distinction between wild and

folds beyond the immediate arenas of human activity. The

domesticated lives is to pose a binary opposition which

wild lives reside on parallel planes to humans, physically,

the poetry does not tend to support. For one, wildness

temporally, or psychologically. They may cross over

itself is governed, possessing an inherent and palpably

or through human precincts, but they do not live under

sensed if inscrutable reason. For another, domesticated

human jurisdiction. The wild lives and conditions are

or cultured lives can manifest a wildness and resonance

perceptible and palpable. Yet they most often remain out

in the poetry similar to those exhibited by unmanaged

of reach and attainment, defying facile and full interface

lives. It is not possible to draw a qualitative line between

with humans. Since the wild lives are encountered

wild lives and managed or cultivated lives. Sometimes a

within the greater satoyama, the human context and

poem takes up a cultivated life or agricultural “product”

cultural artefacts, along with the seeking human speaker-

and admires its integrity and intrinsic qualities: Biting

witness, is always present as counterfoil to the wild life

deep within / the pungent radish: / autumn wind18
（Matsuo

and its wildness: a katydid / chirps from the sleeves / of

Bashō, 1644-94）; A purple so deep / it’s almost black – /

9
a scarecrow（Kawai
Chigetsu, 1632-1706）; Midfield,

the grapes19（Masaoka Shiki, 1867-1902）By implication

/ attached to nothing, / the skylark singing.10（Matsuo

or suggestion, every life form possesses a wild integrity

Bashō, 1644-1694）; In the distant hills / A patch where

and cannot help doing so. The same impulses exist

sunlight touches / The withered meadows. （Takahama

in relatively self-managed or autonomous lives and

Kyoshi, 1874-1959）. The wild lives in the poetry of

controlled ones, whether manifest or latent.

11

the satoyama can be diffident and elusive. They can

Wildness infuses humans and human activities,

also be oblivious to or unmoved by human needs and

regardless of occupation, station, or circumstances, in

concerns, even emotional ones. The wild lives do not

some of the poetry of the satoyama, as well. We can find,

characteristically condescend to interaction with humans,

in the poetry, equivalencies drawn between peripatetic

particularly in response to a request or neediness, even

poets and rooted agricultural work: on a journey though

to concerns of the human heart: The morning glory also

the world, / tilling a small field, / back and forth 20

/ turns out / not to be my friend （Matsuo Bashō, 16441694）; Mountainous clouds / what would you know

（Matsuo Bashō, 1644-1694）. Agriculture and forestry
work can be implicated in larger forces and phenomenon:

about love affairs / turning into rain 13（Yosa Buson,

When the axe strikes, / a surprising fragrance – / winter

1716-83）.

trees. 21（Yosa Buson, 1716-83）. Farmwork itself can

While the wild lives do not deliberately undermine
the earthly efforts of humans, they are patently

be portrayed as spiritual discipline and even religious
experience:

12

uninterested and uninvolved in these practical matters.
They live in the world of affairs but are not part of it:

I am the transmigrating puritan

Come, come, I say: / But the firefly / Goes on his way.

Working the resplendent fields after the rain

14

（Uejima Onitsura, 1661-1738）; beans are stolen / from
right under his legs – / the scarecrow15（Yokoi Yayu,
1702-1783）; A whole cloud of azaleas – / a surprise / in
the middle of a wheat field16（Yosa Buson, 1716-83）. The
non-human lives inhabiting the poetry are admirably selfregulating and self-determining. They can also carry out
their contrary and non-colluding activities in domestic
settings with a carefree feeling and playfulness – which

4
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Sniffing fresh humus mixed with the ooze
Of pale waxy sap from severed roots
T he clouds swim and pitch, rushing their
directions
Each leaf of the pear tree boasts its own exquisite
veins
T he complete landscape of tree and sky is
contained
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In the lenses of droplets on the short fruit-tree
branches22
（Miyazawa Kenji, 1896-1933）

song / free of the mud28（Konishi Raizan, 1654-1716）.
One outcome is that, in order to gain the grounded
experiences and complementary perspectives on nature
of residents and workers in the satoyama, we need to

To the speakers of the poetry of the satoyama – on
principle and occasionally in utterance – the level planes,

look to other sources than canonical poetry set in the
satoyama.

simple geometry, and lighter greens of plush, trimmed

In its depiction of the destructive potential of human

rice paddies, clear and light and open to the sky, can offer

activity, as well, the poetry of the satoyama can represent

the same opportunities as portals to an enfolding wildness

implicit and explicit cultural critique. The wild natural

beyond the self as do the natural contours, fractals, three-

elements, processes, and forces depicted in the poetry

dimensions and darker greens of elevated mountain

of the satoyama possess autonomy, integrity and are

forests.

part of the larger reality. However, the wild lives and

Nonetheless, it is more common for actual agricultural

elements are also vulnerable to harm from humans. They

work in the poetry of the satoyama to be downplayed

are susceptible to accidental or deliberate injury from

than exalted. Although a satoyama was a humanly shaped

humans and human activity and require consideration and

environment in close physical working interface with

considerate treatment: The well-rope has been / captured

wild natural lives and elements, representing a physical

by morning-glories – / I’ll borrow water. 29（Kaga no

articulation of the very metaphysical confluence sought by

Chiyo, 1703-1775）. It is not uncommon for poetry set in

poetic speakers, agricultural activities are characteristically

rural environments to express pathos and lament for the

backgrounded in the poetry. While, farming, farmers,

weak and powerless, to communicate awareness of and

and rural-based human life are not infrequently taken

resistance to, through expressions of regret or irony, the

up in the poetry, depictions can often feel done with

environmental insensitivity and the negative ecological

arguably less intensity, depth, and poetic ingenuity than

impacts of human activities. Insensitive and callous

is turned to wild, nonhuman lives, and take on more of a

attitudes and actions toward natural lives are portrayed

stock quality than the wilder images do: Winter rain: / A

as leading to a decrease in well-being of humans: As the

farmhouse piled with firewood, / A light in the window.23

great old trees / are marked for felling, / the birds build

（Nozawa Bonchō, c.1640-1714）; flowing “hiya-hiya” /
into the paddies – / clear waters24（Yokoi Yayu（1702-83）;

their new spring nests30（Kobayashi Issa, 1763-1827）;

Autumn hills: / Here and there / Smoke rising.25（Katō

They’ve cut down the willow – / the kingfishers / don’t
come anymore31（Masaoka Shiki, 1867-1902）;

Gyōdai, 1732-92）.
Labor and laborers in the poetry of the satoyama tend

Dark, melancholy day.

to be presented from the comfortable perspective of the
non-laboring observer: Cool and fresh; / Dawn-cut grass

The sun is low over the roofs of the row of houses.
The trees in the wood have been sparsely felled.

carried / Through the gate.26（Nozawa Bonchō, c.1640-

How, how to change my thoughts?

1714）; Hikone peasants / sing of the young water-shield

On this road I rebel against and will not travel,

leaves / while harvesting them. （Yosa Buson, 1716-83）.

The new trees have all been felled.32

27

Poetic speakers appear irresistibly drawn to diminutive

（Hagiwara Sakutarō, 1886-1942）

and winged wild lives encountered in the margins
and at the borders of the rural setting and communal

The characteristics and patterns in the nature

activities, identifying readily and empathetically with

orientation of the Japanese poetry of the satoyama

these lives. By contrast, human protagonists engaged

introduced thus far generally hold across centuries and

in group cultivating activities in the middle of the fields

eras. The satoyama, the representative environment of

attract the poets’ eyes less often and capture their poetic

the Japanese countryside, has commonly been inducted

fancy less exuberantly: Girls planting paddy / only their

as poetic setting. By contrast, the Japanese poetry of

人間文化●
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the twentieth and twenty-first centuries recedes from

Always just gazing at it.35
（Tanikawa Shuntarō, b.1931）

the satoyama. With prominent and notable exceptions,
dramatically fewer modern and contemporary Japanese
poetic works take up satoyama environments and

The poetry of the twentieth century is consistent with

natural lives encountered there. When the satoyama is

the poetry of earlier eras in its attention to and valuation

referenced in modern and contemporary poetry, it can

of natural lives and its estimation of larger nature –

be done in an oblique manner, juxtaposed in its absence

even and especially in its absence – as well as in its

and loss. Human culture, development accompanied by

environmental sensitivity and its ecological awareness.

environmental degradation, seems to have overwhelmed

Speakers recognize that humans reside within larger,

nature. Traditional poetic forms, perhaps felt to be less

interconnected natural systems, even if they debilitate,

equipped to deal with contemporary problems and

violate, or ignore those systems. Speakers convey a

complexity, have been abandoned for unruled forms.

desire for the improbable return to greater interface and

Poems which do reference（formerly）rural environments

symbiosis with larger nature. The qualities endow the

and natural elements can communicate regret, a sense of

poetry a tacit biocentrism.

decentering, self-censuring, resignation and even despair:
River in summer: / The end of a red iron chain / Soaks in

4.The Nature of Culture

the water.33（Yamaguchi Seishi, 1901-1994）;
Anthropocentric elements are yoked to the biocentrism
At Tsukuda Ferry, my daughter said

of the poetry of the satoyama. A poem set in a satoyama

The water’s clean like the seashore we went to in
summer”

does not represent the literal and lyrical recordings of an

Not at all. Take a look.

unconditioned individual interface with, and implicit

Near the stern of the river steamer tied there

advocacy for, wild and pristine nonhuman nature（putting

You can see the garbage build-up, swayed by the
river

aside the important but difficult question of the degree

It’s always been that way

humanly possible）. One cultural influence on the poetry

（ From now on, I’ll speak to my heart so my
daughter will not hear）

of the satoyama involves the agrarian environment. A

The water is dark and rather stagnant beneath a
chill and rainy sky

and incorporating human participants in its functioning.

Its twisting and turning like a large sewer is a sign
the river is old34

intervention in and purposeful shaping and harnessing of

（Yoshimoto Takaaki, 1924-2012）

environmentally conscious writer in conscientious and

to which such positioning would be, in general terms,

traditional satoyama was an ecosystem created by humans
The continuity of the environment depended on human
natural processes, including the selective and discriminating
treatment of nonhuman lives.
Another level of cultural mediation of the uptake

Opening the window, I can see the mountain I’ve
been looking at for sixty years

6

of nature in the poetry of the satoyama involves the
selection and profiling of the natural elements, plants, and

The afternoon sun is falling on the ridgeline

animals which occur in the poetry. While there is a trend

As for the way to read its name

over time toward greater inclusiveness in the nonhuman

Whether I call it Takatsunagi-yama

lives and elements taken up in the poetry of the satoyama,

Or Yōkei-zan, the mountain doesn’t give a damn

and even though there is a great deal of individual

But the words themselves seem ill at ease

variation among writers, we nonetheless encounter

That’s because I know nothing about the mountain

a preponderance of specific winged and diminutive

Never been enveloped in mists there, never bitten
by a snake

creatures and flowering plants across the poetry. We

●人間文化

engage relatively fewer carnivorous mammals, birds
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of prey, rodents, fungi, common grasses, and so on –

– during a group linked verse session and against the

even those varieties which we would reasonably expect

objections of a disciple – and in the process extended the

to have proliferated in and around a satoyama. While

range of the frog referent.38

some life forms are embraced and celebrated in the

The yoking of wild nature and human culture in

poetry of the satoyama, others are overlooked and under-

the traditional, literal satoyama is part and parcel of

represented. Poets wrote within the observed constraints

its environmental and ecological qualities. In parallel

and conditions of a literary tradition, and less as our

fashion, the extension of poetic precedent into new

contemporary conception of naturalists.

and unprecedented elements is central to the poetics of

A final and related cultural shaping of the treatment

the poetry of the satoyama. A poem set in a satoyama

of wild nature in the poetry of the satoyama is the strong

departs from a base in familiar forms of human culture

conditioning that natural referents and their environments

to seek return to a more inclusive and encompassing

have been subject to in the Japanese literary tradition.

realm beyond. To remain snugly within received

Poetic diction, including the names of plants, animals,
and natural elements, is inherited in a particularly thick

cultural parameters and established associations would
be to utilize wild lives only as natural resources for

wrap of associations, implications, and meanings. Natural

cultural production. Conversely, to reject any language

referents have long been encultured or domesticated.
Virtually any Japanese poem taking up wildlife will be

from the human community. In the poetry, wild nature

conventions or practices would be to cut oneself off

strongly informed and mediated by precedent poems

is nurturing of human culture, and that human culture

and a long tradition of poetic conventions and traditions,

accommodates wild nature. The poetry of the satoyama

including well-known poetic forms. The desired wildness

suggests a symbiotic relationship between the two. Wild

in poetry inhabits a cultural space.
Shirane elucidates the influence of received poetic

nature “delivers” and brings the culture closer: Now that
the geese have gone / the rice paddies in front of my

practices and conventions on the uptake of nonhuman

door / seem far away.39（Yosa Buson, 1716-83）By the

lives and natural environments in Japanese poetry, in

same token, culture serves as a vehicle for conveying and

general, and the way in which a poetry-based “culture of

sharing wild nature. Nature and culture are expressive

the four seasons” evolved over time in Japan, in which

collaborators with a common spirit and a potential for

natural words and their associations were codified and

harmony. The poetry of the satoyama enacts the ecology

systematized. 36 Shirane suggests that the pervasive

of the satoyama, at times, even self-consciously or

influence of received literary culture on the uptake of

reflexively : A frog has all the time in the world / on a

provenance of the famous Bashō frog poem of 1686:

square page / of rice seedlings40（Yosa Buson, 1716-83）.
This conception of a fundamentally symbiotic and

an old pond . . . / a frog leaps in, / the sound of water.37

integrated relationship between wild nature and human

To a contemporary sensibility, the poem appears to

culture represents, at once, both the enabling and the

be the literal and lyric account of individual interface

limiting quality of the poetry. If we could consider the

with nature. The “old pond” is commonly read as an

symbiotic relationship between poetry and wild lives

unfrequented retaining pond, and the poem conveys a
state of quiet, meditative loneliness. However, as Bashō

as representative and symbolic of the larger, overall

was highly aware, the frog had been admired in poetry

would be in a felicitous situation. Regrettably, the

for its singing and beautiful, plaintive voice, beginning

symbiosis holds only for non-physical relationships with

with the Man’yōshū in 759, and over the centuries had

nature, such as those established in literary and other arts.

become a seasonal word for spring, associated with

The conception assumes an existing balance between

clear mountain streams and the bright yellow flowers of

nature and culture. It locates in a happy, received middle

the globeflower（yamabuki）. Bashō responded to the

ground, the ecotone between thriving human culture

established conventions by deliberately overturning them

and wild natural lives. It does not suggest approaches

nature in Japanese poetry finds clear illustration in the

relationship between human culture and nature, we
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to truing or contraceptive measures when the balance is

elements take place in a humanly shaped environment.

threatened or lost.

The poetry of the satoyama, like the satoyama itself,

The beauty of the poetic metaphysics pales when

possesses cultural specificity, and potential universality,

it is applied to practical human activities in the world.

as well; it may prove to be a helpful lens through which

Material human culture, contemporary observers

to ecocritically interpret the literature of other cultural

feel increasingly acutely, is patently not compatible

traditions.

or symbiotic with the material well-being of natural

In the poetry of the satoyama, humans sense an

elements and wild natural lives. Received culture

unrealized underlying unity with the natural world, along

involves exclusionary practices, defensive measures

with an immediate reality of separateness. Indefatigably

against undesired influences of natural others and

and inimitably, human speakers yearn for confluence

elements, and unilateral violence made possible by power

with a larger natural reason, a confluence seemingly

imbalances. Perhaps the knowledge or intimation of this

available through and beyond empathetic projection into

disjuncture, in an agricultural context and far before what

absorptive scenes and wild natural lives and elements.

we call the contemporary crisis of nature, was one factor

Nonetheless, the potential confluence is realized only

inducing poets to gloss over agricultural activity in the

in the most partial of degrees. Human ecophilia is a

satoyama, as well as many of the workaday realities of

largely unrequited one; the persistent gap between

the human communities in which they stayed. The sense

imagined nature and lived nature proves compelling

of a disjuncture between human culture and nature is also

and motivating. In the yearning after wildness, fleeting

likely to be a primary source of the disillusionment in

moments of insight and the intimations felt in resonant

twentieth-century post-satoyama Japanese poetry.

scenes are all that is allowed, and such faint affirmations
are just enough to sustain the search.

Conclusion

The poetry of the satoyama expresses
unconsummated love of nature. It also embeds a deep

My dream always returned

ambiguity in its depiction of the human relationship

To a lonely village at the foot of a mountain;

with the natural world. One qualification of the

Wind sighing over the knot-grass,

environmentalism of the poetry is that direct interface

Skylark singing and singing,

with natural lives is mediated by the strong influence and

To a forest path in quiet noon,

ongoing presence of the poetic tradition. The conditioned

In the blue sky, sun shining clear41

quality of the literary tradition can be distancing from

（Tachihara Michizō, 1914-39）

actual, experienced nature（while at the same time it can
spur to clearer observation, wider embrace, and greater

Anthologists Ann Fisher-Wirth and Laura-Gray
Street propose a set of predominant characteristics of

intimacy）.
More problematically, the poetry of the satoyama

ecopoetry in the contemporary North American context:

declines candid consideration of the actual potential

abundant uptake of nature, a role for interaction with

for confluence of material human culture and larger

nonhuman nature as serving to reveal an aspect of the

nature. In the poetry, the palpable and respectful love of

meaning of life, environmental sensitivity and awareness,

wild lives and elements in their wildness is intimately

a biocentric perspective, including acknowledgment of

linked to human metaphysical aspiration. The love of

interrelatedness and attendant decentering of the human

nature in the poetry is less explicitly and convincingly

self, and the enactment of ecology（xxvii-xxx）. The

linked to physical ecology and material human culture.

poetry of the satoyama exhibits all of the characteristics,

A disinclination to come to terms with material human

most notably enacting the ecology of the human-

culture in the poetry is most visible in the ambivalent

implicated satoyama. In the poetry, as in the satoyama

uptake of agricultural activity. Even in the context

itself, unprecedented encounters with wild lives and

of the traditional, sustainable satoyama, the physical

8
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relationship between human culture and larger nature
garners relatively less rigorous attention and articulation

Addiss 149.
16.

than individual metaphysical confluence with larger
nature does.

Tsutsuji-no ya aranu tokoro ni mugi batake. Trans.
Merwin 43.

17.

Perhaps this avoidance was a response, at some

Kaya no uchi ni hotaru hanashite aa raku ya. Trans.
Merwin 81.

level of consciousness, to the realization that received

18. Mi ni shimite daikon karashi aki no kaze. Trans. Barnhill 82.

material human culture is, in many ways, fundamentally

19.

incompatible with the larger living nature which supports
it. Establishing a symbiotic physical relationship with

20.

nature, one which involves as full a range of natural lives
and enabling human interactions with them as possible,

21.
22.
23.
24.

2.
3.
4.

25.

Addiss 104.

27. Saijun o utau hikone no soufu kana. Trans. Merwin 92.

Waga io ya kawazu shote kara oi wo naku. Trans. Aitken

28.

From “Ippongino”（Ippongino）. Trans. Pulvers 38.

6.

Hatsuaki ya umi mo aota no hitorimidori. Trans. Bownas
and Thwaite 106.

31.

Yanagi kitte kawasemi tsui ni kozu narinu. Trans.
Watson, Masaoka Shiki, 86.

32.

From “Koide New Highway,（Koide Shindou）. Trans.
Keene, Dawn, 274.

33.

Natsu no kawa akaki tessa no hashi hitaru. Trans.
Keene, Dawn, 149.

34. From “At Tsukuda Ferry”（Tsukuda Watashi de）. Trans.
McCarthy 48.

Tōyama ni hi no ataritaru kareno kana. Trans. Keene,
Dawn, 113.

Kiru ki tomo shirade ya tori no su wo tsukuru. Trans.
Hamill 132.

Haranaka ya mono ni mo tsukazu naku hibari. Trans.
Hass 20.

11.

30.

Kirigirisu naku ya kakashi no sode no uchi. Trans. Addiss
136.

10.

Asagao ni tsurube torarete moraimizu. Trans. Keene,
World, 340.

Oku tsuyu ya ware wa kusaki ni itsu naran. Trans. Addiss
260.

Saotome ya yogorenu mono wa uta bakari. Trans.
Bownas and Thwaite 110.

29.

Mon o izureba ware mo yukuhito aki no kure. Trans.
Merwin 150.

9.

Shigururu ya kuroki tsumu ya no mado akari. Trans.
Bownas and Thwaite 109.

138.

8.

Aki no yama tokoro dokoro ni kemuri tatsu. Trans.
Bownas and Thwaite 115.

26.

Kamo tōku kuwa sosogu mizu no uneri kana. Trans.

5.

7.

Hiya-hiya to ta ni hashirikomu shimizu kana. Trans.
Addiss 148.

Uzura naku karita no hitsuji oi idete honoka ni terasu
mikazuki no kage. Trans. Watson, Saigyō, 150.

Suzushisa ya asakusa mon ni hakobi komi. Trans.
Bownas and Thwaite 109.

Notes
Trans. Hinton 87.

From “Burning Desire’s Past”（Kako Jouen）. Trans.
Pulvers 81.

systematic.

1.

Ono irete ka ni odoroku ya fuyu kodachi. Trans. Addiss
198.

and poetry. It is intriguing to speculate on the shapes of
potential new practices; the problem is deeply rooted and

Yo o tabi ni shiro kaku oda no yukimodori. Trans.
Barnhill 148.

would presumably require reorientation and redirection
of all aspects of culture, including metaphysics, poetics,

Kuroki made ni murasaki fukaki budō kana. Trans.
Watson, Masaoka Shiki, 89.

35.

From “Mt. Yōkei”（Yōkeizan）. Trans. McCarthy 94.

12. Asagao ya kore mo mata waga tomo narazu. Trans. Hass 51.

36.

Shirane, Japan.

Ame to naru koi wa shiranu na kumo no mine. Trans.

37.

Furuike ya kawazu tobikomu mizu no oto. Trans.

13.

Merwin 118.
14. Koi koi to iedo hotaru ga tonde yuku. Trans. Bownas and
Thwaite 111.
15.

Ashimoto no mame nusumaruru kakashi kana. Trans.

Shirane, Traces, 13.
38. Shirane, Traces, especially 13-17.
39. Kari yukite kadota mo tooku omowaruru. Trans. Merwin
30.
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40.

Nawashiro no shikishi ni asobu kawazu kana. Trans.
Merwin 40.

41.

From “Afterthoughts”（Nochi no Omoi ni）. Trans.
Bownas and Thwaite 214-15.
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論文

国内における「学校文化」研究の展望
──スクールカウンセラー研究への展開可能性を探る立場から
別所

崇・松嶋秀明

大学院人間文化学研究科生活文化学専攻人間関係論部門博士後期課程／人間文化学部人間関係学科教授

１．はじめに

られる物質的な人造物）②行動的要素（学校内にお

一般的にスクールカウンセラー（SC）は学校に参

けるパターン化した行動様式）③観念的要素（教育

入する際、その学校ならではの特徴を感受し、援助

内容に代表される知識・スキル、教師ないし生徒集

にいかすことを求められてきた。例えば、学校に着

団の規範、価値観、態度）の三要素に分類される。

任当初には、「静かな学校」、「ザワザワした学校」、

また、「学校文化は、学校という組織ないし制度が

「元気な生徒」、「大人しい生徒」、「活気のある職員

普遍的に有する文化項目としての性格と、それらが

室」
、
「落ち着いた職員室」といた感想を持つ。しば

各学校の歴史や社会的文脈の中で独特の展開を示す

らく勤務した後には「伝統校ならではの雰囲気ある

中で形成された特質の、双方を併せもつ」と述べら

校舎が、生徒の行動に落ち着きをもたらしている。」

れ、伝統ないし校風というものは後者に属すると述

や「生徒中心の行事・活動が多く、体育祭や文化

べている。

発表会の盛り上がりが地域にも浸透している。」や

志水（2002）は、学校文化を、１）近代の制度とし

「校則の厳しい学校なので、生徒が画一化して見え

ての学校がもつ文化、２）国・時代・段階別の学校

る。」など、その感覚はより具体的なものになる。

文化、３）個別学校の文化と、１）→３）への３層構

このような、SC が学校に参入して感じるその学校

造ととらえ、第一の層は「すべての「学校」に共通

ならではの特徴は、これまで学校という場の風土

して見られる特徴」、第二の層は「国ごとや時代ご

（伊藤 ,1998）や学校風土（伊藤 ,2001、窪内 ,2003）と

とあるいは学校段階ごとでの（中略）レベル」、第三

いった表現でとらえられてきた。近年では、学校を

の層が「各校の校風や伝統」としている。この校風

アセスメントするという視点（鵜養 ,2011）での研究

という用語について、久富（1996）は、「学校の統一

も進んでいる。これらは広い意味で「学校の文化」

性を象徴し、教師・生徒の関係性を規定して、それ

の一側面をとらえているということもできる。本稿

がこの統一の下にあるのだと意味づける」ような

では、SC が学校で活動をおこなう上での視点をよ

「象徴や儀礼」の蓄積だとして、前者の例として制

り豊かにするために、「学校の文化」に着目する。

服や校歌、後者の例として入学式や体育祭などの祭

そのうえで伝統的に学校教育にかかわる研究を行っ

典、始業時の礼や教室等への神聖視を挙げている。

てきた教育学、あるいは教育心理学といった研究領

このように教育学領域における「学校文化」は、

域における研究動向のレビューを試みる。そのうえ

非常に大きな広がりを持った概念といえる。SC の

で SC 活動にいかすためにどのような研究が今後望

活動のためにつかむ学校の特徴といったものも、こ

まれるのかの視点を得ることを目的とする。

の「学校文化」の範疇に含まれることがわかる。以

まず、SC 活動で言われる「学校の文化」は、伝

下では、まず、教育学における「学校文化」研究の

統的に学校教育に関わってきた研究領域において、

動向からレビューし、さらにそれが心理学的にはど

どのようにとらえられてきたのかをみるところから

のように引き継がれているのか、SC 活動との関わ

始めよう。教育学（特に教育社会学）の分野で、「何

りはどのように論じられているのか、わが国におけ

か学校に特有なるもの」（堀尾・久冨他編 ,1996）を

るこれまでの学校文化研究の動向をレビューするこ

学校文化と呼んで、その存在について、その下位

ととする。

文化としての生徒文化、教員文化、制度文化（教育
課程、教育方法、校則、儀式など）を含めて、様々
な研究が積み上げられてきた（例えば、長尾、池田

２．教育学からのアプローチ
志 水（2002）に よ る と、 学 校 文 化 研 究 の 糸 口 は

編 ,1990）。学校文化とは、新教育社会学辞典（1986）

1930 年代、学校社会学研究のウォーラーに求めら

によると、「学校集団の全成員あるいはその一部に

れる。ウォーラー（1932/1957）は、独特な学校文化

よって学習され、共有され、伝達される文化の複合

という論の中で、「学校には、人間関係についての

体」であると定義され、①物理的要素（学校内で見

複雑なしきたりや、一連の習俗、習律、非合理的
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な認可、及びそれらに立脚する道徳律がある。（中

ている。このニューカマーについて、志水・清水編

略）伝統もある。
（中略）法律もある。（中略）社会道

（2001）では「近年になってさまざまな理由・経緯

徳もある。がっちりとした構造をもち、メンバーの

のもとに、諸外国から日本にやってくるようになっ

限られた特殊な集団もある。」と指摘している、ま

た、外国人およびその子弟のこと」と定義し、その

た、学校における様々な伝統にも目を向け、それを
「全部、あるいは大半が、外部から入ってきた伝統」

子どもたちの教育経験を吟味することによって、学
校文化を変革する道を探ることが、マジョリティで

と「半ばは校外から入ってきた、半ばは学校独自に

ある「ふつうの日本人の子ども」への利益をもたら

できた伝統」と「ほとんど大部分、学校独特な伝

すと指摘している。このようなニューカマーの日本

統」の 3 種類に分類し、順に社会全体に存在するも

の学校文化に対する適応については、原田（2013）

の、教師仲間に存在するもの、生徒仲間に存在する

の研究がある。原田は、ニューカマー研究と貧困研

ものと述べており、これらは学校文化の下位文化と

究の比較を通して、両者における「「特別扱いしな

しての制度文化、教員文化、生徒文化への言及と言

い」学校文化の果たす機能の違いを明らかに」しよ

えよう。

うとしている。そこでは、両者に共通するその存在

わが国に目を転じると、教育学の分野において

の見えにくさが指摘され、何らかの対策がなされて

は、中谷彪や佐藤秀夫の研究が挙げられる。中谷

も、それは「学校的差異」の縮小が狙いで、その根

（1992）は、日本の学校文化の特質をアメリカとの

源にある「社会的差異」の縮小ではないと述べてい

比較において考察したもので、その日本的特質とし
て、国旗・国歌、卒業認定・原級留置、教員の夏休

る。一方で貧困問題について、特別扱いしない日本
の学校文化という枠組みを適用することが妥当なの

み中の研修の報告義務について述べている。佐藤

かという指摘もしている。その上で、日本の学校文

（2005）では、
「学校には、教育一般に比してより明

化の特別扱いしない特質は、どの程度特別なのかと

確に、その社会・文化の固有性が刻印されている」

いうことを丁寧に見ていく必要を課題としている。

と述べ、学校文化の形成史として、学校における慣

学校文化の比較研究について、志水（2002）は、学

行の成立史（等級制と学級制）、制服の成立史、4 月

校文化を静的なものとしてではなく、動的なものと

始まりの歴史、運動会の歴史、先輩－後輩関係の歴

して捉えようとしており、「学校文化は、何よりも

史や、校舎と教室、机と椅子、文具、○×△の歴史

その担い手たちの実践によって不断に作り直されて

が述べられている。

いくものと把握されなければならない」と述べてい

学校文化についての研究が最も盛んに行われてき

る。そして、「わが国では（中略）学校現場に根ざし

たのは、教育社会学の分野であろう。代表的な論者

た実証研究の数はさほど多くない」とし、解釈的ア

としては、志水宏吉や久冨善之がいる。志水は早

プローチという研究手法を用いて日本とイギリスに

くから学校文化論への言及を行い、志水（1987）で

おける中等教育機関の学校文化への接近をはかって

は、それまで定義されてきた学校文化という概念

いる。このような、外国籍児童生徒だけでなく、校

を、もっと広い意味にとらえ、「すべての学校に共

区に経済格差のある地域や生活保護世帯の児童生徒

通する、一定のまとまりをもった意味連関として、

の学校文化への適応についての研究も進められてい

新しい社会の成員に知覚される」ものととらえ直し

る。前者については川口・奥村（2013）があり、そ

た。その上で、
「学校文化と社会に存在するさまざ

こでは日本の学校文化における平等主義的・全人主

まな階層的な下位文化との関係が探求されなけれ

義的な特徴が、弱い立場の子どもたちを排除する方

ばならない。
」こと、「生徒の社会的分化の基盤を

向に働きやすいと指摘し、近年の新しい学力観の登

なす学力＝学業成績の意味が、今一度問い直され
なければならない。
」こと、「中学校における生徒

場などによる教育改革によって、日本の学校文化が
変容しているのだろうか、という問いについて論じ

にとっての学校文化の意味を問う必要がある。」こ

ている。川口らは、九州地方における就学援助率

との 3 点を、今後の課題としている。志水は近年
では、ニューカマーの日本の学校文化との葛藤（志

の違う 3 つの小学校を調査し、「均質性の高い学校
文化は顕在である」と結論づけている。後者につ

水・清水編 ,2001）や日本とイギリスとの学校文化

いては盛満（2011）がある。そこでは、
「エスノグラ

の比較研究（志水 ,2002）に焦点を置いた研究を進め

フィーという手法を用いて貧困層の子どもたちの学
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校生活を描くことを通して、日本の学校文化が彼ら
の経験するつまずきにどのように関連しているのか
論じて」いる。その結果、不登校や低学力といった

気やことがらの全体」を学校文化だと指摘している。

３．心理学からのアプローチ

目立った課題を抱える生徒であっても、「学校や教

心理学の分野においては、教育心理学や臨床心理

師から「生活保護世帯出身」といった同一の社会的
背景をもつ子どもたちとして捉えられ、特別に処遇

学の領域で、学校文化（研究者によっては学校風土
の用語を使用）に関する研究が行われてきた。教育

されてはいない。
」ということが明らかにされた。

心理学では、伊藤（1992）が登校拒否（当時、現在は

そのことから貧困層の子どもと学校文化の関係性に

不登校）と学校文化との関係性を、児童生徒への質

ついて、①「教師の「貧困感」が大きく影響してい

問紙を通じて明らかにしようとし、「子ども本人に

ること」②「貧困は「隠すべきもの」という前提が

とっても学校へ行きたくない理由は（中略）せいぜ

あること」③「同じ社会的背景をもつ集団としてエ

い「学校の雰囲気がいやだ」ということにしかなら

ンパワーの対象となりにくいこと」の 3 点を挙げて

ないのであろう。」と述べ、その形成に最も影響を

いる。

与えているのが教師（集団）の指導のあり方や子ど

一方、久冨は教員文化研究を端緒として、学校文

もへの接し方だとしている。また、西山・淵上・迫

化論への展開を図ってきており、近年では地域社会

田（2009）は、教育相談システムの構築において、

と学校という視点での研究を進め、久冨（2006）に

学校の組織風土が及ぼす影響について考察してい

おいて茨城県大洗町をフィールドとした調査を行っ
ている。また、久冨（2009a）では、兵庫県豊岡市の

る。この研究では、学校の組織風土に関する質問紙
の因子分析の結果から、協働的風土と同調的風土

小学校をフィールドとした調査を行い、3 年間の研

の 2 因子が抽出され、そのうちの協働的風土が教育

究成果として、学校文化は、「国の法制度によって

相談の定着に直接的な影響があるとの結果が得ら

だけ決まるものではなく」、「また学校側からの地域

れている。その他、学校制度文化について、清水

社会の制度的組み込みによる一方向的形成物でもな

（1998,2000）が小学校に入学した児童の学校文化へ

く」、
「学校に関わる諸々の個人（教師、子ども、父

の適応という観点から、秋田ら（2009）が、幼稚園・

母、住民）
、集団、組織、機構などの事実上の参画

保育園から小学校に入学した児童の移行体験に関し

を通した一つの「創造的で生きた作品」として、あ

て、園文化と学校文化への差異の観点から、それぞ

る地域社会に、またある学校の内・外に形成され、

れ研究を行っている。また学校間の文化差について

意味を発揮し、再編もされうるものである」とい

は、道田（2006）が、公立学校教員から国立の附属

う、
「学校文化の社会史的性格」を明らかにした。

小学校に転出した教員への半構造化インタビューを

さらに、久冨（2009b）では、今日の学校に見られる

通じて、教師がどのように新しい環境に適応したか

「奇妙さ＝正体不明」な面について言及している。

を考察している。さらに、生徒の意識としての学校

例えば「ついには自殺にまで追い込むまれるケース

文化については、田中（2013）が 1 都 1 府 3 県の中学

もある〈いじめ・いじめられ〉が、学校・学級とい

生への学校文化に対する意識調査を通じて、教師が

う場にまるで風土病のようにはびこるのはどうして

持つ正当な「学校大人文化」において、望ましいと

なのか」であるとか、子どもの教育に情熱をもっ

される努力・熱心さ、教師への従順さ、集団協調性

て難関の採用試験にパスし、教職についた教師たち

の強調、一般的学校規範の 4 項目について、難関私

が、その達成感も低いまま「多忙と圧迫の中で慢性

立群と公立群という学校タイプによって特徴に差が

疲労や、消耗・バーンアウト（燃え尽き）から大量

見られることを明らかにした。

に病気休職、とりわけ精神疾患による休職へと追い
つめられているのはどうしてだろうか」ということ

一方、臨床心理学の領域に関しては、SC の導入
がきっかけとなったと言えるだろう。平成 7 年度

を、子ども・教師双方にある学校の「正体不明さ」

（1995 年度）に、SC が学校というコミュニティに参

の例として挙げている。それは冷静に考えると奇妙
でも今の学校にとっては当たり前となっているとし

入してから 20 年が経過した。導入当初は黒船来航
にたとえられたごとく、明治以来の学校教育の現場

て、この「学校生活の日常事＝当たり前になってい

に新たに臨床心理学の専門家を迎えるということ

て、その中に奇妙な面を含む、独特の学校的な雰囲

は、学校現場にとっての大きな転機となったでき
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ごとであった。しかし、「学校という大国に、弱小

解及び教育相談体制の確立（教職員間の連携）がそ

国のひとりの SC が漂流したような側面もあった。」

の条件であることを示唆している。」としている。

（定森 ,2005）という指摘もあるように、SC 導入は

また、窪内（2003）は、自らの SC 経験から、個々

異なる文化の相互交流を教員と SC 双方が経験する

の学校の持つ雰囲気や生徒の違いが大きく、それぞ

ことであった。SC が大きな範囲としての生まれ育っ
た都道府県・市区町村の学校に勤務をすることは有

れの学校風土に適した SC 活動にはかなりの時間と
工夫が必要と感じたところから、学校風土を考慮

り得るであろうが、自分の地元や母校に配属される

に入れた SC 活動の方法論的視点を明らかにしよう

ことは稀であろう。多くの SC は自らの生まれ育っ

と試みている。その結果 2 つの中学校における事例

た地域とは違う場所で、SC として参入する経験を

から、個々の学校の特徴をとらえ、その学校風土

持つ。第一筆者もこれまでいくつかの小・中・高で

を見立てて、
「教員・保護者・生徒に個人的な面接

勤務して、その都度その学校の持つ雰囲気や特徴、

を行うにしても、その内面や心理を扱うことより

さらにはその学校の存する地域の特徴を感じ取るこ

も、取り巻く問題に対処するための環境調整的なコ

とに努めてきた。その経験をもとに、ある 1 つの学

ンサルテーションとしての SC 活動」（環境調整的

校に関して SC の感じた地域文化というテーマで実

支援）と「個別の生徒への援助から SC 活動を始め」

践報告を行った（別所 ,2013）。

て「生徒の関係育成を支援していくことで、生徒の

SC の学校現場への導入以降、SC が参入した学校

成長を目指し、しいてはその関係育成のために学校

で感じた違和感や、教員と SC との協働をよりよく
進める上で SC 側が認識しておきたい、学校にある

の人的資源を巻き込んでいくもの」（関係育成的支
援）という 2 種の支援の視点を導き出した。次に、

特有の文化について、臨床心理学ならびにスクール

佐藤（2003）は、「スクールカウンセリング事業が成

カウンセリングの立場からの、学校文化（または学

果を挙げる一方で、学校現場では教員とスクールカ

校風土）への接近が見られ始めた。その最たるもの

ウンセラー双方に戸惑いも生じている」とし、その

が、伊藤亜矢子による「学級風土」、「学校風土」に

要因としてお互いのもつ知識や経験を基にした「文

関する研究であろう。これについては、次節で改め

化的差異」があると指摘した。そこで現職の SC に

てレビューしてみたい。伊藤の研究以外では、SC

対してのインタビュー調査を行い、「学校で戸惑っ

が学校で活動するにあたって、学校文化をどうと

た点、あるいは馴染まないと感じた点」と「教員の

らえるかの研究がいくつかある。増田（2000）は、

生徒指導面で気になった点、あるいは違和感を感じ

「SC 制度は、学校文化そのものを変容させていくス

た点」の 2 点を聴き取った。その結果は、「管理指

タンスに立脚しない限りにおいて、その効果は部分

導的姿勢」
、
「組織の閉鎖性」
、
「心理カウンセリング

的対症療法的なものになるのではないか」という視

や心的症状に対する無理解」という 3 点に集約され

点で論を進めている。そこで、SC がその役割を果

た。そこから教員と SC が協力し合うためには、両

たすときの促進・阻害要因に着目して、その成果と

者が持つ性質を障害とせずに、相互補完の要素とし

課題を分析し、SC 制度が受け入れられ、機能する

て活かすことを考えるべきで、そのためには異文化

ための条件を検討して、学校改善への可能性を見出

コミュニケーションの観点を導入することが有効で

すことを目的としたインタビューおよび質問紙調査

あると結論づけ、教員と SC がお互いを知り、
「良

を行った。その結果、促進要因としては、「SC は学

好なコミュニケーション関係を実現するためのプロ

校組織の中でカウンセリング活動を行いたいという

グラム」を開発し、実践的な研修の機会を持つ必要

意欲がある。
」や「教師との雑談の中で、校長や他

性を示唆している。

の先生方の考え方がわかるようになってきた。」な
どが挙げられ、阻害要因としては、「校長・教頭の

こうした、SC が学校で活動するにあたって、学
校文化をどうとらえるかの研究以外に、本稿の“は

SC との協働意識が見えてこない。」や「教職員文化

じめに”でも述べたように、近年では SC が参入し

とカウンセラー文化の違いを双方が理解するまでに
至っていない。
」などが挙げられている。そのこと

た学校について、学校をアセスメントするという視
点での研究も行われている。代表的な論者が石隈

から、増田は「SC がその役割を効果的に果たすた

利紀や鵜養啓子である。石隈（1999）では、学校心

めには、校長・教職員全体のカウンセラー文化の理

理学の立場で、心理教育的アセスメントについて、
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その対象や方法について述べている。その中には、

て、その事態に対処していると考えられた。」と述

子どもの環境のアセスメントとして、子どもの生活

べている。また、これまでの風土研究、特に学級風

場面である学校のアセスメントも含まれている。学

土研究に対して、「風土質問紙によって仮に成員の

校のアセスメントのポイントとしては、①学校の

「風土知覚」が捉えられたとして、それは学級への

特性②教師の特性③物的環境の 3 点を挙げ、①にお
いては「学校の雰囲気や文化」、「教師集団の雰囲

介入や対応をする者にとってどのような意味を持つ
ことになるのだろうか。」という疑問を投げかけて

気」
、
「児童生徒集団の雰囲気」を、②においては教

いる。2 つ目は石見・宮元（2008）による学級の雰囲

師の求める学級の規範や文化について言及してい

気を、教師の語りによってとらえる試みである。石

る。また、鵜養（2011）は、個人臨床にならって学

見・宮元は、
「今まで現場の教師達が、学級雰囲気

校コミュニティをどのように見立てるかについて

というものをどうとらえているのかを調べた研究は

言及し、
「①地域状況の把握（家族歴に相当するも

見あたらない。」とし、従来の学級雰囲気に関する

の）
」
、
「②学校の歴史（成育歴）および教育課題（現

研究においては、質問紙を用いることが多いため、

病歴）
」
、
「③学校風土・学校文化（パーソナリティ

「教師の「語り」に注目し、現場の教師の学級雰囲

特性にあたるもの）」、「④学校関係者のさまざまな

気の語りから、教師の学級雰囲気のとらえを探るこ

ニーズ（主訴にあたるもの）」、「⑤コミュニティ成

とを目的」として研究を行っている。実際に小学校

員間のコミュニケーションや人間関係（病理）」の 5

に勤務する教師に対して、半構造化面接を実施し、

つに分類している。ここでは、学校文化にあたるこ
とを、個人のパーソナリティ特性に比定した上で、

高学年の学級の児童に対しては担任の語りの補助と
して質問紙調査を実施した。その結果、「教師は学

「これはテスト等では測ることができない。また既

級雰囲気を教師がつくるものと表面上は語っている

存の資料からでは不十分で、かかわりの中でじかに

が、その背後では「学級にいる人間の関係性」とし

把握することが必要となる。」と述べている。さら

てとられている可能性」を指摘している。3 つ目が

に千原（2011）が、SC 活動において、「当該児童生

岸・澤邉・大久保・野嶋（2010）による授業雰囲気

徒の背景および家族やその地域に育まれた地域文化

尺度作成についての研究である。岸らは、授業の雰

と学校を見立てるマクロ的な立場が重要」と指摘

囲気の研究に関する先行研究のレビューを通して、

し、学校文化を「通底している川のような文化」と

「風土や雰囲気を測定する際に、雰囲気とは行動で

「表層にある文化」、「今という時代的背景」と「過

はないにも関わらず、測定の際に実際の行動を表す

去の歴史的背景」
、また教師集団・保護者・子ども

項目が含まれているという点」
、
「学級雰囲気といっ

社会の文化など、が幾重にも重なっているものと捉

た場合、どのような学級の状況を想定して測定して

え、地域文化に根ざした SC のあり方の検討を行っ

いるのか曖昧であるという点」を挙げ、学級の雰囲

ている。

気ではなく授業の雰囲気に注目し、授業雰囲気尺度

以上で述べたような、SC が感じた学校文化、あ

を作成し、さらにその授業について学生と現役教師

るいは SC として知っておくべき学校文化とは別

に評定を行ってもらい、それぞれの授業雰囲気の認

に、SC 以外の役割の者が学校に入り感じた、ある

知について検討するということを行った。その結

種の雰囲気について言及した研究もいくつか見られ

果、授業雰囲気尺度においては、「統制的雰囲気」

る。1 つは木下（2007）が小学校でのボランティア活

因子、「自由・積極的雰囲気」因子、「喧騒的雰囲

動の中で体験した、その学校の特殊学級の雰囲気に

気」因子の 3 つの因子が抽出された。また、学生と

ついて論じている。木下は特殊学級でのボランティ

現役教師の授業の雰囲気の評定に関しては、喧騒的

ア活動中に、ささいなことで雰囲気が大きく変わる
経験をした。それを「ゆれ」と呼び、それがどのよ

な雰囲気のクラスにおいて、両者の認知が異なるこ
とが示唆された。

うなものであるかを、現象学の方法から理解しよう

また、学校文化をディスコースとして取り上げた

と試みた。その上で、「雰囲気はわたしのあり方と
切り離しえず、相互浸透的に現れることが把握さ

研究に上野（1994a,1994b）がある。上野は「似たよ
うな知識、技術であっても、学校で学習されたもの

れ」
、
「そしてわたしは、雰囲気とわたしのあり方の

がそのまま日常生活の中で用いられるわけではない

相互浸透の中でそのようにしか振舞えないものとし

ことが、一連の日常的認知についての研究によって
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示されている」とし、改めて学校文化がどのような
ものかを見直していく必要性を指摘している。その
上で上野は、学校の算数 / 数学を例として、学校文
化に見られる特殊な言語ゲームのあり方を考察し、
数学は整った理論体系であり、また動かすことので
きない理論体系であるという数学観が、「学校文化
を媒介としてつくられてきたものであるように思わ
れる」と述べている。

４．学級風土研究の展開
学級風土や学級雰囲気に関する研究は、わが国で
は三隅二不二ら（1960ab,1977）の研究が嚆矢であろ
う。三隅・中野（1960a,1960b）や三隅・吉崎・篠原
（1977）の研究は、リーダーシップ理論やグループ・
ダイナミクスの観点から行われたもので、学級の雰
囲気については、教師の指導形態によるその変化や
教師のリーダーシップ類型に基づくその評価として
捉えられているのみである。
そ れ に 対 し て、1990 年 代 よ り 渡 邉・ 塩 谷
（1992,1993,1994）による学級風土研究の取り組みが
みられる。渡邉・塩谷（1992）では、「学級には、生
徒や担任の教師などによる、学級独自の風土があろ
う。
」とし、メンタルヘルスと学級風土を測る質問
紙を作成して中学生に実施した。また、渡邉・塩谷
（1993）では、
「生徒の学級における情緒的体験を、
「学級雰囲気」として測定し、学級雰囲気と学級風
土、メンタルヘルスとの関連」を検討した。さらに
渡邉（1995）、伊藤（1996）では、渡邉・塩谷（19921994）での研究成果を元に、学級風土を実像に即し
た形で捉える質問紙の作成を試みた。その上で、伊
藤・松井（1996）では学級風土研究の展開について
悉皆的にまとめている。ここでは、学級風土の定
義を先行研究から概説し、Moos が社会生態学の立
場から提示した、環境研究のための 4 つの概念を取
り上げている。Moos はそのうちの社会的風土と呼
ばれるものが「環境の「性格」である」とし、「学
級環境を構成する物理的側面や組織的側面、更に教
師・生徒集団という人的側面から規定される学級
の「性格」が学級風土だと論じた。」と紹介してい
る。続いて、学級風土研究の経緯を概観し、主とし
て「教室における観察」、「質問紙による調査研究」
によって行われてきたことを明らかにした。その上
で、近年の傾向として学級風土研究が、「カリキュ
ラム改革や教育プロジェクト評価の方法として組み
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入れられていく様相」や「教師の職場環境としてそ
のメンタルヘルスの視点から扱うものも出現し」、
中学高校だけでない大学生や特殊教育への拡大、特
定の授業への使用などがみられるようになってきた
と指摘している。次に伊藤・松井（1998）では、こ
れまでの学級風土研究の成果を踏まえて、これか
らの研究の方向性について述べている。1 つには、
「望ましい学級環境と、生徒 ‐ 環境の適合（person
environment fit）を探求する流れ」であり、
「環境
改善による予防・成長促進の視点を明確に含む」と
している。2 つ目には「実践的な分野での介入研究」
であり、ガイダンスやスクールカウンセリングでの
注目を挙げている。特に学校臨床心理士（SC）の実
践における、学校・学級のシステムに注目する組
織的な視点を「風土」として具体化する必要性を
指摘している。3 つ目には、
「協働学習（cooperative
learning）の成立要件としての風土研究」である。
協働学習の特徴に班学習があるが、班作りのための
班競争が強調されると、生徒のストレスが高まる可
能性があり、生徒の関係性や精神保健に望ましくな
い影響が出ることが予想されることから、「学習活
動成立の要件として学級風土を重視」する必要性を
指摘している。
これらの伊藤・松井（1996,1998）の研究成果を踏
まえて、伊藤（1999）
、伊藤（2000）および伊藤・松
井（2001）で、新たな学級風土質問紙の作成を目指
した。伊藤（1999）は「個人のみならず学級全体を
視野に入れ、学級がどのような状態にあるのか、ど
のような性質を持った学級なのか、学級の個別的な
性質を捉えることが必要になる。」と述べ、その上
でこれまでの各種の質問紙は、「学級の心理社会的
な側面よりもむしろ学級の物理的な側面を捉える
ことや、（中略）学級の性質よりもむしろ生徒の認
知を探求することを目的としている。」とし、いず
れもが「学級の個別的な性質」を測るものではない
としている。そこで、日本の学校事情に即し、①生
徒面接で得た、生徒による学級・教師の描写や観察
で得た学級風土を端的に表す現象を反映させる②多
数の項目を作成した上で、具体的な学級風土事例を
弁別するのに必要な項目を選択する③学級像と教師
像に関する項目を取り入れる④質問紙と並行して観
察と教師面接を行う⑤分析時に、項目の尺度化だけ
でなく、尺度化されなかった項目を含む単項目によ
る分析も行う、といった 5 つの点を加味して、学校
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臨床実践に寄与する学級風土質問紙を作成しようと

尺度が抽出された。さらに、伊藤は先に述べたよう

試みている。実際に、既存の質問紙に観察・面接

な、質問紙調査の結果に基づく「学級風土の記述」

の結果を参考にして、103 の質問項目を作成した質

も提案している。これによって、「学級の個別具体

問紙を、中学 1 年と 2 年の生徒 233 名に実施した。

的な様子を記述し、問題点や課題を仮説的に探るこ

その結果、学級風土を捉える下位項目としての教
師像については、
「怖さ」、「自由度」、「支持」、「遠

と」
、
「教師コンサルテーションといった実践場面で
学級像を共有する媒体とする」ことができ、「学級

さ」
、
「信頼」
、
「親和」、「侵襲」、「影響」の 8 尺度、

介入の効果査定」への利用も期待できると述べてい

学級像については、
「いじめ」、
「まとまり」、「楽し

る。そして、今後の課題として「この研究で作成し

さ」
、
「問題性」、「活発さ」、「規律」、「行事」の 7 尺

た質問紙を用いた教師コンサルテーションを展開

度が抽出された。しかし、この教師像に関する尺度

し、事例提示の蓄積でその実践性を示すことがあ

は、教師の抵抗感が高く実用的でないため、以後質

る。
」と述べている。

問紙から除外されている（伊藤・松井 ,2001）。伊藤

最後の点について、伊藤（2003）は、スクールカ

（2000）では、伊藤（1999）で作成した学級風土質問

ウンセリングにおいて、学級風土質問紙を利用し

紙の妥当性の検討として、「学級編成後間もない学

た、コンサルテーションの試みについて論じてい

年の始めと、約 1 年が経過した学年の終わり」に、

る。本論では教師の希望により、学級風土質問紙

2 クラスを対象として質問紙を実施して、各学級の

（ こ こ で は、CCI:Classroom Climate Inventory と

特徴や変化を質問紙によって捉えられるかを検討し
た。その際、2 回の質問紙の実施後に粗集計結果を

略記）によるコンサルテーション（ここでは、CCIC:
Classroom Climate Inventory Consultation と略記）

学年主任に提示して、各学級の様子を尋ねる教師面

を実施し、教師に洞察と変化が生じた事例を取り上

談を実施している。その結果、2 クラスの特徴が学

げている。伊藤は CCI の役割として、以下の点を

級風土質問紙から捉えることができ、学年主任との

挙げている。① CCI は、「生徒の視点から捉えた風

面談の結果とも符合した。また、2 クラスの約 1 年

土を明確化し、教師に生徒側からの新たな視点を喚

の経過後の変化も、質問紙によって捉えることがで

起して外在化を促進し、教師の気づきを促すと考え

きたとしている。伊藤は「これらから学級風土質問

られる。」② CCI は、「具体的な項目内容と尺度を

紙は、教師面接からも裏付けられる学級の持続的な

もつことで、学級を分析する枠組みを教師に提供

個性と変化を捉えたと言えるだろう。」と結論づけ

し、教師らの学級分析を精緻化すると考えられる。
」

ている。伊藤・松井（2001）では、「学級の多様な側

また、コンサルタントの役割としては、①「CCI 結

面に焦点を当てつつ、学級全体の持つ雰囲気や個性

果から、尺度・項目得点の布置を解釈し、学級の見

という学級の場全体からのマクロな記述」を重視し

立てを描くこと。」②「教師らの傷つきや相互関係

た質問紙の作成を試みている。ここでは、学級風土

に配慮しつつ結果を伝えること。」を挙げている。

質問紙を「実践と理論からの知識に関わって整備

さらに、CCIC におけるコンサルタントの役割は、

し、学級単位での検討を行」い、「調査結果を学級

「解決策の提示ではなく、生徒たちが CCI に表現し

風土の記述にまとめる提案を」することによって、

た学級生活の実感を教師らに豊かに伝えることに

「質問紙の実践的利用を提案する」としている。そ

ある。」とも述べている。このような事例の提示に

のため、これまでに作成した質問紙を再編し、「関

よって伊藤は、教師の生徒への支援は、学級を抜き

係性」領域、
「個人発達と目標志向」領域、「組織

にしては考えられないので、CCI によって学級を把

の維持と変化」領域の 3 領域に構成した。実際に、

握して、教師 ‐ 学級関係の変容を安全に促進する

21 校の公立中学生 2465 人に調査をして、学級単位
の視点から分析を行った。その結果、「関係性」の

ことが、SC 実践に新しい道を開くことになるだろ
うと、結論づけている。

領域で 5 つの尺度（学級活動への関与、生徒間の親

学級風土質問紙の作成に関する多くの研究のみな

しさ、学級内の不和、学級への満足感、自然な自
己開示）
、
「個人発達と目標志向」の領域で 1 つの尺

らず、伊藤には学校という「場」
（学校風土）にお
ける SC の活動に関する研究もある。伊藤（1998）で

度（学習への志向性）
、「組織の維持と変化」の領域

は、SC が学校という「場」の風土を捉え、それを

で 2 つの尺度（規律正しさ、学級内の公平さ）の計 8

踏まえた行動をすることで、学校という「場」を行
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かした介入を行うことができた経過を論じている。

気から、自ずとその学校固有の風土が感じられ」る

伊藤は、学校という「場」には、以下の 3 点のよう

としている。

な独自の条件があると指摘している。①「学校が治
療相談機関とは異なる日常生活の場であること。」

５．おわりに

②「教育を目的とした、教師・生徒という異なる立
場の構成員から成る独自のシステムであること。」

本稿では、わが国における学校文化研究の動向
を、教育学からのアプローチと心理学からのアプ

③「生徒集団が基本的に健康であり発達途上である

ローチに分けてレビューを試みた。最後に、この 2

こと。
」その上で、こうした雰囲気・構造などの、

つのアプローチ以外の観点からの学校文化研究の例

学校風土に注目し、それに即した動きをし、最終的

をいくつか挙げたい。1 つ目は岩崎（2010）で、全国

に学校システムへの介入を意識した個々の実践を行

的に展開されているスクールカウンセラー等活用事

うことを意識した活動の報告を行っている。その活

業に続いて、平成 20 年度（2008 年度）から開始され

動を行う中で、伊藤が意識したことは、①「部外者

た、スクールソーシャルワーカー活用事業の展開に

への抵抗感」②「学校の多忙さ」③「「学級王国」

即して、スクールソーシャルワーカー（SSWer）の

などの学校文化的背景」④「当該中学の学校風土、

実践に際しての学際的な知見について検討してい

学級風土の把握」の 4 点だとする。このうち④につ

る。SSWer は、社会福祉を専門とする人材が、外

いて、伊藤は活動の第一期（当該校への参入まで）

部から新たに学校現場に参入することになった職種

において、次のようなアセスメントを行っている。

であり、SC と同じく学校文化との遭遇を経験する
こととなる。その上で、
「SSWer が真の意味でその

・
「校長は学校風土を形成するキーパーソンであ

専門性と固有性を実践の中に生かしていくために

る。
」
・
「校区の地域的な特徴は、生徒の生活史や親の
学校への期待などを通して、学校に影響する。」
・
「初めて校内に入るときの印象は、その学校の
風土を端的に表す場合が多い。」

は、学校文化を理解するとともに、それとどのよう
に対峙していくかが鍵になるといえる。」と述べて
いる。中でも、SSWer が最も理解する必要がある
のは、学校文化の中でも教師文化であると指摘して
いる。教師の際限ない献身的な努力に協力し、「い

・
「磨かれた廊下には手作りの品や行事のスナッ

わば「同士」」として教師文化と SSWer との折り

プ写真が丁寧に飾られ、落ち着いて温かい感じ

合いをつけていくことの必要性が示唆されている。

がする。」

2 つ目に、伊藤（2014）を紹介する。伊藤は、
「日本

・
「校長室に直行し、教委・校長・教頭が集まる。

の学校文化・学校生活のなかで、建物が意味の媒体

雰囲気はものものしい。職員室での挨拶も場の

として機能する様を、海外の事例とも比較しながら

雰囲気は固かった。」

論じてみたい。
」とし、教室の空間について、デン
マークとの比較を行いながら考察している。日本

このような、参入当初のアセスメントだけでな

においては、標準設計型校舎と異なるタイプ（例え

く、時間をかけることによって、また学校・学級だ

ば、オープンスクール）に対する、教育関係者の抵

けでなく、職員室や保健室といった空間でもその

抗が強いとし、そこには「教室・校舎に機能的合理

「場」に着目することの必要性を指摘している。ま

性を超えた意味が付与され、「教育」に組み込まれ

た、伊藤（2001）では、伊藤の学校風土・学級風土

ている日本の学校文化・風土がある」と指摘してい

についての調査・研究の経験から、学校を「「風土」

る。その上で、一斉授業や学習展開における「型」

という視点から、派遣先の学校が持つ特徴を捉え、
その風土（校風）に即して動」いたことで、学校全

が成立するための児童生徒の均質性が、日本の学校
文化に見られることが前提であるのではないかと結

体を考慮するスクールカウンセリング実践につな

論づけている。

がったと述べている。伊藤は、学校全体を考慮した
介入の際には、「風土を個人にとっての人格に相当

以上のような、学校文化研究のレビューを通じて
言えることは、教育学からのアプローチにおいて

する環境の性質」と考え、それを頭に置きつつ勤務

は、冒頭で述べた志水の三つの層のうち、第一の層

校を見ることによって、「地域の特徴や学校の雰囲

つまり「制度としての学校が持つ文化」と第二の層
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つまり「国・時代・段階別の学校文化」を中心に研

験者などの感じる「学校の息苦しさ」とつながって

究が進められており、いわば学校という組織全体へ

いるのかもしれない。しばしば、不登校経験者は、

の着目ということになろう。一方で、SC がこれま

「学校にいくのが当たり前なのにいけない自分」と

でとらえてきた「学校の文化」は、個別の学校の特

いう意識に苦しまされることが多いといわれる（例

徴にふみこんでいるとはいえ、そこでは SC という
職業がもつ特殊性によって制約されているともいえ

えば、伊藤 ,2009）。これらは生徒自らがその特殊性
を意識しないままに、その不適応感を自らに内在化

る。というのも、SC は現状においては非常勤職員

することで症状化していると考えることもできる。

として 1 回あたり 6-8 時間、週 1-2 回勤務が一般的で

もちろん、こうした負の側面だけではなく、学校に

ある。また、その活動の大半は、主に生徒の学校適

は生徒の発達を促進する特徴も数多く内在してい

応に関する問題に関わる教職員とのコンサルテー

る。これらの一つひとつに気づいていくことは、

ションに費やされている。いわば、学校という場が

SC として全児童生徒への心理的な援助への手がか

もつ特徴、それも常勤職員としてあらゆる立場の生

りともなるはずである。学校の文化といったものを

徒にかかわっている教職員にみえてくるそれの中の

あぶりだしていくために、インタビュー調査や、

ごく限定的な側面をみているにすぎない。また、こ

フィールドワークなどの質的方法論を通じて、普段

れまでの SC に関する研究では、組織・制度・文化

当たり前と思っていたような事柄を、聴き取ってい

が確立している学校に、外部性・中立性をキーワー

く必要性があると思われる。

ドとして、全く異なるバックグラウンドを持つ臨
床心理士が SC として入っていくということにから
めた、
「学校文化」と「臨床心理（カウンセラー）文
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論文

統一新羅時代の南原小京の都市構造検討
李

在

桓

人間文化学研究科 地域文化学専攻 博士後期課程

Ⅰ . はじめに

として認識される傾向がある。ところが、考古学的
研究に関しては調査成果の不足で進展がほとんどな

統一新羅時代には全国の地方行政体系が九州と五

いとも言える。

小京に整備された。五小京の中で南原小京は、現在

本稿では、まず南原小京の関連史料と既存研究を

の全羅北道南原市に設置されたことが知られてい

検討する。それから現在までの関連遺跡と調査成果

る。南原地域は三国時代には百済の古龍郡であった

をまとめ、考古学的検討を試みよう。南原小京に関

が、具体的記録や関連遺跡はほとんどない。南原は

連する考古資料が足りない部分は、地籍図の分析を

慶尚南道方面から全羅南道へ向かう主要な交通路上

通して南原小京の都市構造の復元案を検討してみる。

に位置し、全羅北道の全州１）方面に向かう交通路の
分岐点にもあたる交通の要地である。
統一新羅時代の南原小京に関連する研究は、基礎

Ⅱ . 南原小京の関連史料と既存研究

になる関連遺跡の調査成果や文献史料が貧弱である
ことから、文献史学と考古学ともに最近まであまり
行われてこなかった。
しかし、1910 年代に製作された南原の旧地籍図

1. 関連史料
南原小京に関連する史料は多くないが、小京の設
置と小京城の築造記録が見られる。

の分析から古代地方都市の土地区画の痕跡が確実に

『三国史記』によると、新羅の神文王 5（685）年に

見えるところとして注目され、一部研究がなされて

南原小京の設置記事があり、神文王 11（691）年に小

いる。明確な土地区画の痕跡が地籍図上に確認され

京城を築造した記録がある。

るため、五小京の中では都市構造が確認された地域

『三国史記』
「新羅本記」第 8、神文王五年
三月 置西原小京 以阿飡元泰爲仕臣 置南原小京 ...
『三國史記』
「新羅本紀」第 8、神文王十一年
十一年 春三月 ... 築南原城
一方、南原小京に直接的に関連するものではない
が、南原地域には区画地割が存在したことが朝鮮時
代の記録から確認できる。『新增東国輿地勝覧』に
は唐の都督劉仁軌による「井田遺基」があったとい
う記録がある。
2.『新增東国輿地勝覧』
井田遺基 唐劉仁軌為刺史兼都督、邑内里□取
井田劃為九區、至今遺址尚存
（邑の内側の村に井田法を使って、九つの区域
に区画して、その址が残っている。
）
この記録から、朝鮮時代にも南原地域には地割の
存在が確認できることがわかる。
表1

南原小京の設置

神文王5年 景徳王16年
（685年） （757年）
名称
図 1 南原小京の位置（現在地名）
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南原小京

南原京

築城記録

現在地名

691年

全羅北道南原市

統一新羅時代の南原小京の都市構造検討

図 2 南原の地籍図（1917 年）

2. 既存研究の検討
南原小京の場合、考古資料はほとんどないので、

図 3 朴泰祐の南原小京復元案（朴泰祐 1987 から引用）

中央の東西約幅 80 ｍの細長い区画 1 列が中軸大路で
あると想定している（図３）
。

考古学的な検討が容易ではない。しかし、旧地籍図

朴泰祐は、南原小京の構造の検討から、区画地割

から区画地割の痕跡が明確に確認できることから、

の中央部北側に官衙が位置していると見ている。ま

旧地籍図を活用して都市構造の検討が行われてきた。

た、小京城に関してはあまり検討していないが、南原

南原小京の都市構造に対する本格的な研究は、朴泰

城ではなく、市内の北東側に位置する蛟龍山城を関

祐（朴泰祐 1987）から始まる。朴泰祐は南原の旧地

連がある城郭としてあげている。朴泰祐は統一新羅

籍図（1917 年製作、図２）を利用して、当時の市街

の地方都市を三つの類型に分類して、区画地割計画

地がもっとも明確であった南原小京の都市構造復元

の実施が判明し、これと平行して包谷式山城が付属

を行った。

する都市として南原小京（１類型）を分類している２）。

朴泰祐の研究では、旧地籍図を分析した結果、南

一方、李京贊の研究（李京贊 2002）では南原小京

原の市街地に道路によって区画される一辺 160 ｍ区

を格子型土地区画が行われた都市と分析している。

画の正方形の坊が確認された。約 160 ｍの幅は道路

李京贊の研究は基本的に朴泰祐と同様、南原の旧地

の幅も含めた数値である。その区画された坊が分布

籍図をもとにしている。しかし、具体的な復元案の

している範囲が、南原小京が設置された当時の市街

規模は朴泰祐とは少し違いが出ている。

地であると推定できる。坊が分布している範囲は南

李京贊は南原の格子型土地区画の規模を東西1,345

原川と蓼川（ヨチョン）が流れる間の現南原市街地

（620+85+640）ｍ、南北を 1,410 ｍにした。その区域

である。
旧地籍図の精密な分析から、朴泰祐は復元案で現

を東西８区、南北９区の単位区画にして、中央部の
南北軸線上に東西幅 85 ｍの半区区画が立ち並んだ９

在南原市内の東南部一帯に一辺 160 ｍを基本とする

行９列の坊里区画形態をとっていると見ている。

正方形の区画地割が南北約 1.5km ×東西 1.7km の範
囲になされたと見ている。区画地割は南北では 160

李京贊は、南原の区画地割の形態が全体的には比
較的均一な直角方位をとっているが、単位区画地割

ｍ区画が 10 列ある。東西は約幅 80 ｍの細長い区画

の形態を詳しく見れば、上部と下部の東西区画線が

が 1 列、それを中心に 160 ｍ区画が 5 列ずつある。

互いに違う方位をとっていることを指摘した。その
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違いは、南北方向区画線と東西方向区画線の測量の

地割のプランは３人の研究者の意見が概ね同一であ

偏差をあらわしていると見ている。したがって、南

る。すなわち、南原の区画地割プランの設定では旧

原小京は造営されてから継続的に原形を維持したの

地籍図 · 旧地形図をもとにして方形の東西南北区画

ではなく、数回にわたって拡張があったことを示し

を想定している。一方、李京贊の復元案は朴泰祐の

ているとした。
李京贊は、南原の格子型土地区画の幅は東西方

復元案より精密な分析が行われていることもわかる。
しかし、旧地籍図 · 旧地形図で土地区画の痕跡が見

向で 140 ｍ ·155 ｍ ·160 ｍ ·165 ｍがあり、南北方向も

えるところはよいが、北西側と南東側の区画は川の

155 ｍ ·160 ｍ ·165 ｍであったと見ている。確かに、

上であり、川を越えて山の丘陵まで及んでいる。当

南原の旧地籍図を検討すると、単位区画の東西幅と

然、区画地割プランの計画があっても実際にすべて

南北幅はすべて一致していないことがわかる。

の地域に実施されたかどうかは疑問である。また、

山田隆文の南原小京の研究（山田隆文 2008）で

３人の研究では、南原小京の区画地割プランは提示

は、旧地形図（1938 年製作）をもとにしている。ま

されているが、小京城の比定による具体的な小京の

た、朴泰祐の復元案をそのまま認めて、南原市内に

構造はあまり検討されていないのである。

対して南北大路を中軸にもつ東西 10 坊×南北 10 坊
（南北長 1,600 ｍ、東西幅 1,680 ｍ）に復元している
（図４）。
一方、山田隆文は朴泰祐の復元案では、官衙が位
置していると推定している中央の北辺まで中軸大路

Ⅲ . 南原小京の都市構造検討
1. 関連遺跡の現況

の地割の痕跡が明瞭であることから、日本の平城京

南原小京の都市構造に関連する研究は、当時の区

などで見られる官衙（宮）のような存在は疑わしい

画地割が明確に確認される旧地籍図 · 旧地形図の分

と見ている。南原邑城の内側に区画地割の乱れが見

析によって行われた。しかし、南原市内は他の五小

られるので、その地域に宮に相当する施設が位置さ

京が設置された地域と比べても、発掘調査の事例も

れていた可能性を指摘している。

かなり少なく、現段階では南原小京と関連する遺跡

以上、旧地籍図と旧地形図の検討から分析された

の調査もほとんど行われていない。南原と同じく、

南原の都市構造（区画地割の形態）に対する既存研

旧地籍図の分析がなされた尚州３）は発掘調査によっ

究をまとめた。一部違いは存在するが、区画地割の
規模や中軸大路の設定など基本的な南原小京の区画

て区画地割の痕跡である道路関連遺構と区画の内側
（坊）に住居跡や建物跡が確認された４）
（図５）
。
関連遺構が検出された遺跡

図 4 山田隆文の南原小京復元案
（山田隆文 2008 から引用）
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図 5 尚州の復元案と関連遺跡分布
（朴泰祐 1987 から引用、筆者再編集）
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表2

南原小京の関連遺跡

調査年度

調査面積

時期

関連遺構

2010年

500㎡

？

北壁の基礎部

2 南原都市ガス管路埋設内遺跡

2011年

400㎡

統一新羅、高麗、朝鮮

西の城壁の石築施設
土器片

3

2014年

朝鮮、統一新羅

北門の基底部
城壁

1

遺跡名
南原北門址および
北壁推定地遺跡

南原城北門跡試（発）掘調査

図6

南原の旧地形図（1938 年）と関連遺跡

1. 南原北門址および北壁推定地遺跡

2. 南原都市ガス管路埋設内遺跡

3. 南原城北門跡試（発）掘調査

その結果、旧地籍図上の区画地割の推定がある程

一方、既存研究では南原市内の北西側に位置して

度正確であることが証明されている。したがって、

いる蛟龍山城を小京城あるいは小京と関連する城郭

南原でも尚州のように旧地籍図上の区画地割の痕跡

として見ている（図７）
。蛟龍山城は周囲 3,120 ｍの

が発掘調査で確認できるかが問題である

石築山城であり、百済時期に築造されたと推定され

南原小京の関連遺跡として検討ができるのは、南

ている。山城は海抜 500 ｍに位置し、市内までは約

原城の調査で確認された遺跡の一部だけである（表

２ｋｍの距離である。区画地割が見られる市内地域

１、図６）
。また、南原城の調査も朝鮮時代の遺構

からの距離はあまり離れていないが、山城の立地か

を対象にしているため、南原小京との直接的な関連
性は把握できない。最近の北門跡の調査では朝鮮時

ら見ると、直接的に南原小京の治所城に比定するに
は無理があると思われる。だが、2015 年に発掘調

代の遺構の下部に割石で築造された城壁が検出さ

査が行われているので、その結果に注目したい。

れ、統一新羅時代の初築城壁と推定されているので
興味深い。また、表 1-2 の南原都市ガス管路埋設内

2. 南原小京の都市構造復元

遺跡から統一新羅時代の遺構が検出されているの
で、これからの調査成果を期待したい。

では、南原小京の都市構造を検討してみよう。南
原小京の関連遺跡はほとんどないので、考古学的検
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筆者が旧地籍図をあらためて分析してみた結果、

蛟龍山城

南原小京の都市構造の復元案を既存研究とは少し異
なる２案に推定することができると思う。
南原邑城

まず、既存研究で出されている区画地割プランが
実際に存在した可能性を否定的にみる復元案であ
る。その場合、南原小京の設置の際、南原の地形に
沿って、都市の建設計画がなされたと見られる。ま
た、小京の中心地の一部だけ区画地割が行われた可

図 7 南原の地形と遺跡

能性も否定できない。南原小京の区画地割は時期に
よって変化していることや旧地籍図に見られる区画
地割の痕跡からは方形の東西 10 坊×南北 10 坊のよ

討は厳しいものがある。ここでは、既存研究のよう
に地籍図上に見られる南原小京の区画地割の存在と
その都市構造を推定してみる。

うなプランの存在が疑わしい。
つまり、南原地域には既存研究の復元案のような
完璧な区画地割プランは存在していなかったかある

既存研究の項で検討したように、南原小京は地籍

いは施行されていない可能性がある。南原地域の区

図の痕跡から見ると、区画地割プランが存在した都

画地割は、地形にそって時期により数回行われたこ

市構造である可能性は高い。当然、その区画地割が
実施された地域が小京の中心地であることになる。

とになる。したがって、完璧な方形ではなく、南西
から北東側につながる単位区画の痕跡が旧地籍図に

しかし、筆者の考えでは、既存研究の復元案のよ

確認できる理由である（復元案１、図８）。南原小

うに南原市内地域に完璧な方形の南北東西の区画地

京の中心地は、単位区画の区画地割が行われたと推

割プランがあったかどうかは疑問である。関連史料

定できるが、南原邑城の範囲とは大きく異なってい

の記事と李京贊の研究を分析すると、南原の区画地

ないだろう。

割の形態はやはり、全体的な区画地割プランが最初

一方、既存研究でも言及されている『新增東国輿

に施行されたのではなく、時期によって変化してい

地勝覧』の記録の内容によると、南原地域に五小京

ることが推定できるのではないか。

が設置される以前に朝鮮時代まで痕跡がわかる区画

李京贊の研究では、九州と五小京の一部都市の格

地割が存在したことになる。ところが、そういう痕

子型土地区画の検討で、区画地割の性格を田地区画５）

跡が南原小京の設置時期と関連して何ら記録の存在

と市街地区画６）に分類している。また、李京贊は都

しないことも不自然ではないか。

市によって、区画地割の形態が単位区画に均等に分
７）

簡単な記事であるが、『三国史記』には南原小京

割される大区画が存在したところ と、施行時期に

の設置記録がある。南原地域に小京が設置された

より単位区画が拡張しながら大区画になるところ８）

際、区画地割の痕跡が存在したとすれば、『新增東

に分類した。それによると、南原の区画地割の形態

国輿地勝覧』に出ている‘井田遺基’に関連する何

は市街地区画で、単位区画地割が順次的に行われた

らかの関連記録が『三国史記』あったはずではない

ことになる。

だろうか 1）。

ここで、まず区画地割プランが施行された時期を
検討する必要がある。関連史料の項で述べたよう

したがって、南原地域の区画地割は南原小京の設
置とともに行われたと見ることができる。

に、南原は「邑の内側の村に井田法を使って、九

この場合、南原小京の設置と関連する区画地割は

つの区域に区画して、その址が残っている」とい
う『新增東国輿地勝覧』の記録がある。その記録を

全体を方形にした東西７列 · 南北７列に復元ができ
ると思われる。南原小京の設置の際、地形上施行可

信用すると、統一期以前に区画地割が行われている

能である全体的な区画地割プランが存在したことに

ことになる。また、区画地割の性格は田地区画の意
味がある。一般的に区画地割プランが施行された時

なる。旧地籍図に見える区画地割の痕跡と地形上か
ら、方形の区画地割プランを最大に設定してみれ

期を統一期の五小京の設置に関連して考えているの

ば、東西７列 · 南北７列が妥当であろう。地籍図の

で、その関連性があるとは考えにくい。

分析からも特に図９の推定範囲の外側からは東西区

26

●人間文化

統一新羅時代の南原小京の都市構造検討

図 8 南原の都市構造復元案 1

画線の方向の変化が明らかに見られ、南北区画線
も明確ではないがわかる。また、中央部の北側に

図 9 南原の都市構造復元案 2

Ⅳ . おわりに

官衙のような主な施設が想定できる（復元案２、図
９）
。一方、南原小京の区画地割と中心地は南原城

本稿では、統一新羅時代に設置された五小京の一

の規模と関連があると推定される。その場合、南原

つである南原小京の都市構造を検討してみた。本来

小京城も小京の中心地を囲む形態の城郭である可能

は主に考古資料を通して小京の都市構造や中心地の

性が考えられる。

復元を検討しなければならないが、南原小京に関連

南原小京の区画地割を東西７列 · 南北７列に想定

する考古資料が足りないので、旧地籍図の分析を通

すると、旧地籍図に見える他の痕跡は都市の発達に

して都市構造の復元案を検討してきた。前述したよう

より、その施行時期は推定できないが、順次的に区

に南原の旧地籍図は区画地割の痕跡が明確であり、

画地割が行われた可能性があると思う。南原市内地

既存研究の中でも都市構造の復元案が出されている。

域の地形は川に挟まれている形状である。したがっ

筆者は、既存研究の南原小京の復元案を検討して

て、既存の区画地割の延長で、北東側、南西側に広

みたところ、南原小京の都市構造に対して少し異な

がったと思われる。

る復元案を提示することができた。

以上、統一期に施行された南原小京の構造復元案

まず、旧地籍図の痕跡から南原小京の区画地割を

を二つ示してみた。南原の旧地籍図に見える区画地

東西７列 · 南北７列に想定することができると思わ

割プランの痕跡が統一期以前から時期によって変化

れる。

してきたか、あるいは南原小京の設置にともなって
行われたかは不分明である。これからの発掘調査に

また、旧地籍図に見える他の痕跡は都市の発達に
より、順次的に区画地割が行われた可能性があると

よって明らかになることを期待するしかない。

思う。

まだ、あいまいな部分が多いが、南原小京の設置
時期の都市構造は中心地と市街地を囲む城郭をもっ

南原小京の区画地割プランは小京の設置とともに
施行され、その範囲は南原邑城の範囲と密接な関連

て、区画地割が施行されている形態であると考えら

があると思われる。

れる。

残念ながら、南原小京の都市構造に対する復元案
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は関連する考古資料が足りないので、今後、発掘調
査の成果を期待することにしたい。現段階では、地

８）南原（南原小京）
、清州（西原小京）
、全州（完山
州）。

籍図の分析を通して今回示した復元案を含め、多様

９）
『三国史記』には五小京が設置された地域の区


な南原小京の都市構造の復元案が提示されているの

画地割関連記事はまったくないのも事実であ

で、本稿はこれからの考古学的検討の土台になるこ
とで意味があると思う。

る。しかし、朝鮮時代の関連記録がある地域も
南原（小京）だけである。

注
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している区画地割（屯田）。南原（南原小京）
、尚

嶺南文化財研究院 2009『伏龍洞 10 － 4 番地遺蹟』

州（沙伐州）がある。

郡山大学校博物館 2010『南原城北壁一帯試（発）掘

６）統一新羅時代の地方行政制度の整備過程と関連
がある。小京と州の中心地に市街地区画が目的
で区画地割が行われた。清州（西原小京）、光州
（武珍州）、全州（完山州）がある。
７）尚州（沙伐州）、光州（武珍州）。

調査略報告』
㈶全羅文化遺産研究院 2011『南原下井洞都市ガス
管路埋設地域文化遺蹟発掘（試掘）調査』
郡山大学校博物館 2014『南原城北門跡試（発）掘調
査略報告』

Comment
定森

秀夫

人間文化学部地域文化学科教授

李在桓さんは、2012 年度に地域文化学専攻博士

な発掘調査は皆無に等しい。ただし、解放前の地籍

後期課程に入学した韓国からの留学生で、統一新羅

図や地形図から都市構造の復元研究がいくつか行わ

時代の九州五小京に関する考古学的研究を進めてい

れてきた小京である。今回の論文で、李在桓さんは

る。現在、博士論文を鋭意執筆中である。李在桓さ

地籍図を利用して、これまでの研究とは異なる都市

んは、すでに本誌第 33 号 (2013 年 ) に「統一新羅時

構造の復元を試みた。今後の南原市内での発掘調査

代の九州と五小京の考古学的研究現況と課題」を執

の成果に期待するところが大であるが、本論文は南

筆していて、金海小京に関する論文も査読雑誌に投

原小京の都市構造復元に関して一石を投じる論文に

稿中である。今回は五小京の一つである南原小京に

なると思われる。

関する検討であるが、ここでも考古学的検討が可能
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論文

観光産業による地域再生に関する
ネットワーク論的研究
─滋賀県長浜市を事例として─

大

橋

松

貴

人間文化学研究科地域文化学専攻博士後期課程

1. 問題の所在

金の類はあまり受け取っていないことで知られてい

近 年、 わ が 国 で は 人 口 や 財 政 面 な ど に お い て

る。そのため、地域再生をめざし、地域内部と外部

全 面 的 な 縮 小 社 会 化 の 時 代 を 迎 え て い る（ 田 中 ,

を結びつけるような組織の存続という点において大

2011:6）
。本章の目的は縮小社会化が進む現代にお

きな意義を持つのではないかと思われる。

いて、観光産業の側面から地域再生のカギとなる組

ただ、このような視点からの考察は、あくまで組

織の事業ネットワークについて考察することにあ

織運営と地域内外のネットワークとの関係からとら

る。観光産業において地元の商店街は依然として厳

えたものであるため、組織の運営に直接関わるもの

しい状況にさらされており、さまざまな問題を抱え

しか取り上げておらず、その点で一定の限界性を有

ている（中小企業庁 , 2013:13-20）。そのため、地域

している。そのような限界性を踏まえたうえで、こ

の再生につながるような持続的なイベントを協力し

こでは地域再生のカギとなるような組織の運営につ

て行ったり、地域の内部や外部からさまざまなアイ

いて考察する。

ディアを取り入れることで自分たちの地域の魅力を

以下、本章の構成を示す。第２節では、地域内部

向上させることは難しい。このような活動を効果的

と外部とを結ぶ位置にある組織の運営についてみて

に行うには地域内のアクター間の緊密な連携を実現

いく際に参考になる構造的空隙やネットワークの対

させ、地域の外部からもさまざまな情報や価値観、

概念に関する先行研究をレビューする。第３節で

ノウハウなどを取り入れていくことが必要になる。

は、調査対象の概要についてみていく。そして、調

つまり、地域の再生を図るためには地域の内部と外

査対象の組織運営についてネットワークの対概念を

部との間を取り持つ組織が重要な役割機能を果たす

用いてみていき、時系列的な側面から考察する。第

ことが求められるのである。

４節では、まとめと今後の課題について述べる。

ここで注目したいのは、そのような組織は事業を
行うにあたり、どのようなネットワークを構築する
ことで運営されているのか、という点である。組織

2. ネットワーク論におけるアプローチ──構造
的空隙とネットワークの対概念

は地域の内部と外部との間を取り持ちながらどのよ

ネットワーク論の観点から、地域内部と地域外部

うに運営されているのか、この点を明らかにするに

を結ぶ組織の位置づけを行う場合、バート（Burt）

は組織の事業について地域内部でのネットワークと

の構造的空隙論が参考になる（Burt, 1992=2006）
。

外部とのネットワークとに分類する必要がある。従

構造的空隙論とは、それまで接点がなかった集団

来の観光産業に関する先行研究では地域内のアク

間（コンタクト）の境界のことを構造的空隙と定義

ター間の活動に焦点があてられているものが多い

し、その境界を橋渡しする存在（プレイヤー）こそ

が、ここでは地域内部と外部とを結ぶ位置にある組

が競争優位性を得ることができるというものである

織の運営について目を向けることの重要性を強調し

（Burt, 1992=2006:i）
。本章のコンテクストに沿って

たい。
事例として取り上げる地域では、地域内にある企
業が誕生して以来、それまで客足が遠のいていた商

いえば、それまで接点がなかった地域間の境界が構
造的空隙であり、その境界を橋渡しする役割を果た
すのが地域間を結ぶ位置にある組織である１）。

店街に活気が戻り、毎年数多くの観光客が訪れてい

バートは、構造的空隙の競争優位性を大きく情報

る。また、調査対象である組織は、観光客に配布す

利益と統制利益に分類している。情報利益にはアク

る商店街店舗が掲載された MAP の製作や地元住民

セス、タイミング、照会がある（Burt, 1992=2006:7-

のふれあいの場づくり、イベントを行う団体のサ

8）
。アクセスとは価値ある情報を受け取り、その情

ポート、視察や講演業務、賃貸業務などの事業を展

報をいかすことができる相手を知っているというこ

開しており、地域内外で多様な活動を行っている。

とであり、タイミングは情報が最も価値ある時期

この組織は非営利法人であるにもかかわらず、補助

に入手できることである。そして、照会とは手に
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入れた情報が正当性を有していることである。一
方、統制利益とは第三者的立場からの交渉のしや
すさや利益獲得の可能性が高まることである（Burt,
1992=2006:25）
。ただし、ここでは地域内に帰属し
ながら地域外とのつながりを形成している組織を対
象にしているので、第三者的立場からの交渉ではな
く、地域内の良さをうまく利用しながら地域外と交
渉できること、利益とは地域内に還元されるもの、
であるとしておく 。
２）

またバートは、グラノヴェターの「弱い紐帯の強
み 」 理 論（Granovetter, 1973=2006, 1974=1998）を
用いて、集団間で形成されているネットワークを
「弱い紐帯」ととらえ、弱い紐帯が構造的空隙を橋
渡しするものであり、有効であると主張した。その
後、プレイヤーが構造的空隙のメリットをいかすに
は集団内部の凝固性・閉鎖性が決定的に重要である
とした（Burt, 2001）
。つまり、外部との多様なつな
がりを形成していても、そのメリットがいかせるの
は集団内部において緊密なつながりが形成されてい
る場合であるということである３）。
このように、集団の外部との多様なつながりや
集団の内部での緊密なつながりは、ネットワーク論
の分野においてネットワークの対概念として議論さ
れてきた。歴史的な潮流をみると、ネットワークを
「高度に結合したネットワーク」対「分散したネッ
トワーク」ととらえたボット（Bott, 1955=2006）
、

が、閉鎖性として「同質性」
、
「同一地域・範囲内で
の親密性の高さ」がある。ここでいう「相手集団の
異質性や多様性」とは、多くの異なる価値観や文化
を持った集団のことであり、「接触頻度の少なさ」
は（たとえ地域内で活動することがあっても）それ
ほど地域内部のアクターと接触を持たないことであ
る。これとは対照的に、閉鎖性とは同一地域内で同
じ価値観や文化を共有し、普段からの接触頻度が高
いものである。このような点を踏まえると、開放性
を備えたネットワークは他地域に活動拠点があり、
地域内で活動することはあるものの、接触頻度が少
ない地域内のアクターとの間に形成されるものであ
るといえる。そして、閉鎖性を備えたネットワーク
は地域内に活動拠点があり、地域内部でそれぞれ頻
繁に接触しているアクター同士で形成されるもので
あるといえる。
以上の点を踏まえ、次節では具体的事例について
みていく。

3. 構造的空隙と開放的・閉鎖的ネットワーク
前節では、地域内部と外部を結ぶ位置にある組織
についてバートの構造的空隙論を用いて述べた。そ
の際に、構造的空隙の位置にある組織が社会構造上
で優位性を持つためには、開放性を持ったネット
ワーク（以下、開放的ネットワークとする）と閉鎖
性を持ったネットワーク（以下、閉鎖的ネットワー

コミュ ニ ティ問 題 に お い て「 第 一 次 的 紐 帯 」と

クとする）をバランスよく備えている必要があり、

「第二次的紐帯」という概念を用いたウェルマン
（Wellman, 1979=2006）
、紐帯の強弱に着目したグラ

活発になされている（Burt, 2001; 西口編 , 2003; 西口 ,

ノヴェター（Granovetter, 1973=2006, 1974=1998）
、
閉鎖的ネットワークの社会的資本の重要性を主張し
たコールマン（Coleman, 1988=2006）
、そしてコール
マンの「閉鎖的ネットワーク」と自身の「構造的空
隙」を対比したバート（Burt, 1992=2006）などの研
究がある 。このように、ネットワークの対概念は
４）

社会学の分野においてさまざまな議論がなされてき
たが、近年ではバート（Burt, 2001）の議論に代表さ
れるように、論者によって概念の表現は異なるもの
の、ネットワークの対概念をバランスよく備えるこ
とが重要であるととらえられてきている（Burt, 2001;
西口編 , 2003; 西口 , 2007）
。
これらネットワークの対概念に関する先行研究を
みてみると、その底流には開放性として「相手集
団の異質性や多様性」、「普段の接触頻度の少なさ」
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近年のネットワーク論においてはそのような議論が
2007）
。ここでは、地域社会において構造的空隙の
位置にある組織が形成している地域内部でのネット
ワークと地域外部とのネットワークについて、前節
で述べたネットワークの対概念に依拠して、観光産
業の事例を用いて検討する。
ここで着目するのは、滋賀県長浜市の事例であ
る。同市は、それまでさびれていた市中心部が第三
セクター（株）黒壁の設立を機に再生を遂げた地域
である（矢部 ,2010）
。その後、地域内部と外部を結
び、地域の再生に取り組んでいる組織が誕生した。
まちづくり役場（1998 年設立、現在 NPO 法人）であ
る。以下、その組織について詳しくみていく。
3.1 調査対象地域の概要
まず、この地域についての概要をみておく。長浜
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図 3.1

長浜市中心部の主要な組織間関係

※当該図は、まちづくり役場提供資料をもとに筆者が作成。

市は滋賀県の東北部に位置しており、北は福井県、

り役場は、1996 年に開催されたイベント「北近江

東は岐阜県に接している。また、長浜市は京都市や

秀吉博覧会」（以下、秀吉博とする）を契機として

名古屋市から約 60km、大阪市からは約 100km 圏内

設立された。大河ドラマとタイアップしたご当地博

にあるため、京阪神や東海、北陸の経済圏域の結節
点として知られている（長浜市 , 2010）。同市はそれ

覧会である秀吉博は、当初の 40 万人という目標を
大幅に上回る 82 万人もの観光客を呼び込むことに

まで衰退していた市中心部が、㈱黒壁の設立を契機

成功したイベントである５）。博覧会終了後に長浜の

として観光客が増加した地域である。同社の設立か

まちづくりの機運が高まったことも相まって、市民

ら 20 年以上が経過した現在においてもなお、観光

レベルのまちづくりの拠点となる組織を設立するこ

産業によって再生を果たした地域として広く知られ

とになり、1998 年１月にまちづくり役場としての

ている（實 , 2008; 鳥居 , 2009; 矢部 , 2010）。

スタートをきった６）。まちづくり役場の理事には、

この地域の特徴として、地理的条件と地域固有の

自由な活動ができるようにとの意図から長浜青年会

文化がある。長浜市は京阪神や東海、北陸といった

議所（以下、長浜 JC とする）の歴代理事長らが名を

経済圏域に比較的近いため、地域固有の文化である

連ねている７）。

「進取の気性」と相まって常に先端の情報や周囲の

組織運営は、主に長浜市中心部の再生を果たした

動向に目を向けてきた。また、地域内においては、

ノウハウを提供するために行われている視察や講演

㈱黒壁の設立を機に、市中心部でのイベントや観光

事業、地元の経営者に対する教育の場の提供や各種

客用の散策 MAP の製作などを担当する黒壁グルー

イベント等を行う際のサポートを行うための事務局

プ協議会（1996 年設立）
、遊休不動産やホテル経営、

の委託事業、各種放送局等との契約による賃貸事

駐車場の管理を行う㈱新長浜計画（1996 年設立）
、商

業、そして地元商店街店舗の情報が掲載された観光

店街店舗のサポートや長浜市への視察や講演業務を

客用の MAP 製作事業が中心である８）。

請け負うまちづくり役場、長浜の新たな地域振興に

このような点を踏まえ、以下ではこれら組織運営

対してさまざまなアドバイスを提供する長浜まちづ

に関わる事業について開放的・閉鎖的ネットワーク

くり㈱（2009 年設立）などの組織が次々と誕生し、ま

の観点から考察する。

ち全体としての多様性が形成されつつある。
これらの組織の多くは、主に市中心部において賑
わいを創出することを目的として設立されたもので

3.2 開放的ネットワーク──視察・講演事業と
賃貸事業

あり、地域内部の緊密なネットワークを形成し、発

視察・講演事業

展してきた。そのような組織にあって、まちづくり
役場は地域内のネットワークの形成や発展に寄与し

まず、視察・講演事業についてみていく。視察・
講演事業は㈱黒壁の設立後、観光客数が増加し、全

てきたと同時に、地域外部とも多様なネットワーク

国から視察の依頼が舞い込むようになったのがその

を形成している点にその特徴がみられる。まちづく

はじまりである９）。㈱黒壁による観光客の増加現象
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に全国の自治体や団体が注目し、視察の依頼が数多

そのような情報を聞きつけたまちづくり役場の関係

く寄せられるようになった。当初は、観光客の増加

者たちが、
「うちでラジオ番組を放送しませんか」16）

を実現させた㈱黒壁が視察の対応を無償で行ってい

と話を持ちかけたのである。㈱京都放送側としては

たが、あまりにもその数が多く、多忙であったた

この申し出を受けたのだが、それは地元密着型番組

め、本業のガラス事業までも影響を受けるように
なった。この状況を見かねた㈱黒壁役員（当時）の

が放送できるということが大きく影響している。㈱
京都放送のような大都市圏に本社を置く大きな放送

笹原司郎が視察業務をまちづくり役場に委譲するよ

局は、都市住民の興味を引くような番組を制作する

うに働きかけたのである。笹原は当時の状況につい

傾向があり、結果として人気タレントを起用するこ

て、
「視察の人たちが年間で 200 人も来られると、

とが多い。しかしながら、そのような番組は地方で

総務の方では手が回らなくなってしまい、大変だっ

は受け入れられにくく、安定した聴取率を出すこと

た」と述べており 10）、その多忙さが㈱黒壁にとって

は難しい。これに対し、地元密着型の番組は自分た

大きな課題であったことがうかがえる。

ちの地域の番組であると認識され、安定した聴取率

このような経緯から、まちづくり役場での視察事

を出すことが可能になる。これにより、放送局側と

業がスタートした。設立して間もないまちづくり役

しては大都市と地方の両エリアにわたって安定した

場にとって視察事業は貴重な収入源となった 11）。ま

聴取率を確保することができる 17）。

た、視察に来て、その内容に共感した団体からのオ

こうして、1998 年４月にまちづくり役場でのラ

ファーを受ける形で講演業務も開始された。まちづ
くり役場はこのようにして視察・講演業務を行って

ジオ放送が開始された。地元密着型の番組を放送す
るという当初の理念から、スポンサーは地元の企業

いったが、その業務はまちづくり役場の人間だけで

や商店が中心である。また、番組についても第１回

はなく、笹原をはじめ、当時のキーパーソンが無償

目に長浜のまちづくりに関わった人たちをゲストに

で引き受けていたのである 12）。

迎えており、内容も地域色を前面に出したリスナー

ここで、視察・講演事業を行うことで形成された

参加型の運営方式をとっている 18）。その後、番組名

ネットワークについてみておく。視察や講演を依頼

は何度か変更されたものの、一度も中断されること

した相手は全国各地の自治体や団体であるが、まち

なく現在に至っている 19）。

づくり役場はこれらのアクターに対し、頻繁に連絡

次に、当時まちづくり役場と賃貸契約を結んでい

を取り合っているわけではない。だが、視察や講演

たもう１つの放送局であるびわ湖放送㈱についてみ

事業を通してつながりをもった自治体や団体の総

ていく。びわ湖放送㈱は滋賀県大津市に本社を置

数は 2,300 件以上にものぼることから開放的ネット

き、滋賀や福井、京都にも放送エリアをもつ放送局

ワークの性質を備えているといえる 13）。

である 20）。びわ湖放送㈱がまちづくり役場と賃貸契
約を結ぶきっかけとなったのは、山崎弘子（まちづ

賃貸事業

くり役場理事）が滋賀夕刊新聞社を 1995 年に退社し

まちづくり役場と賃貸契約を結んでいる組織には

たことにはじまる。同社を退社後、山崎はびわ湖放

㈱京都放送、びわ湖放送㈱、そして㈱文教スタヂオ

送㈱への就職を希望したが、事態は思うように進展

がある。ここでは、まちづくり役場がこれらの組織

しなかった。

と賃貸事業を通じて形成したネットワークについて
みていく。

そのような中、長浜市で秀吉博が開催されること
になり、期間中、山崎は広報スタッフとして全国の

㈱京都放送は、京都市上京区に本社を置く放送局

メディアの取材対応を行った。秀吉博終了後、まち

である 14）。㈱京都放送がまちづくり役場と賃貸契約
を結ぶことになったのは、それまで巨大ショッピン

づくり役場の設立が提案され、山崎は周囲の勧めも
あり、まちづくり役場で働くことになった。その

グセンターの長浜楽市で放送していた地元密着型の

際、秀吉博の主要メンバーは山崎に放送関係の仕事

ラジオ番組が、長浜楽市の経営不振により継続でき
なくなったためである。このラジオ番組は非常に高

をまちづくり役場でさせてあげたいとの思いから、
びわ湖放送㈱にまちづくり役場での番組制作を働き

い聴取率を出していたため 15）、㈱京都放送は番組の

かけたのである。その結果、1997 年 12 月、まちづ

放送を継続できる新しい受け入れ先を探していた。

くり役場とびわ湖放送との間で賃貸契約が結ばれ
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た。番組は、長浜の話題を中心にテレビ電話を用い

送㈱は大津市、㈱文教スタヂオは彦根市に本社が

て週に一度の頻度で放送された 21）。その後、びわ湖

置かれており、それらのいずれにおいても活動拠

放送㈱社長の交代、彦根営業所の営業担当の変更等

点は別の地域に存在しているといえる。また、活動

に伴い、まちづくり役場との賃貸関係は解消され、

内容からみてもそれぞれの組織にとってまちづく

現在に至っている 22）。
最後に、㈱文教スタヂオについてみていく。㈱文

り役場での事業は単なる一事業であるため、活動拠
点がまちづくり役場にあるとはいえない。後者につ

教スタヂオは滋賀県彦根市に本社を置き、1950 年

いては㈱京都放送、びわ湖放送㈱は、番組放送時の

に創立（法人登記は 1961 年）した観光写真事業を中

みまちづくり役場に設置されている事務所を使用し

心とした会社である。また、同社は、北は北海道か

ており、コミュニケーションは限定されている。ま

ら南は沖縄まで 7 支社 30 営業所を構えており、社

た、㈱文教スタヂオのケースでは写真撮影という業

員・契約社員のほかに、パート・アルバイトを含め

務の性質上、まちづくり役場に日常的に接触はして

ると 1,000 人を超える従業員を抱える規模の会社で

いるものの、業務自体は屋外で行われているため、

ある 23）。

コミュニケーションに関してはまちづくり役場のス

㈱文教スタヂオは本業の観光写真撮影事業で長浜

タッフとあいさつが交わされる程度である 27）。

市への進出機会をうかがっていたが、その理由は長

以上の点を踏まえると、まちづくり役場が賃貸事

浜市が京阪神や東海、北陸の経済圏域の結節点に位

業を通じて㈱京都放送、びわ湖放送㈱、㈱文教スタ

置する観光地としての魅力に加え、㈱黒壁による観
光客の増加現象にあった 24）。その後、秀吉博が長浜

ヂオとの間で形成したネットワークは、開放的ネッ
トワークであるといえる。

市で開催されるという情報を聞きつけ、これを機に
本格的に本業で長浜市に進出を果たすことになった

3.3 閉鎖的ネットワーク──事務委託事業と観光

のである。

MAP 事業

長浜市へ進出するにあたり、まず秀吉博の事務局

事務委託事業

本部へ写真撮影を行うことの許可を取り付け、秀吉

まちづくり役場が事務委託業務を結んでいる組織

博の期間中に業務を行えるようにした。その際、事

は、出島塾と黒壁グループ協議会である。ここで

務所として使用していたのが現在のまちづくり役場

は、まちづくり役場がこれらの組織との間で形成し

のある場所である 25）。当時、文教スタヂオ側は秀吉

たネットワークについてみていく。

博をきっかけにして、今後も継続的に長浜市のまち

まず出島塾であるが、同塾は秀吉博でトータル

なかで写真撮影事業を行うことを考えていた。そし

コーディネーターとして招かれていた出島二郎を講

て秀吉博終了後、同社は長浜市での写真撮影事業を

師として迎え、まちづくりに関する勉強会を行うた

申し出、1997 年４月、㈱黒壁および㈱新長浜計画

めの私塾として 1997 年に発足した組織である 28）。

との間で土田金物店（当時の秀吉博の事務局本部）

まちづくり役場の設立に伴い、出島塾の事務局がま

に事務所を置くための賃貸契約を結んだ 26）。その

ちづくり役場に委託された 29）。まちづくり役場への

後、土田金物店にまちづくり役場が設立されるに伴

事務局の委託は、出島塾の塾生によるところが大き

い、同社がまちづくり役場に事務所賃貸料を支払う

い。もともと出島塾は、出島のまちづくりに関する

という体制が築かれるようになった。そして、現在

ノウハウを長浜市の人たちが学ぶ場として設立され

に至るまで賃貸契約の内容は変わらず、まちづくり

た組織である。そのため、塾生は長浜市内の企業の

役場との関係は続いている。

経営者やその後継者、さらにはまちづくりに関わる

ここで、賃貸事業を通じて形成されたネットワー
クについてみていくと、㈱京都放送、びわ湖放送

人たちで構成されている。彼らのまちづくり役場の
運営を助けようとする思いが事務局のまちづくり役

㈱、そして㈱文教スタヂオのいずれにも共通する特

場への委託を実現させ、現在に至っている。

徴がある。１つは活動拠点が長浜市以外の地域にあ
ること、２つは日常的に長浜市における各アクター

次に、黒壁グループ協議会についてみていく。黒
壁グループ協議会は、当時㈱黒壁代表取締役専務で

と接触する頻度が低いことである。

あった笹原が、ガラスをコンセプトにしたまちづく

前者については、㈱京都放送は京都市、びわ湖放

りを行うために1996年に設立した任意団体である。
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黒壁グループ協議会の主な活動としては、グループ

策 MAP」が製作されており、これ以上 MAP を製

店舗が掲載されている「黒壁散策 MAP」の製作、

作してもあまり意味がないと考えていたためである

地元住民や観光客に楽しんでもらうためのイベン

33）

トの開催などがある 30）。黒壁グループ協議会事務局

まち歩き MAP」を製作することは困難を極めた。

は、当初㈱黒壁が担っていたが、事務局の運営負担
が大きいことやイベントなどを行う際に㈱黒壁に縛

そのため、まちづくり役場は、MAP を製作するた
めに商店街店舗を１軒１軒まわり、交渉を重ねて承

。このような事情から、まちづくり役場が「長浜

られない自由な活動を行うということ、さらにはま

諾を得るという方法を取らざるを得なかったのであ

ちづくり役場の運営を助けるという理由などからま

る。実際、まちづくり役場は商店街の経営者たちか

ちづくり役場に事務局が委託されるようになった。

ら MAP 掲載の承諾を得るのに多くの時間を費やし

現在、まちづくり役場は、グループの事務局とし

た。当初は、まちづくり役場が想定していた数の賛

て月に一度行われる例会の準備とイベントの手伝い

同が得られず、観光に関係のない店舗経営者たちに

などを行っている 31）。

まで協力を要請し、ようやく2001 年に初版が製作さ

このように、まちづくり役場と出島塾および黒壁

れることになった 34）。この観光 MAP 事業は現在も

グループ協議会との間にはネットワークが形成され

継続して行われており、掲載されている店舗は観光

ているが、それぞれの活動拠点は長浜市中心部にあ

客向けのものとなっている。

り、普段から接触頻度が高いことがうかがえる。出

まちづくり役場が観光 MAP 事業を通じて形成し

島塾はまちづくり役場が事務局を担っているため、
長浜市中心部で開催されている。また、講師の出島

たネットワークは、地元商店街の経営者たちが相手
であったので、活動拠点は長浜市中心部であること

は金沢在住であるものの、塾生は全員長浜市民であ

がわかる。また、商店街の経営者たちは、非常に限

る。彼らはもともと顔見知りであるため、日常的に

られたエリアに集中していることから日常的な接触

接触する頻度も高く、緊密な関係を築いている。黒

頻度は極めて高い。このことからもわかるように、

壁グループ協議会も、メンバーは㈱黒壁のグループ

まちづくり役場が観光 MAP 事業を通じて形成した

店舗の経営者たちであるため、当然のことながら活

ネットワークは閉鎖的なものであるといえる。

動拠点は長浜市中心部であり、日常的な接触頻度も
高く、緊密な関係を構築している。

3.4 事例調査のまとめ

これらの点を踏まえると、まちづくり役場が事務

これまで、開放的および閉鎖的ネットワークの観

委託事業を通じて形成したネットワークは閉鎖的

点からまちづくり役場の組織運営について具体的に

ネットワークの性質を備えているといえる。

みてきた。図 3.3 は、まちづくり役場の組織運営の
推移を事業収入の面からまとめたものである。

観光 MAP 事業

この図をみると、当初は開放的ネットワークによ

最後に、観光 MAP 事業についてみていく。まち

る事業を中心とした組織運営がなされていたもの

づくり役場は観光客に配布するための観光 MAP を

の、次第に閉鎖的ネットワークによる事業収入の割

製作している。長浜市中心部には、㈱黒壁を中心と

合が増加し、2003 年に逆転してからはその翌年を

した観光客が数多く訪れていることもあり、いくつ

除き、この傾向が続いている。これは、開放的ネッ

かの観光客用の MAP が製作されている。その中で

トワークに分類される視察・講演事業が減少傾向に

も「グループの製作した MAP とまちづくり役場の

あり、賃貸事業に関してもびわ湖放送㈱が 2003 年

製作した MAP が一番人気がある」32）という声が聞

に撤退したことが大きい 35）。さらに、閉鎖的ネット

かれることから、まちづくり役場が製作する「長浜
まち歩き MAP」は多くの観光客の手に取られてお

ワークに分類される事務委託事業や観光 MAP 事業
が安定した事業展開をしているため、このような逆

り、まち歩き観光に役立っている。

転現象が起こったといえる。

当初、市中心部における商店街の経営者たちは、
自身の店舗を「長浜まち歩き MAP」に掲載するこ

4. 結語と今後の課題

とに対して、積極的ではなかった。というのは、当

本章では、ネットワーク論の観点から、地域内部

時すでに黒壁グループ協議会の「黒壁スクエア散

と地域外部を結ぶ組織をバートの構造的空隙論をも
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図 3.2

開放的および閉鎖的ネットワークの観点からみたまちづくり役場の事業収入の内訳

※当該図は、まちづくり役場提供資料（1999-2012 年）にもとづき筆者が作成。

とに位置づけを行い、その組織運営についての検討

対概念に関する諸理論をもとに地域再生のカギとな

を試みた。これまでの観光産業における先行研究

る組織の位置づけとその組織運営の考察を試みた。

は、地域内のアクターの活動に焦点をあてているも

ここでは、滋賀県長浜市の事例を取り上げたが、今

のが多いが、地域の内部と外部を結ぶ位置にある組

後はさらなる事例研究の蓄積により、地域再生のカ

織についての重要性にはあまり触れられてこなかっ
た。これに対し本章が強調したのは、そのような位

ギとなる組織についてより広範に適応できるものと
して普遍化していく必要がある。

置にある組織が地域の再生にとって重要であるとい
うことである。具体的には、構造的空隙に位置する
組織の事業を「地域内でのつながりによるもの」と

注

「地域外とのつながりによるもの」に分類した。そ

1）バートはプレイヤーを第三者的な立場で論じ、

の際に、前者を閉鎖的ネットワークによる事業、後

企業性を有した組織ととらえているが、ここでい

者を開放的ネットワークによる事業とし、これらの

う組織とは地域内に帰属しつつも、地域外ともつ

事業と組織運営との関係についてみてきた。

ながりを形成できる組織のことである。

事例として選択したのは、観光産業でよく知られ

2）この点について、バートは、「非営利のプレイ

ている滋賀県長浜市である。同市に活動拠点を置く

ヤーは、価値を構築するために他者を集めること

まちづくり役場を調査対象とし、同組織が行う事業

の喜びのためだけに企業家的機会を追求し、それ

と組織運営との関係についてみてきた。その結果、

をすべて再投資する選択ができる。ここでの問題

まちづくり役場の設立初期こそ開放的ネットワーク

は、利益をもたらす効用ではない。それは、利益

による事業によって組織運営が支えられていたもの

を分配することに参画することを誰が選択するか

の、時間の経過とともに、閉鎖的ネットワークによ

である」
（Burt, 1992=2006:29）と述べている。

る事業の割合が高くなり、逆転現象が起こっている

3）ただし、バートはそれ以前にも集団内の凝固性・

ことが明らかになった。これは、依然として地域内

閉鎖性については重複するネットワークととらえ

部における「相互扶助」の精神が受け継がれている
ことを示しているといえる。その意味で、地域内部

ており、一定の重要性については認識していた
（Burt, 1992=2006:40）
。

におけるまちづくりの担い手たちの緊密なつながり

4）それぞれの研究における対概念の位置づけは、

の重要性が再確認された。しかしながら、一方で地
域外部とのつながりを持続的に形成することの難し

次の通りである。ボットは、「高度に結合した
ネットワーク」とは、構成単位の間に関係が数多

さも明らかになった。地域の再生を実現するには、

く存在しているネットワークのことであり、「分

地域内部のまとまりは重要であるが、同時に地域外
部からさまざまな情報や価値観、ノウハウといった

散したネットワーク」とは、そのような関係がほ
とんどみられないようなネットワークのことであ

諸資源の導入も重要なのである。

るとしている（Bott, 1955:348）
。ウェルマンは、

本章ではバートの構造的空隙論とネットワークの

コミュニティ問題に関する研究の中で、「第一次
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的紐帯」を濃密な人間関係の中で生じるものと

12）このことについて H.Y 氏（まちづくり役場理事）

し、「第二次的紐帯」をまばらで緩やかに境界づ

は、
「皆がお金を持っていかないで、すべてここ

けられた多数の社会的ネットワークであるとして

へ入れてくれたので、まちづくり役場としては凄

いる（Welman, 1979:1204）。グラノヴェターは、

く助かりましたね」と述べている（2011 年 12 月

紐帯の強さの程度を「共に過ごす時間量、情緒的
な強度、親密さ（互いに信頼しあうこと）、相互

24 日、H.Y 氏（まちづくり役場理事）への聞き取
りによる（180 分、「視察・講演事業における収入

扶助といったものを組み合わせたもの」と定義づ

について」ほか）
）
。

け、その程度が高いものを「強い紐帯」とし、

13）まちづくり役場提供資料による。なお、この数

逆にその程度が低いものを「弱い紐帯」である

字は、視察に訪れた回数や講演を行った回数であ

としている（Granovetter, 1973:1361）。そして、

るため、同一地域・団体が複数カウントされてい

コールマンは、社会関係資本は恩義と期待、情報

るケースもあり、その点には注意が必要である。

チャンネル、社会規範の３機能によって定義で

14）同社は 1951 年に設立され、社員数 129 人（2015

きるとし、これらの機能を促進させる要因とし

年 4 月 1 日現在）を擁する放送局である（
「株式会

てネットワークの閉鎖性を挙げている（Coleman,

社 京 都 放 送 会 社 概 要 」: http://www.kbs-kyoto.

1988:S105,107-8）。

co.jp/profile/index.htm, 2015 年８月 25 日閲覧）
。

5）特定非営利法人まちづくり役場、2009『イエ・

15）1997 年 11 月 25 日～ 12 月１日のビデオリサーチ

ミセ・マチ──まちづくり役場という運動』（パ
ンフレット）。2010 年 11 月 15 日、M.S 氏（まちづ

社調べによれば、聴取率は 10.2% であり、KBS
平均占拠率は 100% であった（当時、㈱京都放送

くり役場理事長）への聞き取りによる（310 分、
「北近江秀吉博覧会について」ほか）。

滋賀総局滋賀放送局長の H.T 氏提供資料より）
。
16）2012 年１月 17 日、M.S 氏（琵琶倉庫㈱代表取締

6）2012 年８月９日、H.Y 氏（まちづくり役場理事）

役相談役）
、H.Y 氏（まちづくり役場理事）への聞

への聞き取りによる（56 分、「まちづくり役場の

き取りによる（75 分、
「まちづくり役場と㈱京都

はじまりについて」ほか）。まちづくり役場は設

放送」ほか）
。

立当初、任意団体であったが、2003 年に NPO 法

17）2012 年８月４日、H.T 氏（現 : 全日本年金者組合

人になった。また、まちづくり役場は、K.T 氏の

滋賀県本部書記次長兼彦根愛犬支部書記長）、㈱

計らいで、秀吉博の事務局本部であった土田金物

京都放送滋賀総局総局長（当時）の K.U 氏（現 : 京

店を使用することになった（2011 年５月５日、H.Y

都健康プランナーズプロデューサー）への聞き取

氏（まちづくり役場理事）への聞き取りによる（15

りによる（80 分、「ラジオ業界における地元密着

分、「まちづくり役場の場所について」ほか））。

型番組について」ほか）
。

7）2011 年 2 月 15 日、H.Y 氏（まちづくり役場理事）

18）2012 年７月 16 日、H.K 氏（㈱京都放送ディレク

への聞き取りによる（270 分、「まちづくり役場の

ター）への聞き取りによる（60 分、「リスナー参加

理事について」ほか）。
8）ただし、これはあくまで組織運営の側面からみ
た事業であり、これらの事業以外にもさまざまな
活動を行っている点には注意が必要である。
9）2011 年 12 月 24 日、H.Y 氏（まちづくり役場理事）

型の番組」ほか）
。
19）2012 年７月 16 日、H.Y 氏（まちづくり役場理事）
への聞き取りによる（60 分、
「番組の継続性につ
いて」ほか）
。
20）びわ湖放送㈱は 1971 年に設立され、翌 1972 年

への聞き取りによる（180 分、「まちづくり役場の

に 開 局 し た（
「 会 社 概 要 」: http://www.bbc-tv.

視察・講演事業について」ほか）。
10）2012 年１月 17 日、M.S 氏（琵琶倉庫㈱代表取締

co.jp/corp/corp.html, 2015 年８月 25 日閲覧）
。
21）2012 年１月 17 日、M.S 氏（琵琶倉庫㈱代表取締

役相談役）への聞き取りによる（75 分、「㈱黒壁の

役相談役）
、H.Y 氏（まちづくり役場理事）への聞

視察の対応について」ほか）。
11）2011 年 12 月 24 日、H.Y 氏（まちづくり役場理事）

き取りによる（75 分、
「まちづくり役場とびわ湖
放送㈱について」ほか）
。

への聞き取りによる（180 分、「まちづくり役場に

22）2011 年 12 月 24 日、H.Y 氏（まちづくり役場理事）

おける視察事業について」ほか）。
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びわ湖放送㈱の現在の関係について」ほか）。

31）2010 年 11 月 27 日、K.H 氏（まちづくり役場事務

23）社 員 の 内 訳 は 社 員・ 契 約 社 員 が 250 人、 パ ー

職員）への聞き取りによる（40 分、「黒壁グループ

ト・アルバイトが 1,000 人である（「会社概要」:

協議会の事務局としてのまちづくり役場につい

http://www.bunkyostudio.co.jp/company/, 2015
年８月 25 日閲覧）。
24）2012 年 7 月 23 日、S.T 氏（㈱文教スタヂオ専務
取締役）への聞き取りによる（60 分、「㈱文教スタ

て」ほか）
。
32）2012 年１月17日、M.S氏（琵琶倉庫㈱代表取締役
相談役）への聞き取りによる（75分、
「黒壁スクエ
ア散策MAPと長浜まち歩きMAPについて」ほか）
。

ヂオの長浜市への進出理由について」ほか）。

33）2011 年 12 月 24 日、H.Y 氏（まちづくり役場理事）

25）当時、事務所には正社員２名とアルバイトが２

への聞き取りによる（30 分、「長浜まち歩き MAP

〜３名常駐し、営業活動を行っていた（2012 年７

について」ほか）
。

月 23 日、S.T 氏（㈱文教スタヂオ専務取締役）へ

34）2011 年 12 月 24 日、H.Y 氏（ ま ち づ く り 役 場 理

の聞き取りによる（60 分、「長浜市中心部におけ
る営業体制について」ほか））。

事）への聞き取りによる（180 分、
「長浜まち歩き

26）M.S 氏（琵琶倉庫㈱代表取締役相談役）が「写真

MAP の初版について」ほか）
。
35）2011 年 12 月 24 日、H.Y 氏（まちづくり役場理事）

に関しては文教スタヂオだけがやっていた」とい

への聞き取りによる（180 分、「まちづくり役場と

うように、写真関連でまちづくり役場とつながり

びわ湖放送㈱との関係について」ほか）
。

があるのは㈱文教スタヂオだけである（2012 年 1
月 17 日、M.S 氏（琵琶倉庫㈱代表取締役相談役）
への聞き取りによる（75 分、「文教スタヂオとの
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賃貸契約について」ほか））。

Bott, Elizabeth., 1955, Urban Families:Conjugal

27）2011 年 12 月 24 日、H.Y 氏（まちづくり役場理事）
への聞き取りによる（180 分、「びわ湖放送㈱の番
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28）初期の出島塾は企業家の後継者を対象にした

Coleman, James., S.1988, Social Capital in the
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院大学・北陸学院大学短期大学部研究紀要』第 1

Comment
藤本

昌代

同志社大学

本論文は地域社会の発展に向けた重要なテーマを
扱っているものとして評価できる。特に地域興し研
究では地域内の活動に注目されることが多い中、地
域内外のつながりに着目し、結節点としての組織の
運営を分析している点は、地域活性化関連の研究に
おいて非常にユニークな研究と言える。その中で従
来の商店街組合、青年会でもこのような役割をして
活性化している京都の三条商店街、また京都伏見の
地域興し NPO などもあるため、できれば、各論に
入る前に、簡単に従来のものとの違いに触れること
で、この地域組織この組織の特有さが際立たつと思
われる。
先行研究と対象地域との関係性の説明もわかりや
すく、理論からの展開はスムーズに読める。ただ、
ネットワーク論の「対概念」と述べている「集団
の外部との多様なつながりや集団の内部での緊密な
つながり」は、初出の後、特に社会関係資本など
の集団の凝集性、開放性などの概念に置き換えられ
ることなく 、
「ネットワークの対概念」という、片
方のみ記述した表現が続くため、読者には「対」の
もう片方の概念の表記が早めになされた方がストレ
スなく読めると思われる（内容の問題ではなく、推
敲の問題だと思います）。
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事例紹介の所で、キーとなる㈱黒壁について、初
出時にもう少し説明が欲しい（企業が続々と設立さ
れたことが、どのように特別なことなのか伝わり
きっていない）。3.2で開放的ネットワーク、3.3で閉
鎖的ネットワークに着目している所は、節タイトル
の後、すぐに事例紹介が始まると、どのような分析
視点で論じようとしているのか見えないため、それ
ぞれ分析するに当たり、何を明らかにするために、
どのような点に着目して分析しているのかについて
導入に説明されている方が読者にはわかりやすい。
最後に分野の違いによる特性だと思われるが、社
会学では分析した結果、なぜ分析で示したような現
象が起こったのかについて考察 する部分の記述 を
厚くするため、まとめのみで考察が不十分のような
印象を受けた。しかし、これは分野によって考察を
あまり書かない分野もあるため投稿者の分野 では
問題ないのかもしれない 。
今後期待する点は、口語体使用箇所、冗長的な
文章など、論文の推敲が不十分で投稿されたこと
が伺えるため、本研究をブラッシュアプしてレフェ
リー・ジャナルに投稿される際には、１文ずつ前後
の章とのつながり、必然性を考えて修正されること
を勧めたい。

研究ノート

豊臣秀吉の朱印状

─人間文化学部地域文化学科購入古文書の紹介─
東
人間文化学部

はじめに

幸

代

地域文化学科

准教授

られていなかった史料のようである。その後、三鬼

数年前、地域文化学科は、滋賀県に関係する内容

氏を中心とする研究会によって秀吉発給文書の集成

をもつ豊臣秀吉（1536 ～ 98 年）朱印状を購入した。

が進んでおり、このたび、『豊臣秀吉文書集』全９

古書店にて販売されていたものであったが、県内の

巻⑵の刊行が始まった。現在確認される秀吉発給文

博物館学芸員をはじめとする歴史研究者らがその県

書は、約 7000 通とのことであるが、本学所蔵の本

外流出を危惧し、県内に留めておきたいとご尽力の

史料も何かしら資するところがあろうと考え、遅ま

うえ本学にご相談をいただいた結果である。

きながら紹介する次第である。

本史料は、本学への搬入後、その年のオープン・

１

キャンパスの際に交流センターにおいて解説のうえ

豊臣秀吉朱印状の概要

料紙は檀紙（楮で漉いた厚手で白く皺のある高級

一般公開された。現在は、本学図書情報センターに

紙）であり、写真で確認できるように折紙の形状で

おいて保管されている。
秀吉の発給文書は、三鬼清一郎氏によって精力的

ある。軸装の痕跡はなく、裏打ち等も施されておら

に集成がすすめられ、『豊臣秀吉文書目録』
・
『同（補
遺１）
』⑴ が発行されたが、そこに本史料は収録さ

ず、若干の汚れはあるものの、状態は良好である。
法量は縦 46.3 ㎝×横 62.4 ㎝。

れていない。当時は研究者の間でも、その存在が知

本学搬入時、檀紙の包紙につつまれていたが、

豊臣秀吉朱印状

近江国愛智郡

西高瀬内百四拾

八石之事、令扶

豊臣秀吉
朱印

助之訖、全可領知

者也

卯月廿三日

天正十九

吉田彦介とのへ

包紙

写真３

文箱

【釈文】

写真 1

写真 2
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この包紙は比較的新しいものである。ま

大町

た、鶴の蒔絵が施された漆塗りの文箱に
入れられていた。包紙、箱ともに文字な
どは記されておらず、いつの段階で本史
料に附属したものかは不明である。

２

朱印状の内容

本史料は、年月日の下部に秀吉の朱印
が押されているため、豊臣秀吉朱印状と
されるものであるが、その内容は、一般
に領知宛行状と称されるもので、領主か
ら家臣へ知行を下給する際に発給される
ものである。天正19年（1591）４月23日、
吉田彦介という人物が、西高瀬の内領知
148 石を秀吉から与えられた時のもので
【関係地図】（4）

ある。朱印の据えられた領知宛行状を、
特に領知朱印状と呼ぶことがあり、本稿
もこの表現にしたがう。
あてがわれている「西高瀬」という名称の村は、

３

発給の背景

同日発給の領知宛行状

一般に、領知宛行状が

愛知郡内には存在しない。しかし、類似の名称をも

発給されるのは、支配関係の変化や領知の増加（加

つ近世村に、「高野瀬村」（豊郷町高野瀬）があり、

増）等を契機とする。秀吉発給の領知宛行状は数多

この村を差す可能性が高い。この領知朱印状発給の

く残されているが、近江国内において、本史料と同

翌５月、
「江州愛智郡内御蔵入所々目録」（芦浦観

日付で発給された領知宛行状は、30 通を超える。

音寺文書⑶）と題される秀吉朱印状が蔵入地（秀吉直

豊臣秀次の近江国支配

轄地）代官であった芦浦観音寺宛てに発給されてい

給の背景を説明するには、豊臣政権の近江国支配に

るが、蔵入地一覧の中に、「一、四百拾四石九斗八

ついて少し遡る必要がある。

升

東高野瀬村」とあり、この時期には、村落

が東・西に分かれて把握されていたのであろう。

領知宛行状の複数同日発

織田信長（1534 ～ 82 年）の後継者となった秀吉
は、天正 11 年に近江国の検地を行い、直臣団を近

上の地図は、明治期の高野瀬周辺の地図である。

江国内に配置した。本学の所在する彦根には、佐和

この地図によれば、高野瀬は「高野瀬」と「高野瀬

山城に堀秀政が置かれる。その後、秀吉は天下一

里」に集落が分かれているようであり、西側に位置

統を推し進める過程で、天正 13 年７月に関白に就

する高野瀬里が、
「西高瀬」に該当する可能性があ

任し、同年閏 8 月に羽柴秀次（1568 ～ 95 年：秀吉

る。あるいは、隣接する「大町」が、もとは高野瀬

の姉の子で秀吉の養子となる）に近江国内 20 万石を

村の枝郷であったことから「西高瀬」に該当する可

あてがい、八幡山城（近江八幡市）に入れる。この

能性もある。

時、秀次の補佐役家臣として、中村一氏（水口）・

また、現在のところ、宛所の「吉田彦介」につい

堀尾吉晴（佐和山）・山内一豊（長浜）・田中吉政（八

ても判然としない。秀吉の馬廻衆（大将を護衛して

幡）・一柳直末（美濃大垣）の「宿老」と呼ばれる５

戦う直轄軍。また、その人々）のなかに、「吉田彦
四郎」という人物がおり（『戦国人名辞典』 ⑸ ）、そ

名の者がつけられた。秀次らの所領は、領知目録が
残されていないため石高のみしか明らかになってい

の親族の可能性があろうか。あるいは、同じ愛知郡

ないが、先行研究⑻では、蒲生郡は一郡規模で秀次

内の南蚊野村（愛荘町南蚊野）を拝領した「吉田平
内」なる人物⑹と関係があろうか。

領化、野洲郡は秀次領が確認される、甲賀郡は宿老
分領、坂田郡も宿老分領、浅井郡は秀次領か宿老分

以上のように、本史料の内容には検討の余地があ

領があったとしている。すなわち、右記の５郡を中

る。
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【表】近江国を対象とする天正 19 年 4 月 23 日付秀吉領知宛行状（7）
宛所

郡

江戸大納言（徳川家康）
八幡社人中
惣持寺
城（成）菩提院
舎那院
神照寺
多羅尾久八（光雅）
山岡後家
羽柴藤十郎（織田信高）
服部土佐守（正栄）
服部太郎八
畠山式部大輔
新庄東玉入道（直忠）
吉田彦介
吉田平内
安井次右衛門尉
森十蔵
真野新太郎（重則）
真野駒蔵
伏屋小兵衛（為長）
蜂屋市左衛門尉（正宅）
西川内蔵
長命寺
比留与十郎（正吉）
今枝勘右衛門尉
猪子内匠頭（一時）
飯田源一郎
多賀不動院
竹生嶋
称名寺
実才庵
知善院
小谷寺

野洲・甲賀・蒲生
坂田
坂田
坂田
坂田
坂田
甲賀
栗太
神崎
蒲生
蒲生
蒲生
蒲生
愛智
愛智
愛智
愛智
愛智
愛智
愛智
愛智
愛智
愛智
愛知
愛智
愛智
愛智
犬上
浅井
浅井
浅井
浅井
浅井

村（地域名）
八幡庄内
竜厳院内
柏原内
八幡庄内
福永庄内
信楽内
下笠村内
山上内山田村・前野村
田井村内
田井村内
日野大谷村
西高瀬内
南蚊野村
中一色村
園村内
北花津村内
殿村
円寿寺内
吉田村之内
屋守村内
平流郷内
吉田村之内
愛智川村之内
西手村之内
押立郷下一色村之内
多賀庄内
早崎浦内
尊勝寺村内
尊勝寺村内
下八木之内・西草野大村之内
小谷内

えられるのである。愛知郡の郡名がみられないが、
田中吉政の所領が愛知川村にあったと推測されてお
り、湖東・湖北地域の大部分を秀次領や宿老分が占
めていたと考えてよかろう。
秀次の転封

石高（石）

天正 18 年７月、秀吉の関東征服を

90000
170
120
150
20
150
3800
50
1060
117.3
200
11385.5
215.2
148
100
418
100
103
170
100
500
50
100
230
100
200
300
324
300
63
50
30
44.13

出典
大谷文書
長浜八幡神社文書
惣持寺文書
成菩提院文書
舎那院文書
神照寺文書
記録御用所本古文書
山岡文書
記録御用所本古文書
鈴木文書
鈴木文書
古証文
記録御用所本古文書
★本学所蔵
『名古屋叢書続編18 士林泝洄2』
（滋賀県立安土城考古博物館所蔵）
鉄屋水野文書
記録御用所本古文書
記録御用所本古文書
記録御用所本古文書
記録御用所本古文書
西川文書
長命寺文書
記録御用所本古文書
蠧簡集残編
記録御用所本古文書
弘文荘古文書目録
多賀神社文書
竹生島文書
称明寺文書
実宰庵文書
知善院文書
小谷寺文書

入して、あてがわれたものと考えられる。
本学の領知朱印状は、こうした流れのなかで、発
給されたものである。

おわりに

機として、秀次は織田信雄（1558 ～ 1630 年：織田

本史料は、前述のように宛所など不明な点が残さ

信長息）の旧領であった尾張国清洲（名古屋市）へ転

れており、紹介はしたものの幾分すっきりしない。

封となり、近江の所領支配は変化をきたす。宿老た

関係資料の博捜を続ける必要があろう。

ちも三河国・遠江国・駿河国へ配置換えとなる。
こうした状況のなか、天正 19 年閏１月以降４月

豊臣秀次、及びその宿老たちの旧領が全て再配分
されたと考えるならば、秀吉による領知宛行状は、

にかけて、近江国内では検地が実施され、新たな知

現状で把握されている以上に存在したと考えられ

行割がすすめられた。そして４月 23 日、徳川家康
の在京賄料地９万石をはじめとして、給人知行地や

る。秀吉文書の集成が進めば、今後、秀次時代を含
めた豊臣期の近江国の所領配置や支配の様相が明ら

寺社領として蒲生・愛知・坂田郡などがあてられ

かになる可能性がある。その際に本史料が裨益する

た。解体した秀次領と宿老分領とが、いったん御蔵

ことをのぞむ。
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本学としては、近江国内の各地域における豊臣期
の様相や、近江国のもった歴史的意義に迫るため
に、この史料の保存と、地域史研究における活用を
すすめていきたいものである。
【謝辞】本稿の作成にあたって、長浜城歴史博物館
の太田浩司氏、及び安土城考古博物館の髙木叙子氏
より関連資料の提供を受けました。記して御礼申し
上げます。
注
⑴三鬼清一郎編『豊臣秀吉文書目録』（1989 年）、
同編『豊臣秀吉文書目録（補遺 1）』（1996 年）。
⑵名古屋市博物館『豊臣秀吉文書集』（吉川弘文
館）。第 1 巻は 2015 年刊行。
⑶『芦浦観音寺─草津市史資料集 6 ─』（草津市教
育委員会、1997 年）。
⑷大日本帝國陸地測量部二万分一地形図。
⑸高柳光壽・松平念一『戦国人名辞典』（吉川弘文
館、1962 年）。
⑹のちに尾張藩士となる（『名古屋叢書続編 18

士

林泝洄 2』、名古屋市教育委員会、1967 年）。
⑺注⑴・⑹書、下山治久編『記録御用所本古文書』
上・下（東京堂出版、2000・01 年）より作成。
⑻藤田恒春「豊臣秀次と近江の所領支配」
（三鬼清一
郎編『織豊期の政治構造』
、吉川弘文館、2000 年、
後、同『豊臣秀次の研究』
、文献出版、2003 年、
に収録）
。
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研究ノート

事態把握を軸にした類型論の予備的考察
─再帰的受益者主語構文を中心に─

小

熊

猛

人間文化学部国際コミュニケーション学科

０．はじめに

准教授

「癒し」などを期待して意図的に行為を行う事態を

対照言語研究および類型論的研究では，「受動構

表す。本稿では，便宜上 Have a N（construction-

文の対照比較研究」のように，しばしば分析対象と

dependent noun）構 文 と 呼 ぶ こ と に す る。 次 の

する言語の特定の言語構造ないしは対応構文を対

（2b）は形式上類似するが，行為の意図性を欠いて

照させるアプローチが主流であると言える。例え

いるためこの構文には分類されない。
（3b）につい

ば多くの類型論研究者によって，態（voice）が諸言

ても，主語 I の指示対象が対応する基本文（3a）の

語においてどのような言語形式（構文）で実現され

主語とではなく目的語と一致するため別の構文とし

るか，といった研究が精力的に行われている。これ

て分析される。4

らの研究とは一線を画し，本稿は言語構造ではなく
「再帰的受益および被害」という事態把握を軸にし
た類型論的認知語用論研究を試みる。1

（2） a. He looked feverish and ill, and coughed badly.
b. He looked feverish and ill, and had a bad cough.

英語の Mary had a walk in the garden.2 のようなタ

（BNC: GWH1526）

イプは，「気晴らし」，「評価・査定」，「実感」と

（3） a. The horse kicked me. （Dixon 1991: 339）

いった行為主体の〈心理的受益〉に焦点を当てる事

b. I had a kick from the horse.

（ibid.）

態把握を反映するものであり，当該の言語形式（構
文）そのものがその意味的貢献を担っている。本研

Wierzbicka（1988）は，次の引用にあるように，

究は，このタイプは経験者主語構文とも質的に異な

（1b）のタイプを Have a V-stem 構文と呼び，経験

る独立した構文であるとする先行研究（Wierzbicka

者主語 Have a N 構文とは明確に区別する必要があ

（1988）
）を出発点として，日本語の「V テミル」試

ると述べている。つまり，（1b）における walk はあ

行構文がこの構文と密接な機能的類似性を示すこと

くまでも V-stem であって，
（2）のゼロ接辞派生名

を明らかにする。また，アイヌ語，フランス語にも

詞 cough とは異なるという分析である。

これに対応すると考えられる関連表現が存在するこ
とを指摘し，この「再起的受益ならびに被害」タイ
プの事態把握が人間の生活に根差した一群の行動形

…the verbal stem in sentences like He had a
swim or She had a lie down is not a noun, despite the

態を纏め上げる概念範疇であり，他の言語において

fact that it combines with an indefinite article;

も一定の語用論的な機能単位を構成していることの

and it can be distinguished from deverbal nouns

一端を明らかにすることを目的とする。

with zero suffix, e.g. smile, cough, or quarrel in
She has a nice smile; He has a nasty cough; They had

１．Have a N（construction-dependent noun）構文
英語には同一の事態を表す表現として単純な自動

a quarrel.
［Wierzbicka 1988: 295, 下線は筆者による］

詞文（1a）に加えて，
（1b）の例に示すような表現 が存
3

在する。
（1b）には，
（1a）には観察されない特別な意

本稿も（1b）のタイプを独立した構文として，

味が伴うことが報告されている（Wierzbicka（1988）
；

（2b）
，
（3b）のタイプと区別する立場を採るが，そ

Dixon（1991）
）
。

の違いを形態的に同一形式であるゼロ接辞派生名詞
（N）と動詞語根（V-stem）の違いに求める要素還元

（1） a. Mary walked around the town.
b. Mary had a walk around the town.

主義的な記述は行わない。5
この構文は自動詞文に対応する（1b）のようなも
のが多いが，他動詞文に対応する（4b）のような

1.1 独立した構文としての位置づけ
（1b）のタイプは，主語参与者が「気晴らし」や

事例も少なくないと報告されている（Dixon（1991:
344）
）
。Wierzbicka（1988）は，このような他動詞文
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に対応する事例に関して，この構文の have は「脱
他動化詞」（de-transitivizer）として機能し，〈行為〉

b. Mary had a walk around the town.
（再掲）
[atelic]
（5） a. Mary walked to the station.

の対象物にかかる叙述，つまり〈行為〉局面を背

（Wierzbicka 1988：298）

景化すると論じている。この脱他動化については

b. *Mary had a walk to the station.

（4b）が受動化を許さないことからも確認できる。
（4） a. I kicked the ball.

（ibid.）

[telic]

（Wierzbicka 1988：298）

（Dixon 1991: 339）

b. I had a kick of the ball.

[telic]

Wierzbicka（1988）によれば，
〈着点〉を表す前置
詞句 to the station（例文中の下線部で示す）は目的地
への到着という物理的移動を言語化しており，こ

1.2 反映する事態把握と意味構造

れは当該の移動行為の〈完結性〉（telicity）および

Wierzbicka（1988）は，「 歩 く 」 と い う 行 為 の

〈遂行目的行為（external goal）
〉を表し，これが行

主 体（i.e. Mary）は 本 来 的 に〈 行 為 者 役 割（agent

為者性の背景化を阻むため，〈経験〉局面が前景化

role）〉 と〈 経 験 者 役 割（experiencer role）〉 を 併

された事態認識を反映する Have a N（construction-

せ持つ と指摘した上で，（1b）では当該の行為が
Mary の〈経験〉として事態把握されていると論じ

dependent noun）構文（5b）と相容れないと分析し

６

ている。

ている。つまり，（1b）のタイプを〈行為〉局面か

しかし，大規模コーパス British National Corpus

ら〈行為に伴う経験〉局面へと意識・関心を移す
（conceptual focus shift）構文であると分析してい

を検索すると，実際には〈完結性〉
（telic）および
〈遂行目的〉
（purpose）を示す要素を伴う Have a N

る。概念化者（conceptualizer）が同一事態を「主語

（construction-dependent noun）構文が以下の（6）
，

参与者の経験」として事態把握するときこの構文が

（7）に示すように確認できる。

選択されるというわけである。
この構文の主語参与者は「気晴らし」や「癒し」

（6） I’
ve got to have a walk up to [the] post office

など自らへの〈心理的受益（beneficiary）〉を期待
4

4

in a bit. 

4

して，意図的 に行為を行うことから，実は単なる

[telic]
（BNC: KD8 5190）

〈経験者〉というよりは〈再帰的受益者（reflexive

（7） C
 os I thought it would, it was such a warm

recipient）〉 と 分 析 さ れ る べ き で あ る。 利 益 を 与

day I thought it would be quite nice for him

える〈行為者〉とそれを受ける〈受益者〉が同一

to have a walk see if he was alright. [external

人 物 と な る 用 法 は， 再 帰 的 受 益・ 影 響（reflexive

goal]

benefactive/affectedness）と称すべき出来事の概念

（BNC: KBW 8770）

化を表現する形式と見倣し得る。したがって，英語
の Have a N（construction-dependent noun）構 文

（6）では〈着点〉を表す前置詞句 to [the] post office

は事態把握を軸にした類型においては「再帰的受益

が，
（7）では遂行目的が明示的に現れている。

者主語構文」に分類される。

この事実を踏まえると，〈行為〉局面と〈経験〉
4

4

局面のいずれが前景化されるかというのは実は相対
1.3 完結性および遂行目的の制約

4

4

4

的程度の問題であると考える必要がある。

英語の Have a N（construction-dependent noun）
構文は，対応関係にある基本動詞文とは統語的に異

1.4 心理的な再帰的受益

なる振る舞いを示すことが指摘されている。（1）の
前置詞句 around the town を〈着点〉を表す前置詞句
to the station（例文中の下線部で示す）に置き換える

Have a N（construction-dependent noun）構文は
二つの特徴を有する。一つは，主語参与者の「気晴

と，基本動詞文（5a）対応する（5b）は容認されない
文となる。

理的受益〉を意図した事態として言語化すると点で
ある。もう一つは，利益を与える〈行為者〉とそれ

らし」
（pleasure）や「癒し」
（relief）といった〈心

を受ける〈受益者〉が同一人物となる用法は再帰的
（1） a. Mary walked around the town.（再掲）[atelic]
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称すべき出来事の概念化を表現する形式と見倣し得
るという点にある。

「V テミル」は一般に「試しにしてみる」という
試験的な行為〈試行（try -ing）
〉を表すとされる。

この構文の表す受益の事態把握（construal）は，

〈試行〉にも必然的に物理的〈行為〉局面と〈行為

再起代名詞の生じる（8）の事態把握とは，（i）影響

に伴う経験〉局面がある。後者が相対的に前景化し

（affectedness），（ii）意図性（volitionality）の点で質
的に異なる。

て〈心理的な再帰的受益〉事態把握を表す「V テ
ミル」構文の下位類７へと展開したと考えられる。
興味深いことに，「V テミル」に対応する韓国語

（8） a. He spoke to himself.

表現（11）には〈試行〉解釈しかない。韓国語にお

b. Don’t work yourself sick.

いては，〈行為に伴う経験〉局面を前景化する拡張

c. Sam talked himself hoarse.

（extension）が生じていない言うわけである。〈心理

（Goldberg 1995: 194）

的な再帰的受益〉の事態把握が韓国語でどのような
文法的方略を用いて言語化されるかを探る必要が今

（8a）は典型的な再帰表現である。（8b），（8c）は

後の課題として残る。

いわゆる疑似目的語（fake object）が現れる結果構
文（resultative construction）であり，それぞれ「働

2.2「V テミル」試行構文と完結性および遂行目的

きすぎて体をこわすなよ」，「サムは話し過ぎでがら

英語の Have a N（construction-dependent noun）

がら声になった」というような意味を表す。これら
（8a）（8c）
は，〈行為者〉と〈被動者〉が同一人物

構文は自動詞文に対応するタイプがより生産的であ
り，更には自動詞文であっても完結性や遂行目的の

であることから再帰的であるが，いずれも物理的行

明示といった要素がこの構文での言語化を阻む傾向

為連鎖としての事態把握を反映しており，自らへの

にあることを 1.3 節で観察した。

心理的受益とは解釈できない。

２．日本語における再帰的受益者主語構文
英語の Have a N（construction-dependent noun）
構文は，心理的な再帰的受益・影響と呼べる事態把

一方，Ｖテミル構文は，（10a），（12b）が示すよ
うに他動詞文に対応する表現も非常に生産性が高
く，以下で確認するように，構文の容認度は完結性
や遂行目的の明示と相関を示さないという点で振る
舞いが異なる。

握を反映すると考えられるが，日本語ではどうであ
ろうか。まず頭に浮かぶのは（9）のようなタイプで
はないだろうか。しかし，このタイプの表現に生じ

（12）a. ボールを蹴った。
b. ボールを蹴ってみた。

うる動詞は「歩く」
「巡る」など限定されており，

（13）東京スカイツリーを見に，墨田区まで歩いてみた。

その生産性は低い。

（14）駅｛まで /?? へ /?? に｝歩いてみた。
（15）a. 駅｛まで /?? へ /?? に｝歩いた。

（9） 街を（気晴らしに）一歩きした。

b. 駅｛まで / へ / に｝行った。
c. 駅｛まで / へ / に｝歩いて行った。

2.1「V テミル」試行構文
一方で，日本語には Have a N（construction-dependent

まず，（13）はＶテミル構文において遂行目的の

noun）構文の表す様々な〈心理的な再帰的受益〉を

明示が可能であることを示している。次に完結性に

言語化し得る機能的類似構文として（10）のタイプ

ついてであるが，一見すると，（14）の「駅へ」「駅

が観察される。（10b）の敬語形式「ごらん」からも
明らかなように，この「V テミル」タイプは知覚動

に」が不自然な事実は完結性制約がＶテミル構文に
も観察されることを示すように見える。しかし，

詞「見る」をルーツとする複雑述語と分析される。

こ れ は 日 本 語 が 動 詞 枠 付 け 言 語（satellite-framed

（10）a. 街を（気晴らしに）歩いてみた。
b.（ちょっと）見せてみて［ごらん］。
（11）거리를 걸어봤다 .（街を歩いてみた。）

language）であることに起因するものであることが
（15）から分かる。ここでは，移動経路表現の言語
類型（Talmy 1985, 1991）の詳細に立ち入ることは
せず，事実関係のみを確認するにとどめることにす
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る。
（15）より，主動詞が移動そのものを表す動詞

a. soy ta e=asin

「行った」の場合は助詞「へ」および「に」と共起

wa

e=inkar yakne, ....

outside at you=go and you=look when

するが，
「移動」そのものではなく「活動」を表す

‘When I went out and looked, ....’

動詞「歩く」の場合にはこれらの助詞とそもそも共

b. okamkino

起し難いことが分かる。つまり，（14）に観察され
る振る舞いはＶテミル構文に起因するものではない

an=e

wa

inu=an hike....

deliberately I=eat and listen=I when
‘When I deliberately ate it and listened, ....

というわけである。

（Izutsu 2004: 161）
（19）FRENCH（※命令形の後で強意語として）

2.3「V テミル」構文のプロファイル

a. Voyons voir.（どれどれ，何だって。
）

知覚動詞「見る」は（16）に示すように受動化が

b. Écoute voir ce qu’
il dit.

可能であるが，Ｖテミル構文は英語の Have a N

（とにかく彼の言っていることを聞けよ。
）

（construction-dependent noun）構文と同様に受動

c. Dites voir.（まあ言ってごらんなさい。
）

化を許さない。次の（17）が示すように，複雑述語
のいずれの部分に対しても受動化が認められない。

（ロイヤル仏和中辞典 1991: 1982）

４．おわりに

（16）情けない姿［ところ］を見られた。
（17）a. * ボールが蹴られてみた。
b. * ボールが蹴ってみられた。

本 稿 で は，Have a N（construction-dependent
noun）構文および日本語の V テミル構文が機能的類
似性を示すことを明らかにし，アイヌ語および韓国語
にも類似，関連する言語現象があることを示し，
「再

これは，まさに〈行為〉局面ではなく，
〈心理的受
益〉局面をプロファイルしているからに他ならない

帰的受益および被害」という事態把握を軸にした類
型論の可能性を展望した。

と言えよう。日本語のＶテミル構文と英語の Have

また，心理的ドメインでの再帰的受益に注目し，

a N（construction-dependent noun）構文は，完結性

関連する事態把握の言語化パターンを言語・文化横

や遂行目的の明示という点で異なる振る舞いを示す

断的な観点から探り，その意味と機能に認知言語学

が，再帰的受益者主語（Reflexive Agent-Recipient

的にアプローチすることの重要性を示した。

Subject）構文として統一的に捉え直すことができる。

３．その他の言語における再帰的受益者主語構文
１節および２節において，英語ならびに日本語の

本稿で扱った〈再帰的受益〉事態把握は，
（i）
〈心・身の癒し〉
，（ii）
〈試行〉，（iii）
〈試験的評価・
査定〉，（iv）
〈実感〉のように幾分異なった現れを
するが，いずれの現れも「主語参与者が自らの〈心

〈心理的な再帰的受益〉という事態把握を軸にした

身的受益の下位類に属する「益」
〉を意図した行為」

構文を分析したが，アイヌ語，フランス語にも「Ｖ

という共通の概念化として認知的に捉え直すことが

テミル」に機能的類似性を示す、ないしは関連する

できる。

と思われる表現が観察される。これらにも心理的な
〈再帰的受益〉解釈が反映されているのだろうか。

〈再帰的受益〉事態把握は，歴史的・地理的に多
様な言語で範疇化され，一定の言語形式として文法

ア イ ヌ 語 の（18a），（18b）は「 行 っ て そ し て 見

化されていることが予測される。言語類型論的に

て」，「食べてそして聞いて」のように，知覚動詞

は，再帰的受益者主語構は概ね，以下によって実現

が後続する表現であり，〈経験〉局面を前景化して

されると予測される。

いると議論できそうである。また，（19）のフラン
ス語において強意語として分析される voir の事例

（i）
〈知覚〉および〈所有〉構文
（ii）
〈試行〉構文，

も，詳細に調べる必要があるが，「見てみて」，「聞

（iii）他動性の低減（自動詞化，不定目的語）

いてみて」，「言ってみて」に対応しているようにも
思われる。

（iv）述語語幹の名詞化（reification）+ 軽動詞）
1

（18）AINU
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stem）Periphrastic Verbal Construction: A
Reference-Point Model Approach の 内 容 に 大 幅
に加筆を加えたものである。
2

Wierzbicka（1988: 297）によると，このタイプの
表現は極めて口語的であり，またその使用には地
域によって大きな違いある。アメリカ英語におい
ては，have ではなく take が現れる関連表現が多
用され，イギリス英語に比べ，このタイプの表現
の使用頻度は著しく低いと報告されている。

3

Dixon（1991: 338）は，古い文献資料には口語的表
現を見つけることがそもそも難しいと断った上
で，have a run という事例は 1450 年にその使用例
が確認でき，ここ 200 年でこのような表現が増加
したと報告している。

4

Dixon（1991: 339-344）は，この構文であると判定
する基準として，同じ命題内容を表現しつつも対
応する基本文には観察されない特別な意味を伴う
という意味的特徴に加え，次の基準を挙げている。
a. the same subject as the basic sentence
b. a plain verb base form
c. adverb/adjective correspondence
d. preservation of peripheral constituents

5

不定冠詞 a に後続するにも拘わらず walk を派生
名詞（N）ではなく動詞語幹（V-stem）であるとす
る分析（Wierzbicka（1988））の論点は，この文構
造全体を構文として捉えるべきという点にある。
比較相関構文（The 比較級…, the 比較級…）にお
いて，定冠詞 the に後続するという統語的環境を
根拠に比較級部分（形容詞ないし副詞）を名詞相
当とは分析すべきでないのと同様に，ここでの
walk を単純に派生名詞と分析すべきではないと
いう主張であると解される。

6

Langacker（2009: 239）も動詞 walk の主語はしばし

Dixon, R.M.W.（1991）A New Approach to English
Grammar, On Semantic Principles. Oxford:
Oxford University Press.
Goldberg, A.（1995）Constructions. A Construction
Grammar Approach to Argumet Structure. Chicago:
University of Chicago Press.
Izutsu, K.（2004）A Cognitive Grammar Approach
to Ainu. In Katsunobu Izutsu（ed.）, The Ainu
Language: A Linguistic Introduction. Asahikawa:
Hokkaido University of Education.
菊田千晴（2013）
「テミル条件文にみられる構文変化
の過程—語用論的強化と階層的構文ネットワー
クに基づく言語変化」山梨正明（編）
『認知言語
学論考』No.11. ひつじ書房 . 163-198.
Langacker, R.（1999）Grammar and Conceptualization.
Cognitive Linguistic Research 14. Berlin:
Mouton de Gruyter.
Langacker, R.（2008）Cognitive Grammar : A basic
introduction. Oxford: Oxford University Press.
Langacker, R.（2009）Investigations in Cognitive
Grammar. Berlin: Mouton de Gruyter.
Levin, B.（1993）English Verb Classes and Alternations:
A Preliminary Investigation. Chicago: University
of Chicago Press, Chicago.
Talmy, L.（1985）Lexicalization Patterns: Semantic
Structure in Lexical Forms. Language Typology
and Syntactic Description, vol. 3: Grammatical
Categories and the Lexicon, ed. T. Shopen, 57–
149. Cambridge University Press.
Talmy, L.（1991）Path to Realization: a Typology

役割を併せ持ち，動詞 kick の目的語は〈経験者

of Event Conflation. Proceedings of the Annual
Meeting of the Berkeley Linguistics Society 17:

（experiencer）
〉役割と〈被動者（patient）
〉役割を
併せ持つ，というように事態内参与者がしばしば

Wierzbicka, A.（1988）The Semantics of Grammar.

ば〈行為者（agent）
〉役割と〈移動主体（mover）
〉

二重の意味役割を担うことがあると指摘している。
7

主要参考文献

480–519.
Amsterdam: John Benjamins.

Ｖテミルには他にも下位類がある。「こんどまた
地震でもおこってみろ，…」のような，テミル条
件文構文については菊田（2013）を参照。
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西浜千軒遺跡の測量成果と
地形形成に関する基礎的考察
─琵琶湖湖底遺跡の調査─
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はじめに
滋賀県立大学琵琶湖水中考古学研究会では、2010

２．湖底地形の測量成果
（１）測量調査の目的と方法

年度まで同大学林博通研究室が行っていた水没村伝

当遺跡の湖底においては、特徴的な起伏を呈する

承遺跡の調査を、中川を代表として継続的に行って

地形が数か所で認められることが以前から確認され

いる。2014 － 2015 年度は、研究会発足時からの調

ており、また大半の遺物がそれら周辺において確認

査地である西浜千軒遺跡の調査を引き続き行い、ま

されてきた。従来の調査においては、これら地形を

た近接する長浜城遺跡についても調査を行った。本

調査区設定の基準とし、遺物の分布調査を行ってき

稿で報告するのは、このうち前者におけるもので、

たが、最終的な報告にあたってその詳細な地形図の

西浜千軒遺跡に関わる４回目の報告となる。

提示は必須であると考え、地形測量を実施した。

１．調査概要

ナーに代表される音波探査機器を用いる方法が一般

（１）位置と環境

的である。しかしながら西浜千軒遺跡は遠浅の地形

水中地形の測量にあたっては、サイドスキャンソ

当遺跡は長浜市祇園町の沖合に所在する湖底遺

で、特に先述の湖底の高まりは、水位低下時には水

跡であり、「かつて西浜村とよばれる集落が存在し

深 0.2m 以下 1）という、極端な浅瀬になる場合もあ

たが、室町時代の寛正年間（1460 － 1466）に起きた

る。こうした環境下にあっては、船舶の利用を前提

大地震により湖底に沈んでしまった」と伝承が伝

とした音波探査は不可能であることから、本調査に

わっている（図１）
。この集落がかつて存在したこ

おいては古墳等の測量調査と同様に、平板とレベル

とは、長浜八幡宮の神宮堂塔建立の資金調達を目的

を用いた陸上と同様の手法で行った。調査員である

とした猿楽の収支記録である、『永享七年勧進猿楽

学生の実技指導を兼ねながらの作業であったが、

奉加帳』から明らかであり、現在も残る祇園町や相

最終的には沖合約 160m、湖岸線約 340m、総面積約

撲町と共にその存在が認められる。

54400 ㎡という範囲について十分な精度の図面を作

従来、その実態は水没井戸や石垣の伝承が残るの

成することができた。

みで全く不明であった。本研究会におけるこれまで
の調査によって、湖底に実際に集落が沈んでいるこ

（２）湖底地形の状況と各調査区の様相

とが明らかになるとともに、原因となった地震が伝

図２が完成した測量図であり、先述した湖底の高

承とは異なる天正 13 年（1586）であることや、また

まりは３ヶ所で確認され、従来の見解を追認するこ

当該期以外にも、多数の遺物が散布する複合的な

とができた。またこれを基に、調査区の配置を示し

遺跡であることが明らかとなっている〔中川 2012〕

たのが図３である。これに沿って地形及び調査区の

〔中川 2013〕〔中川・大西・谷口 2014〕。

様相を概観したい。
A 地区は調査地の西部に所在する東西40m、南北

（２）2014 から 2015 年度の調査体制

60m 程度の高まり地形で、標高は最高部で約 83.7m

調査は少人数ながら、昨年度に引き続き新規の学

を測る。当遺跡において遺物の最も集中する調査区

部生数名や学外の研究者を交えつつ和気藹々と行っ

の１つである。また周囲には、この高まりが波の営

ている。2014 年度の調査日数は 34 日を数え、うち

力で崩壊したと考えられるゆるやかな落ち込み状の

19 日を西浜千軒遺跡で実施した。また 2015 年度は

地形が認められる。

現段階で 25 日実施しているが、この大半は長浜城
遺跡におけるものである。

B 地区は調査地の東部に所在する東西約 40m、南
北約 50m の楔形の高まり地形で、標高は最高部で
約 83.7m を測る。A 地区同様に当遺跡において遺物
の最も集中する地区の１つであり、また周囲にはゆ
るやかな落込み状地形が確認できる。
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図 1, 西浜千軒遺跡位置図
図１

西浜千軒遺跡位置図

図図２
2, 西浜千軒遺跡湖底地形測量図
西浜千軒遺跡湖底地形測量図
西浜千軒遺跡調査区配置図
図図３
3, 西浜千軒遺跡調査区配置図

※実線で囲った範囲を測量した。
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C 地区は調査区の西端部に所在する、水深 83.2m

に所属するものであろう。

前後の低水位部であり、特徴的な堆積状況は全く確

２〜７はいずれも初期須恵器の甕体部片で、５世

認されない。しかしながら、確認される遺物には湖

紀前半代の資料である。２は頸部の接合箇所にあた

成鉄の付着の著しいものや、あるいは古代瓦の破片

る部分である。上端部には頸部接合に伴う粘土の貼

などが確認されるなど、他の調査区と比べやや様相
を異にする。

り付けが見られ、その周囲は横ナデを施す。外面に
は平行タタキ、内面は同心円当て具痕をスリ消す。

D 地区は調査地の中央部に所在する東西約 35m、

３は外面に平行タタキを施し、内面は同心円当て具

南北約 15m 程度の比較的小規模な楕円形の高まり

痕をスリ消している。４は外面に平行タタキを施

であり、標高は最高所で約 83.4m を測る。沖側には

し、その後スリ消している。内面は同心円当て具痕

A・B 地区と同様に波の営力で崩壊した結果と考え

が明瞭に残り、スリ消しは行わない。５は外面に平

られる、ゆるやかな落ち込み状地形が広がっている。

行タタキを施し、内面には当て具痕などは全く見出

中世墓地区は 2011 年度に報告した中世墓地遺構

すことができない。６は外面には平行タタキなどは

の所在する範囲であり、拳大から人頭大の石材で形

見られず、ナデ消したものと考えられる。内面は指

成された方形区画や集石のほか、石仏や五輪塔など

ナデもしくは無文当て具様の凹みが確認され、同心

の遺物が出土している。墓地を構成する石材は角の

円文様等は見られない。７は外面に平行タタキを施

明確な山石様のものが大半であり、他地点における

し、また当て具原体の木目が浮き出ている。内面は

小礫群とは明らかに出自を異にするものである〔中
川 2012〕。

平行タタキ目様の当て具痕跡をスリ消している。
８は須恵器の高杯蓋である。全体に湖成鉄が厚く

以上が、西浜千軒遺跡における調査区の概況であ

沈着しており、細かな調整や元来の色調を確認する

り、それぞれが遺物集中区を形成している。作成さ

ことはできないものの、６世紀代の遺物である。

れた測量図や、A・B・D 地区の高まり地形を形成

９は須恵器の杯 B 蓋で、口縁部付近の小片であ

する小礫の様相から、これらが元来は河川営力に

るものの、磨滅は比較的少なく、原位置を大きく動

よって堆積した、河口部にほど近い地形であること

くものではないだろう。８世紀前半代の遺物である。

が予想される。しかし 16 世紀には中世墓が形成さ

10 〜 11 は須恵器の杯 B 身で、いずれも８世紀代

れることから、遅くともこの頃には完全な陸上と

の遺物である。当遺跡において、杯 B 身はこれま

なっていたことが確実である。よってこれら地形の

で約 10 点が確認されているが、11 はその中でも残

形成状況や土地利用について、次節以降で表採遺物

存状況の良いものである。

を基に検討していきたい。

３．2014から2015年度調査における表採遺物
（１）概要
当遺跡においては、これまでに 300 点を超える遺

12 は灰釉陶器の皿である。内面には全体に自然
釉が付着し、外面には自然釉及び灰釉ツケガケに伴
う釉の２種類が確認できる。高台が極めて退化的な
傾向を示し、また底部は糸切後未調整である。10
世紀後半の遺物と考えられる。

物を確認し、それらのうち年代を決定し得るもの

13 〜 14 は灰釉陶器の椀 A である。13 は全体に

について報告を行ってきた〔中川 2012〕〔中川・大

ナデ調整であり、内面では見込部を除き自然釉が付

西・谷口 2014〕。ここでは 2014 年度報告以降に確認

着し、外面では下半部まで灰釉をツケガケする。10

された遺物について報告し、議論の前提となる遺物

世紀前半の遺物である。14 は口縁部付近の小片で

の様相について纏めたい。なお各遺物の年代観に

あるが、体部下半に回転ヘラケズリを施し、また内

ついては、田辺昭三〔田辺 1981〕、植田文雄〔植田
1994〕、山下峰司〔山下 1995〕の各論考に依ってい

外面に灰釉をツケガケすることから、10 世紀前半
の遺物と考えて問題だろう。

る。以下、時代毎に説明していく。
（２）遺物について：図４
１は土師器の高杯脚部である。表面はローリング
の影響を受け、細かな調整は不明であるが、４世紀
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15 は白磁碗である。森達也氏（元愛知県陶磁美術
館学芸課長、現沖縄県立芸術大学教授）のご教示に
よると、12 世紀代の資料である。
16 〜 21は山茶椀である。いずれも尾張型であり、
21 は 4 型式（12 世紀初頭から第 3 四半期）、16 － 20
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2012 年度報告資料 18

2014 年度報告資料 49（再掲）

0
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10cm

図４．表採遺物実測図

図 4. 西浜千軒遺跡表採遺物実測図
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は５型式（12 世紀第 4 四半期から 13 世紀第 1 四半期）
の遺物である。なお、16 は内面全体に墨状の黒色

30

付着物が認められることから、転用硯として利用さ

25

れた可能性がある。

20

〈2011 年度報告資料 18〉は、〔中川 2012〕において
表・写真のみで紹介した資料である。当時はその性
格を明らかにし得なかったが、その後の検討により
経筒外容器である可能性が高いことが明らかとなっ
た。復元される直径は16.8cm である。同様の胎土・
焼成である山茶椀が多数表採されており、その大半

27
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以
前

が当資料と同様に B 地区に集中する。このことか
ら、12 世紀代の資料と捉えたい。
〈2014 年度報告資料 49〉は、〔中川・大西・谷口
2014〕で詳細不明とした遺物であるが、森達也氏の

図５．表採遺物から見た西浜千軒遺跡の消長

ご教示により、12 世紀代の福建省産の白磁碗であ
ることが明らかとなった。

４．西浜千軒遺跡の地形形成・利用を巡る
基礎的考察
（１）年代毎の遺物分布状況と地形の形成過程

遠い場所ではないと推察される。あるいは、一部に
は直接当地で用いられた遺物もあるのかもしれない
が、現段階では明らかにし得ない。
続いて 12 世紀における状況を確認すると、それ
以前とは様相を全く異にする。遺物の大半は B 地

当遺跡全体における大局的な年代観については

区及びその落込み部からの表採であり、対になる河

2014 年度報告で示した通りであるが〔中川・谷口・

川堆積地形である A 地区では僅かに１点のみであ

大西 2014〕、今回の報告資料を加え再編したものが

る。前後する時代についても、11 世紀では B 地区

図５である。これから明らかな通り、８世紀と 12

のみの表採であり、また 13 世紀にも同様に偏った

世紀に盛期が確認され、14 世紀には全く遺物が確

状況である。このような極端な偏りが、河川や湖流

認されなくなり、15 世紀以降に新たな遺跡として

による自然的堆積作用によって生じた結果とはにわ

展開していく。では、こうした状況は遺跡調査区全

かに考え難い。よって 12 世紀における盛期につい

体で普遍的な状況なのであろうか。

ては、当該期の人々による積極的な活動の結果、遺

表 1 － 1・2 では、これまで報告した遺物につい
て、年代と表採調査区を一覧として示している。ま

物がもたらされたと考えるべきであろう。
その後、
14世紀には遺物が全く確認されなくなり、

たこれを基に各時代・調査区ごとの年代観をグラフ

15 世紀以降に新たな遺跡として、伝承にある西浜

化したのが、図６である。
各盛期前後における様相を確認していくと、８世

千軒遺跡（西浜村）が展開していく。この頃には中

紀以前には少数ながらも広い調査区に跨って遺物が

来河口近くであった地形が何らかの理由で陸地化し

分布し、同様の状況は 10 世紀頃まで継続的に確認

ていたことが確認できる。

世墓地区が明瞭な遺構として展開することから、従

することができる。しかしながら、当遺跡が弥生時
代以来、継続的に人々が生活し続けた遺跡と考える

（２）12 世紀の土地利用に関する基礎的考察と課題

のには、いささか無理があるだろう。つまりこうし
た状況は、先に述べた様に該当地が河川営力によっ

上記の様相から浮き上がる問題点として、12 世
紀代における盛期がどのような人間活動の結果、成

て形成されたという出自と密接に関わるものであ

立したものであるのかという課題がある。これは当

り、恐らくはより内陸部に所在したであろう遺跡か
ら、礫と共に多くの遺物が流れ込んだ結果と捉えら

然ながら、中世墓形成以前、どの段階で土地が陸化
したのかという問題とも密接に関わる可能性を有す

れよう。ただし、遺物の中にはローリングをほとん

る。

ど受けないものも多く、想定される母体遺跡はそう
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ここで当該期の遺物組成に着目したい（図７）
。
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表 1-1．西浜千軒遺跡表採遺物の所属年代と調査区①

報告年次 遺物番号

種別

器形

年代

出土地区

16世紀

中世墓地区

16世紀

中世墓地区

16世紀

中世墓地区

2012

1

石仏

2012

2

一石五輪塔

2012

3

五輪塔

空風輪

2012

4

五輪塔

空風輪

16世紀

中世墓地区

2012

5

灰釉陶器

椀B

10世紀前半

D地区落込み（沖側）

2012

6

灰釉陶器

椀A

10世紀前半

B地区

2012

7

山茶椀

椀

12世紀初頭－第3四半期

C地区

2012

8

山茶椀

椀

12世紀第4四半期－13世紀第1四半期

C地区

2012

9

灰釉陶器

皿

9世紀後半

B地区

2012

10

山茶椀

椀

12世紀初頭－第3四半期

B地区

2012

11

山茶椀

椀

12世紀初頭－第3四半期

B地区

2012

12

山茶椀

椀

12世紀第4四半期－13世紀第1四半期

B地区

2012

13

山茶椀

椀

12世紀初頭－第3四半期

B地区

2012

14

山茶椀

椀

12世紀初頭－第3四半期

B地区

2012

15

山茶椀

椀

12世紀初頭－第3四半期

B地区

2012

16

山茶椀

椀

11世紀後半

B地区

2012

17

山茶椀

椀

12世紀初頭－第3四半期

B地区

2012

18

経筒外容器

12世紀か

B地区

2014

1

土師器

高杯

3世紀－4世紀

B地区

2014

2

土師器

高杯

3世紀－4世紀

A地区落込み（北側）
湖岸表採

2014

3

土師器

高杯

4世紀－6世紀

2014

4

土師器

甕

4世紀後半

A地区

2014

5

須恵器

甕

5世紀前半

A地区落込み（沖側）

2014

6

須恵器

甕

5世紀前半

D地区落込み（沖側）

2014

7

須恵器

甕

5世紀前半

B地区落込み（沖側）

2014

8

須恵器

甕

5世紀前半

A地区

2014

9

須恵器

甕

5世紀前半

B地区落込み（沖側）

2014

10

須恵器

甕

5世紀前半

湖底表採

2014

11

須恵器

甕

5世紀前半

D地区落込み（沖側）

2014

12

須恵器

杯H蓋

6世紀末－7世紀初頭

A地区

2014

13

須恵器

杯H蓋

6世紀代

B地区

2014

14

須恵器

杯H蓋

6世紀末－7世紀初頭

湖岸表採

2014

15

須恵器

杯H蓋

6世紀末－7世紀初頭

B地区

2014

16

須恵器

杯H身

6世紀末－7世紀初頭

B地区

2014

17

須恵器

杯G身

6世紀末－7世紀初頭

A地区

2014

18

須恵器

平瓶

7世紀代

A地区落込み（北側）

2014

19

須恵器

甕

7世紀代

A地区落込み（沖側）

2014

20

須恵器

甕

6世紀代

B地区

2014

21

須恵器

杯B蓋

8世紀後半－9世紀初頭

湖岸表採

2014

22

須恵器

杯B蓋

8世紀後半－9世紀初頭

D地区落込み（沖側）

2014

23

須恵器

杯B蓋

8世紀後半－9世紀初頭

A地区

2014

24

須恵器

杯B蓋

8世紀後半－9世紀初頭

A地区

2014

25

須恵器

杯B身

8世紀－9世紀初頭

B地区落込み（沖側）

2014

26

須恵器

杯B身

8世紀－9世紀初頭

A地区

2014

27

須恵器

杯B身

8世紀－9世紀初頭

調査区外東地区河口

2014

28

須恵器

杯A又はB身

8世紀－9世紀初頭

B地区

2014

29

須恵器

杯B身

8世紀－9世紀初頭

B地区

2014

30

須恵器

杯B身

8世紀－9世紀初頭

B地区
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表 1-2．西浜千軒遺跡表採遺物の所属年代と調査区②

54

2014

31

須恵器

杯A又はB身

8世紀－9世紀初頭

B地区落込み（沖側）

2014

32

須恵器

杯A又はB身

8世紀－9世紀初頭

A地区落込み（沖側）

2014

33

土師器

皿

8世紀代

A地区

2014

34

土師器

甕

7-8世紀

A地区落込み（沖側）

2014

35

土師器

甕

7-8世紀

A地区落込み（西側）

2014

36

灰釉陶器

椀A

10世紀第1四半期

B地区落込み（西側）

2014

37

灰釉陶器

椀B

10世紀後半－11世紀前半

B地区

2014

38

灰釉陶器

椀A小型品

10世紀後半

B地区

2014

39

灰釉陶器

椀

11世紀前半

B地区

2014

40

山茶椀

椀

12世紀初頭－第3四半期

B地区落込み（沖側）

2014

41

山茶椀

椀

12世紀初頭－13世紀第1四半期

B地区落込み（沖側）

2014

42

山茶椀

椀

12世紀第4四半期－13世紀第1四半期

調査区外東地区沖

2014

43

山茶椀

椀

12世紀第4四半期－13世紀第1四半期

B地区

2014

44

山茶椀

椀

12世紀初頭－13世紀第1四半期

B地区落込み（沖側）

2014

45

山茶椀

椀

12世紀初頭－13世紀第1四半期

B地区

2014

46

山茶椀

椀

12世紀第4四半期－13世紀第1四半期

B地区

2014

47

山茶椀

椀

12世紀第4四半期－13世紀第1四半期

C地区

2014

48

詳細不明

鉢底部

詳細不明

D地区落込み（沖側）

2014

49

白磁

椀

12世紀

B地区

2014

50

灰釉陶器

壺又は瓶類

10世紀後半

A地区

2014

51

東播系中世須
恵器

片口鉢

11世紀後半

B地区

2014

52

詳細不明

甕

詳細不明

D地区落込み（沖側）

2014

53

常滑

甕

12世紀

B地区

2014

54

越前or信楽

甕

中世後期

D地区沖

2014

55

越前か

擂鉢

中世後期

中世墓地区沖

2014

56

越前or信楽

中世後期

D地区落込み（沖側）

2014

57

土師器

皿

16世紀前半

中世墓地区沖

2015

1

土師器

高坏

4世紀

C地区

2015

2

須恵器

甕

5世紀前半

A地区

2015

3

須恵器

甕

5世紀前半

A地区

2015

4

須恵器

甕

5世紀か

A地区落込み（沖側）

2015

5

須恵器

甕

5世紀前半

B地区

2015

6

須恵器

甕

5世紀前半

B地区

2015

7

須恵器

甕

5世紀前半

A地区

2015

8

須恵器

高杯蓋

6世紀

C地区

2015

9

須恵器

杯B蓋

8世紀前半

C地区

2015

10

須恵器

杯B身

8世紀

C地区

2015

11

須恵器

杯B身

8世紀

A地区

2015

12

灰釉陶器

皿

10世紀後半

C地区

2015

13

灰釉陶器

椀A

10世紀第2四半期

A地区

2015

14

灰釉陶器

椀A

10世紀第1四半期

C地区

2015

15

白磁

椀

12世紀

B地区

2015

16

山茶椀

椀

12世紀第4四半期－13世紀第1四半期

B地区

2015

17

山茶椀

椀

12世紀第4四半期－13世紀第1四半期

B地区

2015

18

山茶椀

椀

12世紀第4四半期－13世紀第1四半期

B地区

2015

19

山茶椀

椀

12世紀第4四半期－13世紀第1四半期

B地区

2015

20

山茶椀

椀

12世紀第4四半期－13世紀第1四半期

A地区

2015

21

山茶椀

椀

12世紀初頭－第3四半期

B地区
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棒グラフ：図 6. 時代毎の遺物分布
円グラフ：図 7. 12 世紀の遺物組成
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ここから明らかな通り、煮沸形態や貯蔵形態はほと

当研究会だけでなく、他の課外活動にも熱心に参加

んど認められず、生活空間としての利用は考え難い

するなど将来が期待されただけに心底残念と言うほ

ことが分かる。むしろ経筒外容器や複数確認される

かない。今でも地形図を眺めると、彼がエスロン

転用硯の存在からは、明らかに庶民階層とは異なる

テープを持ち、水草だらけの琵琶湖を四苦八苦しな

人々の存在が浮き上がってくる１）。唯一の貯蔵形態
である常滑甕も、いわゆる経甕と呼ばれる中型品で

がら歩いていた光景が思い出される。本稿を佐々木
君の墓前に捧げたい。

あり、日用雑器とは異なる性格を有する可能性があ
る。
経塚造営の盛期は 12 世紀であるとされ、当遺跡

■調査参加者（学年は 2014 年度のもの）

の盛期と一致する〔杉山2007〕。よっておそらくは、

〔滋賀県立大学〕中川永（博士後期過程 2 回生・日

B 地区を構成する高まりを、こうした活動の場とし

本学術振興会）、谷口哲也（博士前期課程 2 回生）、

て設定した人物もしくは集団が存在したと考えられ

大西遼（博士前期課程 2 回生・愛知県陶磁美術館）、

る。仮にここに経塚が形成されたと考えるのであれ

馬場将史・黒田昴嗣（学部 4 回生）、伊藤航貴・下澤

ば、水位変動によって容易に水没し得る場所であっ

卓巳・杉山佳奈・田中杏奈・西澤光希（学部3回生）
、

たと考えるのは不自然である。つまりこれ以前の時

伊田匠・小栗里菜・河本愛輝（学部 2 回生）、佐々木

期、おそらくは B 地区に遺物が集中する 11 世紀頃

優（学部 1 回生）
、
〔学外〕山本遊児・手塚希望（アジ

には、当遺跡は完全に陸化していたものと考えられ

ア水中考古学研究所）、堀寛之（鳥取県埋蔵文化財

よう。

センター文化財主事）

もちろん、上記の変遷過程は遺物組成から見た一
方的なものに過ぎず、琵琶湖の歴史的水位変動や地
盤の隆起沈降を始めとした陸地と水面の相対的比高

〔註〕

差の変動や、あるいは水辺の祭祀などの諸活動を念

⑴

頭にした、更なる議論が必要であることは言うまで
もない。特に、長浜地域で最大の堆積作用をもつ姉
川の影響が強いことは、推して量るべきである。加
えてやや時代が遡る可能性はあるが、西浜千軒遺跡

琵琶湖の水位は日々変動しているため、本稿で
は基準水位である T.P. ＋ 84.371m に換算した値
を用いている。

⑵

転用硯については、
〔中川・大西・谷口 2014〕
を参照されたい。

の北部に隣接する相撲湖底遺跡の発掘調査において
は、律令期以降のものとされる斎串が出土してお
り、今後は周辺の地質学的・歴史学的背景を加味し

〔参考文献〕

た上で、検討を行っていく必要がある〔滋賀県教育
委員会 2003a.b〕。

・植田文雄 1994「古墳時代土器論─近江の土師器、
その変遷と画期─」『滋賀考古』第 12 号 滋賀考

５．おわりに

・滋賀県教育委員会 2003a「琵琶湖北東部の湖底・

以上、今回の地形測量成果と、それを基としたい
くつかの議論を行った。やや煩雑になった感は否め

古学研究会
湖岸遺跡（第一分冊・本文編）
」
『琵琶湖開発事業
関連埋蔵文化財発掘調査報告書 7』

ないが、2011 年度から行っている西浜千軒遺跡の

・滋賀県教育委員会 2003b「琵琶湖北東部の湖底・

調査について、当初想定されてきたほぼ全ての作業

湖岸遺跡（第二分冊・資料編）
」
『琵琶湖開発事業

を終えることができたことは大きな成果である。今
後は、前述した遺跡の形成や土地利用の問題につい
て検討し、最終的な目標である報告書の発行に向け
て取り組んでいきたい。

関連埋蔵文化財発掘調査報告書 7』
・杉山洋 2007「経筒」『歴史考古学大辞典』吉川弘
文館
・田辺昭三 1981『須恵器大成』角川書店
・中川永 2012「西浜千軒遺跡調査概報─琵琶湖湖

なお最後になるが、測量調査に参加してくれた
佐々木優君が、あまりに若くして逝ってしまった。
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底遺跡の調査─」『人間文化』第 31 号
大学人間文化学部

滋賀県立
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・中川永 2013「西浜千軒遺跡における自然科学分
析について─琵琶湖湖底遺跡の調査─」『人間文
化』第 33 号

滋賀県立大学人間文化学部

・中川永・大西遼・谷口哲也 2014「西浜千軒遺跡
の消長と新発見の遺構群について─琵琶湖湖底遺
跡の調査─」
『人間文化』第 36 号 滋賀県立大学
人間文化学部
・山下峰司 1995「灰釉陶器・山茶椀」『概説

中世

の土器・陶磁器』中世土器研究会

図版２．灰釉陶器皿の散布状況（図４− 12）

図版１．須恵器杯 B 身の散布状況（図４− 11）

図版３．白磁椀の散布状況（図４− 15）

Comment
中井

均

人間文化学部地域文化学科教授

滋賀県立大学琵琶湖水中考古学研究会では、長浜
市に所在する水没村伝承遺跡である、西浜千軒遺跡

れ、それぞれの高まりが遺物集中区を形成している
ことが明らかにされた。

の調査を実施してきた。その成果はすでに研究会の

こうした地形の構造と遺物の年代とを照合して、

代表である大学院博士後期課程の中川永君によって

10 世紀まで内陸部にあった遺跡から流れ込んだも

『人間文化』誌上に３編の研究ノートとして発表さ

のが、12 世紀になると遺跡地が積極的活動の場と

れている。

なり、さらに 15 世紀以降新たな村落が形成された

今回は遺跡の地形測量の成果報告である。この測

と分析している。

量で、調査当初に計画していた作業はほぼ終えるこ

なお、今後はこれまでの一連の研究を踏まえ、最

とができた。調査地は水深 0.2 ｍ以下という浅瀬で

終的な目標である報告書にまとめられる予定である。

あるため、船舶を利用した音波探査が不可能であ

水中考古学は琵琶湖岸に立地する滋賀県立大学な

り、平板とレベルを用いた地上と同じ手法を用いて

らではの研究分野である。こうした水没村伝承遺跡

おこなわれた。

の調査が後進に与える影響は大きい。研究会の今後

調査の結果、湖底地形に３ヶ所の高まりが確認さ

に大いに期待したい。
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エッセイ

The place for explicit instruction in
task-based language teaching
ホークス

マーティン

人間文化学部国際コミュニケーション学科

Introduction

准教授

In P-P-P, a target form is introduced by the teacher.

Within the field of second language education, task-based

This gives learners declarative knowledge of its form-

language teaching（TBLT）emerged as a distinct branch

meaning connection. Learners then do carefully

of communicative language teaching in the 1980s. TBLT

controlled practice of the form which proceduralises this

involves language learners performing communicative

knowledge. This practice lead to automatisation of the

tasks, in which the main focus is on meaning, and not

declarative knowledge, allowing learners to use the target

language forms, unlike earlier approaches to language

forms more fluently. Finally, the target language can be

teaching such as grammar translation and audio-

used freely in a communicative task that necessitates its

lingualism. TBLT proponents have argued that these

use.

traditional approaches are not compatible with second

However, the pre-teaching of target forms has

language acquisition（SLA）research findings. It has also

received a great deal of criticism over the years. This kind

been claimed that they result in boring lessons, and they

of language teaching course usually follows a grammar

have failed to produce successful language learners.

syllabus where forms are chosen and sequenced based on

The purpose of this paper is to review one area

textbook writers’ intuition and experience. Unfortunately,

that continues to stimulate debate; that is, the place of

SLA research has shown repeatedly that learners follow

explicit form-focused instruction within TBLT. While
some researchers contend that language classes should

their own internal syllabuses and cannot learn forms
they are not developmentally ready for. Further, Willis &

have an exclusive focus on meaning（Krashen, 1982）,

Willis（2007）have argued that if forms are pre-taught,

most probably accept that some kind of form-focused

learners will follow one of two undesirable paths. The

instruction is necessary. This instruction may be implicit

first sees them not attending to meaning during the main

and arise in response to learner needs, as in Long’s

task. Instead, they will only focus on regurgitating the

version of focus-on-form（Long, 1991）. However, it

prescribed target forms, resulting in interaction littered

may also be explicit and planned. The question under

with disfluencies. The second possibility is that learners

discussion here is, where in a sequence of classroom

will simply ignore the target forms and do the task

activities should an explicit focus on language be placed?

using whatever language resources they have available,

Should it come before, during, or after the main task?

rendering the pre-teaching stage pointless.

This paper will discuss these divergent views towards
explicit form-focused instruction in TBLT.

During the main task

Before the main task

corrective feedback（through recasts and other means）

The explicit teaching of target forms before learners

as problems arise is widely advocated and researched, an

perform a communicative task is the approach most

approach that incorporates a pre-planned form-focused

commonly associated with the presentation-practice-

stage that falls during the main task has received less

production（P-P-P）method, and is largely rejected by

attention. However, Samuda（2001）has proposed exactly

many advocates of TBLT. However, there are some

this procedure. She made the argument that a pre-task

（Nunan, 2004）that do see a place for language focus
before the main task, and it has remained popular with

approach separates language forms from actual usage,

teachers（Carless, 2009）and in teacher training courses.

will not be focused on sufficiently. Samuda contends

Further, proponents have proposed a connection between

that learners’ attention should be drawn to form during

P-P-P and skill acquisition theory（Johnson, 1996）.

the task when they have realised that their interlanguage
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While the idea of a largely implicit strategy to giving

while a post-task approach runs the risk that some forms

The place for explicit instruction in task-based language teaching

resources are insufficient to satisfactorily convey the

support their claims. It is clear that more empirical

meanings they wish. There is a meaning → form →

research is needed to look at what actually happens

meaning progression that makes the links between

during task performances under the different conditions.

meaning and form clear.

For example, if learners are pre-taught specific forms, do

After the main task

they simply regurgitate these forms? Further, is there any
evidence that one approach aids acquisition? It is likely

The strategy most familiar to TBLT is that of a language

that there is a place for all three approaches depending on

focus stage after the main task. It is the approach that

the teaching and learning style of individual learners and

is central to the TBLT framework proposed by Willis

groups of learners. In my own research, I am attempting

and Willis（2007）, which has become something of a

to answer such questions to further our understanding

standard model in teaching training courses（Samuda

of this important area of contemporary second language

& Bygate, 2008）. Willis and Willis argued that in the

pedagogy.

main task, by avoiding pre-teaching of forms, learners
will employ their own resources（including the use of
dictionaries and other sources）and experiment with
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赴任に際して

中 井

直

也

人間文化学部生活栄養学科

本年４月より、人間文化学部生活栄養学科に赴任

しました。生まれ育った大阪に 14 年ぶりに戻り、

しました中井直也と申します。よろしくお願い致し

教育と研究に充実した日々を送りました。気付くと

ます。紙面をお借りして、ご挨拶と自己紹介をさせ

10 年が経っていました。あまり一か所に留まれな

て頂きます。

い性分なのか、縁あって彦根に参りました。農耕地

私は昭和 42 年６月に大阪府守口市で生を受けま

と琵琶湖で癒やされながら毎日を送っています。

した。プロレス全盛の猪木・馬場時代に育ったこと

さて、研究の話を少ししたいと思います。私の研

から、中学校ではレスリング部に入部し、高校・大

究分野は運動生理・生化学および運動栄養学になり

学はもちろんのこと、28 歳まで競技を続けました。

ます。近年は、骨格筋細胞に対する機械的刺激（メ

現在の研究分野である運動生理学や運動栄養学へ進

カニカルストレス）や栄養素とくにアミノ酸がタン

むきっかけになったのはレスリングであったように

パク質合成を高めるメカニズムについて検討してお

思います。ご存知のようにレスリングは階級制のス

ります。４月の赴任以降、骨格筋に存在する筋サテ

ポーツであるため、試合前には減量を行う必要があ

ライト細胞を採取し、培養条件下で身体運動に類似

りました。できるだけコンディションを落とさない

の刺激を細胞に負荷する研究を始めました。骨格筋

ように減量することが、試合でのパフォーマンスを

細胞に電気刺激を加えることによって、筋収縮を起

高めるために重要でした。インターネットなど普及

こすモデルの確立を目指し、刺激の種類や時間、強

していない時代でしたし、現在ほどスポーツ栄養学

度と各種栄養素が及ぼす影響について検討を行って

が普及していなかったため、先輩や先生からの経験

います。なかなかすんなりとは良い結果を得ること

に基づく情報と自分の感覚でトレーニングや減量を

はできませんが、初めて研究室の長となり、その責

行っていました。

任の重さを感じながら新たな環境で研究を楽しんで

さて、いよいよ大学４回生になり、就職を考えな

います。もちろん、研究成果が人類のためになるも

くてはなりません。大学は法学部法律学科に在籍し

のであるべきことを肝に命じながら一歩ずつ前進し

ていましたが、ほぼレスリング道場にいるような真

て行きたいと考えています。

面目な体育会学生でした。一時は商社マンに憧れて

教育は、生活栄養学科では運動生理学やスポーツ

いましたが、指導者になることを考え、筑波大学体

栄養学の講義を担当します。現在は、４年生の卒業

育研究科の修士課程に進学しました。筑波大学で

研究の指導を行っていますが、ぜひとも研究の魅力

は、日本におけるスポーツ栄養学を確立させた故鈴

を知ってもらいたいと思います。専門教育に加え

木正成先生と現名古屋大学教授の下村吉治先生らか

て、全学共通科目の「健康体力科学」も担当してい

ら、研究の基礎を学びながら学部生とともに授業を

ます。この科目ではスポーツ実技や身体運動と健康

受けて保健体育の教員免許を取得しました。人生の

などについて理論と実践を教育します。栄養と運動

うち、一番猛烈に勉強した２年間でした。教員免許

は、健康の維持・増進に欠かせないものですので、

は取得したものの、この２年間で研究の面白さに魅

私のこれまでのキャリアを活かし学生諸君には充実

せられ、名古屋大学医学研究科の博士課程に進学し

した教育を提供できればと思います。

ました。糖尿病の運動療法の第一人者である佐藤祐

最後に趣味についてですが、常に運動に関わって

造先生のもとで学位を取得し、３年間のポスドク時

きましたので、スポーツは見るのも自分が行うのも

代を加え、７年間を名古屋で過ごしました。その

大好きです。やる方のスポーツは、もうレスリング

後、三重大学医学部生化学講座の助手として三重県

はできませんが、こちらへ赴任するまではバドミン

津市で４年半研究に打ち込みました。

トンを習慣的に楽しんでいました。また、ゴルフも

平成 16 年の９月には、幸運にも大阪大学健康体

下手ながら上達を夢見て楽しんでおります。昨年か

育部の講師に採用されました。大阪大学では、共通

ら四十の手習いでバイクに乗るようになりました。

教育の体育実技および健康科学に関わる教育を担当

夏休みには自宅の大阪からのんびりと琵琶湖一周を
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してきました。改めて琵琶湖の大きさを確認し、豊

いて良くわからないことがありますが、すべてが新

かな自然を感じることができました。共通のご趣味

鮮で日々が充実しております。本学の皆様とももっ

をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひお声掛

と交流を持ち、この地で教育と研究、社会貢献に精

けください。

一杯頑張って行こうと思います。ご指導ご鞭撻の

以上、思うままに書かせていただきました。稚拙

程、何卒よろしくお願い致します。

な文章お許し下さい。まだまだ、大学や滋賀県につ

赴任に際して

今

井

絵

理

人間文化学部生活栄養学科

本年度より、人間文化学部生活栄養学科に赴任い

国民健康・栄養調査研究室の仕事は、もうとにかく

たしました今井絵理と申します。どうぞよろしくお

１年中忙しかったです。平日は自分の研究に費やす

願い申し上げます。この場をお借りしまして、自己

時間がほとんどありませんでした。国民健康・栄養

紹介をさせていただきます。

調査自体は１１月なのですが、このデータを回収し

石川県金沢市で産まれ、滋賀県大津市で育ちまし

て、集計、解析までを１年かけてやります。その間

た。周りからあまり料理をしなさそうと言われてし

に次の年の調査の準備もします。夏には調査前の行

まうのですが、小さな頃から母の料理の手伝いをし

政栄養士への説明会を全国各地に行って講演したり

たり、お菓子作りをしたりすることが好きな子でし

もしました。国のデータを公表するのだからミスが

た。

あってはならないと思い、11 月～ 12 月の概要発表

大学では、自身も被験者となってハーブや野菜の

前の集計次期は、胃がキリキリと痛む日もありまし

抽出液を摂取し、血糖値の上昇抑制効果を調べる研

た。国民・健康栄養調査の集計解析、日本人の食事

究を行いました。糖尿病は遺伝要素もありますが、

摂取基準のレビューなど、日本でもここでしかでき

生活習慣、特に食事による影響も大きい疾患の一つ

ない貴重な業務を栄研では経験することができたと

です。このころから、日本人はどういう食事（栄養

思います。どうすれば食事調査の精度が上げられる

素）を摂れば糖尿病になりにくいのか、と考えるよ

か、どうすればエラーが０（ゼロ）に近いデータを

うになりました。

作ることができるか等、プログラムスキルも学ぶこ

大学卒業後は、さらに「糖尿病と食」の研究を進

とができました。栄研では、管理栄養士で博士学位

めたいと思い、滋賀県立大学大学院人間文化学研究

を取得した若手の先輩研究員も数名いました。特

科生活文化学専攻の修士課程に進みました。その

に、同じ研究部の研究員の方には栄養疫学研究を行

後、同大学院博士課程に進みました。大学院では、

うにあたって、栄養疫学の専門的知識やその統計解

「有事の水溶性ビタミンの必要量に関する研究」と

析手法など学ばせていただきました。また、部をこ

いうテーマのもと研究を行いました。指導教官の柴

えて研究員で各々の研究について話し合ったり、意

田克己先生にはほんとうにお世話になりました。

見交換したりもしました。皆、それぞれの分野で活

博士課程修了後は、独立行政法人国立健康・栄養

躍しているのをみて、とてもいい刺激になりました。

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄

教員としてまた彦根に戻ってくることになるとは

養研究所）栄養疫学研究部食事摂取基準研究室の特

学生時代には思ってもみませんでした。学生が栄養

別研究員として研究業務に従事しました。最初の１

士としてもっと活躍できるよう将来を見据えた教育

年半は食事摂取基準作成のレビューのため、とにか

をするとともに、自身の研究にも邁進していきたい

くたくさんの論文を読みました。実験系の論文ばか

と思っています。みなさま、今後ともどうぞよろし

りを読んできたため、慣れない栄養疫学の論文を読

くお願い申し上げます。

研究所（現

むのに最初は苦労しました。
特別研究員としてちょうど２年半経つかなといった
頃、ちょうど同じ栄養疫学研究部の国民健康・栄養
調査研究室で研究員の募集がありました。これに応
募し、見事採用されました。これまでの研究業務が
認められたのだと思い、とてもうれしかったです。
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赴任に際して

東 田 一

彦

人間文化学部生活栄養学科

本年度より、人間文化学部生活栄養学科に赴任い

ポーツ科学部では、1 年生の間だけクラス制度が導

たしました東田一彦です。どうぞよろしくお願いい

入されており、その担任も担当しました。各クラス

たします。

には一般入試で入学したごく普通の学生に混じり、

私の出身は奈良県で、生まれてから 22 年間を奈

オリンピックに出場するようなトップアスリートが

良で過ごしました。高校卒業後、奈良教育大学とい

いましたので、多様な学生を相手に講義ができたの

う、滋賀県立大学よりもさらに小さい規模の大学に

は非常に良い経験となりました。

自宅から通っていました。高校まではサッカー部に

そして今年度から滋賀県立大学に着任し、本学で

所属していましたが、大学ではラグビー、スキー、

は健康・体力科学の講義で体育実技を担当しており

水泳と現在の仕事に役立つ様々なスポーツを経験し

ます。この文章を作成する直前に、健康・体力科学

ました。また、大学入学時より、大学院に進学し将

Ⅱの実習科目で海洋実習に行ってきました。今年度

来は研究職に就くことを希望していたので、1 年生

は全学部から 48 人が参加して、琵琶湖でヨット、

のときから指導教官の先生の研究室に出入りし実験

カヌーやウインドサーフィンを体験しました。実習

のお手伝いなどを行っていました。そして、4 年生

初日は学生同士が遠慮しているように見えました

でゼミ配属になった時から本格的な研究活動を始め

が、最終日には以前からの知り合いのように打ち解

ました。

けていました。通常の講義では体験できない学生同

大学卒業後は指導教官の勧めで、早稲田大学のス

士の交流を促すことができるのもスポーツの持つ大

ポーツ科学研究科に進学しました。私たちの学年が

きな力であることを再確認することができました。

早稲田大学スポーツ科学学術院の１期生で大学院の

これまでは、奈良、埼玉、セントルイス、滋賀と海

講義もまだ手探り状態だったためか、自分の専門と

のない街に移り住んできましたが、今回琵琶湖での

する栄養学や生理学以外の科目も履修することにな

実習を終えて改めて琵琶湖の雄大さを感じました。

りました。例えば、スポーツに関わるメディア論や

某テレビ番組で滋賀県出身者が、琵琶湖をまるで海

文化論、スポーツジムなどの経営論などです。普通

のように語っていましたがその気持ちが理解できま

の感覚なら、大学院に行ってまで専門以外のことを

した。さらに、海よりも優れているのは水に入って

勉強するのは気が乗りませんが、「スポーツ」とい

もベトベトしない点ですね。今後は、琵琶湖で行え

う一つの共通項があったため、すべての講義科目が

るスポーツにも挑戦してみたいと思っています。

楽しかったのを覚えています。また、在学時に知り

研究大学院生の時からポスドクまで、運動で脂肪

合った友人たちの多くは、現在もスポーツの現場や

が燃えるしくみについて研究をしてきました。日本

研究の世界で活躍しており、お互いを刺激し合える

に帰国後は少し視点を変え、食事により体に脂肪が

良い仲間と出会うことができました。

蓄積される仕組みについて研究を進めています。こ

大学院修了後は、アメリカのミズーリ州セントル
イスにあるワシントン大学でポスドク生活を送りま
した。セントルイスという町は日本ではあまり有名
ではありませんが、バドワイザーの本社や、田口壮
選手が所属していたセントルイスカーディナルスな
どがあり、アメリカ中西部では大きな都市です。ま
た、弱小チームではありましたが、プロのアメフト
やアイスホッケーチームもあり、スポーツイベント
には事欠かない町でした。合計 3 年間セントルイス
で過ごしましたが、中西部特有のゆったりとした雰
囲気が自分には合っていてとても充実した期間を過
ごすことができました。帰国後は、早稲田大学ス
ポーツ科学部で 2 年間勤務しました。早稲田大学ス
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こ滋賀県立大学でも、質の高い研究を行い世の中に
還元できるよう精進いたします。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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赴任に際して

原

未

来

人間科学部人間関係学科

４月より人間文化学部人間関係学科に赴任いたし

どもの学習支援を担ってきた団体で、近年は「ニー

ました。初めて訪れた滋賀の地でどのようなことが

ト」「ひきこもり」状態にある若者の支援や、経済

できるか、楽しみにしているところです。このたび

的困窮家庭の子ども・若者支援もおこなっている団

機会をいただきましたので、ご挨拶をかねて自己紹

体です。そこで、若者たちが集うフリースペースス

介をさせていただきます。

タッフをしながら、長期のひきこもり経験をもつ若

専門は教育学で、若者の移行過程に関する研究を

者や、高校を中退し行き場を失っている若者など、

しています。移行過程とは、やや聞き慣れない言葉

さまざまな若者たちと出会ってきました。若者たち

かもしれません。近代社会において、多くの人々

とは、ともに笑い、ときに涙しながら、BBQ やキャ

は「子ども」から「大人」になる過程で、学校から

ンプ、山登り、リレーマラソンなど、さまざまなこ

社会へと生活世界を移していきます。この移り行

とに一緒に挑戦しました。フリースペース内でポツ

き transition に着目するのが移行研究です。スムー

リポツリと語りだされる若者たちの経験や思いは、

ズに移行していく若者もいますが、今日では、移行

共感と発見に満ちています。現代の若者のかかえ

の途上でつまずいたり、悩んだり、やり直したりす

る「困難」がかれらの言葉に凝縮されているように

る若者も少なくありません。不登校や中退を経験し

感じることさえありました。そして、若者が自身の

たり、仕事を辞めたり、時には「ニート」「ひきこ

悩みや思いを語り、それをみんなで聞き取りあうな

もり」といった状態になることもあるかもしれませ

かで、新たな自己を生きはじめる姿、そしてそれを

ん。試行錯誤の移行過程を歩む若者たちの思いや困

支える場の力には、いつもうなる思いです。こんな

難はどのようなものなのか、また、かれらの成長発

ふうに語りあい、聞き取りあい、承認しあえる場を

達を支える環境や支援とはいかなるものなのかにつ

もっていたのならば、私の青年期葛藤も違うかたち

いて関心をもち、研究を続けてきました。

になっていただろうかなどと思いながら、私も若者

なぜこのようなことに興味を持ち始めたのか、少

たちと共に育ってきた気がします。

しお話させていただこうかと思います。私が大学生

そんな私にとって、多くを共にしてきた若者や仕

の頃は、若者バッシングが吹き荒れる時代でした。

事仲間と離れ、滋賀県に住むというのは実は大変な

「働く意欲のない甘えた若者たち」「なにが若者をこ

決意でした。しかし、その決意を後押ししてくれた

んなにダメにしてしまったのか」。自分たちの世代

のもまた、成長していく若者たちの姿であり、子ど

について語られるとき、それは否定的なものが圧倒

も・若者が生きやすい社会をつくろうと日々奮闘し

的多数を占めていたように思います。

ている仕事仲間たちでした。滋賀の地でも若者とと

そのようななかで、私はある種の生きづらさを感

もに生きやすい社会を構築していくことを目指し、

じながら思春期・青年期を過ごしました。自分が何

また、実践現場に資する研究者として研鑽を積んで

者かわからずに迷う葛藤は、今思えば青年期らしい

いくことを決意し、滋賀県立大学に赴任いたしまし

悩みでもありましたが、懸命に悩みながら歩んでい

た。

る自身の感覚と、社会で「ダメな若者たち」とレッ

滋賀県に来てからは、ありがたいことに、滋賀県

テル貼りされることの間には、大きな乖離と違和を

内や近隣の若者支援現場の方々と出会う機会に恵ま

感じずにはいられませんでした。生きづらいのは自

れ、たくさんのことを教えてもらっています。今後

分だけなのだろうか。誰もこのしんどさの正体を

も、さまざまな方々と出会いながら、そして、助け

言ってくれないのはなぜなのか。自分なら現代の若

／助けられながら、ともに子ども・若者が生きやす

者の生きづらさの正体を明らかにできるだろうか。

い場づくりを模索していきたいと思っています。大

そんな思いが研究の道に進んだ原点にはありました。

学内外での新しい出会いと創造を期待して、不安な

大学院に進学後は、生きづらさというキイワード

がらも心弾む日々です。どうぞ末永くよろしくお願

から「ニート」「ひきこもり」の若者たちへと関心

い申し上げます。

を移し、東京にある NPO 法人で非常勤職員をしな
がら研究活動を続けてきました。古くから地域の子
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人●間●文●化●通●信
赴任に際して

ホークス マーティン
人間文化学部国際コミュニケーション学科

今年度より、人間文化学部国際コミュニケーショ

身が大学院で出会った指導者および講師の影響によ

ン学科に赴任いたしましたホークス・マーティンで

り具体化されました。これまでに最も多く関わった

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。「ホーク

研究テーマがタスク重視の言語教授法（TBLT）と

ス」は、プロ野球球団のソフトバンクホークスのお

呼ばれる分野です。TBLT の主唱者の一人である

かげで、他の外国人の名前に比べてわかりやすいか

ジェーン・ウィリスは、私の大学院において方法

と思います。

論講座を執筆したのですが、私は修士論文のテーマ

私はイギリス出身で、イングランドの最北部であ

にこれを選んでいます。また、これまで考案し、教

るノーサンバーランド州で育ちました。ノーサン

授してきた講座の多くは、学習者のコミュニケー

バーランド州は2000年前にローマ帝国の国境線で、

ション能力の向上を目的としており、TBLT が特

その時代からこの地域でたくさんの戦闘が続いてい

に適していると思われる分野です。私が調査した特

ました。そのため、重要で歴史的な地域です。城、

徴の一つが、タスク反復です。タスクの相互作用の

修道院、ローマ帝国時代の長城の遺跡が至るところ

分析法を用い、学習者の注意を言語形式に向けるた

にあります。

めにタスク反復がどのように用いられるのかを検討

高校卒業後リーズ国立大学で薬学を勉強してい

しました。

ました。その後ロンドンの金融機関で勤めていま

平成 23 年に私は修士課程と同じく、アストン大

した。11 年前ぐらいに来日して、２年間英会話教

学で応用言語学専攻博士課程を始めました。学習

室で英語を教えました。その時英語教育に興味を

者がタスク重視のアプローチの形成面にどのよう

持ちましたのでイギリスに帰って、「Certificate in

に焦点を当てるのかという問題に対 して興味を持

English Language Teaching to Adults（CELTA）」

ち続け、研究タイトルが「Investigating the timing

という、英語講師になるための資格を取得しまし

of form-focused instruction in TBLT」であるよう

た。そのあとイギリスのバーミンガム市のアスト

に、それは博士号レベルにおける研究テーマとなっ

ン大学で「Teaching English to Speakers of Other

ています。

Languages（TESOL）」専攻修士課程をしながら立

滋賀県立大学において、これまでの講師・研究者

命館宇治高校で英語教師として働きました。修士課

としての経験を活かすことができればと思っていま

程を修了してから立命館大学琵琶湖キャンパスの理

す。生徒の皆さんの語学力向上と、異文化理解の手

工学部の講師としてアカデミック英語を中心に教え

助け、そしてまた、担当部署、ひいては大学全体に

ていました。

貢献できるよう努めて参ります。

研究についてですが、私の研究に対する関心は、

これまでに専任教員として経験がなく、分からな

語学学習者としての自身の経験だけでなく、これま

いことも多いかと思いますが、どうぞよろしくお願

で教授してきた学生達が直面した課題、ならびに自

い申し上げます。
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■『人間文化』編集・投稿規定■
【編集規定】
１．本誌は、滋賀県立大学人間文化学部の機関誌であって、原則として年２回発行する（10 月末、３月末）
。
２．本誌は、論文、研究ノート、翻訳、資料、講演記録、エッセイ、人間文化通信、その他で構成される。
３．本誌の掲載原稿は、投稿原稿と依頼原稿とからなる。
４．投稿資格者は、本学部教員、元本学部教員、人間文化学研究科院生、同修了者・単位取得満期退学者、
学部教員の依頼を受けた者および編集委員会が必要と認めた者とする。
５．投稿者の選定および原稿の掲載・修正等の措置は、編集委員会の決定による。
６．依頼原稿については、別途編集委員会で決定する。
【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。
２．投稿原稿の締切等は、次の通りとする。
・10 月末発行のとき、原稿の締切は８月末とする。
・３月末発行のとき、原稿の締切は１月末とする。
・投稿予定者は、投稿の意思をそれぞれ７月末および 12 月末までに、編集委員に伝えるものとする。
・なお、締切日までに原稿が提出されなかったときは、投稿を放棄したものとみなす。
３．人間文化学研究科院生は、
指導教員を通じて投稿意思を編集委員に伝え、
投稿するものとする。その際、
投稿原稿に必ず指導教員等のコメントを付すものとする（1,000 字以内）
。
４．投稿原稿の分量は、次の通りとする（日本語。日本語以外はそれに見合う分量とする）
。
・論文・研究ノート：24,000 字以内（図表等を含む）
。
・翻訳：20,000 字以内（図表等を含む）
。
・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。
［付記］
・この規定は 2012 年度より実施する。
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下余呉太鼓踊り

■編集後記■
「人間文化」39 号をお届けいたします。今回、三学
科の方から論文・研究ノート・エッセイを投稿してい
ただきました。その中の四つは大学院生の方からの投
稿であります。投稿していただいた方、誠にありがと
うございました。
予算削減についてですが、あいにく今年も続いてお
り、2014 年度予算から 20％も減少となっております。
本号においてもページ数などについてご理解とご協力
をいただければ幸いです。
次号「40 号」へも、多数の方に積極的に投稿して
いただけることを期待しております。どうぞよろしく

平成27年8月9日、長浜市余呉町下余呉の乎弥神社で太鼓踊り
が奉納された。下余呉の太鼓踊りは東本願寺の再建のときに祝
い踊ったのが最初という伝承があるが、その由緒は定かではな
い。何度も中止されているが、子どもが中心の踊りであり昭和
48年に地区の青少年育成事業として復活し、数年前には保存会
が結成されている。復活してからは野神祭りの一環として行わ
れていたが、
今年は時期を少し早めて行われた。
芸能は大太鼓１、
小太鼓（締め太鼓）６，鉦２、篠笛10で構成され、小太鼓は頭に
鳥の羽をつけたシャグマをかぶる。大太鼓はばちをあげたとき
に回転させて打ち、小太鼓はその回りを回りながら太鼓を打つ
のが特色である。演目は神社への道中に演奏される道行きのほ
か。祇園囃子、近江八景、月さやかなどがある。長い曲もある
が子どもたちは春から練習を続けてマスターし、当日は夏の暑
い日差しのなか見事に太鼓の奉納を終えた。
下余呉は過疎化が進む湖北の村落であるが、保存会は30代、
40代の男性が中心で、活動は非常に盛んである。長期の練習は
住民や子どもたちの交流を促し、また子どもたちの成長にもつな
がっているという。民俗芸能として貴重であるばかりか芸能が地
域おこしの役割りを果たしている例としても注目されるだろう。

市 川 秀 之

お願いいたします。
（ホークス

マーティン）

編集委員■
石山慎治・藤木庸介・廣瀬潤子・丸山真央
・ホークス

マーティン
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