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編集後記

● むらさき山遠望（比叡山） ●

　滋賀県は琵琶湖と共に山の文化の彩りが強い。大
小の山々で囲まれ古代から山が信仰の対象となって
きた。私が住む大津市も丘が多くそれぞれ地名となっ
ている。湖や山々が常に見られ心がゆったりとする。
友人の２階の窓からのスケッチで前方は湖、後方は
山で風光の地である。
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■編集後記■
　この数年、各大学の紀要の位置づけは、インターネッ
ト上でのアクセスのしやすさによって変化しているよ
うに思います。各種研究会の研究発表でも紀要論文が
引用されるケースが以前より増え、卒論生が参照する
論文では日本語で読める紀要の占める割合が多くなっ
てきました。この『人間文化』の論文もオンラインで
参照が可能になっています。
　紀要には、分野やスタイル、分量の制約が既存の学
会の論文よりも緩やかであるという長所があります。
前号の43号に掲載された嶋川論文は、作業療法におけ
る学びと TEM を組み合わせたユニークなもので、紀
要の長所を活かしたものだと思います。今後、研究者
が紀要論文に新しいアプローチを込めていくならば、
紀要のあり方、そしてこの『人間文化』のあり方もさ
らに大きく変わっていくことでしょう。
　年度末の今号は、例年通り各教員の活動報告を掲載
しています。本学部には、肩書きやふだんの講義には
必ずしも表れない、ユニークな研究をしている教員が
多数います。あちこちご覧いただければ、学外の方に
も、「こんな研究をやっている人がいるのか」と新た
な発見をしていただけるのではないかと思います。

（細馬宏通）

編集委員■
石川慎治・細馬宏通・面矢慎介・山本薫・森紀之

北酒井町の相撲の人形

　大津市下坂本の酒井神社・両社神社では１月の初旬におこぼ
さんという行事が催される。酒井神社の氏子域のうち、北酒井町・
南酒井町には当屋の制度が有り、祭り前日に当屋宅や社務所で
準備がおこなわれる。おこぼさんの特色は、餅とともに人形を
供えることでこれをオダイモクと呼んでいる。北酒井町には相
撲の力士と行司、南酒井町には武者や合点さんと呼ばれる首振
り人形などが伝来し、これらをカゴや樽に貼り付けた薄い餅の
上や横に配置する。人形の年代は宝暦10年が最古である。また
両社神社には七つの氏子町があり、その総代と宮世話がオダイ
モクを作っていく。
　祭りの当日朝６時頃からオダイモクは酒井神社・両社神社の
拝殿で美しく設置される。午前中に神事や湯立神楽が終わると、
オダイモクは社務所や当屋の家に持ち帰られ、餅は家数にあわ
せて正確に分配される。
　おこぼさんの行事は下坂本という多分に都市的なムラを分節
化した町（チョウ）を単位とする新年行事であり、大きな餅を供
えることからも湖北や湖南の年頭行事であるオコナイの一種で
あると考えられる。供物としての餅に近世中期以降に人形を加
えて現在のオダイモクができあがっているが、人形などの飾り
物には下坂本の都市的性格が感じられる。� 市 川 秀 之
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巻　頭　言
水　野　章　二
　人間文化学部　学部長

　巻頭言を書くのはこれが二回目である。前回、編集委員に「巻頭言などを読む人はあま
りいないから、やめませんか」と提案したところ、あっさり却下された。やめる理由がな
いということだったと思う。『人間文化』という雑誌をどうするかは、編集に携わってき
委員が議論を重ねてきたものであり、当然尊重されねばならないが、巻頭言は内部に向け
た発言が多く、それは学部紀要という性格からきているのであろう。しかし現在、機関リ
ポジトリなどのかたちで、研究成果を積極的に外部発信していかなくてはならない状況に
なっている。学部長が巻頭言を書くなどのスタイルはもうやめて、見直した方がよいと思っ
ていた。
　どの場合でも積極的な理由がなければ、これまで続けてきたことをやめるという判断は
難しいかもしれない。それなりの意味があって続いてきたものであり、やめることのマイ
ナスは必ずあろう。でも、もう少し自由にかたちを変えませんかといいたかったのである

（たいしたことが書けないということもあるが）。
　独法化以降、教育や大学運営などに関わる業務が増加しており、さまざまな「評価」「改革」
にともなう負担感は確実に強くなってきている。必要なことはしなければならないが、整
理できることは整理しなければ、新しい課題にも取り組めない。巻頭言などはほんの些末
な事例にすぎないが、学部全体として、もっと柔軟に変化を求めてよいと思っている。こ
れは先の短い高齢教員の勝手な発想なのだろうか……。
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市場経済化する「家畜泥棒」
─モンゴル国ウブルハンガイ県ハラホリン郡の事例から─

論文

B. バルジンニャム（BATOCHIR BALJINNYAM）
滋賀県立大学大学院　人間文化学研究科　国際文化論部門

はじめに
　本稿は、モンゴル国ウブルハンガイ県ハラホリン
郡で行った聞き取り調査をもとに、市場経済化に
よって新たに生まれた「家畜泥棒」現象の実態を明
らかにしていくことを目的とする。
　中央ユ－ラシアの北東部に位置するモンゴル国
は、人口約300万人（2014年）、家畜頭数約4400万
頭を有する国である。
　遊牧民たちは、各地域でヒツジ、ヤギ、ウマ、ラ
クダ、ウシ（高山部ではヤクおよびの雑種を含む）
という五畜（t avan khushuu mal）を放牧している。遊
牧民は季節ごとに家畜作業を行って、乳・肉・毛・
毛皮を家畜から得ながら生活を行っている。そのた
め、個々人の所有する家畜を増やせば増やすほど、
他者より豊かになるというように、家畜という「生
きた財産」を増やしていくことが、遊牧民たちの目
標である。
　この「財産」は生きているからこそ、家畜に関す
る様々な問題が日々発生する。例えば、季節によっ
てはガン（干害）やゾド（寒害）が起こり、膨大な家
畜が死んでしまうことがある。そうした気候によっ
て左右される遊牧という生業を、山崎は、「わずか
の気候変化に大きな影響を受けるほど微妙な脆い基
礎の上にある｣ と述べている［山崎 1997: 61］。
　このような自然条件による家畜の増減以外にも、
人間関係の中で家畜が増減する「家畜泥棒」が遊
牧社会では観察される。「家畜泥棒」とは、文字通
り、他者の家畜を盗み、それを自分のものとして所
有をすることである。
　従来、モンゴル遊牧民は知り合い同士の家畜の取
り合いは「泥棒（khulgai）」とは認識せず、「取った

（avsan）」と呼んできた。誰が取ったかわかってい
る場合は、取り返せばいいだけのことであり問題で
はない。ところが見ず知らずの他人、とりわけ遠方
から来た知らない人間に家畜を取られたら、取り返
すことは難しくなる。こうした未知の他者による家
畜の奪取をモンゴルでは「泥棒（khulgai）」と呼ん
できた［バルジンニャム2018］
　こうしたゲームのような「家畜の取り合い」や未

知の他者による家畜泥棒はかつての遊牧社会に存在
したものだが、現在、従来のタイプとは異なる新し
いタイプの家畜の取り合いが起こっている。モンゴ
ルでは1990年、社会主義が崩壊すると、市場経済
の波が遊牧社会に押し寄せてきた。そうした変化の
中で最も重要なもののひとつが「土地所有」という
概念の誕生である。かつて移動生活をする遊牧民は
土地を所有するという観念を持っていなかった。と
ころが外国から支援や融資の担保として土地を差し
出す必要性から社会主義崩壊以降、土地法が施行さ
れる。
　その土地法の施行（1994年、改正土地法2002年）
以降に新な家畜泥棒の形態が誕生している。それ
は、私有する牧草地を侵犯した家畜に対する報復的
な奪取である。
　そこで本稿では、現代の「家畜泥棒」が従来の家
畜泥棒とどのように異なるのかを視野にいれなが
ら、考察していきたい。

1. 家畜泥棒を巡る言説と歴史
　新しい「家畜度老棒」の実態を報告する前に、ま
ずはモンゴル遊牧世界において家畜度老棒がどう捉
えられてきたのか、その言説と歴史を簡単に振り
返っておこう。
　中央ユーラシアの遊牧世界において、「家畜泥棒」
は、家畜がいる以上、常に発生する可能性を有して
いるといえよう「家畜泥棒」は、遊牧社会において
普遍的な現象なのである。
　しかし遊牧文明の持つ経済的側面に関して、マル
クス、エンゲルス、レーニンらは「匈奴などの遊牧
民族の経済の基本は略奪「略奪経済」でおり、戦乱
や略奪のことで族長の権力を強化していたと論じた

［Rotsin S.K.1984:113-114］。
　マルクスやレーニンたちは、戦時での略奪を想定
し「略奪経済」という言葉で形容してきたと考えら
れる。とはいえ「略奪」ばかりで経済が成り立って
いると考えるのは行き過ぎだといえよう。
　これに対して小長谷有紀は、そうした歴史的に家
畜泥棒＝略奪が行われてきたことから「略奪という

人間文化 , vol.44, pp. 2-14（2018）
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経済行為はもはや歴史のなかにしか存在していない
が略奪経済を支えてきた文化的な思考パターンは確
実に残っていると思われる」と論じている［小長谷
2002：95］。
　モンゴル遊牧社会の「家畜泥棒」が最初に史料と
して登場するのは、13世紀のことである。ヨーロッ
パからモンゴル高原を探検したマルコ・ポーロによ
ると、馬を盗んだものは剣で体を両断されるという
罪があったことを報告している。ただし、盗品の九
倍の代価を払えば許されると記されている［マル
コ・ポーロ1965（1300）：139-145］。
　金岡によるとモンゴルで馬泥棒が重罪だったの
は、当時の遊牧民にとって馬が貴重であったからだ
という。なぜなら、当時の戦争や移動手段として遊
牧民にとって馬が非常に重要視されていたからであ
る。そうした面を、金岡は、「移動が生活の基本の
牧民にとって、ウマは命の綱であった」と述べてい
る［金岡 2014:61-62］。
　さらに、清朝によるモンゴル支配の時期（16世紀
末～ 20世紀初頭）に、「シリーン・サイン・エル」

（shiliin sain er）という貴族や金持ちから家畜を盗ん
で貧しい人々に分け与える「義賊」活躍していたと
いう話が存在する。彼らの起源は、北モンゴル（現
在のモンゴル国にほぼ重なる地域）の現在のダリガ
ンガ人の住む地域だと伝説は伝える。ダリガンガ人
は、現在のモンゴル国ウランバートルから南東、現
在のスフバートル県の南部で皇帝の所有する家畜を
放牧する義務を負っていた人々である。言うなれ
ば、清朝皇帝の牧場で働く牧夫である。そのため、
モンゴルの他の旗（清朝時代の行政単位）と同じよ
うな駅伝、監視所、租税、兵役が置かれていた。オ
イドブは、こうした社会背景から、シリーン・サイ
ン・エルが生まれたと述べた［Oidov2013：1-15 ］。
当時のモンゴル社会では、基本的に封建君主 / 牧民
という2つの身分に分けられていた。封建君主は、
人民に対して税負担を増やしたため、普通の人民た
ちは貧しかったという。こうした貧困に対して、そ
の貧困を撲滅するために、当時の牧民が編み出した
ものの一つが、「シリーン・サイン・エル」という
義賊であった［Gongor1969：255-270］。
　20世紀を迎え、モンゴルは社会主義の時代となっ
た。1950年代後半からネグデルや国営農場が設置
され、遊牧民たちは、ネグデルの家畜を放牧する牧
畜労働者へと変貌する。ネグデルや国営農場ではノ

ルマが設定され、それを達成するため、地方の人々
は、必死に働くことになった。
　その一方で家畜は「生きた財産」であるので、季
節によってはガン（干害）やゾド（寒害）が起こり、
家畜が大量死するといったことも起こる。するとノ
ルマを達成することが出来なくなる。筆者は聞き取
り調査を通して、ネグデルの家畜を放牧する牧民た
ちは、何とかしてノルマを達成させるために「家畜
泥棒」に他の地域から盗むことを依頼していたこと
を明らかにした［バルジンニャム2018］。こうした
社会主義時代の家畜泥棒は、「サイン・エル（良い
男）」と呼ばれた。以前の「シリーン・サイン・エ
ル」は、金持ちから盗んで貧しい人に分配する義賊
であった。彼らは富の再分配の役割を担っていたと
いってもよい。ところが社会主義時代の「サイン・
エル」は、家畜を盗んで販売し、ノルマの達成に寄
与するという人々である。仮に販売しているにせ
よ、彼らが「良い男」と呼ばれていた理由は、それ
だけ一般の牧民たちは、厳しいノルマ達成をサポー
トしていたからに違いない。そういう意味におい
て、社会主義時代のサイン・エルも一種の義賊だと
いってもいいのかもしれない。ただしシリーン・サ
イン・エルからシリーンという言葉が無くなったの
は、興味深い。このシルとは、大草原を意味すると
おり、彼らは旅をしながら暮らしていた。一方、社
会主義時代の泥棒たちは、普段は別に仕事をもって
おり、半定住化した暮らしをしていた。シリーン、
すなわち「大草原の」という肩書が無くなったの
は、彼らが定住化しつつあった状況を如実に物語っ
ているといえよう。さて、1990年代、モンゴルは、
市場経済化したが、「家畜泥棒」はいかになされて
いるか、本稿では聞き取り調査を通して明らかにし
ていこう。

2. ハラホリン郡とモンゴルの市場経済化
2-1. 地理的概要
　本稿の調査対象地であるウブルハンガイ県・ハラ
ホリン郡はモンゴル国の中心部、首都ウランバート
ルから約365キロメートルに位置する。
　郡の面積は2241㎢であり、バグと呼ばれる下
位の行政区画が八つある。ハラホリン郡の人口は
12601人で、人口の50.1％が男性、49.9％が女性で
ある。世帯数としては、定住地区である郡センター
に2529世帯、それ以外のフドーと呼ばれる草原地
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帯に遊牧民が1099世帯暮らしている［Enkhbat.L, 
Ganbat.L,2013：11-15］。
　また同郡は、モンゴルのハンガイ山脈の東端に位
置し、郡センターの北にはオルホン川が流れてい
る。郡センターには、病院、役所、銀行と、小学
校、中学校、高校が合わせて三、隣のいくつかの郡
の中心となった裁判所があり、またハラホリン市場
には商店などが設けられている。ハラホリン郡は他
のモンゴルの地域の郡と比べると比較的多くの人が
定住している。
　郡センターに居住する人々は、市役所、病院、学
校などの公共施設で仕事をしながら暮らしている。
また、郡センターに住む人々も家畜を所有すること
がある。彼らは親戚関係の遊牧民に家畜を「委託放
牧」して管理させている。さらに郡センターに居住
する人々は法律的に郡センターで特定個人の所有
の0.7ヘクタールまでの土地権を得て、固定家屋を
建てて、家族用の食料（キャベツ、ジャガイモ、ニ
ンジン、）などを栽培している。また、社会主義時
代、国営農場だったため土地を使い、食料、や穀物
などを栽培する者もいる。

2-2．市場経済化と土地法
　筆者はフィールドワークを通じて、現代モンゴル
国において新たに生まれた土地の所有権という概念

が、新しいタイプの家畜泥棒の発生する原因となっ
ていることに気が付いた。というわけでまず、牧草
地の私有化の持つ意味やその過程といった諸問題を
概観しておく必要があろう。モンゴル人にとって、

「土地を所有する」という概念が全く新しいもので
ある。なぜなら歴史的に遊牧民は、土地を所有して
こなかったからである。
　ユーラシアの遊牧社会を広く研究した社会人類学
者の松原正毅は［2003］は、「土地私有概念が、起
源的には農耕という生活様式のなかから発生したこ
とは確実である」と論じている。松原によると「現
在の土地所有の概念が確立するのは18世紀末で、
西ヨーロッパにおける近代国家の成立と当時期にな
る。この時点で、資本主義の基盤が土地所有権の確
立と一体化すべきだという概念が生まれた。
　2002年６月には、モンゴル議会において土地の
私有化法案が議決された。松原はこの土地法の制定
は、世界銀行やアジア開発銀行などの圧力のもと
に、市場経済化は土地私有化と裏一体だという強迫
観念がうえつけられたためだ［松原2003：512］と
論じた。
　また、松原は、土地私有化を「遊牧という人類の
生活様式を圧殺する観念と言える」と激しく批判し
た。そもそも「遊牧は、共有化された空間でのみ成
立しうる生活様式なので、この空間でいとなまれる

図1．モンゴル国ウブルハンガイ県およびハラホリン郡の放牧地（筆者作成）

郡センター（定住村）
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遊牧は、すぐれた全体的な環境維持のシステムなの
である［松原2003：512］と彼は論じている。
　一方、遊牧は従来遅れた生業だとみなされてき
たが、小長谷有紀は、むしろ「持続可能性の高い」
生業であると指摘する。モンゴル国の土地管理と
いう概念に対しても、乾燥地域では単に乾燥が厳
しいのではなく、その年変動が著しいという「不
確定性」にこそ最大の特徴がある。そもそもモン
ゴル高原の家畜システムは伝統的な「スレグ戦略」
や「ホト・アイル戦略」という二つの戦略を行っ
て社会的バランス（social balance）や生態学的バラ
ンス（ecological balance）を維持してきた［小長谷
2001：18-22］。
　こうした生態学的バランスと社会的バランスを維
持するために移動するということが必要不可欠で
あった［小長谷2003：525］。この生態学的バラン
スと社会的バランスという議論は、示唆に富む。な
ぜなら、筆者が本論で論じるハラホリン郡の遊牧民
の「土地の私有化」現象は、生態的バランスをとる
ことを放棄し、社会的バランスをとることのみに特
化した結果、起こったものだと考えられるからであ
る。
　1990年以降、社会主義時代の牧畜協同組合「ネ
グデル」が崩壊し、市場経済化によって家畜が私有
化されるようになった。何よりも重要なのは、市場
経済への移行にともない、土地を所有するという発
想のなかった遊牧民の末裔であるモンゴル国民に
対して、「土地所有」という新たな概念が導入され
たことである。すなわち「土地法（gazaryn tukhain 
khuul’）」が制定され、1994年～ 2002年まで３度に
渡って改正を行われ、土地所有制度が確立されて
いったのである。
　こうした中、土地法の成立に伴い、遊牧社会にお
いても様々な問題が発生している。
　さらに滝口良［2004］は、現在のモンゴル国にお
いて、土地は「土地所有をしない」遊牧という文化
的な次元や、体制移行後の国家としての正統性を主
張するための政治的な次元が重なり合って、極めて
複雑な存在となっている［滝口2004：67］と論じ
ている。言い換えるならば、2004年までは遊牧社
会において土地所有化をめぐる様々な問題がそれほ
ど発生しなかったということであろう。
　しかしモンゴル国では2002年に制定された「土
地法」において、 制度的適応としての「コミュニ

ティを基盤とした土地管理」という新しい開発モデ
ルが、放牧地に関する法規定に反映されるだろうと
冨田［2008］は論じる。土地法によって⑴郡や行政
区といった地方行政のインパワーメント、⑵牧畜の
具体的慣習が成文化された。このことは、持続可能
な放牧地の管理が遊牧民の自律的な土地利用にある
程度委ねられた反面、草原を維持してきた牧畜シス
テムのもつ空間的・社会的柔軟性といった諸特性が
形骸化されたことを意味すると冨田は論じる［冨田
2008：221］。
　冨田が論じた牧畜システムの空間的・社会的柔軟
性の形骸化という議論は、概ね正しいであろう。
もはやモンゴルの遊牧社会は、土地所有観念の流
入によって、「遊牧」が本来持っていた、移動によ
る生態的バランスをとることを止めており、移動と
離合集散するホトアイル（宿営地集団）もその形が
大きく変化している。2002年まで、モンゴル国で
は「ホト・アイル」（宿営地集団）を3-4世帯で構成
していた。ホト・アイルとは、遊牧民のゲルが数件
集まり牧畜作業を一緒に行うグループのことで日本
語で「宿営地集団」と翻訳されることが多い。ただ
し「土地の私有化」によって、遊牧民は完全に定住
牧畜へと移行したわけではない。筆者の調査したと
ころでは、一定の親族集団でジャルガ（谷）と呼ば
れる限られた空間を事実上、「所有」し、限られた
範囲内で移動する「空間限定的な遊牧」となってい
た。ここでは、こうした実態をウブルハンガイ県ハ
ラホリン郡で行った聞き取り調査に基づいて紹介し
ておこう。 

2-3．　土地私有化による社会変容
　まず、モンゴルにおける市場経済化の流れと土地
法の制定過程について簡単に振り返っておこう。
1990年代、（民主化）後、世銀やアジア開発銀行

（ADB）などの国際金融機関は、新たな法律によっ
て、土地の私有化を規定することを要求した。これ
を契機として、1992年に規定されたモンゴル国憲
法には、「牧地、公共利用、国家による特別な使用
に供する以外の土地は、モンゴル国民のみが所有で
きる［モンゴル憲法６条３項］として、初めて土
地の私有化が明文化された。そして、1994年に土
地法が制定され、2002年の改正後には、モンゴル
国で初めて土地の私的所有権が規定された［冨田
2008：213-217］。



市場経済化する「家畜泥棒」─モンゴル国ウブルハンガイ県ハラホリン郡の事例から─

6 ●人間文化

　つまりモンゴル土地法は、外来の法制度の単純翻
訳や、外国からのアドバイスによって制定されたも
のである。新たに制定された「モンゴル国民への土
地所有化に関する法律」によって2002年にモンゴ
ル政府は国民に土地所有権を与える政策を行った。
　先程述べた2002年の法改正により、一家族に対
して首都ウランバートルで0.07ヘクタール、県の中
心地で0.35ヘクタール、郡センターでは0.5ヘクター
ルの家族活用地が、申請に基づき一回限り無償で私
有化された。その後、2008年に法律が改正され、
世帯単位ではなくすべてのモンゴル国民個人に対し
て、一回のみ、上記と同一面積が追加分配されるこ
とになった。そして、すでに私有化されている土地
は、その世帯の中の特定個人の所有に属するものと
し、他の世帯構成員に対しても、改めて土地が付与
されることになったのである［楜澤2014：47］。
　 さ ら に、「 冬 営 地（övöljöö）」 お よ び「 春 営 地

（khavarjaa）」にも、「利用権」あるいは「占有権」
が規定されている。そのため、ネグデルが解体した
頃（1991年～ 1993年）には、家畜などの財産が分配
された中にウブルジューという「冬営地」（畜舎・
家畜囲いが含む）の土地があった。さらに、遊牧
民にとって「冬営地」「春営地」の利用の占有権と
は、個人ではなく、世帯や家族による15-60年間の
占有権として制定された。こうした中、筆者のイン
タビューによると、ハラホリン郡では2002年頃か
ら、遊牧民たちは親戚関係でホト・アイルを構成し
宿営していた谷（ジャラガ）を自分自身の土地と考
えるようになったのだという。
　こうした経緯を経て、遊牧民が徐々に土地を占有
するようになった結果、牧草地や草刈場をめぐる争
いが頻発するようになっていった。

3. 土地法と牧草地の「私有化」
　私の調査地ハラホリン郡の遊牧民の「土地の私有
化」現象は、小長谷が提起した「生態的バランス」

をとることを放棄し、「社会的バランス」をとるこ
とのみに特化したことで、伝統的な牧畜と言えない
ものになっている。
　かつて社会主義時代には、冬・春の家畜被害を最
小限に抑えるために、建設・牧草・飼料の備蓄が盛
んに行われるようになっていた。それによって移動
拠点の固定化が進んだといわれる。季節移動の距離
および回数が減り、さらに、家畜群の一部を連れて
別の放牧地へと赴くオトル（otor）は現在ではほとん
ど行われなくなった。このことで牧民たちが特定の
宿営地を季節にわたって利用するようになった［富
田2012：391-395］。
　そして民主化以降、とりわけ2002年以降、モン
ゴル国全体に土地を私有化する政策が行われた。こ
れにより都市や県の土地の私有化が始まり、地方の
牧民の生業基盤や生活様式、家族構成などに大きく
影響をもたらしてきた。ウブルハンガイ県ハラホリ
ン郡でも、他の市や県、郡と同じように政府の政策
が実施された。具体的には、ハラホリン郡センター
に居住する人々は、0.5ヘクタールの土地を得るた
め、土地私有証明書を取得し、以前から居住してい
た場所を郡役場に登録することになったのである。
 それに従って、田舎に暮らしている遊牧民も郡セ
ンターの土地私有権を得ることを目指すようになっ
た。なぜなら、遊牧民たちは経済的な理由から金銭
を必要としており、土地所有権（証明書）を得れば
土地を担保にして銀行からお金を借りることができ
るからである。さらに、2009年にモンゴル政府は、
教育システムを10年制から12年制へと移行した。
この政策によって、６歳の子供が小学校に行けるよ
うになった。そこで小さい子供を一人にできないた
め、母親は家族と離れて郡センターで暮らすように
なったのである。
　例えば、A 氏の世帯は、10歳の子供が一人、７
歳が一人である。毎年９月から６月まで秋から冬・
春にかけて、ハラホリン郡センターにある学校に
通っているため、母子３人は郡センターにある、柵
で囲われた定住家屋（khashaa）で暮らしている。一
方、父親は草原で家畜を世話しながら、一人ゲルで
暮らしている。
　このように離れて住むのには、２つの理由があ
る。一つは子供に教育を受けさせるため、郡セン
ターにある私有地を利用するため、二つ目は財産と
しての家畜を世話するため、親や祖父母が利用して

表1　モンゴルの土地法7条1項に制定された土地の面積

一世帯に交付された私有地面積
所在地 面積（ヘクタール）

1 都市 0.07
2 県 0.35
3 郡 0.5

（2002年改正モンゴル土地法をもとに筆者作成）
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いた冬営地の牧草地（谷）を守るためである。
　A 氏の父の N 氏は、社会主義時代、ネグデルの
馬飼いをしていた。1991年、ネグデルが解体され、
その資産を分配するとき、ハラホリン郡から10㎞
ほど離れた「ホギーン谷」という谷で弟 B や知人
C と共に一つの宿営地集団を構成して宿営してい
た。彼らは1991年から1996年まで居住していたが、
1996年に知人C氏が首都ウランバートルに移住した。
　それ以降、この谷を「N 氏の谷」と周辺の人々が
呼ぶようになった。父であるＮ氏の宿営地から2㎞
離れたところにＡ氏の夏営地があり、Ａ氏は春には
そこから3-4㎞離れた所に春営地で放牧して暮らし
ている。その他、冬営地や秋営地も、その谷の中に
位置している。
　実は、Ｎ氏と息子のＡ氏は、「N 氏の谷」周辺の
牧草地に関して、土地占有証明書を持っている。A
氏によると、政府が牧草地に対しても私有をみとめ
る新しい土地法を制定する可能性があるので、土地
の値段が高騰する前に占有しておこうと思ったのだ
という。
　もうひとつ、牧草地占有の事例を紹介しよう。ハ
ラホリン郡センターからおよそ25㎞離れた「イフ・
エルステイ谷」で暮らしているDさん（女性世帯主、
55歳）には、子供が四人いる。D さんは「遊牧民は
安定した現金収入がないため生活するのが大変だと
いう。しかし、現在飼っている家畜や郡センターの
ある私有地のおかげで暮らすことができている。長
男は結婚してこの谷のふもとに宿営している。次男
は大学４年生でウランバートル市に住んでいる。残
り二人は郡センターにある学校に通っている。
　Ｄさんが現在飼っている家畜頭数は、およそ800頭
であるが、子供４人を食べさせていくには足りない
家畜数だという。特に大学の学費を払うときは大変
らしい。そのときは、郡センターにある土地を担保
にして銀行からお金を借りて学費を払うのだという。
「私は一人で住んでいるため、長男を頼りにこの谷
で住むしかない」と彼女は語る。また、彼女の夫の
親戚たちがこの谷で以前から住んでいたので、この
谷は「私たちの谷」と主張できるようになったのだ
という。
　以上のような事例は、ハラホリン郡の遊牧民たち
の間では一般的である。調査中、筆者は彼らから

「○○さんの谷」という表現を頻繁に耳にした。
　さらに、秋は遊牧民たちが厳しい冬を乗り越える

ため、草を刈って草を準備する必要がある。その草
刈りのための牧草地をできるだけ守って自分のもの
として使い、他の遊牧民に使わせないようにするの
である。また、他人の家畜が自分の草刈場に入ると
締め出したり、その家畜を自分のものにしてしまっ
たりといったことが行われるようになったのであ
る。これは現地の遊牧民には当然のことのように理
解されている。
　筆者が聞き取り調査を行ったハラホリン郡のほぼ
すべでの遊牧民たちが、このように牧草地を占有

（事実上の親族単位の私有化）した上で牧畜を営み
ながら、暮らしていた。
　1994年の土地法や2002年からモンゴル政府によ
り行われた土地所有権の政策は、モンゴル全体に大
きな影響をもたらしてきた。また教育制度の変化に
よって、遊牧民の家族構成も変化している。以上の
ように、遊牧民の多くは、郡中心地に0.7ヘクター
ルの土地を私有し、その土地を担保として銀行から
借入金の利息を家畜から得る畜産物「肉、毛、乳製
品」などの収入で支払っている。そのため土地所有
や土地への執着が徐々に強くなっている。さらに遊
牧民の牧草地が「私有化」していくことで、遊牧民
同士で土地や井戸・牧草地をめぐって喧嘩が毎日発
生するようになっている。

4.「牧民グループ」という名の半定住集団
　従来、一般のモンゴルの牧民世帯は季節ごとに移
動し、春、夏、冬、それぞれの宿営地を設ける。
季節ごとに家畜にも人間にも適切な条件を備えた
場所を選び、宿営地としていたのである。モンゴ
ルでは、「ホト・アイル」（宿営地集団）を3-4世帯
で構成していた。尾崎は 宿営地集団の構成原理と
して、親族関係より経済面で富裕な世帯が核として
形成されることが多いが、基本的に親族関係や知
人の範囲で構成すると論じている［尾崎1996：234-
248］。 
「ホト・アイル」の構成世帯は常に一定なのではな
く、移動するたびに新たに構成されていった。ま
た、小長谷は移動性の定着化については、春や冬の
宿営地には防寒施設が備えられるようになり、移動
拠点の固定化が進んだ。さらに、農業の進展・学校
や病院などの社会サービスを享受するために、人々
は形成された拠点の周辺にまとまって住むように
なったと論じた［小長谷2007：43-39］。
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　現代のモンゴル国では、以上のような「ホト・ア
イル」の構成は、時代を経て新たな形に変化してい
ると考えられる。なぜなら、筆者の調査地では、こ
のような宿営地集団や遠隔地に移動をする遊牧民は
一切いなかったからである。
　現在、ハラホリン郡では遊牧民たちは知人関係や
親族関係で「牧民のグループ」（malchinii büleg）と
呼ばれる集団を構成している。以下、「牧民グルー
プ」と呼ぶものとしたい。牧民グループは、3-4世
帯で構成されるホト・アイルより多くの世帯数（10-
16）で構成される。このグループは、牧地や草刈場
を他者（家畜泥棒を含む）から排除し、占有して利
用することを目的に自主的に作られたものである。
あるいは、親戚関係（6-8世帯）で一つの谷を占有
し、牧民グループを構成することもある。このよう
な「牧民グループ」の特徴としては、彼らは限られ
た範囲内で移動して、牧草地や草刈り場を「牧民グ
ループ」以外の遊牧民には決して使わせない。
　例えば、ハラホリン郡の G 氏（46歳）は、「遊牧
民の間でホト・アイルが組まれなくなったため、私
は2009年に『ノゴーンフル（Nogoon khur）』という
牧民グループを組織した」と語る。このグループで
は、グループ内の親睦を図るために毎年秋に馬乳酒
の祭りを開催しているとのことである。そこで「若
い牧民たちと仲良くすることで、家畜泥棒や牧草地
の争いが減ってきている」とも語った。
　牧草地の谷を共有する牧民グループの場合、一般
的に親族の間で組織されることが多い。例えば、ハ
リーハンの谷（図２の谷２）の場合、郡センターの
定住地区からおよそ25㎞離れた「イフ・エルステ
イ」と呼ばれる広いなだらかな谷間を6-10戸（家畜

頭数１世帯当たり600 ～ 800頭）の親族が集まって
共有している。ここは、彼らの祖父であるハル氏が
以前より宿営していた場所だったので、ハル氏の父
系親族集団で牧民グループを構成している。だから
この谷は「ハリーハン（ハルの者たち）の谷」と呼
ばれるのである。
　牧民たちの語るところでは、一つの谷の中に冬営
地（övöljöö）や春営地（khavarjaa）があり、その利用
権や占有権を親族の誰かが有して（法的に占有）い
るのだという。もしメンバー以外の他人がその谷に
移動してくると、親族が集団で文句を言いにきた
り、メンバー外の牧民の家畜を無許可に奪取したり
といった排除行為がなされる。その結果、誰もその
谷に近づかなくなっているのだと牧民たちは語る。
その一方で、牧民たちは郡センターの定住村落にも
0.5ヘクタールの土地を私有している。
　ハリーハンの谷の隣には、B 氏（56歳）の谷が位
置する。彼らも親戚関係で一つの谷を共有してい
る。この牧民グループは、7世帯で構成されている。
家畜頭数が一世帯あたり800 ～ 1000頭を越えるた
め、この谷で宿営することができなくなっていると
いう。しかし、この谷で10から20年ほど宿営して
いたため、他の場所へ移動したくない、また移動し
ても家畜頭数が多いので皆が嫌がるだろうと考えて
いる。さらに、みんなが谷を所有しているため、誰
も自分の谷に宿営してくれる気配がないという。
　以上の三つの事例からみると、遊牧民同士は、以
前から宿営してきた谷を牧草地として占有してい
る。また、その谷に宿営する人々は、親族関係が
あり、親族で牧民グループを構成している。牧民グ
ループは親戚関係で構成することが多いが、谷の広

図2　牧民グループの所有地 図３　ハリーハンの谷の概略図
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さによっては、知人のネットワークを使って３つか
ら５つの谷を合わせて10-16世帯の拡大牧民グルー
プを構成することもある。
　彼らは以前から宿営してきた「谷」の範囲内で移
動して暮らしているのである。このような牧草地の
利用形態は、もはや遊牧とは呼べないだろう。むし
ろ、半定住化しているといっても過言ではない。
　そもそもハラホリン郡も属するハンガイ地帯（森
林草原）は、牧草地が豊かであるがゆえに、あまり
長距離移動をしない地域として知られてきた。とは
いえ、ジャルガと呼ばれる谷単位で牧草地が私有化
されている現象は報告されてこなかった。この牧草
地の私有化と牧民の半定住化は、ガン（干害）やゾ
ド（寒害）といった自然災害に対して適応できない
可能性が高い。なぜなら小長谷［2003］が指摘した
ように遊牧という生業は、そもそも移動をすること
で災害や環境破壊のリスクを回避し、「生態学的バ
ランス」を保ってきたからだ。
　さらに、この谷の私有化と牧民グループというシ
ステムは、谷が飼養できる限界以上に家畜が増えた
場合、最終的には環境に壊滅的な打撃を与える可能
性が高い。
　一方、移動牧畜、つまり遊牧を辞めた牧民グルー
プは、「社会的バランス」をどのように保っている
のだろうか。それが次項のテーマである。

5. ジャルガ（谷）と家畜の奪い合い
　ジャルガと呼ばれるなだらかな谷を親族で占有
し、他者を排除するという習慣は、従来のモンゴル
遊牧社会では見られなかった不思議な現象である。
こうした社会変容の結果、遊牧民たちは、社会主義
時代に放棄した親族と生業のつながりを再び強くす
る一方で、他者に対して非常に排他的になっている。
　筆者が調査を行った遊牧民たち（30世帯）は、こ
のような傾向が非常に強かった。とりわけ親族で谷
を所有する人々、あるいは「牧民グループ」のメン
バーではないという理由で、差別を受けたという事
例を多く耳にした。遊牧民たちは谷（親戚関係）や
牧民グループの間で、土地の境界を決めており、そ
れを侵犯して放牧した場合、報復的に家畜を奪取す
るのである。こうした家畜の取り合いや牧草地の侵
犯をめぐっていざかいが発生することも少なくな
い。ここではジャルガ（谷）と家畜の取り合いの実

態を、聞き取り調査の事例から明らかにする。

事例1．他人の夏営地に行って馬を取られたＤ氏
　ハラホリン郡の中心からおよそ５㎞離れたザヒー
ン・ボラグ谷に宿営している D 氏（43歳）は、この
谷で20年間、宿営していると言う。2015年に知り
合い G 氏と共に郡センターから約20㎞離れた「サ
リーンゴル」という所で夏営していた。しかし、そ
の場所で以前から宿営していた人々と牧草地をめ
ぐって喧嘩をしたため、雌馬１頭、雄馬２頭を盗ま
れたのだという。また牧草地のため、いつも口喧嘩
になったので自分の宿営地に戻ってきたと語った。

事例2．「下の方で払わせる」という示談
　前出のハリーハン（ハルの者たち、ハル氏はＢ氏
の父親）のメンバーである B 氏（47歳）の語るとこ
ろによると、ある日バヤンホンゴル県から BA 氏や
ハラホリン郡センターの定住地区に住む L 氏の二
世帯が突然、移動してきて彼らのジャルガ（谷）に
宿営したのだという。その二人が来て以来、牧草地
の口喧嘩や家畜泥棒が頻繁に起こるようになった。
2006年の秋、B 氏（47歳）の雄馬２頭が盗まれた。
B 氏は、誰に取られたのかを分かっていた。しか
し、警察官に証明するものがなかったため、何も言
わずに、盗人の彼に対して一言も罵ることをしな
かった。
　翌年の春、BA 氏と L 氏が季節移動により谷の外
部に去っていった後、Ｂ氏は、彼らの宿営していた
場所を調べてみた。すると去年いなくなった馬の足
が落ちていた。「まさに俺の馬だったよ」と B 氏は
語る。そこで彼は、その足が落ちていた地面を掘っ
てみると、なんと自分が盗まれた２頭の馬の足８本
と馬の頭部、腐った腹部などが出てきた。さらに隣
の谷の S 氏が盗まれた４頭の牛の頭や足も出てき
たのである。
　そこで B 氏は警察を呼び、BA 氏や L 氏は逮捕
された。しかし犯人である BA 氏の姉がウブルハン
ガイ県の検事長だったので、警察官が盗難に対して
何もしてくれなかった。そこで、ハリーハンの人々
は、盗人と交渉をして被害にあった家畜の頭数以上
の損害賠償を払わせる（dooguur tölüülekh）ことに成
功した。
　このような警察や裁判所を介在させないで損害賠
償を払わせる方法をハラホリン郡の牧民たちの間で
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は、「下の方で払わせる（dooguur tölüülekh）」という
言い方をする。「下の方」とは、おそらく「上の方」
である裁判所を介在させずに水面下で示談に持ち込
むという意味を含んでいる表現なのであろう。「下
の方で払わせる」場合、倍返しやそれ以上になるこ
とが多いようだ。
　その後、ハルの親族たちは、自分たちの「谷」か
ら L 氏や BA 氏を追放して安心したという。ちな
みに事例3に登場した、隣の谷の女性 TS 氏がこの
ハリーハン谷で宿営することは、出来ない。なぜな
ら、彼らは親族単位でこの谷に居住しているため、
他の場所から来る人々は排除されるからである。ハ
リーハン谷の者たちは、外部からの移住者に対して
家畜を取るという行動で排除に出る。それが次の事
例である。

事例3．ハリーハンに家畜を取られたＧ氏
　2012年、郡センターからハリーハン谷に移動し
てきた G 氏は家畜を誰か知らないが、頻繁に取ら
れたのだという。ある日いつも家畜を取られていた
G 氏は、悔しくてハル氏の次男 L 氏の羊の群れか
ら１頭を取った。ところがその日の夜、警察に逮捕
されてＧ氏は送検されない代わりにウマ１頭を「下
の方で払わされる」こととなった。その後、G 氏は
谷から追放されたのだという。
　従来ならば、牧草地の占有権がなかったので、Ｇ
氏がどこに宿営しようとかまわなかったはずだ。
ところがこの谷がハル家のものとなってしまい、
ハリーハンの谷と呼ばれるようになったがゆえに起
こった事件である。Ｇ氏は結局１頭の羊をとったが
ゆえに、それ以上の報復を受けてしまった。しかも
最初にハル家の者たちに取られた家畜に関しては、
不問にされたままである。従来の遊牧世界では、Ｇ
氏のほうが、保護されてしかるべきだろう。なぜな
ら、土地が財産だという観念がない社会において
は、Ｇ氏の家畜を最初にとったハル家の者たちこそ
が、家畜泥棒だからである。ところが現代となって
は、「土地」という不動産の侵害のほうが、家畜と
いう動産の窃盗より、重大な犯罪だと認識されるよ
うになったらしい。その証拠にＧ氏は土地の侵犯を
したこととで（それとたった１頭の家畜を盗んだこ
とによって）、倍返し以上の損害賠償を「下の方で
払わされる」結果となってしまったのである。
　このように以前に自分の家畜を取った人物から、

逆に取り返してくることを現地の人々は「ズルー
レフ（Zörüülekh、すれ違いにさせる）」と呼んでい
る。家畜を「すれ違い的に交換する」という意味で
あろうが、この事件の場合、すれ違わせる量が違い
すぎる。 

6．「ズルフ」という泥棒同士の交換
　本研究では、遊牧民の所有概念や家畜泥棒に関す
る様々な事例に基づいて論じている。家畜泥棒は法
律的に違反であるが、一方で遊牧社会や遊牧民たち
の生活の基本的な財産としての家畜を取られる、盗
まれるという「略奪」が常に起こっていた。筆者
は、これは一種の「交換」やゲームのようなものと
考えられることを論じた［バルジンニャム2018］。
しかしこの「ズルフ」は、「泥棒同士の交換」とい
う現象である。つまり「犯罪」としての泥棒行為
が、ばれないように行う「犯罪の隠蔽技術」だとい
えよう。
　筆者の聞き取り調査で分かってきたのは、遊牧民
たちのほぼ皆が、「成人儀礼」のような形で泥棒を
経験していた。また遊牧民同士がインフォーマルに
示談という形で家畜を取り合う現象もあった。とこ
ろが家畜を盗むために遠隔地にかけて、泥棒同士
がお互いに一か所で落ち合って、家畜（ウマ）の交
換を行うという現象で見受けられた。このような
現象を現地の人々は、「ズルフ（すれ違いにする、
Zörökh）」と呼んでいる。この現象では、泥棒同士
が交差的に盗んだウマを交換するので、ここではと
りあえず「交差交換」と呼んでおこう。
　前節でみたように警察に頼らずに示談をすること
で、家畜泥棒に倍返し以上の家畜を賠償させるこ
とを「ズルーレフ（すれ違いにさせる、Zörüülekh）」
と言う。これは使役の形をとっていることからも、
相手（泥棒）に対して「交換」を強制させるような
意味合いを含んでいた。今回の場合は、泥棒たちが
主体的に家畜を交換する現象である。
　この「ズルフ」と呼ばれるは、社会主義崩壊直後
の家畜泥棒の方法論である。この「ズルフ」という
方法は、社会主義期や清朝時代のシリーン・サイ
ン・エルの時代からあった方法かもしれないが不明
である。次の事例は、ベテランの家畜泥棒のＧ氏で
ある。
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事例4．社会主義時代からのベテラン泥棒Ｇ氏
　　　（男、54歳）
「俺は20年以上、家畜を盗み続けて東部のすべて
の刑務所を全部」と話を始めた。
　俺は1991年に初めて家畜を盗った。ハラホリン
郡から100頭ぐらいの馬を盗って、遠く離れたヘン
ティー県まで追っていき、スフバートル県から家畜
を盗んできた仲間とそこで落ち合って、家畜をすれ
違いの形で交換した（zörsön）（図４参照）。その仲
間とは、以前に兵役で国境警備隊にいたころ、知り
合ったんだ。その時の季節は秋だったため、寒かっ
たが、馬を取り追っているときは、本当に男の魂が
みなぎる（eriin hiimor sergekh）かんじがしたよ。モ
ンゴル人の男の幸せは、馬のたてがみ、草原の風に
あるのさ。それから俺はハラホリン郡で取った馬
100頭ぐらいを仲間がスフバートル県で取った（80
頭）の馬と交換し、ハラホリン郡にくる途中で30頭
ほどを仲間たちに分け与えて、残り（80頭）の馬を
売ったんだよ。その時代は今のように携帯電話はな
かったし、俺たちは、１年前（1990年）に会ったと
き、盗んだ家畜をズルフ（交差交換）させる日時や
場所を決めていたのさ」
　彼は、ウブルハンガイ県ハラホリン郡で馬を盗ん
でから、なんと三つの県を一週間かけて移動した。

移動のための馬追いは、他人にみつからないように
夜間に行ったのだという。「当時、俺のように遠方
まで家畜を追うサイン・エルはいなかった。今の泥
棒なんて、誰がサイン・エルと呼べようか。谷の間
で家畜を取りあっているに過ぎない奴らだ」と彼は
語った。

事例5．B 氏（40歳、男性）
「僕は家畜を盗んでいった時代のことについてあま
り話したくない。というのも、私の兄がよく家畜を
盗る人間だったからだよ」とＢ氏は語った。
　Ｂ氏の兄は10歳年上だった。その兄は2000年の
秋、国境警備隊の第131部隊にて兵役に服してい
た。その翌年の春、兄から手紙が送られてきたのだ
という。その手紙には、「俺が勤めている国境警備
隊131部隊が駐屯していた南ゴビ県には、すごくい
い血統の3頭の競走馬がいる。一度見たが、本当に
綺麗な馬だった。俺はそれらを盗ろうと思う。また
金も必要だ。お前（Ｂ氏のこと）は、親戚の M 兄さ
んの馬群から２、３頭を取って俺のいるところによ
こしてくれないか」と書いてあった。

　そこで B 氏は、兄の言う通りに親戚の M 兄さん
の馬群からウマ２頭を盗って、南ゴビ県のダルン

図４　泥棒同士の交差交換（2016年、聞き取り調査のもとに筆者作成）
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ザドガド郡（県都）まで追っていった。そこで兄と
取った馬を交差交換して、競馬の血統の馬をアルハ
ンガイ県で売ったのだという。良い血統の競走馬
だったので百万トゥグルグになったという。日本円
で換算すると五万円である。家畜を盗ったことは、
Ｂ氏にとって初めてのことではなかったから、非常
に簡単だったと語った。このような事例から家畜

「ウマ」の所有権の移動を示すならば、図４のとお
りとなった。
　ここまでの調査から、社会主義時代にも市場経済
の現代モンゴル国でも遠隔地の家畜泥棒が頻繁に起
こっていたことが分かった。彼らは誰かに家畜を盗
む前に場所や時期を決めて、互いに家畜を盗み決
まった場所で「交差交換」を行う。盗んだ家畜の頭
数はそれほど関係がない。また、お金のために家畜
を盗むというより、彼ら自身には「幸運」を得るこ
とや、さらに「サイン・エル」という超自然的な力
を得ることを大事にしている点もみのがせない。
　彼らに何のために家畜を盗んでいるのと尋ねてみ
ると「私たちには別に物欲があるわけではない。ウ
マを遠隔地から取るのは本当にサイン・エルのする
ことなんだよ」という。また、「私たちはただの谷
の中の泥棒ではない」ということを彼らは強調して
いたことは注目に値する。彼らは、市場原理や経済
効率のために泥棒をしない。名誉と「男の魂をみな
ぎらせる」快感のために馬を盗むのである。それを
考えると、この「ズルフ」というウマ泥棒同士の遠
距離の交換は、意外と来歴の古い習慣なのかもしれ
ない。

おわりに
　本論文では、モンゴルで土地法の施行以降に誕生
したと思われる新たな「家畜泥棒」の形態を報告し
た。それは、私有する牧草地を侵犯した家畜に対す
る報復的な奪取であった。遊牧民たちは、2002年
にモンゴル政府より、設定された法律によって土地
を所有し、彼らは放牧地の冬営地（övöljöö）および
春営地（khavarjaa）にも利用権あるいは占有権を法
律的に利用することになった。そのため、従来の遊
牧社会のホト・アイルという形も変容した。
　遊牧民たちは谷という土地を「牧民グループ」と
呼ばれる集団で共有するようになった。そしてその
谷に入って来た家畜を普遍的に取りあうようになっ
たのである。これは、新しいタイプの家畜の取り合

いだといえよう。
　つまり遊牧社会に土地の私有化制度が入ってくる
ことで、その知り合い内部での家畜のやり取りは、

「泥棒」と認識されるようになったのである。そも
そも知り合い同士で家畜を取り合うということは、
遊牧社会では、少ない数であれば許されてきた。モ
ンゴル遊牧民の間では、お互い、誰が取ったかを
知っており、遠方の誰か知らない人に取られた場合
のみ「泥棒」と観念してきたからである。
　遊牧社会に土地の私有化制度が入ってくること
で、その知り合い内部での家畜のやり取りは、「泥
棒」と認識されるようになってくる。親族集団を中
心とした「牧民グループ」がジャルガ（谷）を占有
し、排他的な牧草地の使用権が、牧民社会にも認知
されるようになってきたといえよう。
　こうした結果、谷とよばれる牧草地の境界付近で
は、喧嘩が絶えない状況となっている。さらに特定
の親族の私有地と化した谷に侵入したよそ者は、家
畜を取られたりする。しかも従来の「知り合いから
取った」場合も、立派な「盗難事件」となる。
　またハラホリン郡では、「谷の主（jargyn ezen）」
という言い方も一般的になりつつある。従来、モン
ゴル語で土地に関する「主（ezen）」とは、大自然の
精霊のことを意味した。モンゴルの遊牧民たちは、
伝統的に「山の主や湖の主の逆鱗に触れるといけな
い」と言って、山や湖、川を汚すのを禁じてきた。
いわば、「主」とは、遊牧民の環境思想の具現化し
たものだったのである。ところが、現在の「主」は
資本主義経済を支える排他的所有権の主体となって
いる。
　こうした排他的な土地所有の概念が遊牧社会にも
たらされた結果、遊牧民は遊牧民でなくなり、半定
住の牧畜民へと変化した。そして外部から谷に「侵
入し」、家畜を取った人間には、報復的な措置「下
の方で払わせる」という慣習法が成立したのである。
　ただし、家畜を取られたら、取り返すことを「す
れ違いさせる」という言葉で表現していることに注
意したい。これは、ハラホリンの牧民たちがまだ家
畜の奪取を「泥棒」という犯罪として理解している
のではなく、いまだに「交換」として理解している
名残かもしれない。これに関しては今後も調査し考
察を重ねていく必要があるだろう。今後の課題とし
たい。
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註
１．（ガン）とは、夏の時期に、日照りによって家畜が

餓死してしまうこと。
２．（ゾド）とは、冬季に、積雪によって家畜が草を食

べることが出来ずに餓死をしてしまうこと。
３．（ホト・アイル）とは、３－４世帯で遊牧民のゲルが

数件集まり牧畜作業を一緒に行うグループのことを
日本語で一般的に「宿営地集団」と翻訳されている。

４．「シリーン・サイン・エル」とは、モンゴル語から
意味をくんで訳すならば「大草原で人生を過ごす草
原の良い男」という意味である。

５．「スレグ戦略」とは、富裕な大所有者が貧戸に委託
し、放牧者は搾乳などの利用権を与えることである。

６．「ホト・アイル戦略」とは、3 ～５世帯で宿営地集
団を構成すること［小長谷　2001：18-22］。

７．「ネグデル・ネグデル期」とは、モンゴルでは、昔
から世帯を単位とした個別の家畜経営が行われてい
たが、1950年代後半、社会主義的な計画経済のもと
で牧畜協同組合（negdel）がつくられ、個人、貴族や
チベット仏教の寺院によって占有されていた多くの
家畜や土地が公有化された。
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島　村　一　平
人間文化学部国際コミュニケーション学科准教授

　本論は、モンゴル遊牧民における「家畜泥棒」と
いう非常にセンシティブな問題を扱った意欲的な論
文である。従来の文化人類学的なモンゴル遊牧研究
では、持続可能性が高い生業としての遊牧を論じた
ものや、ホト・アイルという季節毎に成員が変化す
るという遊牧民の宿営地集団の実態を論じたもの、
あるいは市場経済化の中でいかなる生存戦略を展開
しているかといったテーマが選ばれることが多かっ
た。それらの中では遊牧を経済や生業、経営という
視点からとらえようと、「家畜泥棒」という現象は
一切捨象されてきた。
　ところが本論の執筆者によると、本来「家畜泥
棒」は、ほとんどの遊牧民が成人儀礼的に経験して
いるのだという。しかも昔から「知り合い同士」の
家畜の取り合いが行われており、それが「泥棒」と
は認識されてこなかったこと、そして遠方から来た
未知の人間による家畜の奪取が「泥棒」だと認識さ
れていたらしい。こうした知見は、今まで全く論じ
られてこなかったものである。本論は彼の修士論文
の一部であるが、詳しくはそちらを参照されたい。
　さて本論がテーマにしたのは、モンゴル市場経済
に移行して後に現れた新しい「家畜泥棒」現象であ
る。執筆者は、土地法の施行によって「土地を所有

する」という観念のなかった遊牧民たちの間で「私
有化された牧草地」が生まれ、その「私有地」に侵
入した家畜を牧民たちが報復的に奪い合うことに
なったのだと論じる。
　こうした家畜泥棒に関する報告は、モンゴル国の
研究者はもちろん世界的に見てもほとんどなされて
こなかった。おそらくモンゴルの研究者たちは、
テーマが倫理的な問題に抵触する可能性を考え書い
てこなかっただろうし、海外の研究者に関しては、
そこまで遊牧民の「家畜泥棒」の内実に迫れる研究
者がいなかった。とりわけ家畜泥棒は男性の世界で
あるので、女性の研究者には入りづらい世界かもし
れない。
　本論の執筆者バルジンニャム君は、モンゴルの遊
牧民出身である。以上のような「新発見」は、ネイ
ティブでないと知り得ない情報であることは間違い
ない。しかしそれだけでなく、彼がフィールドワー
カーとして冷静に自らの故郷を見つめるまなざしを
持っていなければ知り得なかった情報だといえよ
う。しかも同君は、こうした知見を単なる報告に留
めず、理論化することにチャレンジしている。そう
いう点においても、本論は非常に好感の持てる佳作
になったといえよう。

Comment
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地方自治体における投票環境整備
計画の模索
─滋賀県愛荘町の事例研究─

論文

大　橋　松　行
滋賀県立大学名誉教授

1. はじめに
　今回の公募型地域課題研究で，愛荘町から筆者に
対して要請のあった主たる地域課題は，「選挙にお
ける投票率の低下の改善」についての中長期的解決
策の提示であった。具体的に求められた研究成果
は，①投票率の低下を招いている要因を解明する，
②どのような取り組みや改善をしていくことで投票
率の向上を図ることができるのか，その効果的な施
策を提示する，③すぐに取り組めることから中長期
的に取り組まなければならないことについて，出来
るだけ多くの案を提示する，というものであった。
　そこで筆者は，次のような研究計画に基づいて研
究を進めていった。第１に，愛荘町における各級選
挙の投票率の推移を分析して，投票率低下現象の主
たる要因を析出する。そのために，地域連携研究員

（愛荘町総務課Ｋ氏）に分析に必要なデータの作成
作業を依頼した。具体的には，次のようなものであ
る。①現19投票区の設置場所（該当する字）の一覧
表の作成。②期日前投票所と現投票区間の距離の測
定。③これらのデータを地図にプロット。④期日前
投票所の位置を地図にプロット。⑤合併後に行われ
た各級選挙の当日有権者数（男女別・合計）と投票
率（男女別・合計）の一覧表の作成。⑥投票率の推
移については，全投票区を「県平均より高い」「町
平均より高い」「町平均より低い」に三区分し，色
分けして一覧表を作成，それを地図にプロット。⑦
投票区別の地域分類（農村部，山間部，半農半住宅
地，半旧字半住宅開発地，住宅地，住宅密集地，新
興住宅地）を行って一覧表を作成。⑧各級選挙の年
齢別投票率に関する一覧表の作成。
　第２に，愛荘町有権者の現時点における選挙に関
する意識，とりわけ投票環境の整備に関わる意識を
把握するために有権者アンケート調査を行う。当初
は全投票区の有権者（約6,500世帯，約1万6,000人）
を調査対象者に考えていたが，地域連携研究員と協
議を重ねた結果，衆議院選挙，参議院選挙，知事選
挙で構造的に「町平均より低い」投票区および「町
平均より高い」が「県平均より低い」投票区の有権
者を対象とすることにした。その主な理由は，投票
環境を改善することによって，これまで投票参加意

欲の低かった有権者の投票率向上を図ることが，本
研究の主眼であるからだ。すなわち，行政が投票し
やすい環境を整えることによって，これまで投票参
加に消極的であった有権者に少しでも多く投票所に
足を運んでもらえるような施策が執れるような現実
的な案を提示することが，本研究の主たる目的で
あったからだ。有権者アンケート調査は，2017年
２月下旬から３月上旬に実施され，調査票の回収，
集計，分析を行って，３月末に分析結果に基づいて
関係者で検討会を行い，改善に向けての中長期的な
対応策について議論し，一定の方向性を提示・確認
した。
　以上が，研究計画に基づいて実施してきた本研究
の経緯と内容の概略である。以下で，より具体的か
つ詳細に論じていくことにする。

2. 愛荘町の概要
2.1　愛荘町の現状
　愛荘町は，2005年５月20日に愛知川町と秦荘町
が合併して誕生した滋賀県東部に位置する基礎自治
体である１）。同町は，湖東地域の愛知川，宇曽川流
域に広がる，古くは依智秦氏の栄えた地域として，
また中山道の宿場町「愛知川宿」を中心とした商業
地域と，これらを取り囲む農業地域が共存する人口
約２万人の田園空間都市である２）。以下で，『愛荘
町みらい創生戦略─人口ビジョン編─』（愛荘町，
2016年３月）に依拠して，愛荘町の概略を示してお
くことにする。
　まず，同町の産業と就業構造を見ておこう。産業
別就業者数については，1995年国勢調査までは第
２次産業従事者が最も多く，2000年国勢調査以降
は第３次産業従事者が最も多くなっている。しか
し，近年は全ての産業において就業者数が減少傾向
にある。年齢階級別産業人口では，第１次産業で
極端な高齢化が見られるが，第２次産業および第
３次産業では，年齢構成のバランスを維持してい
る。就業率は，2010年国勢調査によれば15歳以上
全体で男性71.4％，女性49.7％で滋賀県平均（男性
67.7％，女性46.3％）を上回っている（pp.14-15）。
　次に，人口の現状について見ておこう。愛荘町の

人間文化 , vol.44, pp. 15-26（2018）
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人口は，戦後1960年代から1980年代にかけて概ね
1万7,000人前後で推移してきた。1990年以降は，
第２次産業を中心とした優良企業の進出による工業
団地の形成を契機に急速に人口が増加，合併以降も
増加傾向が続いているが，近年は増加幅が鈍化傾向
にある。世帯数も増加傾向にあるが，世帯当たりの
人員は1980年の4.04人から，2014年の2.86人と減
少している。2014年現在の年齢人口構成では，団
塊ジュニア世代（25 ～ 45歳代）を中心とした層で高
く，さらに団塊ジュニア世代が子育て期を迎える
中，０～５歳人口層も高くなっている。自然動態
と社会動態の推移を見てみると，1980年以降これ
まで一貫して出生数が死亡数を上回っている（自然
増）。社会動態の方は，1990年から1995年にかけて
急激な社会増に転換し，2000年まで増加，以後，
増加数は縮小傾向にある。2014年には転出数が転
入数を上回っている。特に，10歳代後半から20歳
代および50歳代の転出が顕著になっている。県内
の主な転出先は東近江市，彦根市，近江八幡市で，
この３市の占める転出率の割合は38.4%（2014年）で
ある。人口推移を小学校区４地区別に見てみると，
愛知川地区では著しい人口増加を示し，愛知川東地
区および秦荘西地区では概ね増加傾向が続いてい
る。一方，秦荘東地区では一貫して減少傾向が続い
ている（pp.3-10）。

2.2 愛荘町の課題
　次に，愛荘町の課題について概観しておこう。前
述の『愛荘町のみらい創生戦略』によると，人口の
現状や将来動向および住民の意向や人口問題に対す
る意識３）等を踏まえて，次のような課題が示されて
いる。
　第１に，将来確実に訪れる人口減少，少子・高齢
社会である。2010年国勢調査人口を基準として，
社会保障・人口問題研究所および日本創生会議の推
計に準拠して将来人口を予測した場合，愛荘町はど
ちらの推計パターンにおいても2010年から2020年
にかけての推計値は増加を示し，以降は一貫して減
少傾向が続き，少子・高齢社会の進行が予測される

（p.18, 34）。愛荘町は，このような人口の変化が地
域社会に次のような影響を与えると指摘している。
１つは，暮らしに与える影響である。具体的には，
①地域の活力の低下とコミュニティの弱体化，②バ
ス路線の縮小・廃止や商業施設の減少などによる日

常生活への支障，③医療・介護従事者の不足，④地
域の歴史・文化の継承が困難，⑤地域防災活動や防
犯・交通安全活動の弱体化，⑥空き家の増加による
環境・景観の悪化，である。２つは，地域経済に与
える影響である。具体的には，①消費の減少による
経済活力の低下と消費構造の変化，②生産年齢人口

（労働人口）の減少による労働力の不足，③企業，
工場の町外移転の可能性，④地場産業，伝統産業の
縮小，である。３つは，地方行政に与える影響であ
る。具体的には，①町税の減収と社会保障費の増
大，②公共施設や社会資本の維持管理への影響，で
ある。そして4つに，その他の影響として，①農林
業の担い手の減少と地域環境への影響，②子育て，
教育環境の変化を指摘している（pp.29-32）。
　第２に，若者，子育て世代や子ども世代の厚い層
である。既に述べたが，愛荘町の年齢別人口構成
は，40歳前後の団塊ジュニア世代を中心として，
その前後の年齢層が多く，全国平均と比較しても子
育て世代が多い。また，子育て世代の多さと出生率
の高さに支えられて，子ども世代の人口も多いこと
が特徴である。この特徴が，町民アンケート調査に

「結婚・子育て環境の一層の充実」という課題とし
て反映されている。すなわち，結婚に当たっての問
題点として，「結婚資金，生活資金の確保」「親との
同居や扶養」「結婚生活のための住宅の確保」が挙
げられ，また，出産・子育てに当たっての問題点と
して，「出産や子育てにお金がかかりすぎる」「安心
してお産ができる設備のある病院が少ない」「保育
所，保育サービスが不十分」などが挙げられている

（pp.33-34）。
　第３に，社会移動による転入超過の縮小である。
社会移動による人口動態は，1990年代以降転入超
過傾向にあったが，2014年には転出者数が転入者
数を上回る社会減の状況となり，特に若者世代の流
出が顕著になっている。町民，学生アンケート調査
の結果は，この現状を反映するものとなっている。
町民アンケート調査によると，「定住を希望」（「こ
れからも住み続けたい」「どちらかと言えば住み続
けたい」）が約８割を占めているが，年齢の若い層
ほど移住の意向は高くなり，20歳代以下では約３
割を占めている。その主な理由としては，「外出の
不便さ（公共交通が不十分）」「地元への愛着があま
りない」が挙げられている。学生アンケート調査で
は，「定住を希望」は約３割半で，「移住を希望（住
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み続けたくない）」の約２割を上回っているが，移
住希望派は就職地に対する希望について，「滋賀県
外で仕事がしたい」を挙げている。この調査結果を
踏まえて，同町は，定住促進に向け若い世代の居住
や就職希望をかなえられる取り組みを展開していく
ことが課題であるとしている（pp.33-35）。
　第４に，地区ごとに異なる人口減少の進展であ
る。人口の多い町西部の愛知川地区や愛知川東地区
では年少者数の割合が大きくなっている一方で，町
東部の秦荘東地区は，他地区に比べて高齢化率が突
出して高く，将来最も早く「人口減少の第３段階：
老年人口の減少」に突入することが予測されるな
ど，地区ごとに人口減少，少子・高齢化の進捗状況
が大きく異なる。学生アンケート調査では，町西部
と比べて町東部の方が移住を希望する割合が高く，
同町の課題として，地域の実情や特性に応じたきめ
細やかな人口減少・少子高齢化対策を展開していく
必要性を示している（p.35）。
　これらの地域課題を克服するために，愛荘町が目
指すべき将来の方向として，次の３つの視点を定め
ている。①人口流出の抑制とＵⅠＪターンの促進。
②若い世代の結婚・出産・子育ての希望を実現す
る。③地域の特徴を生かした課題解決と活性化の推
進（p.36）。

３．政治参加としての「投票」
　前述したこれらの諸課題は，愛荘町民にとって最
も身近な日常世界におけるものである。筆者は，機
会あるごとに「生活に直結しない政治はない」「日
常生活と政治を結び付けて考えてほしい」「自分の
生活感覚から優先順位を付け，合致するか近い政
党，あるいは候補者を選んでもらいたい」４）と言い
続けている。政治関与を，無関心を底辺とし，公職
や党役職に就くことを頂点とするヒエラルヒー的構
造として捉えたミルブレイス（Milbrath,Ｌ .Ｗ）は，

「投票」を下から２番目の政治参加と位置づけてい
る５）。しかし，ミルブレイスが最下位に位置づけて
いる「政治的刺激を受けること」を参加行動ではな
く，「行動に先立つ意識」と認識すれば，「投票」は
最下位の政治参加に位置づけられることになる６）。
しかもそれは，制度的政治参加である。
　一般に，「投票」は，政治の世界，あるいはそれ
に準ずる公的な世界では「選挙」の際に顕現する政
治行動である。柳井道夫は，次のように述べてい

る。「選挙とは一種のコミュニケーションである。
それは，われわれが自分自身の考えることを言語と
いう形にして表現していくのと似ている。ただ，選
挙というコミュニケーションはある特定の領域，す
なわち政治の世界，あるいはそれに準ずる公的な世
界において，有権者が自分達の思ったり考えたりし
ていることを，きわめて限られた一定の形式にのっ
とって表現するコミュニケーションなのである。そ
れはあらかじめ約束されたルールに従って行なわれ
るフォーマルなコミュニケーションという側面をも
つが，じつはわれわれの日常生活における言語によ
るコミュニケーションも，あらかじめ約束された
ルールに従って行なわれるのである」７）。
　また，選挙とは「すぐれて現代的な意味におい
て，『政治的統合』の手段」であると同時に，有権
者側からすれば，「選挙とは自己の判断に従って投
票し，それによって民意を公正に代表するものだ」
とも言える８）。「選ばれる側」「選ぶ側」のどちらに
おいても，「選挙は政治の姿をきめる重要な手続き
の一つである」９）。では，選挙の時の一般的な基準
はどこに置けばよいのか。筆者も指摘したが，「さ
しあたっては，自分自身（および家族）の生活」に
置いてよいのではないか10）。
　ここで１つ確認しておきたいことがある。それ
は，柳井が指摘しているように，選挙というコミュ
ニケーションにとって極めて重要なのは，投票行動
に至る以前の認知なり，評価である。柳井は，その
理由について次のように述べている。「社会情勢が
どうなっているのか，なぜそのようになっているの
かといういわゆる環境認知は直接間接に選挙という
コミュニケーションにつながるはずだからである。
この段階ではこうした環境について知るだけでな
く，選挙というコミュニケーションに用いられる言
葉の意味づけも行なわれているのである。すなわち
われわれが選挙というコミュニケーションにおいて
自分の持っている意味内容を表現するのに用いる乗
ものとしての政党や候補者についての意味づけが行
なわれるのである」11）。
　これを本稿での具体的な次元に落とし込めば，既
に指摘したが，愛荘町が現在および将来的な地域課
題として位置づけている諸問題，それは多分に愛荘
町民が日常生活の中で認知し，評価している表出物
である。町民の多くは，濃淡の差はあれ，自分たち
が置かれている環境を認知している。そして，有権
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者は各政党や候補者が形成している環境イメージや
人物イメージに基づいて，極めて限られた範囲の中
で意味内容を言葉に転換し，それを表出する。すな
わち，「棄権」という表出を含めて，さまざまな形
態の投票行動を展開するのである。投票率とは，こ
れら諸形態の投票行動の一つの表出結果である。柳
井の言葉を借りれば，「適切だと思う言葉」を表出
する（＝投票する）か，それとも「沈黙を守る」（＝
棄権する）12）かという選択肢の中で，前者を選択し
た有権者の割合を示すものである。
　有権者を「政策の消費者」13）と位置づければ，一
般に棄権行為は歓迎されない。明るい選挙推進運動
が今日まで最も力を入れているのが，棄権を少なく
し，投票率を向上させることにあるからだ。選挙
権の行使が至上命題になっている。筆者は，「棄権
という行為のなかに有権者の政治観がこめられて
いる」14）ために，棄権の問題の難しさを認めながら
も，基本的には「選挙権は行使すべきである」と
思っている。例え選択肢が少ない選挙であっても，
有権者は棄権すべきではない。なぜなら，棄権は，
結果として，現在の政治状況を肯定するのと同じ意
味を持つからだ。特に，自分自身や家族の置かれて
いる生活実態や将来の生活に不満・不安を抱いてい
る有権者は，意味内容を言葉に変換し，それを「投
票所」という空間で表出することが大切だと思っ
ている。「ベストの候補がいなければベターの候補
に投票する，ベターの候補がいなければグッドの候
補に投票する，その人もいなければ白紙投票によっ
て，選ぶべき候補がいないという異議申し立てをす
ることで，自らの意思を示すべきだ」15）というのが
筆者の一貫した考えである。一言付言しておきたい
ことは，往々にして選挙権の行使を「投票率」とい
う量的なレベルで問題にしがちであるが，他方で，

「投票質」という質的なレベルでの問題でもあるこ
とだ。後者は，シティズンシップ教育や政治教育に
関わるものである。しかし，本研究で主として求め
られているのは前者であるため，本稿では前者を中
心に考察を進めていくことにする。

４．愛荘町における各級選挙の投票率の推移
　愛荘町では，合併後の2016年７月10日に執行さ
れた第24回参議院選挙までに，国政選挙および地
方選挙が16回行われている。ちなみに，国政選挙
７回（衆議院選挙３回，参議院選挙４回），地方選

挙９回（知事選挙３回，県議会議員選挙３回，愛荘
町長・町議会議員選挙３回）である。町長・町議会
議員選挙を除く13回の選挙のうち，2006年７月２
日に執行された知事選挙および2007年４月８日に
執行された県議会議員選挙以外，投票率は県平均を
下回っている。衆議院選挙では，第45回選挙（2009
年８月30日執行）が19市町中17位（68.08％），第46
回選挙（2012年12月16日執行）が18位（56.03％），
第47回選挙（2014年12月14日執行）が19位（最下位， 
48.64％）であった。参議院選挙では，第21回選挙

（2007年７月29日執行）が14位（58.42％），第22回
選挙（2010年７月11日執行）が17位（55.71％），第
23回選挙（2013年７月21日執行）が18位（46.94％），
第24回選挙（2016年７月10日執行）が19位（最下位，
52.70％）であった。知事選挙は，2006年７月２日
執行の選挙が13位（44.22％），2010年７月11日執
行の選挙が17位（56.43％），2014年７月13日執行
の選挙が17位（47.11％）となっている。
　以上のような，愛荘町における各級選挙（衆議院
選挙，参議院選挙，知事選挙）の投票率の推移か
ら，次のようなことが読み取れる。第１に，国政選
挙においては総じて投票率低下現象が顕著に見られ
る。特に，近年の投票率は昨年の参議院選挙を除い
て40％台と低く，県平均を大きく下回っている。
しかも，直近の衆議院選挙および参議院選挙とも
に，県下で最下位である。第２に，知事選挙では投
票率は選挙ごとに大きく上下しているが，最近２回
の選挙は県平均を大きく下回り，県下で下から３番
目の低さである。
　これを，複数の視点から投票率の推移を見てみる
と，概略，次のような特徴が指摘できる。第１に，
旧町別では，旧愛知川町は総じて「町平均より低
い」（特に，半旧字半住宅開発地，住宅地，住宅密
集地，新興住宅地），農村部，半農半住宅地は，「町
平均より高い」か「県平均より高い」となってい
る。旧秦荘町は，一部を除いて「町平均より高い」
か「県平均より高い」となっている。第２に，地
域形態別では，概ね農村部で「県平均より高い」，
半農半住宅地で「県平均より高い」か「町平均よ
り高い」，半旧字半住宅開発地，住宅地，住宅密集
地，新興住宅地で「町平均より低い」となってい
る。第３に，有権者数規模別では，総じて有権者数
の規模が大きい投票区（約1,000人以上）で「町平均
より低い」，有権者数の規模が小さい投票区（概ね
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1,000人未満）で「町平均より高い」か「県平均より
高い」となっている。これらのことから，愛荘町に
おいては，投票率の高低から見た特徴として，次の
ようなことが言えそうである。投票率が高い（「県
平均以上」）のは，農村部および農村部の面影を色
濃く残している旧住民主体の地域で，総じて有権者
数の規模が小さい投票区である。他方，投票率が低
い（「町平均以下」）のは，住宅（密集）地や新興住宅
地および住宅開発が進行している新住民主体の地域
で，総じて有権者数の規模が大きい投票区である。
　そこで，愛荘町の置かれたこのような政治状況，
とりわけ低投票率の原因を解明し，それを打開する
ために行政として出来うる現実的な対応策，とりわ
け中長期的な解決策に関する暫定的な回答を示すこ
とにする。

５．有権者アンケート調査の概要
　有権者アンケート調査の概要は，次の通りであ
る。①調査対象：９投票区，約3,900世帯，約7,800
人。②調査期間：2017年２月下旬から３月上旬。
③調査方法：配票調査法。④回収数および有効回収
率：993世帯，1,706人，25.42%。なお，当該調査で
は，該当する投票区の各自治会の区長（総代）が，
各世帯につき調査票を２部ずつ配布した。調査は原
則として各世帯２人（単身世帯の場合は１人）に回
答を要請するものであった。なお，調査対象の９投
票区は，構造的に投票率の低い投票区で，旧愛知川
町の７投票区（第12 ～ 15，17 ～ 19区），旧秦荘町
の２投票区（第８，９区）である。質問項目は，属性
項目５（性，年齢，職業，居住地，居住年数），投
票参加に関する項目３，短期的取り組みに関する項
目１，中長期的取り組みに関する項目２，その他１
である。
　本研究では，構造的な低投票率を結果していると
考えられる主要因を析出し，それに対応する行政側
の短期的および中長期的対策（特に，投票所の在り
方に関するもの）を提示することに主眼があること
はこれまでも指摘してきた。この主旨に則って，次
のようないくつかの仮説を立てた。
　仮説１：改正前の公職選挙法では，投票所に入る
ことができる子どもの範囲は幼児までとなってい
た。この規定が，特に子育て世代の有権者が，乳幼
児以外の子どもを連れて投票所に行く機会を奪って
いた（あるいは制限していた）とも考えられる。そ

うであるとするならば，今回の改正によって，その
範囲が児童，生徒その他の18歳未満まで拡大され
たことを周知徹底することによって，特に子育て世
代の有権者の投票機会を確保することは可能である。
　仮説２：現在設置されている期日前投票所は２カ
所であるが，いずれも設置場所が，普段町民が利用
することの少ない町役場およびその関連施設であ
る。投票時間も比較的有権者比率の高いサラリーマ
ン層や主婦層の生活実態にあまり合致していない。
これが低投票率の主要因の一つと捉えれば，期日前
投票所の増設と投票時間を弾力化することで投票率
を向上させることができる。
　仮説３：投票に消極的な有権者は，投票のためだ
けに投票所を訪れることを面倒だと思っているので
はないか。そうであるとするならば，「ついでに投
票」ができる場所（特に，ショッピングセンターな
どの商業施設）に期日前投票所を設置（あるいは増
設）すれば，買い物のついでに投票しようとする有
権者（特に，主婦層や子育て世代）をひろうことが
できる。
　仮説４：高齢者など「投票弱者」への配慮が足り
ないのではないか。特に，自らの交通手段を持たな
い高齢者などは，外出・移動が困難である。また，
路線バスや乗合タクシーなどの公共交通機関が十分
でない地域に居住する町民が自ら投票所に足を運ぶ
ことは，大きなエネルギーを必要とする。このよう
な高齢者等には，投票所への移動手段の支援が必要
である。そうであるとすれば，「投票弱者」として
の有権者を巡回バスなどにより，期日前投票所およ
び最寄りの投票所まで送迎すれば，投票率が向上す
る。
　仮説５：期日前投票所を設置するには様々な課題
がある。例えば，「ネットワークの構築」「投票所
スペースの安定的な確保」「投票の秘密等を確保す
るためのスペースの確保・創出」「投票箱・投票用
紙の保管場所の確保」「従事者の確保」などが挙げ
られる16）。これらの課題の多くは予算措置を伴うた
め，現実問題として常態的に設置できる期日前投票
所の数には限りがある。そうだとするならば，一時
的な期日前投票所（自動車による移動投票所17）を含
む）を投票区ごとに設置すれば，交通手段に乏しい
高齢者や忙しいサラリーマン層の投票機会を確保す
ることができる。
　仮説６：仮説２とリンクするが，頻繁に人の往来
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があるショッピングセンターなどの商業施設は，有
権者にとって利便性の高い施設である。このような
施設が期日前投票所となっていれば，選挙当日も引
き続き投票所として使用することによって，一層投
票効果を高めることができる。
　仮説７：選挙当日，自己の属する投票区以外のい
ずれの投票区の投票所でも投票することができるよ
うにすれば，近隣にある投票所の他，有権者にとっ
て利便性の高い投票所で投票ができるようになり，
特に「交通弱者」や高齢者等の投票機会を確保する
ことができる。
　これらの仮説を立てるときに留意し，参考にした
のが，①公職選挙法および公職選挙施行令の改正に
よって適用されるようになった項目，②投票環境の
向上方策等に関する研究会で検討された項目であ
る。前者に関して，注目に値する項目を３点挙げて
おこう。１つは，投票所における選挙人名簿対照の
オンライン化である。これまでは，投票所における
選挙人名簿の対照については，投票所にある紙の名
簿または電磁的記録媒体に記録された名簿データと
対照されるとされ，オンラインによる対照はできな
いとされていた。また，期日前投票においては，期
日前投票所を複数設けた場合，二重投票を防止する
ため，有権者の投票済の情報を各期日前投票所間で
共有する必要から，補助的にオンラインによって行
うことができるとされていた。しかし，今回の改正
によって，市町村の選挙管理委員会（本庁）と投票
所との間に安全なネットワークを構築できるなどの
技術的な条件整備が見込める場合には名簿対照のオ
ンライン化が可能になった18）。
　２つは，共通投票所制度の創設である。これは，
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律お
よび公職選挙法の一部を改正する法律（平成28年法
律第24号）により，2016年６月20日以後初めてそ
の期日を公示される衆議院選挙の期日の公示の日ま
たは参議院選挙の期日の公示の日のうちいずれか早
い日以後その期日を公示または告示される選挙から
創設されたものである。この制度によって，選挙の
当日，既存の投票区の投票所とは別に，市町村の区
域内のいずれの投票区に属する選挙人も投票できる
よう，投票所の柔軟な増設が可能になった。この制
度創設の背景には，投票環境の向上を投票所配置の
面から図っていく場合には，個々の有権者が置かれ
ている状況が異なる以上，有権者によって行きやす

い，また利用しやすい投票所は異なるという認識が
存在している19）。
　３つは，期日前投票の環境改善である。これに
は，商業施設等への期日前投票所の設置と期日前投
票での投票時間の弾力的設定とがある。前者は，駅
構内や商業施設など頻繁に人の往来がある施設や大
学に期日前投票所を設置して，子育て世代や若年層
等の投票率向上等の効果を上げようとするものであ
る20）。後者は，国会議員の選挙等の執行経費の基準
に関する法律および公職選挙法の一部を改正する法
律（平成28年法律第24号）により，2016年６月20
日以後初めてその期日を公示される衆議院選挙の期
日の公示の日または参議院選挙の期日の公示の日以
後その期日を公示または告示される選挙から，期日
前投票の投票時間の弾力化が可能になった。これま
での制度では，期日前投票の投票時間は，一の期日
前投票所については，午前８時30分から午後８時
までと定められており，それ以外の期日前投票所
は，開始時刻を繰り下げ，終了時刻を繰り上げるこ
とができることとされていて，開始時刻を午前８時
30分より前に繰り上げたり，終了時刻を午後８時
より後に繰り下げることはできなかった。しかし，
投票時間を弾力化することで，朝早めに出勤する通
勤者や夜少し帰りが遅くなる通勤者等が期日前投票
を行えるようになったり，また，ショッピングセン
ターの閉店時刻等に合わせて期日前投票所の終了時
刻を設定することで，買い物をしている有権者の投
票機会を新たに創出することが可能となる。この制
度を運用するうえで考慮しなければならないこと
は，投票時間の弾力的設定へのニーズについては地
域性があるため，各期日前投票所の立地や利用状況
等を踏まえて設置する必要があるということだ21）。
　次に，公職選挙法および公職選挙法施行令の改正
によって可能となった項目，ならびに投票環境の向
上方策等に関する研究会で検討された項目を参考に
して立てた諸仮説が，有権者に対してどの程度説得
力を持ちうるのかを調べるために，有権者アンケー
ト調査のデータ分析を行うことにする。

６．有権者アンケート調査の分析
　調査項目のうち，特に短期的取り組みに関する項
目は，投票率を向上させるために愛荘町が実施に向
けて前向きな姿勢を示しているものである。各質
問に対する回答者の同意（「そう思う」「まあそう思
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う」）が高ければ，それだけ施策に反映される可能
性が高くなると考えられるものである。もちろん，
回答者の同意率が高ければ必ずそれが施策の俎上に
上り，行政施策として実現するとは限らない。この
ように言う主な理由が２つある。１つは，今回の有
権者アンケート調査は，悉皆調査ではないし，ま
た，有効回収率も高くはない。しかも，回答した調
査対象者の多くは政治的関心を持っている人である
と考えられることだ22）。データに一定のバイアスが
かかっており，いわゆる，代表性の問題がある。２
つは，財政上の問題で，特に大きな予算措置を伴う
ものは，実施に向けて多くのハードルをクリアしな
ければならないことだ。ただ，そうは言うものの，
行政側も町民（有権者）の意向を最大限尊重するこ
とが求められると理解すれば，調査対象者の同意率
が高い項目は，今後近未来において，出来うる限り
施策に反映する必要があるのではないか。
　以下で，各質問項目において見られる特徴につい
て示しておきたい。

［１］ 属性項目において見られる特徴（単純集計）
⑴ 性別：男性48.4%，女性50.7% で，ほぼ均整がと

れている。
⑵ 年齢別：60歳以上の割合が58.1%（60歳代31.4%，

70歳以上26.7%）となっており，準高齢者層およ
び高齢者層に偏っている。

⑶ 職業別：有職者は41.4%（会社員30.1%，自営業
8.6%，公務員2.7%）で，無職28.0%，専業主婦
17.5% となっている。

⑷ 投票区別：回答者率の割合に，大きな差が見られ
る。20% 前後が４投票区（第８，９，12，13区），
15% 前 後 が ４ 投 票 区（ 第14，15，17，18区 ），
10% 未満が１投票区（第19区）となっている。回
答者数の構成比は，有権者数の多い第17，13投
票区で大きく（第17区20.6%，13区17.8%），他方，
少ない２つの投票区（第18，19区）で極端に小さ
くなっている（第18区2.3%，19区2.7%）。

⑸ 居住年数別：「20年以上」が72.0%，「10 ～ 20年」
が11.8% で，比較的居住年数の長い人の割合が高
い。

　以上から，単純集計においては，性別以外は標本
の構成比のバランスが取れていないと言えよう。
　集約された標本が上記のような問題点を内包して
いることを認識しつつ，次に，投票率向上に向けて

短期的および中長期的にどのような施策に取り組む
のが有効だと調査対象者が思っているのか，という
ことについて見ておこう。この場合の施策とは，既
に述べたが，主として投票所の在り方に関するもの
である23）。

［２］ 投票所をわかりやすい施設に設置
　単純集計では，「そう思う」53.8%（「大いにそう
思う」22.6%，「まあそう思う」31.2%），「そう思わ
ない」42.4%（「あまりそう思わない」28.8%，「全く
そう思わない」13.6%）で，同意派が不同意派を11.4
ポイント上回っている。属性項目別では次のように
なっている。①性別：同意派は，女性が男性を大
きく上回っている（女性59.2%，男性48.9%）。②年
齢別：同意派の割合は，若年層で高く（18 ～ 19歳
66.7%，20歳代58.7%，30歳代63.6%），準高齢者層
および高齢者層で低くなっている（60歳代51.3%，
70歳以上49.0%）。③職業別：同意派の割合は，学
生（75.0%），専業主婦（65.5%），公務員（58.7%）で高
く，自営業（46.9%），無職（50.1%），会社員（50.8%）
で低くなっている。④投票区別：同意派の割合が高
いのは，第19区（65.3%），13区（58.0%），12区（57.4%）
で，低いのは第18区（41.0%），８区（50.2%），14区

（50.3%），９区（51.0%）となっている。⑤居住年数
別：同意派の割合は，居住年数が短いほど高く（「５
年未満」65.8%，「５～ 10年」67.4%），長いほど
低くなっている（「10 ～ 20年」53.0%，「20年以上」
51.8%）。

［３］ 18歳未満の子どもを連れて入場可
　単純集計では，「そう思う」56.7%（「大いにそう
思う」22.2%，「まあそう思う」34.5%），「そう思わ
ない」39.6%，（「あまりそう思わない」27.8%，「全
くそう思わない」11.8%）で，同意派が不同意派を
17.1ポイント上回っている。属性項目別では次のよ
うになっている。①性別：同意派は，女性が男性
を大きく上回っている（女性61.4%，男性52.8%）。
②年齢別：同意派の割合は，20歳代（60.8%），50歳
代（59.9%），60歳代（58.7%）で高くなっているが，
不同意派は，18 ～ 19歳（44.4%），30歳代（43.9%），
40歳代（43.7%）で高く，子育て世代にはあまり同
意が得られていない。③職業別：同意派の割合
は，学生（66.7%），専業主婦（66.3%）で高く，公務
員（50.0%），無職（51.6%）で低くなっている。④投
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票区別：同意派の割合は，第19区（67.4%），14区
（62.8%），18区（59.0%），17区（58.5%）で 高 く， 第
９区（53.0%），12区（53.4%）で低くなっている。⑤
居住年数別：同意派の割合は，居住年数が短いほ
ど高くなっている（「5 ～ 10年」61.2%，「５年未満」
59.0%）。

［３］ ショッピングセンター（商業施設）に期日前
投票所を増設し，投票時間を弾力化
　単純集計では，「そう思う」69.2%（「大いにそう
思う」35.1%，「まあそう思う」34.5%），「そう思わ
ない」27.6%（「あまりそう思わない」17.5%，「全く
そう思わない」10.1%）で，同意派が不同意派を46.1
ポイントも上回っている。属性項目別では次のよ
うになっている。①性別：同意派は，女性が男性
を上回っている（女性72.7%，男性66.6%）。②年齢
別：同意派の割合は，若年層（20歳代80.4%，18 ～
19歳77.7%）および壮年層（30歳代86.5%，40歳代
80.8%）で高く，準高齢者層および高齢者層（60歳
代66.2%，70歳以上55.6%）で低くなっている。③
職業別：同意派の割合は，公務員（80.5%），会社員

（77.8%），学生（75.0%），専業主婦（71.6%）で高く，
いずれも７割を超えているが，無職（57.5%）や自営
業（66.0%）で低くなっている。④投票区別：同意派
の割合が高いのは，第19区（76.1%），14区（76.0%），
９ 区（74.8%），12区（74.5%），15区（72.1%）で， い
ずれも７割を超えている。それに対して，第18区

（59.0%），13区（64.7%），８区（65.6%）では相対的に
低くなっている。⑤居住年数別：基本的に，居住年
数が短いほど同意派が高くなっている（「５年未満」
84.6%，「５～ 10年」86.8%，「10 ～ 20年」80.1%）。
それに対して，「20年以上」は同意派が64.8% で，
単純集計の同意派の割合を大きく下回っている。

［４］ 自動車による移動投票所を含め，一時的な期
日前投票所の設置
　単純集計では，「そう思う」48.5%（「大いにそう思
う」15.7%，「まあそう思う」32.8%），「そう思わな
い」47.9%（「あまりそう思わない」34.1%，「全くそ
う思わない」13.8%）で，同意派，不同意派が拮抗
している。属性項目別では次のようになっている。
①性別：同意派は，女性が男性を僅かに上回ってい
る（女性50.1%，男性47.3%）。②年齢別：同意派の
割合は，若年層（18 ～ 19歳77.8%，20歳代63.0%）

で高いが，30歳代および準高齢者層，高齢者層で
は不同意派が同意派を上回っている（30歳代：同意
派47.3%，不同意派53.5%，60歳代：同意派47.9%，
不同意派50.2%，70歳以上：同意派44.2%，不同意
派59.0%）。③職業別：学生で同意派（83.4%）が圧倒
している。公務員，専業主婦は同意派が不同意派
を上回っている（公務員：同意派54.3%，不同意派
43.5%，専業主婦：同意派51.2%，不同意派45.8%）
が，自営業，無職，会社員は不同意派が同意派を
上回っている（自営業：同意派44.9%，不同意派
54.4%，無職：同意派46.4%，不同意派57.4%，会社
員：同意派48.8%，不同意派50.6%）。④投票区別：
同意派の割合が高いのは，第18区（56.4%），17区

（54.3%），14区（53.9%）で，低いのが第15区（42.3%），
9区（44.3%），12区（45.5%）である。⑤居住年数別：
同意派の割合は，「５年未満」（55.5%），「10 ～ 20年」

（53.5%）で高く，「5 ～ 10年」（45.7%）で低くなって
いる。

［５］ 有権者を投票所および期日前投票所まで巡回
バスで送迎
　単純集計では，「そう思う」36.9%（「大いにそう
思う」10.8%，「まあそう思う」26.1%），「そう思わ
ない」60.3%（「あまりそう思わない」40.1%，「全く
そう思わない」20.2%）で，不同意派が同意派を圧
倒している。属性項目別では次のようになってい
る。①性別：同意派は，女性が男性を上回っている

（女性39.2%，男性35.3%）。②年齢別：同意派の割
合は，30歳代（29.1%），40歳代（33.0%）で低く，年
齢が高い層で高くなっている（50歳代40.5%，60歳
代37.3%，70歳以上40.7%）。③職業別：公務員，学
生，無職では同意派が40% 台を占めている（公務員
43.5%，学生41.7%，無職40.7%）が，会社員（32.0%）
や自営業（34.0%）はかなり低い。④投票区別：投票
区による格差が大きく，第18区や13区では同意派
が40% 台を占めている（第18区46.2%，13区41.3%）
が，他方で，第９区，19区，12区では同意派は
３割ほどである（第９区25.2%，19区30.4%，12区
31.3%）。⑤居住年数別：「５～ 10年」で同意派の割
合が28.7% と非常に低くなっている他は，38% 前後
となっている。
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［６］ 選挙当日もショッピングセンター（商業施設）
を投票所として使用
　単純集計では，「そう思う」60.7%（「大いにそう
思う」27.7%，「まあそう思う」33.0%），「そう思わ
ない」34.0%（「あまりそう思わない」21.0%，「全く
そう思わない」13.0%）で，同意派が不同意派を圧
倒している。属性項目別では次のようになってい
る。①性別：非常に拮抗している（男性61.0%，女
性60.7%）。②年齢別：ほぼ年齢が若いほど，同意
派の割合は高い（18 ～ 19歳88.9%，20歳代71.7%，
30歳 代79.1%，40歳 代73.9%，50歳 代64.6%，60歳
代57.4%，70歳以上48.1%）。③職業別：同意派の
割 合 は， 学 生（83.3%）， 会 社 員（70.2%）， 公 務 員

（65.2%）で高くなっているが，自営業（55.1%）や無
職（49.9%）では低い。④投票区別：第12区（69.9%）
および9区（69.6%）で同意派の割合が相当高くなっ
て い る が， 他 方 で， 第18区（51.2%）お よ び19区

（52.1%）では低くなっている。⑤居住年数別：居住
年数が短いほど同意派の割合が高く（「５年未満」
79.5%，「５～ 10年」71.3%，「10 ～ 20年」71.3%），

「20年以上」は56.5% と低い。

［７］ 居住する投票区以外での投票
　単純集計では，「そう思う」44.0%（「大いにそう
思う」16.2%，「まあそう思う」27.8%），「そう思わ
ない」52.4%（「あまりそう思わない」39.7%，「全
くそう思わない」12.5%）で，不同意派が同意派を
8.4ポイント上回っている。属性項目別では次のよ
うになっている。①性別：同意派は，女性が男性
を上回っている（女性46.3%，男性41.8%）。②年齢
別：若年層ほど同意派の割合が高くなっている（20
歳 代62.0%，30歳 代55.4%，40歳 代49.0%，50歳 代
44.6%，60歳代43.7%，70歳以上36.1%）。特に，20
歳代と70歳以上の差は25.9ポイントもある。③職
業別：同意派の割合は，学生（50.0%），専業主婦

（47.8%），会社員（47.3%）で高く，自営業（38.8%），
無職（38.8%）で低くなっている。④投票区別：同
意派の割合は，多くの投票区で40% 台であるが，
第９区および19区で50% 台（第９区58.3%，19区
56.6%），第８区で30% 台（35.9%）となっている。⑤
居住年数別：ほぼ居住年数の長さに比例する形で同
意派の割合が高くなっている（「５年未満」58.9%，

「５～ 10年」51.2%，「10 ～ 20年」53.0%，「20年以上」
40.1%）。

［８］ 共通投票所ができれば投票所の変更や統一
　これは，前述の「居住する投票区以外での投票」
において，「そう思う」と回答した調査対象者に
対しての質問（枝分かれ質問）である。単純集計で
は，「そう思う」74.4%（「大いにそう思う」23.2%，

「まあそう思う」51.2%），「そう思わない」19.5%
（「あまりそう思わない」14.1%，「全くそう思わな
い」5.4%）で，同意派が不同意派を圧倒的に上回っ
ている。属性項目別では次のようになっている。
①性別：非常に拮抗している（女性74.7%，男性
74.5%）。②年齢別：ほぼ年齢層が下がるほど，同意
派の割合が高くなっている（18 ～ 19歳100.0%，20
歳 代76.7%，30歳 代87.0%，40歳 代76.4%，50歳 代
75.8%，60歳代75.8%，70歳以上64.6%）。③職業別：
公務員，学生，会社員で同意派の割合が高い（公務
員85.0%，学生83.3%，会社員78.1%）が，無職では
相対的に低い（66.3%）。④投票区別：投票区ごと
の差は大きくはないが，同意派の割合が第19区で
80.8% となっているのに対して，第17区で69.9%，
８区で70.5% と相対的に低くなっている。⑤居住年
数別：「５～ 10年」（80.9%），「10 ～ 20年」（78.2%）
で同意派の割合が高くなっているが，居住年数の長
短で大きな差はない。

７．分析結果のまとめと課題
　ここで，上記の作業を踏まえて，データ分析の結
果をまとめておこう。上記の有権者アンケート調査
は，愛荘町が同町の投票率向上に向けて行うことが
望ましいと思われる短期的および中長期的行政施
策（特に，投票所の在り方）について，有権者がど
のように考えているのかということを探るために行
われたものである。ただ，調査対象者を構造的に投
票率の低い投票区の有権者に限定したのは，投票環
境，とりわけ投票所の在り方を改変することによっ
て，一定の投票率の向上を期待できるのではないか
と考えたからである。これまで投票参加に消極的で
あった有権者に対して，従前の投票環境が有権者の
足を投票所に向けさせるに十分な行政的配慮がなさ
れたものであったのか，といった点の検証も必要で
あった。投票環境の向上を投票所配置の面からは
かっていくには，個々の有権者が置かれている状況
が異なる以上，有権者によって行きやすい投票所は
異なるという認識に立つことが重要である24）。今回
の調査では，特にこの言葉の持つ意味は大きい。
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　既に述べたことではあるが，当初は悉皆調査を行
うつもりであった。しかし，時間的，物理的な理由
でそれを断念せざるを得なかった。本来ならば投票
率の高い（＝「県平均以上」）投票区の有権者にも意
向調査を行い，さらに投票率を向上させるためにど
のような投票環境の整備を行えばよいのか，といっ
た点についても一定の方向性を示すことができれば
よかったのではないかと思われる。この点に関して
は，今後の課題の一つとして留意しておきたい。
　では，データ分析の結果から何が言えるのか，あ
るいは，何が言えそうなのか。このことに関して，
言及しておきたい。今回の有権者アンケート調査
は，主として公職選挙法および公職選挙法施行令の
改正によって可能となった項目，それに投票環境の
向上方策等に関する研究会での検討項目を参考にし
て，７つの仮説を立て，これらの仮説が有権者に対
してどの程度説得力を持ちうるのかを調べたもので
ある。ここで確認しておきたいことは，今回の有権
者アンケート調査は意向調査であるため，仮説を検
証するという性格のものではないことだ。あくまで
も，調査対象者がこれらの仮説を投票率向上のため
の施策として有効だと思うのか，そうは思わないの
かといったレベルのものである。そのように理解し
た上で，分析結果から見られる特徴についていくつ
か指摘しておこう。
　仮説１については，子育て世代の有権者の投票機
会を確保することが期待できる施策であり，また，
付随効果として子どもたちの政治教育が期待できる
施策であるとの認識があった。分析結果は，同意率
が全体で50% 台後半を示し，有効な施策として一
定の理解が得られていると言えるのではないか。特
に，女性，20歳代，50歳代，60歳代，専業主婦，
住宅地や新興住宅地，居住年数が短い有権者の理解
度が高い。
　仮説２および仮説３については，これまで２カ所
に設置されていた期日前投票所に加えて，ショッピ
ングセンターなどの商業施設に期日前投票所を増設
し，かつ投票時間を弾力化することによって，主と
してサラリーマン層や主婦層（子育て世代）の投票
参加の向上が期待できる施策であるとの認識があっ
た。分析結果は，期待通りで，全体で７割弱の高い
同意率であった。ただ，相対的にではあるが，準高
齢者層や高齢者層，無職，旧住民主体の地域，居住
年数の長い調査対象者の同意率は低いという結果で

あった。
　仮説４については，自らの交通手段を持たない高
齢者など「投票弱者」に対して投票所への移動手段
の支援をすることで，これらの有権者の投票参加が
促されるのではないかとの期待を抱かせる施策であ
るとの認識があった。だが，分析結果は，以外にも
同意率が低く，３割台であった。調査対象者の多く
は，これを実施する施策としては認識しなかった。
つまり，彼らは，行政が有権者に対してそこまで手
厚く手を差し伸べることの必要性を認めなかった , 
ということであろう。
　仮説５については，自動車による移動投票所を含
めて，一時的な期日前投票所を各投票区に設置する
ことによって，交通手段に乏しい高齢者や忙しいサ
ラリーマン層の投票機会が確保できる施策であると
の認識があった。分析結果は，同意・不同意が拮抗
し，必ずしも施策として有効であるとの結果が得ら
れたわけではなかった。属性項目別に見ると，新住
民主体の地域および若年層や壮年層で同意率が高く
なっていたが，無職および準高齢者層や高齢者層の
同意率が低かったことは，ある意味想定外であった。
　仮説６については，利便性の高いショッピングセ
ンターなどの商業施設を期日前投票所としている場
合，選挙当日も引き続き投票所として使用すれば，
一層投票効果が高まることが期待できるとの認識が
あった。案の定，分析結果は，同意率が６割を超
え，その有効性が認められた感じだ。とはいうもの
の，高齢者層や無職の人たちの同意率は５割未満
と，それほど高くはない。
　仮説７については，選挙当日，近隣にある投票
区など有権者にとって利便性の高い投票所で投票
できるようにすることによって，「交通弱者」や高
齢者等の投票機会を確保することができるとの期待
があった。分析結果は，同意率が４割台前半で，調
査対象者には必ずしも施策として有効であるとの認
識はされていない。ただ，若年層および居住年数が
短い人たちは，５割以上が有効との認識を示してい
る。これについては，まだ中央で検討段階にあるの
で，今後の課題である。
　その他，仮説６と７に関連して，次のような枝分
かれ質問をしている。それは，自己が属する投票区
の投票所以外の投票所で投票ができるようにすれ
ば，投票率が上がると思うと回答した調査対象者に
対しての質問である。ここでは，行政側の思いとし
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て，共通投票所ができれば投票所を公共施設に変更
することが可能になったり，各投票所を統一するこ
とによって，投票所の数の縮減が可能になるのでは
ないかというものだ。これには，７割以上が同意し
ているが，高齢者層や無職では６割台半ばの同意率
に留まっている。
　今ひとつ，アンケート調査の原案に追加された質
問項目に，「投票所をわかりやすい施設に設置する」
というものがある。これについては，同意率が５割
強で，その有効性が認められたと言っていいであろ
う。特に，若年層，公務員，専業主婦，居住年数の
短い人たち，住宅密集地や新興住宅地の人たちは６
割以上の同意率を示している。
　さて，ここで調査結果についてのまとめをしてお
こう。既に何度も述べているが，今回の調査研究で
の主眼は，愛荘町において投票率の向上を図るため
に短期的および中長期的に取り組むべき現実的な施
策を提示することにあった。そのために，行政とし
て実施可能な方法についていくつかの仮説を立て，
それらの仮説が有権者の同意を得られるかどうか確
認するために，有権者アンケート調査を行った。そ
の結果，調査対象者の過半数が同意を示した諸施策
は，基本的にその実施を望んでいると理解してよい
のではないかと思われる。ただ，行政が施策として
実施する場合，設備や人件費等に係る財政上の課題
など行政を取り巻く諸事情を考慮する必要もある。
それは自ずと，実施する施策の優先順位をつけるこ
との必要性を結果する。もし，優先順位をつけると
すれば，その基準を何に求めることが妥当なのか。
客観的な基準の一つが，調査対象者の同意率の高さ
であろう。ここでは，それに基づいて，今後行政と
して実施することが望ましいと思われる施策を，以
下に優先順位をつけて提示しておくことにする。
　最優先すべきは，これまで２カ所に設置されてい
た期日前投票所に加えて，ショッピングセンターな
どの商業施設に期日前投票所を増設し，かつ投票時
間を弾力化するという施策である。同時に，これと
リンクさせて，同投票所を選挙当日も引き続き共通
投票所として使用すれば，さらに効果が見込めるで
あろう。ただ , この施策を実施する場合には , 二重
投票を防止するための環境整備として「ネットワー
クの構築」, すなわち , 投票所における選挙人名簿
対照のオンライン化を行わなければならない。これ
には予算措置が必要であり , 実施に際して町民や議

会の理解が必要となる。
　次に実施することが望ましい施策は，18歳未満
の子どもを連れて投票所に入ることが可能であるこ
とを , 様々な機会を通じてもっと有権者に PR する
ことである。この施策は , ほとんど財政的負担は発
生しない。
　さらに , 投票所をわかりやすい施設に設置する
という施策を行うことも重要である。特に , 町民と
なって日の浅い新住民は , 旧住民や居住年数の長い
住民ほど自治体内の諸事情に明るくはない。事情に
不案内な住民への配慮の一つとして , 施策に反映す
ることが望まれる項目である。
　以上が , 今回愛荘町から要請があった地域課題に
対して , 共同して行った調査研究から導き出された
結論と残された課題である。
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はじめに
　膳所茶臼山古墳は、安土瓢箪山古墳や荒神山古墳
と並ぶ規模を誇る、近江の三大前方後円墳のひとつ
である。山背との境界をなす音羽山山系から東にの
びた丘陵の突端部に位置し、古墳からは琵琶湖およ
び近江の肥沃な平野部一帯を広く見渡すことができ
る。すぐ南東で琵琶湖から瀬田川が流れ出してお
り、まさに近江の玄関口ともいえるその立地性か
ら、琵琶湖の水上交通を統括するような被葬者像が
想定されている（細川1994b など）。また、五色塚
古墳や摩湯山古墳などとともに「佐紀陵山型」の築
造類型の古墳との理解が示され、同様の古墳が畿内
周辺の交通の要衝に特徴的に分布することから、王
権の戦略的意図の反映と評されることもある（下垣
2011）。
　このように膳所茶臼山古墳は、古墳時代前期後半
～中期という時期にあって、近江、ひいては畿内
中枢部の中にあっても重要な古墳のひとつといえ
るが、過去に小規模な調査がおこなわれているもの
の、その実態が不明確であり、墳丘規模の確定には
至っていない。先に挙げた近江の三大前方後円墳の
うち、安土瓢箪山古墳については、後円部の竪穴式
石槨から出土した鏡や石製腕飾類、筒形銅器をはじ
めとする豊富な副葬品が知られ（梅原1938）、また
荒神山古墳については、彦根市による近年の発掘調
査で墳形と墳丘規模が確定し、出土した埴輪から前
期末頃に時期比定されている（谷口・林2010）。そ
れに対して、膳所茶臼山古墳は、遺跡の評価に考古
学的な基礎情報が追い付いていないのは明らかであ

り、特に荒神山古墳とはほぼ同規模でありながら墳
丘規模の順位付けも未確定であるなど、課題が多い。
　滋賀県立大学考古学研究室では、膳所茶臼山古墳
をめぐる上記のような現状と重要性を鑑み、詳細な
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墳丘測量図の作成を計画した。その当時、県立大学
の定森秀夫は、非常勤講師として京都府立大学大学
院での授業を担当していた縁があり、かつ府立大学
が牧野車塚古墳や禁野車塚古墳など畿内の大型前方
後円墳の測量実績とノウハウをもっていたことか
ら、ふたつの大学で共同調査をおこなう運びとなっ
た。滋賀県立大学と京都府立大学の学生を中心にし
て混在したメンバーで実施することができ、このほ
かに立命館大学などからも参加があったことから、
調査を通じて学生どうしの相互交流とスキルアップ
をはかる絶好の機会にもなった。そのなかでも継続
的に調査に参加した主要なメンバーは下記の通りで
ある（いずれも調査参加当時）。

　大西遼・樫木規秀・水野克紀・八木宏明（以上、
滋賀県立大学）、笹栗拓・鳥越祐江（以上、京都府
立大学）、原田昌浩・森藤徳子（以上、立命館大学）
　なお、現地調査は2011年３月17日から開始し、
2013年７月６日までの期間で断続的におこなった
が、作業自体は2011・2012年度に主に進めている。
さらに調査完了から今回の報告までに長い時間が経
過してしまったが、これについては調査が３カ年に
及び長期化したため学生の入れ替わりがあり、かつ
主要なメンバーの就職等による環境の変化があった
ことによる。なにとぞご寛容いただきたい。 （笹栗）

図２．膳所茶臼山古墳と周辺の遺跡（滋賀県教育委員会 2011 を一部改変）

201－183 膳所廃寺遺跡、201－184 膳所城遺跡、201－185 膳所湖底遺跡、201－186 御殿浜古墳、201－188 茶臼山古墳・小茶臼山古墳、201－189 園山古墳群、
201－190 石山国分遺跡、201－191 粟津湖底遺跡、201－193 国分大塚古墳、201－195 蛍谷遺跡、201－268 青江遺跡、201－270 堂ノ上遺跡、
201－275 唐橋遺跡、201－280 近江国府跡、201－315 膳所城下町遺跡 (主要な遺跡のみ )

図２　膳所茶臼山古墳とその周辺の遺跡（滋賀県教育委員会2011を一部改変）
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１．位置と環境
　膳所茶臼山古墳は、大津市秋葉台・膳所平尾町・
膳所雲雀丘町に所在し、音羽山山系からのびる丘陵
の先端、茶臼山に築造された前方後円墳である（図
１）。この場所は、琵琶湖の南端や東西交通の要衝
である瀬田地域を望む位置にあたる（図２）。
　当古墳周辺では、旧石器時代の明確な遺構は確認
されていないが、青江遺跡、螢谷遺跡等で国府型ナ
イフ形石器が出土している。縄文時代については石
山遺跡で早期の、粟津湖底遺跡で早期～中期の貝塚
が見つかっている。弥生時代のものとしては、膳所
湖底遺跡が知られ、中期の磨製石剣等が発見されて
いる。
　古墳時代には当地域でも古墳が認められ、皇子山
古墳をはじめとする首長墳級の造墓活動が本古墳よ
りも北側のエリアでおこなわれたのち、前期後半～
中期にかけて本古墳と陪塚とされる小茶臼山古墳が
築造される。これに続く中期の古墳はなく、以降の
首長墳は大津市北郊へ移るが、後期になると全長約
45ｍの前方後円墳で横穴式石室をもつ石山国分古
墳や２基からなる本多神社境内の御殿浜古墳、８基
の群集墳である園山古墳等が築かれる。なお、集落
の状況は調査事例がなく不明である。
　古代については、７世紀後半頃に造営されたとみ
られる白鳳寺院の膳所廃寺があるほか、聖武天皇が
東国行幸の際に設置した禾津頓宮にかかわる８世紀
中頃の大型掘立柱建物等が検出された膳所城下町遺
跡がある。また、平城京の離宮とされた保良宮の比
定地である石山国分遺跡や瀬田川を渡河した地点に
は近江国府跡が所在している。中世～近世は、調査
事例が少ないため不明な部分もあるが、1586年（天
正14）に大津城が築かれる。関ヶ原合戦が終了した
後、大津城は廃城となり、1601年（慶長６）戸田一
西が入部し、新たに膳所城が築城された。膳所城下
町は、築城以降徐々に整備されたとみられ、17世
紀後半には侍屋敷、町屋、寺院で合計930戸の規模
をもっていたという。
　なお、現在膳所茶臼山古墳に隣接する芭蕉会館に
は膳所城本丸東正面の二重櫓が移築され現存してい
る。 （樫木）

２．膳所茶臼山古墳にかんする調査研究略史
⑴ 既往の調査歴
　膳所茶臼山古墳は、1921年（大正10）、小茶臼山

古墳とともに滋賀県内で初めて国の史跡に指定され
た。1973年（昭和48）、膳所茶臼山古墳の詳細な平
面実測図が公表される。丸山竜平は、元京都大学考
古学研究会の滋賀大学講師、林紀昭からの測量図面
の提供を受けて、古墳の基本情報について紹介した

（図３、丸山1973）。古墳は全長122.5m の前方後円
墳であり、墳丘規格から築造年代は４世紀後半、墳
丘には円筒埴輪を廻らし、後円部頂にも円筒埴輪あ
るいは家形埴輪がみうけられるという。埋葬施設は
確認されておらず、竪穴式石槨石材などの表出もな
く不明とされている。
　1983年（昭和57）には茶臼山の公園化事業に伴
い、大津市教育委員会による古墳周辺の範囲確認調
査が実施される。この調査により、葺石の一部と後
円部の西側から南側の裾に沿って掘られた周濠が検
出された。葺石は、後円部西側裾部で検出され、牛
の頭ほどの大きさの扁平な石材を斜面に貼るように
葺き、その間に小型の石材を詰める構造をしていた
という。周濠は、幅５～ 10m、深さ1.2 ～ 1.5m あ
り、古墳を全周するのではなく、後円部の西側から
南側にかけての丘陵の最も高所の部分にだけ掘られ
ていた可能性が強い。この調査では墳丘の踏査もお
こなわれたが、トレンチを含め遺物は出土していな
い。こうした一連の調査成果については、『新修大
津市史』（松浦・宇野1985）や報告書（松浦1987）に
概略が示されており、周濠位置を示す平面実測図が
公表されている（図４）。
⑵ 墳丘規格に対する言及
　丸山は、上田宏範の方法を膳所茶臼山古墳にも用
いた結果、当古墳は上田のいう A 型式に属し、時
期は４世紀後半としている（丸山1973）。近年は、
墳丘規格から時期だけではなく首長墳の動向や中央
勢力と地域勢力の関係について考察する研究が主流
となっている。岸本直文は、平面形だけでなくテラ
スや墳頂平坦面などの墳丘構造を重視し、測量図を
直接重ねて主軸に沿って半裁したものを比較し、相
似墳から設計規格を認定する。規格の系列によっ
て、地方勢力と中央勢力との間に緊密な関係と首長
系譜の変動があるとする（岸本1992）。膳所茶臼山
古墳については、メスリ山古墳の墳丘に後続する副
系列墳である「渋谷向山型の前方後円墳（後円部３
段＋前方部２段）」と考えたが、この時点では検討
可能な精緻な測量図が存在しないため、断定はして
いない（岸本2010）。下垣仁志は、相似墳の分布状
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図３．膳所茶臼山古墳測量図（丸山 1973）

図４．昭和 58 年発掘調査トレンチ配置図
浦松（      ・宇野 1986，52 頁） 1（松浦・宇野 1986，51 頁）　

2、3（古川 1989，336 頁）　
4、5（細川 1994，30 頁）

図５．埴輪写真・実測図図５　埴輪写真・実測図

図４　昭和58年発掘トレンチ配置図
（松浦・宇野1986, 52頁）

図３　膳所茶臼山古墳測量図（丸山1973）
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況を重視しており、特に前期では S 級古墳と相似
墳である120m を越える A 級は拠点的・一代的分
布を示し、古墳の造営に戦略性があることを指摘し
ている（下垣2011）。その典型的な一例が「佐紀陵
山型」前方後円墳（岸本1992で提唱）であるとし、
佐紀陵山古墳の相似墳として膳所茶臼山古墳を挙げ
る。これらの古墳は、要衝の地に突如として出現し
ており、かなり戦略的な造墓地選定であったとす
る。相似墳の検討にはより緻密な測量図が必要とな
り、「渋谷向山型」か「佐紀陵山型」か、膳所茶臼
山古墳の系列について再検討する必要がある。
⑶ 埴輪の位置づけ
　丸山は、円筒埴輪と家形埴輪の存在について触
れており、『新修大津市史』では、法伝寺（市内所
在）所蔵の茶臼山古墳出土とされる円筒埴輪片５点
の写真が掲載された（丸山1973・48頁、松浦・宇野
1985・50頁）。前川隆平は、近江における円筒埴輪
を集成した際、茶臼山古墳で埴輪を表採し、詳細な
時期は不明としながらも、以前から安土瓢箪山古墳
に続く時期と考えられているとして川西編年の第Ⅱ
期と考えた（前川1987）。古川登は、円筒埴輪片２
点の実測図を紹介し、前川同様、時期を川西編年Ⅱ
期併行とした（古川1989）。さらに、細川修平は、
近江の埴輪について導入期から終焉まで集成した中
で、膳所茶臼山古墳などの導入期かつ交通の要衝に
築造された大型前方後円墳の埴輪は限定的な使用に
留まり、立地と規模と墳形が重要であったとし、大
型前方後円墳は地域間（「畿内」対東国）の政治関係
が築造の契機であるとする（細川1994a）。この論文
中に法伝寺所蔵とみられる埴輪片の実測図を２点掲
載している。埴輪は直径40cm 以上で、突帯は断面
長方形を呈し高く突出し、２次調整として A 種ヨ
コハケを施すものと、タテハケを施すものがある。
大津市教育委員会がおこなった発掘調査や墳丘の踏
査でも遺物は確認されておらず（松浦1987）、出土
品が少ないため、出土遺物の研究は時期の特定のみ
に留まっている状況である（図５）。
⑷ 地域史の中の膳所茶臼山古墳
　近江の古墳を編年的に把握しようとする議論は
1970年代からおこなわれているが、当該地域にお
ける古墳の実態把握が進まなかったため、積極的な
議論は雪野山古墳など前期前方後円墳の発掘調査が
進む1990年代になってからになる。
　膳所茶臼山古墳の築造時期については、膳所茶臼

山古墳を紹介した丸山が初めて考察している。近江
湖西の古墳群について、ふたつ以上の地域首長が併
行して前方後円墳を築造することはなく、湖西を
通して一時期に一墳しか築造はなかったとした上
で、古墳築造順を皇子山古墳→膳所茶臼山古墳→和
邇大塚山古墳→塩津丸山古墳…とした（丸山1974、
1976）。一方で、田辺昭三と岡田精司は、和邇大塚
山古墳が撥形にひらく前方部を持つことなどから、
築造順を皇子山古墳→和邇大塚山古墳→膳所茶臼山
古墳とした（田辺・岡田1978）。以後はこの築造順
が定着する。全国の古墳について集成された『前方
後円墳集成』では、膳所茶臼山古墳は近江西部の大
津南部地域に区分され、Ⅱ式円筒埴輪の出土と墳形
の特徴から集成編年４期に位置付けている（用田・
細川1992）。
　膳所茶臼山古墳の性格については、立地、墳丘規
模から考察されることが多い。丸山は、膳所茶臼山
古墳を含む前方後円墳はいずれも前方部が湖上の
ネットワークや重要路に面して築造されており、こ
の威圧的性質は、古墳築造の契機としてきわめて示
唆的であるとする（丸山1974）。用田政晴は、安土
瓢箪山と膳所茶臼山の規模が似ており、川西編年Ⅱ
期の埴輪、葺石、弥生集落を持たない荒野に突如琵
琶湖に向かって低丘陵上に築かれている点が共通
していると指摘する（用田1990）。その後の論考で
は、船津に接して立地する大型前方後円墳（安土瓢
箪山、荒神山、膳所茶臼山）の被葬者は湖上に力が
及んだ首長であり、中型前方後円墳（和邇大塚山、
西野山、雪野山）は畿内中枢からの使命を帯びて配
置された首長、実務的湖上管理にあたった者とす
る（用田2008）。細川は、大型前方後円墳（安土瓢箪
山、膳所茶臼山）と中型前方後円墳（雪野山）という
二重の前方後円墳支配があり、前者は琵琶湖の水運
を媒体に南近江全体を統括し、後者は南近江を分割
した各地域を支配する存在であったとする。このよ
うな重層的な前方後円墳の造営は、畿内政権の中心
範囲を明確にし、その入口部分の地域とそこに至る
交通関係を構造的、機構的に支配するために採用さ
れた政治的方式としている（細川1994b）。福永伸哉
は、細川の視点を評価しながらも、古墳築造時期の
判定については三角縁神獣鏡など各古墳で相互比較
可能で確実な遺物を用いて考察しており、細川のい
う支配レベルの違いではなく、中央政権における新
旧勢力の主導権争いの結果として役割に違いが生じ
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てきた可能性が高いとした（福永1997）。また、近
藤広は、郡内、河川単位程度の地域間で地域レベル
の首長権移動がみられることを指摘する一方で、膳
所茶臼山古墳は郡域や河川を越えた範囲で交通の重
要なポイントを選んで配置する国レベルの計画的配
置であったとする。その背景として、畿内政権の東
日本進出に伴う交通網の整備と各地域の連携を考え
る（近藤1997）。
　以上、項目に分けて膳所茶臼山古墳の研究につい
て追った。膳所茶臼山古墳は埋葬施設や副葬品など
詳細は不明ながら、近江の中では最も大きな前方後
円墳のひとつであり、畿内中枢の動向とも関連する
地域史研究では外せない存在であるのは明らかであ
る。ただし、本来は考古学的な情報に基づいた議論
が前提となるべきだが、本古墳に関しては公開され
ている情報に限りがあり、その立地や琵琶湖との関
連性などの抽象的な議論に留まっているきらいがあ
る。こうした現状を打破するためには、まず詳細な
墳丘測量図の作成が急務であり、それによってはじ

めて膳所茶臼山古墳の性格や歴史的意義について再
考する下地になるといえるだろう。 （森藤）

３．調査の方法
　今回の墳丘測量調査は、世界測地系第Ⅵ系の平面
直角座標系、および東京湾平均海面（T.P.、以下全
てプラス値であるため＋は省略）の標高値に基づい
て実施し、トータルステーションをもちいた20㎝
コンタによる縮尺1/100スケールの手書きの墳丘測
量図と、面的な３次元座標計測をおこなった。古
墳から南西約300ｍに大津市設置の街区多角点であ
る３級基準点（20D19）と４級基準点（5A256）があ
り、そこから墳丘全体を廻るように閉合トラバース
を組んだ。放射点を設置する場合は１・２点程度ま
でに限定して、測量精度を保った（図６）。
　現在、古墳周辺は茶臼山公園として公園整備がな
され市民の憩いの場となっており、駐車場やグラン
ドなどの設置によって墳丘周辺の地形が改変されて
いる。こうした地形改変部分との境界や、未舗装で
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自然地形をある程度反映した範囲を中心に測量範囲
を定めた。
　このほかに、測量の際に留意した点をいくつか挙
げると、前方部には秋葉神社が鎮座し、後円部も含
めて墳丘頂部に一定程度の改変が見込まれるほか、
墳丘裾ははやくから浸食を受けているようであり、
斜面部にかんしても後円部北側やくびれ部南側など
は盛土が抉り取られた箇所がいくつかあり、人工的
な改変が容易に観察できる。その一方で、テラス部
分が良好に遺存している箇所もみられ、後世の改変
を含めた傾斜変換点をおさえ、墳丘復元に必要なテ
ラスの痕跡を把握することに努め、測量図に反映さ
せている。
　３次元座標計測については、墳丘面でおおよそ
0.5ｍ程度の間隔で測点を取得し、傾斜変換点付近
ではその地形の傾斜がうまく表現されるように意識
しながらやや密に計測をおこなっている。墳丘外に
ついては測点を省いたが、地形の変化に留意しなが
ら適切に測点の計測をおこなった。こうして取得し
た測点は、約34700点であり、第三者が利用可能な
オープンソースとして何らかの形で公開することを
予定している。 （笹栗）

４．測量調査の成果
　今回の測量調査で作成した墳丘測量図を図７に示
す。測量図には、20㎝の等高線と構造物を作図した
ほか、現地観察に基づいて傾斜変換点等を表現し、
墳丘の復元に資する情報を盛り込んでいる。以下で
は、まず墳丘の現状と調査所見を記した上で、墳丘
規模や墳丘の復元案について言及していく。
⑴ 墳丘の立地と周辺地形
　膳所茶臼山古墳は、音羽山山系から琵琶湖方向、
北東側にむかって突き出した丘陵突端部に位置して
おり、戦後～高度経済成長期以前の1960年代まで
は主に農地として使用されていたようである。現
在、周辺は西側・山側を含めて宅地化が進行し、古
墳は茶臼山公園内に保存され、墳丘の周囲にはグラ
ウンドや駐車場などが造成されている。宅地化と公
園整備が進行する以前の地形図をみると、現在グラ
ウンドとなっている南西側から墳丘のある北東方向
にむかって尾根筋がのびているようであり、その地
形を加工して東西方向を主軸とする墳丘を築造して
いるようである。なお、周囲は現在公園化している
が、元来盾形の地割が存在しており、大津市の過去

の調査でも周溝の存在が確認されていることから、
古墳築造に伴って地形改変がなされたのは確実視で
きる。地形図をみる限り、現在駐車場となっている
墳丘南側は東方向の谷地形であり、墳丘の北側には
広い平坦面が存在し、北東側に人家が存在する。東
側の前方部前面側は、急な斜面になっているが、ひ
な壇状に段造成されている。周囲はいずれも長らく
耕作地として土地利用がなされていたようであり、
地形に即して段造成されていたことがわかる。
　なお、今回の調査は現況で判断が可能な墳丘部分
に的を絞り測量調査を実施しているため、周溝等も
含めた全体形状や復元とその評価などは、本稿の

（下）にて改めて検討したい。
⑵ 墳丘の現況
　前方部頂には広い平坦面が存在し、秋葉神社が鎮
座している。前方部前端側が登り口として階段がつ
けられており、前方部の平坦面からスロープとなっ
て後円部墳頂まで登ることが可能である。後円部頂
は樹木が伐採されて開けており、秋葉神社に伴うも
のと思われる基壇が存在する。ただし、それ以外の
斜面や裾部には木々が生い茂っており、観察が難し
い地点が多い。
　墳丘の残存状況については、南側くびれ部に段状
に抉込みがなされ（耕作に伴う可能性大）、後円部
北側では１段目・２段目の裾を中心に大きく抉られ
ている箇所がある。また、後円部西端も南北方向に
直線的に裾が削平されてテラス部分にスロープ状に
道が造成されているようである。裾と周囲の改変状
況は、北側くびれ部裾から外側にかけても大きく抉
込みがなされていることがわかる。さらに前方部前
端側については、ひな壇状に段造成され、墳端を明
確に捉えるのが難しい状況にある（図８）。
　その一方で、上記の範囲以外は概ね良好に墳丘が
残っているとみられ、木々の繁茂があるものの100
ⅿ級の大型前方後円墳であることから、墳丘を詳細
に観察するとテラスの位置や幅など、墳丘構造の詳
細を十分に把握することが可能で、今回の測量調査
では測量図に観察所見を反映することができた。
⑶ 墳丘裾の位置
　上述したように、墳丘は一部に改変がなされてい
るが概ね良好に残存しており、裾については測量
図（図７）に記した傾斜変換点付近を想定すること
ができる。具体的には、後円部北側については西か
ら東にむかって144m ～ 142m のコンタラインが、
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前方部北側は141m あたりがそれぞれ裾と認識でき
る。その一方で南側は後円部で146 ～ 145m、前方
部で144 ～ 143m がそれぞれ裾と認識できるが、北
側に比べ２～３m 程度高いのが特徴で、旧地形の
傾斜を反映しているとみるのが妥当である。また、
南側にかんしては、特に後円部裾が綺麗な円弧を描
かず弓なり状を呈するが、これについても地形との
関係が想定できるとともに、公園化の過程で裾が部
分的に埋没している可能性も考えられる。前方部
前面は、上述したように不明確であるが、142.0 ～
142.2m ラインがおおよそ裾を捉えていると判断で
きる。ただし、立ち上がり部分がやや急角度であ
り、耕作段の造成によって裾が削平されている可能
性が高いとみられ、わずかに内側に裾を設定するの
が穏当である。
　このほかに墳丘裾のアウトラインをみながら全体
の形状を捉えると、前方部側面のうち北側は前端側
からくびれ部にむかって直角に近いまっすぐな角度
で取り付くのに対し、南側は裾のアウトラインがや
や内向きであることから、左右の対称性がやや低い
ことが指摘できる。
⑷ 平坦面の検討
　図９には、テラスや墳頂の平坦面の復元にかかわ
る傾斜変換点を強調し、現状で明瞭な平坦部分を濃
淡で表現した。後円部と前方部の墳丘頂部について
は、社殿の存在からどれほど旧状を留めているかが
判断しづらいが、周囲に削平等の影響によるコンタ
ラインの乱れは明瞭にはみられない。そのため、大
がかりな改変を想定する必要はあまりなく、おおよ
そ旧状を留めている可能性が高いと思われる。
　テラスについては、後円部の西側から前方部の北
側を中心に残りがよく、特に後円部上段は一部を除
いて、本来の墳丘の姿をよく留めている部分とみな
すことができる。ただし一方で、後円部西側から南
にかけて徐々にテラスが不明瞭になり、くびれ部付
近からはテラスを認識するのが難しくなる。ここで
は、斜面は墳丘頂部から裾まで一定の傾斜となって
おり、下段テラスも当然認識できないことから、テ
ラスがはっきりと後円部を全周していなかった可能
性を想定する必要がある。また、これ以外に重要な
点としては、後円部と前方部のテラスには段差が存
在し、前方部側が一段低くなることが明瞭に観察で
きる。類例には丹後の網野銚子山古墳や伊賀の御墓
山古墳などを挙げることができるが、事例はそれほ

ど多いわけではないため、墳丘企画の問題や時期な
どを考える上でひとつの手掛かりを与えてくれる。
　下段テラスについては、後円部北側に幅の狭い平
坦面があり、この平坦面の裾部付近は一定程度の改
変・削平等が見込まれるが、平坦部分の上方・下方
の斜面ともに概ね平行してコンタラインが円弧に
廻っており、裾とテラスとの関係は旧状をよく留め
ていると考える。
　北側くびれ部については、裾に抉込みがあるな
ど、改変の度合いが強いため後円部と前方部の接続
が悪いが、前方部の北側東寄りでもほぼ同じ幅で狭
い平坦面が確認でき、テラスが続いているとみるの
が妥当である。
　前方部前面側は、改変と流出が著しい箇所ではあ
るが、上段・下段ともに南東隅角と前面側にわずか
な平坦面があり、ここまでテラスは接続する可能性
が高いと考える。前方部南側についても部分的に平
坦にみえる箇所が存在するが、北側に比べて墳丘の
傾斜が緩くかなり不明瞭になる。上述したようにく
びれ部は改変を受けているが、後円部側でも南側で
はテラスが不明瞭になる点をふまえると、北側と同
様にテラスが廻っていたのかは判断が分かれるとこ
ろである。
　これ以外で特に気になる点について記すと、後円
部の各段・テラスごとの円の中心点が微妙にずれて
おり、１段目・２段目テラスの中心点よりも墳頂の
中心点はより北寄りにある（図10）。そのため墳丘の
北斜面の方がより斜面勾配がきついのに対し、南側
はやや緩やかであり、こうした傾向は前方部側も同
様である。コンタラインの大きな乱れもないことか
ら、後世の改変とは考えにくい。また、上述したよ
うに本来の地形は南側が高いため地形に左右された
可能性は低く、あえて意図的に後円部頂が北寄りに
なるように設計した可能性を推測するのが妥当であ
る。この点については、北側にテラスが明瞭にみら
れない点などとも密接にかかわる可能性も想定でき
る。
⑸ 造出の復元
　北側くびれ部については、後円部の墳丘北側が東
にむかってひな壇状に３段に成形されており、最も
低い東側の段造成がくびれ部付近の裾に及んでいる
ため、大きな改変を受けている。このためくびれ部
の構造が判然としないが、現地を詳細に観察する
と、くびれ部には本来の墳丘裾とみられる地点より
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図８．墳丘の攪乱と旧地形

図９．テラスの復元にかかわる明瞭な平坦面図９　テラスの復元にかかわる明瞭な平坦面

図８　墳丘の撹乱と旧地形
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も一段高い部分に平坦面が確認でき、この平坦面は
前方部側の下段テラスと近しい高さで接続して北に
広がっていることから、造出を復元できる可能性が
ある。こうしてみた場合、前方部側の裾は北側に鋭
角で屈曲しており、造出の形状を復元する根拠とな
りうる。西側についてはあまり明確でないが、後円
部側から北にわずかな突起状の張り出しが確認で
き、その張り出し部分を最大限に生かすとすると、
前方部から後円部に跨って取り付く造出を北側くび
れ部に復元することができる（図11）。このように
造出が復元できた場合は、造出上面は下段テラスと
同一面で接続する可能性と、現状では前方部側とは
約0.4m、後円部側では約0.8m の比高がそれぞれあ
ることから、わずかな段差を伴う可能性の、両方の
パターンを想定する必要がある。
　なお、造出は一般的には前方部側面に取り付く場
合が多いが、後円部と前方部に跨って造出が取り付
く事例には、津堂城山古墳や巣山古墳、石山古墳

（東方外区）などがあり（角南2014）、これらの古墳
との関連性や時期的な位置付けが問題となる。
　また、南側くびれ部については、現状では造出の
有無を復元する材料に欠けるため、不明である。く
びれ部が大きな改変を受けていることは確かだが、
裾のアウトラインは一定程度維持されているとみる

ことは可能であり、そのように判断した場合には造
出の存在を肯定的に捉えるのは難しいと思われる。
⑹ 墳丘形態の規模と復元
　ここまでの観察結果をもとに、墳丘の復元を試み
たのが図12である。
　墳丘の基本的な形態は、後円部・前方部ともに３
段築成の前方後円墳で、北側くびれ部に造出を伴
う。墳丘主軸はほぼ東西方向で、後円部が２度程度
北に振れる。そして、上段テラスは後円部と前方部
に段差があり接続しないのが特徴であり、造出は後
円部と前方部に跨って最下段テラスに取り付く形態
に復元できる。
　規模については、墳丘長119m、後円部径66m、
前方部長53m、前方部前面幅54m に復元できる。
くびれ部の幅については造出部分を除いて幅約
43m、高さはいずれも北側での比高で後円部が11
～ 12m、前方部７m をはかる。
　これ以外に規模にかんする復元値をやや細かくみ
ていくと、後円部の各段の高さは、それぞれ１段目
が２m、２段目が４m、３段目が５m であり、最上段
が高いが中段との高さに大きな違いがなく、最上段
のテラスが墳丘の高い位置にあるのが特徴といえる。
　各段のテラスの幅については、後円部北側で上段
3.0m・下段1.4m、前方部側で上段2.7m・下段1.4m、

(1:500)0 10ｍ

造出裾想定ライン

造出復元にかかわる
　　　傾斜変換ライン

X =-111,970

X =-111,990
Y= -10,620

Y= -10,600

X =-111,970

X =-111,990
Y= -10,620

Y= -10,600

(1:1,000)0 20ｍ

X =-112,050

Y= -10,600

墳頂ライン
中段ライン
裾・下段ライン

図11．造出の復元案図10．後円部の円の中心位置図10　後円部の円の中心位置 図11　造出の復元案
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前方部前端側で上段2.2m・下段1.4m、前方部南側
で上段2.2m・下段1.4m、をそれぞれはかる。この
ように下段はおおよそ幅が一致するのに対して、上
段は後円部北側から前方部側、東にむかって徐々に
幅を減じており、前方部前面側と南側は幅が狭くな
り、南くびれ部付近はテラスが不明瞭になる。
⑺ 膳所茶臼山古墳の墳丘の特徴と究明課題
　最後に本古墳の墳丘の特徴と問題点をいくつか挙
げると、ここまで述べてきたように墳丘主軸に対し
て左右非対称であるため、中心からの後円部の裾の
位置や前方部の開き方が南北で異なることがひとつ
の特徴といえる。特に南側では、テラスの廻りが不
明瞭になり、墳丘裾のラインも本来の円弧よりも内
側に位置するなど、墳丘の造作がやや未整備である
が、これについては本来の地形は南西側が高いため
後円部南側の裾が必然的に内寄りかつ基底が高くな
るのは当然の成り行きとみなせる。
　その一方で、墳丘北側は、まずくびれ部に造出が
あり、テラスが明瞭に廻るなど、墳丘の造りがより
入念であることは明らかであり、後円部頂の平坦面
が北寄りに位置することもこれとの関連が想定され
るところである。こうした要因については、上述し
たように旧地形との関係も十分に考慮する必要があ
るが、それ以上に北東側が琵琶湖への眺望が開ける
方向であり、琵琶湖への、または琵琶湖からの眺望
を意識した可能性を考えるのは、多くの論者が琵琶
湖との関係を重要視したように、至極当然のことと
みなせる。このように膳所茶臼山古墳は、墳丘で琵
琶湖との関係をまさに体現しているものと評価する
ことができ、古墳そのもの、もしくは古墳における
葬送儀礼が、周囲の景観との関連や調和を特に重視
したことを如実に示すものであることから、重要で
ある。
　以上のように膳所茶臼山古墳の墳丘・墳形は、琵
琶湖を意識した上でより眺望の開ける北側を入念に
造作した可能性を想定することができるわけだが、
このようなそれぞれの古墳を取りまく立地や景観な
どの状況に即した対応や造作と、全国的な広がりが
みられる前方後円墳の墳丘企画がどのようにして整
合的に理解できるかが、ひとつの課題として浮かび
上がる。膳所茶臼山古墳の場合は、左右の対称性が
低いのが明白であり、特に前方部の開きが異なるこ
とから、どちらをより重視して比較検討するかに
よってまったく異なった評価がなされる恐れがあ

り、本古墳に対して「佐紀陵山類型」（下垣2011）
と「渋谷向山類型」（岸本2010）というふたつの評
価がなされ意見の一致をみないのは、上記のような
問題が一因とみなせる。このような課題を念頭に置
きながら、本稿の（下）では膳所茶臼山古墳の年代
や歴史的位置付けにかかわる墳丘企画の問題につい
て検討を加えていくことにしたい。 （笹栗）
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チベットにおける地域紛争について
─青海省黄南チベット族自治州の事例を中心に─

研究ノート

デンチョクジャプ（旦却加）

はじめに
　中国青海省のチベット族居住地域では、集落共同
体間で家畜や牧草地、冬虫夏草採集地、灌漑用水の
権利等を巡って様々な地域紛争が発生し、常に死傷
者を出している。特に1990年代からその問題が一
層深刻化になっている。青海省の調査では、「1990
年から2000年までに679件の地域紛争が起き、その
うち武装事件が20％を占めており、死者135人、負
傷者1131人を出した」［楊多才旦2001:96］とされる。
　青海省のチベット族居住地域とは、中国政府に
よって設けられた青海省内の六つのチベット族自治
州即ち、海南、黄南、海北、果洛、玉樹、海西と
海東地区（地図１）を意味する。チベット族は青海
省の先住民であるが、13世紀以来、民族移動が盛
んになり、モンゴル族、回族、サラール族、ユグル
族、カザフ族などが青海省に移住した。しかし、各
民族の移動や共生によって、ユグル族などのように
民族性をほとんど失ったものもあれば、新たに生ま
れた土族やサラール族のような民族もあった。現
在、青海省はチベット族地域が最も広大であるが、
人口は漢族が最大である。漢、チベット族についで

回族、サラール族、土族、モンゴル族などの民族居
住区となっている［王2013:3］。
　本稿では主に1990年代に青海省黄南チベット族
自治州１沢庫県ニンシュウ郷ロンウ村に起こった地
域紛争を取り上げ、中華人民共和国成立後の社会的
変化との関連の上で、地域紛争の背景とその原因を
明らかにすることを課題とする。

1. ロンウ村における地域紛争
　ロンウ村は沢庫県政府所在地から西方約20ｋｍ
に位置している。西北部は青海省海南チベット族自
治州同徳県のゴンコンマ村に接する（地図２）。ロ
ンウ村の平均海抜は約3800ｍであり、年平均気温
-2.4 ～ 2.8℃、年平均降水量は437.2 ～ 511.9ｍｍで
ある（沢庫県地方志編纂委員会2005:1）。
　ロンウ村は純遊牧民地域であり、牧草地はチベッ
ト高原に独特な広い渓谷に広がっている。現地住民
は渓谷の両側に放牧地を持ち、冬は谷底の固定家屋
に住み、それ以外の季節は自家区域をテントで移動
する半定住生活を送っている。主要な家畜は羊、ヤ
ク、馬である。ロンウ村はダカル、ダナク、ニギャ

地図１　青海省（筆者作成）
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チベットにおける地域紛争について─青海省黄南チベット族自治州の事例を中心に─

42 ●人間文化

の三つの自然村から構成されており、2016年の人
口調査では1459世帯、8223人が居住している。
　ロンウ村の牧民と、隣接するゴンコンマ村の牧民
のあいだには、常に境界線地域で家畜の越境や紛失
などの問題をめぐり摩擦が起き、暴力事件が発生し
てきた。1990年代からは境界線での家畜の紛失と
越境放牧を巡るトラブルが増加し、とりわけ1995
年５月30日から1996年８月30日までの14 ヶ月間、
双方は口論、殴り合いを発端として銃撃戦におよ
び、双方に多数の死傷者や掠奪による被害を出す大
規模な事件にまで発展した。
　紛争のきっかけは、ロンウ村の男３人が越境して
公式にはゴンコンマ村の領となっている境界線付近
で冬虫夏草２を採集したことであった。しかし、紛
争の根本的な原因は冬虫夏草ではなく境界線一帯の
広さ5.8万ヘクタールの放牧地の所有権であった。
双方は境界線付近で激しい銃撃戦を数回に渡って
行った。ロンウ村とゴンコンマ村の境界線を巡る紛
争は、黄南チベット族自治州沢庫県と海南チベット
族自治州同徳県の境界線問題でもある。両県と両州
政府は、紛争中秘密裏に地域紛争に関与して、それ
ぞれに所属する村を支持する一方で、警察官を現場
に派遣して参加者を逮捕するなど非常に曖昧な態度
をとった。
　一方、青海省政府はそれを察知していたために、

両自治州政府を指導する形で裁定をせざるを得ず、
現代刑法による解決を求めて、民政局などの官僚を
派遣して停戦するよう説得した。問題となっていた
境界線一帯の広さ5.8万ヘクタールの牧草地は、公
式にはゴンコンマ村の領とされていたが、青海省政
府は1996年７月新たに境界線を画定し、0.53万ヘ
クタールの牧草地をロンウ村に割譲するように定め
た。これに対しては、双方とも否定的な態度を示
し、紛争は1996年の８月まで続いた。
　最終的に、青海省政府は双方の住民が信頼でき
る、その地方で最も影響力のあるラマ（高僧）にス
パ （調停者） として調停するよう依頼し、伝統的な
慣習法に従って解決することを認めた。また、両村
の代表と交渉するため、両村が信用できるラマを２
人ずつ選択し、合わせて５人のスパが伝統的な慣習
法に従って関与者の意見や要求を聞き、政府に報告
しながら調停書を作製、公開した。
　紛争によって、結果的にはゴンコンマ村側は死
者12人、ロンウ村側は死者５人を出した。双方の
負傷者の具体的な数は不明だが、ロンウ村側には
約20人いた。そして、屠殺や盗難等によって失
われた家畜の数は計218頭となった。調停ではこ
れらの死傷者、そして紛失した家畜などに対する
トン（stong）つまり賠償を定めた。死者１人につ
きトンは２万８千元（約４万８千円）、家畜は１頭

地図2　沢庫県とロンウ村の所在地（筆者作成）
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300元（約５千円）と規定され、集団的賠償を行っ
た。また、村の公費から村の遺族にナントン（nang 
stong）と呼ばれる一種の見舞金を支払った。ロン
ウ村の場合はナントンとして１人あたり３万元（約
５万円）を支払った。このように慣習法に従って、
紛争は解決したのである。境界線についても、上述
した1996年青海省政府が画定したものが基準となっ
た。

2. ロンウ村の地域紛争に関する歴史的背景
　青海省のチベット族居住地域は元朝以来、万戸や
千戸、ナンソなどの地方政権によって支配されてき
た。レプコン12族の政権は、13世紀頃現在のチベッ
ト自治区サキャからきたロンウ家が当時のレプコン
12族と同盟して築き上げたものである。ナンソ政
権は1949年まで続いた。当時はロンウ村もナンソ
政権の下にあった。
　1911年の辛亥革命の後、1912年３月から回族の
馬安良と馬麒、のちに馬歩芳を首領とする馬一族が
アムドの広い地域に対する40年間の軍閥支配を始
めた。馬軍閥の支配はチベット人の地域住民に対し
て残酷、暴力的であった。とりわけ税の取り立てを
めぐってアムドの広い地域を襲撃し、殺人、暴行、
略奪を行った［陳1997：511-516］。馬一族は1949
年８月、彭徳懐に率いる中国人民解放軍第一方面軍
に破れた。

2.1　中華人民共和国の成立と地域叛乱
　1949年10月、中華人民共和国成立後も、中国共
産党は以前の中華民国の県制度を受け継いたので、
アムドの地方自治の基本的形態は殆ど変わらなかっ
た。しかし、1950年代に至って中国共産党は民主
改革と農牧業の集団化を進め、同時に、民族自治
州、自治県制度を定めた。1950年代には、中国共
産党はこれらの自治州において一連の新しい政策を
実施した。
　ロンウ村の記録によると、1952年中国共産党の
工作団がロンウ村に来て、ロンウ村の三つの自然
村をまとめて一つとし、現在のニンシュウ郷とし
た。以前の馬一族によるすべての税をなくし、「不
分不闘、不画階級（牧民社会では階級区分をせず、
階級闘争は行わない）」というスローガンのもと、
牧民に救済金として一定の金額と家畜を与えた。そ
して、生産物の売買を推奨し、無料の医療などを提

供して、牧民から恐怖心をのぞき、その生活に一定
の安心感をもたらした［ゼゲルデンジャムツェン等
2012:100］。馬軍閥の政権によって、中国共産党は
けだもの、ばけものの類だという宣伝が行き届いて
いたからである。
　さらに、1957年から「牧民牧主両利（貧民にも富
裕牧民にも利益になる）」政策と並行して合作社を
成立させ、放牧地、耕地、家畜などを政府所有に変
える方針を明らかにした。しかし、実際は1956年
から1959年にかけて中国共産党は反右派闘争と地
方民族主義に反対する運動を起し、寺院を閉鎖し僧
侶を逮捕して収容所に送った。これは仏教を信仰す
るチベット人にとって重大な問題であった。続いて
高級合作社を合併して人民公社を組織しようとし
た。これを機にチベット人の武装蜂起がアムド各地
で起きた。中央政府は人民解放軍を動員し、58年
から徹底した鎮圧を行なった。
　1958年３月から８月にかけて甘粛、青海の一部
の宗教指導者と部落のリーダーが改革に反対して、
中国共産党、人民政府、社会主義に対する反革命武
装叛乱３を起した。半年間の「叛乱」参加者は13万
人、42万平方キロに及んだ。これに対する解放軍
蘭州軍区と中央軍事委員会の鎮圧作戦によって合計
11万6000人が殲滅され、武器７万丁が鹵獲された

［毛里1998：274］。
　阿部によると、「黄南蔵族自治州では25の村19の
郷で反乱がおこり、蜂起者は合せて１万1000人と
いう数に達した。州人口は８万8000人だったから
12％程度の参加率である。また、青海省南部鎮圧
部隊指揮部は、海東地区循化県城の反乱集団を包囲
攻撃したのち、５月４日、２個連隊および砲兵と歩
兵の混成大隊を黄南州に進撃させた。反乱の中心は
同仁県のロンウ大僧院である。蜂起集団は執拗に抵
抗して最終的に掃討されたのは、アバ（四川省のア
ムド地域）より遅れて60年下半期であった。解放軍
が鹵獲した武器の中には６丁の機関銃があったとい
う。（旧式の）先込め銃ばかりではなかったのであ
る」とし反乱と鎮圧の大規模だったことを述べてい
る［阿部2006:300］。
　また、同仁県の D 氏によると、叛乱のため敗北
した人たちはラサに逃げた。叛乱に参加したと判断
された部落の成人男性は皆殺しにされ、寡婦村が生
まれたところもあった。銃殺されなかった僧侶や俗
人のかなりの部分は、甘粛北部の馬鬣山近くの収容
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所や鉱山に送られた。寺院の財宝は解放軍が没収し
行方不明になった。貴重な経典や古文書は燃やされ
るか布靴の靴底にされた。夏河県ラブラン寺の破壊
を免れた伽藍の一部は家畜処理場になったという。

（男、78歳、2014年８月３日聞き取り）
　ロンウ村では、1958年８月からほとんどの男が
叛乱に参加し、青海省政府から派遣された工作団や
解放軍の兵士数人を殺害した。これに対して政府は
徹底した鎮圧を行った。人民解放軍の激しい鎮圧
によって村の人口は以前の2500人近くから1000人
余に激減した。ロンウ村は政府によって「全村反革
命」すなわち「土匪村」とされ、子供たちも「土匪
の子」とされた。これ以後中国共産党の厳しい監
視下に置かれ、叛乱に参加しなかった隣村からも
厳しい差別を受けた［ゼゲルデンジャムツェン等
2012:100-124］。
　実際、沢庫県では1959年反乱を平定した直後、
再び全県の人民公社化を進め、県内では六つの人
民公社を成立させ、そこに4493世帯が入社し、家
畜64万3799頭が人民公社のものとなった ［沢庫県
地方誌編纂委員会2005:20］。また各地で宗教改革
を行い、アムドではクンブム僧院（漢人は塔爾寺
と呼ぶ）が破壊を免れたほかは、ロンウ大僧院な
どすべての寺院は閉鎖・破壊され、3328名の僧侶
が強制的に還俗させられた［同仁県誌編集委員会
2001:40］。特に農民の階級区分は中国共産党の支配
をさらに強めた。それは同時に伝統的なチベット的
な価値観や習慣の廃絶を伴っていた。
　大躍進運動４によって中国全土で大量の餓死者が
出たことはよく知られている。政府の公式見解で
は、1957年からの３年間の自然災害によって、農
業が非常に打撃を受け、食糧生産が減り、農民の生
活が困難になったとされている［黄南蔵族自治州地
方誌編纂委員会1999：296］。
　ロンウ村は上述したように、総人口の半分が叛乱
によって死亡、行方不明、投獄され、ほとんど子供
と女性しか残らなくなり、寡婦村といえるほどで
あった。村人によると、人民公社が成立し集団農牧
業が強制された1959年から1960年にかけての二年
間、大躍進のスローガンのもと、集団労働はいっそ
う過酷なものとなり、収穫が上がらないことから食
料不足が悪化し、１人１日２两（100グラム）のツァ
ンパ（裸麦の炒粉）しか配給されず、飢餓による死
亡が激増した。

　1961年の西北民族工作会議後、62年からは一時
的だが調整政策によって小規模の自営が認められ、
生活が好転し信仰の自由も認められるようになっ
た。しかし、ロンウ村は労働人口の減少によって放
牧家畜が減少したため、隣接する村がロンウ村の区
域内で放牧しても、ロンウ村はこれと争うことはで
きなかった。このためロンウ村の放牧地にゴンコン
マ村が放牧する慣習が生まれ、広大な放牧地が他村
の放牧地になったのである。

2.2　文化大革命時代
　1966年、毛沢東は、自分の政策に異議を唱える
劉少奇、鄧小平らを排除して党内の権力基盤を立
て直そうとして、文化大革命（以下文革とする）を
発動した。最初の活動家は「紅衛兵」と呼ばれた中
高生、大学生たちである。行政組織を攻撃するもの
を「造反派」、攻撃対象の党官僚を「当権派（実権
派）」、「走資派（ブルジョア）」、権力を奪うことを

「奪権闘争」と呼んだ。紅衛兵は毛沢東がいう「党
内に潜伏し、革命を潰そうとしているブルジョアや
資本主義分子」を発見し、攻撃するために大衆を煽
動した。
　チベット高原の各地も漢人地域と同じく文革運動
の混乱に巻きこまれた。地方政府はチベット語に
翻訳されたばかりの『毛沢東語録』を学習する勉
強会を開き、集落の隅々にまで社会主義と毛沢東の
思想を伝えようとした。そして、四旧（旧思想、旧
文化、旧風俗、旧習慣）を打ち壊すというスローガ
ンのもと、各地域の寺院を58年の叛乱に続いても
う一度激しく破壊した。また、僧侶等は牛鬼蛇神５

（妖怪変化）の類とされ、監禁され、還俗させられ
た。村における伝統的な祭りも禁止された［デン
チョクジャプ2015:246］。
　黄南チベット族自治州誌によると、1966年４月
18日、青海省政府が黄南チベット族自治州に派遣
した「四清」工作団が州内各県で「四清」の運動を
始めた。これが文革の始まりだった。紅衛兵は８
月、従来民衆のリーダーとされてきた人々と僧侶を
街中で引き回した。９月中旬になると、廟や寺院
などを破壊し、四清工作団は年末になって撤退し
た［黄南蔵族自治州地方誌編纂委員会1999：42］。
しかし、1967年１月全県において、行政機関、人
民公社、学校、農牧民地域において「紅衛兵」を名
乗る戦闘隊が成立し、大字報を貼り、批判会などを
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行った。特に党内の資本主義者やあらゆる「牛鬼蛇
神」を引っ張り出してつるし上げた。とりわけ北京
や西寧などから来た「紅衛兵」は非常に激しい運動
をおこなった。すべてを疑い、すべてを打ち倒すと
いうスローガンによって、県内各地で政権を奪取
し、各種の批判集会を行い、特に県政府の指導幹
部、人民公社の指導幹部などを繰り返し批判した

［同仁県誌編集委員会2001:48］。　
　ロンウ村の C 氏によると、「文革は10年間の災難
だった。ラマ、ホンポ、チュダなど少しでも地位の
あるものは全部批判され、三角帽子をかぶせられ、
村から追い払われ、昼は重い仕事をさせられ、夜は
つるしあげ、批判された。宗教的活動はすべて禁止
され、すべての経典を焼き、毛沢東の写真の前で毎
日の仕事を報告し、迷信をしないよう宣誓させられ
た。批判された人は、ロープできつく縛られ、睡眠
と大小便を禁止されたり、ラマなどの僧侶の頭に髪
の毛をつけたり、女性にはパンチェン・ラマなどの
帽子をかぶせたり、ときには手足を切り取ったりし
た。
　ある日、沢庫県の人が集まるところで、ロンウ村
の一人がロープで縛られ、皆の前で批判された。紅
衛兵が彼の眼球を抉り取り、目玉を手に持たせて、

『痛いか？』と聞くと、彼は『いいや、痛くない』
と答えた。さらに、耳をそぎ、手に持たせると紅衛
兵は同じ質問をして、彼は同じ答えを答えた。その
後、鼻も口もそぎ、銃で撃たれて殺された。当時は
チベット族の紅衛兵もいたが、内地から来たものは
激しかった」（男、71歳、2014年５月４日聞き取り）
　1980年９月、県の規律検察委員会が回復して県
政府と政策事務室で業務を行い、文革の時の冤罪、
誤審などの残された歴史的問題に対して是正を行っ
た。1987年まで、398の事件を受理した。再調査し
たところ、全面的に間違っていた事件が318件、一
部是正したものは19件あった［沢庫県地方誌編纂
委員会2005:310］。
　中国政府は1981年６月29日の中国共産党中央委
員会第６回全体会議の「建国以来の共産党の歴史問
題の決議について」の内容によって、全体的な問題
に対して説明したが、少数民族地域における文革に
ついては「過去において、特に文革時代、われわれ
は階級闘争の拡大の過失を犯した、これによって、
多くの少数民族の幹部と民衆を傷つけた。工作中少
数民族の自治権利を尊重しなかったことに対して必

ず素直に銘記する」と述べて、文革の誤りを正式に
認めた ［次仁2011:387］。

2.3　改革解放政策と生産責任制の導入
　1976年の「四人組」の逮捕によって文革が終結
した２年後の1978年、中国共産党の第11期中央委
員会の第３総会（いわゆる「11期３中全会」）で、画
期的な「改革開放」政策が発表された。それは少数
民族にとっては農牧業の自営のほか、言語と宗教生
活、芸術、演劇、方言使用を含む文化を復活させ、
伝統的習慣が反革命として批判されることはなくな
ることを意味した。つまり、少数民族の民族性が尊
重され、支持されることであったが、それがチベッ
トの村落レベルで実現するのは1980年代になって
からであった。　
　チベット地域では仏教やボン教寺院の再建、村落
共同体の復活、住民による信仰の自由、個人の受戒

（出家）、教育や儀礼的生活等を自由化する大きな動
きが起きた。チベット人地域には、伝統的な儀式・
習慣・信仰などの自由が一定程度復活した。
　改革開放後、それまで人民公社体制下で実施され
ていた集団化経営が転換され、農牧民の自主的な生
産を可能とする家庭生産請負制が実施された。それ
は「責任明確、方法簡便、利益直接」という利点を
持っていたが、全国的に普及したのは1983年から
であった。「農牧民は農地と家畜の管理を強化し驚
くほどの増産に成功した。これによって集団化より
も個人経営の方が、生産性が高まることを証明し
た」［Manderschld2002:278］このような変化は、
全国的に進行した経済システム改革の一部であった。
　1984年「中国共産党中央政府の農村における通
知」では生産責任制度を更に拡大し、全国で耕地の
請負制を徹底的に実施することを決定した。1984
年全国の99％の生産隊が家族生産責任制を実施し、
人民公社体制は全面的に瓦解した。また、1984年
中国共産党中央政府は土地生産責任請負制の期間は
一般に15年以上であることを決定した［ガザンジェ
2016:38］。
　ロンウ村の場合は、生産請負制の実施と共に、
1958年に成立したニンシュウ人民公社を廃止して
ニンシュウ郷とした。また、以前の政府が付けた

「紅旗」、「東風」いう名前から元の氏族の名前を回
復して、以前の三つの自然村を六つの行政村に区分
した。
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　村内は共産党支部書記、村長、副村長、団委書
記、女性主任の５人のリーダーによって管理される
ようになった。これら全ての役人は村内で選挙して
選ばれなければならない。特に、党支部書記は党員
の中から、団委書記は団員の中から選挙される。
　生産請負制の導入後、村人の生産意識が強くな
り、個々の判断によって家畜の管理と放牧を行うこ
とによって、以前と比べて生産性が高くなり、住民
の生活が豊かになったことは事実である。しかしこ
の後、農耕地域における灌漑水を巡る紛争や、牧畜
地域における家畜や放牧草地の境界線を巡る紛争が
頻発した。1983年当時は、村内に党支部書記と村
長しか設置していなかったが、行政機能が小さす
ぎ、行政は村社会を隅々まで支配することはできな
かった。放牧地の管理や紛争、そして村内のトラブ
ル等の調停や防止のために、旧社会の慣習法と共に
長老会やキュダ（家畜の管理人）などの伝統的な組
織も復活した。
　このように、村では政府が設置した党支部書記な
どの役職以外に、伝統的組織である長老会、ラマの
権威等が復活してトラブルや紛争を調停してきたの
である。1984年に行政当局は村落間の境界線区画
を行ったが、これは、叛乱と文革の混乱期の越境放
牧状態をそのまま承認したもので、ロンウ村からす
れば、広大な放牧地が正式に隣村の所有になったの
である。

3. 地域紛争に介入する仏教権威と地方政府
　1984年から中央政府は少数民族地域に対して「両
少一寛」政策を打ち出した。つまり、逮捕と死刑を
少なくし、事件処理を寛大する政策である。それ以
前には逮捕と死刑が多かったことを示すものである
が、文革の終結と共に、伝統社会の長老会や寺院等
が復活し、行政当局も多くの集団的地域紛争をラマ
や長老会等によって解決することを認めざるを得な
くなった。これによってチベット人地域で発生した
刑事事件と民事事件は、共に慣習法による賠償・調
停によって解決することが可能となった。
　実際、1954年から沢庫県では県人民裁判所が成
立していたが、文革により一時停止させられてい
た。1973年から県政府と裁判所が回復し、刑事や
民事事件を処理していたとされる。1950年代から
1990年代の間に州、県人民裁判所が裁決した民事
事件は計7417件とされるが、実際裁判所の判決に

よるものは601件つまり僅か8.1％だけであって、
残りの5754件、すなわち全体の77.6％は民間調停、
慣習法に従って解決されたものである［黄南蔵族自
治州地方誌編纂委員会1999:924、927］。この間は、
現代刑法も刑事訴訟法も事実上存在しなかったも同
然であるため、当然のことであるが、アムドチベッ
トの社会では、慣習法によって解決することが一般
的であった。
　大きな宗教的影響力を持つラマたちの活躍は顕著
であった。特に1980年代は、パンチェン・ラマ10
世６の活躍によって、チベット各地の地域紛争が解
決した。例えば、上述した青海省と甘粛省の境界問
題も、1970年代はパンチェン・ラマ10世に報告し、
最終的に彼の権威ある命令によって、ジャムヤン・
ラマ７等が調停を行ったのである。また、甘粛省の
夏河県ガンジャ郷と青海省循化県ガンツァ郷の間に
も1970年代末から長年に渡って紛争が続いたが、
1983年パンチェン・ラマ10世による公式協議が成
立し、境界線を定めることができた。彼の裁定はい
ずれの場合もチベット人にとっては公平な判断と受
止められた［熊征2013:152］。
　ロンウ村の T 氏によると、村内部で起きた事件
であれ、外部で起きた事件であれ、チベット人同士
では基本的にチベット式（bod gzu）に従って、すな
わち慣習法によって解決するのがある種の礼儀であ
る。若者たちが喧嘩等で軽い怪我をしたような場合
は勿論個人間で、加害者側が被害者側にお茶やハタ

（白いスカーフ）等を持参して謝罪（ゴズ mgo ’ dzul）
をした。この場合は、本人ではなく加害者の家の代
表者と調停者（一般的には村長）たちが、一緒に被
害者の家に行って仲直りすることが基本的な礼儀で
ある。重傷、もしくは殺人の場合もこの様なゴズを
するが、加害者側がゴズをしない場合、あるいは被
害者側がそれを承認しない場合は、事件が悪化する
ことを意味する。この時は、隣村の代表や親戚等に
よる自発的な仲裁も現れるが、賠償額が多くなるの
は避けられなかった。しかし、警察に告発する場合
は非常に少ない。そのような行為はチベット人社会
内部の問題を外部に持ち出す、すなわち「漢人に頼
ることになる」になり、周囲からの反発が激しく、
事件の悪化を意味した （2017年９月18日聞き取り、
牧民、男、82歳）。
　T 氏が述べるように、どんな性質の紛争であれ、
警察や裁判所に告発して国家の定めた現代法に従っ
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て解決することは、基本的に避けられてきた。それ
はおそらく未だに中国政府の定めた現代法が現地チ
ベット人になじまず、集団的紛争に対して個人に適
応される現代刑法が無力なためであろう。中華人民
共和国成立から40年以上経っても、大部分の地域
紛争は各地方政府から中央政府までの様々なレベル
の行政的介入や警察権力によっては解決することは
できず、殆どは現地の慣習法に従って、宗教的権威
であるラマ等によって解決されてきた。
　このような法の二重的構造に対して、中国国内で
は、1980年代から多くの学者が議論してきた。そ
れらは、大まかに言うと、二つの立場に分けるこ
とができる。一つは、チベット人である華熱多傑

［1989］と索端智［1993］などによる慣習法を重視
する立場である。もう一つは張［2002］を代表とす
る学者たちで、慣習法はある段階までは認めるもの
の、最終的には廃止しなければならないとする立場
である。
　現実問題としては、2000年以後、中国政府によっ
てチベット地域の放牧地の私的管理（事実上の占
有）が明確化され、さらに21世紀に入り、退牧還草
や生態移民などの政策が実施されることによって、
放牧地やその境界線を巡る地域紛争は事実上減少す
る傾向がある。2010年には、中央統一戦線部によっ
て、少数民族地域の「両少一寛」政策を廃止する文
書も出されたが、新たに出現してきた冬虫夏草や交
通事故等による死亡事件を原因とする紛争に対して
も、刑法と民間の慣習法の二重の解決方法が採用さ
れているのが現状である。
　ロンウ村の事例でも明らかであるように、境界線
を巡る紛争の主要な調停者であるラマは、地域住
民にとっては、地域で最も影響力を持つ、権威の
高い尊敬すべき存在であり、最も信頼できる調停者
であった。しかし、同時に彼は、政治協商会議８の
委員ともなっており、政府に対して紛争事件を解決
する責任を持つ。このような調停者たちは同時に政
府側の代表でもあり、民衆の代表でもある。地方政
府にとっては、伝統的調停者はその権威を利用でき
る存在であり、これを通して結果的に国家のコント
ロールを強化しているのである。

おわりに
　現代チベットにおける地域紛争は、中華人民共和
国成立後の複雑な歴史的過程をなおざりにして述

べることはできない。とりわけ1958年から始まる
大躍進運動、そして1966年からの10年間の文革、
1980年代からの改革開放政策等の社会的変動は、
チベット族の社会に非常に大きな影響を与えた。現
在では、地域紛争に対して政府が現代法をもって介
入することは避けられない。政府は地域紛争を防止
し、治安を維持する目的で地域紛争に介入するので
あるが、地域住民にとっても紛争は人的、物的な損
失が大きく、いち早く解決したいのである。この意
味では行政と地域住民の利害は一致している。しか
し、集団的紛争には現代刑法の機械的な適用は困難
であり、地方政府は地域の宗教的権威と慣習法に一
定程度の妥協をせざるを得ない。
　改革開放政策以後、上述したようにチベット地域
における中国政府の支配方法は大きく変化して来
た。特に地域紛争の解決に対して、地方政府と地域
住民は一種の相互依存する関係を維持している。す
なわち、地方政府は行政の権威を守りつつ、地域で
公認される仏教的権威者を調停者とし、地方政府の
承諾を得た上で紛争を解決するのである。

謝辞
　本稿の作成あたり、指導教員である棚瀬慈郎教授
から大変お世話になりました。ここに記して深謝し
ます。

註
１．青海省の総面積は72万6160平方キロメートルで

ある。黄南チベット族自治州はその2.6％を占めて
いるに過ぎず、省内最も小さな自治州である。全
州の総人口は172543人で、そのうちチベット族は
65.24％を占めている［黄南蔵族自治州概況編写組
2009:3–97］。

２． 冬虫夏草（Cordyceps sinensis （Berk.） Sacc.）とは、
オオコウモリガの幼虫に寄生して発生する菌類オ
フィオコルディセプス・シネンシスのことである。
冬に地中で昆虫の幼虫に寄生して、夏になって棒
状に発芽して地面に姿をあらわすキノコの仲間で
ある。その様子から漢語では「冬虫夏草」、略称は

「虫草」という。世界中で400種類以上が知られて
いる。その中でも漢方薬としては、チベット高原と
ヒマラヤ山脈産の冬虫夏草が良質とされている。
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３． チベット側から見れば正当的な抵抗であるが、ここ
では中国政府の用語として叛乱という言葉を用いる。

４． 1958年から1961年までの間、毛沢東が経済的にア
メリカやイギリスを追い越すことを目的として実行
した、農業と工業の大増産政策である。その結果、
経済的大混乱が発生し、推定約4000万人の餓死者
を出した。毛沢東は自己批判を行い、国家主席を辞
任したのである。

５． 道教と仏教の用語であり、神や鬼などの意味であ
る。文革時代、旧思想や旧文化、旧風俗、旧習慣を
否定する中で、牛鬼蛇神は批判や打倒する人物を指
す専門用語となったのである。

６．チベット仏教ゲルク派の最高位の化身ラマの一人
で、ダライラマに次ぐ地位を占める。

７． アムドチベットにおけるゲルク派の名刹であるラプ
ラン寺院の最高位の化身ラマである。

８． 中国共産党による全国統一戦線組織であり、全国の
委員会以外に、各地方行政レベルにも設置されてい
る。
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棚　瀬　慈　郎
国際コミュニケーション学科

　現在の中国において、チベット人の居住地帯はチ
ベット自治区だけではなく、青海省、甘粛省、四川
省、雲南省にまたがっている。中国によるチベット
併合以前、ダライラマ政権（ガンデン・ポダン）が
支配した地域は、現在のチベット自治区を中心とし
た地域のみで、青海や四川に住むチベット人の多く
は、直接的にはダライラマ政権からは独立した在地
の首長や僧院の領民であった。
　特に青海、四川の遊牧地域においては、中国政府
が実効支配を始める1958年以前は伝統的な遊牧生
活が続けられてきた。そこでは村（デワ）が一定の
テリトリーを持ち、基本的に人々はその内部で家畜
を追いながら、テントによる移動生活を営んでき
た。テリトリーの境界近辺での、他のデワとの牧地
や家畜を巡る争いは頻繁に起こったが、その調停や
被害への弁済の仕方には伝統的に定まった方法が
あった（Ekvall 1964）。
　本論文は、現在の青海省の遊牧地帯における境界
争いが、中国による支配以後におこった、様々な政
治的変動（多くは悲劇的な）の影響を大きく受けて
いることを明らかにしている。特に興味深かったの
は、1958年から中国政府が唐突に開始した急進的
な社会改革に対して抵抗したか、あるいは協力した
のかという違いが、その後の村の運命を決定したの
みならず、現在の地域紛争の遠因となっている点で
ある。1958年のチベット人の抵抗に対して、同じ
中国内の少数民族であるモンゴル人の騎兵隊が投入

されたことは知られているが（楊 2014）、本論文で
論じられているように、チベット人同士でもそこを
率いる首長の方針の違いによって、隣り合う村同士
が敵味方に分かれることもあった。その悲劇の影響
は、未だに尾を引いているのである。このような、
1958年以降に当該地域が蒙ってきた政治的変動と
の関係の上で、チベットの地域紛争を読み解いてゆ
く視点は従来の研究にはなかったものである。
　また、紛争を巡る地方政府と当事者であるチベッ
ト人達の関係も興味深い。筆者によれば、それは一
種の相互依存の関係であるとされるが、この先どこ
まで慣習法の適用が黙認されてゆくのか、中国政府
による少数民族に対する国民化、環境保護を名目と
した遊牧民の定住化が進められている現在、予断を
許さない所であろう。
　本論は筆者の博士学位請求論文を下敷きにした小
論であるが、中国に暮らすチベット族について、ま
た少数民族の現状と今後を考えるための重要な視点
と材料をもたらすものとなっている。　　

参考文献
Ekvall, Robert B.
　1964 “Peace and War Among the Tibetan Nomads” 

American Anthropologist 66: pp.1119-1148.
楊海英
　2014『チベットに舞う日本刀』、文藝春秋

Comment



50 ●人間文化

人●間 ●文 ●化 ●通 ●信

■人間文化セミナー

　ヨーガン・レール氏は、ポーランド生まれのドイ
ツ人で、1971年に来日し翌年にファッションブラ
ンド「ヨーガンレール」を設立。東京を拠点に、天
然素材と手仕事を大切にした服や雑貨のデザインを
手がけてきました。今日の日本人のライフスタイル
の原型は1970年代に始まっていると言えます。こ
れまで半世紀近い時代の流れの中で氏のデザイン哲
学はまったく揺るぎなく続いてきました。
　2014年に移住先の石垣島で交通事故により亡く
なるまで、氏が長年かけて築いてきたその普遍的な
ライフスタイルについて、氏のパートナーである松
浦秀明さんを招いてセミナーを開催しました。３年
前に亡くなった氏のこれまでの日々の暮らし、アジ
アを中心とした旅、地域性のある職人的なものづく
りへの視点、環境問題へのメッセージなど、生前の
足跡を振り返ってもらいました。石垣島で暮らしな
がら、毎日浜辺に漂流してくる無数のプラスチック
ごみを拾い集めて、それらを照明オブジェとしてプ
レゼンテーションすることは、現代社会へ警鐘を鳴
らす一つの活動でした。このセミナー開催当時、
金沢21世紀美術館では、「文明の終わり・ヨーガン
レール」展が開催中でした。
　当日はヨーガンレール・ブランドのテキスタイル

☆演題☆

ヨーガンレールが残したもの
と　　き：平成29年11月17日㈮ 13：30 〜 15：00
場　　所：滋賀県立大学 D0-202 会議室
対　　象：学生・教職員および一般
講　　師：松浦秀昭氏（ヨーガンレール デザイナー）

☆演題☆

他者理解・自己理解のための社会調査
─調査者・被調査者のはざまを生きる─

と　　き ： 平成30年１月23日㈫10：40 〜 12：10
場　　所 ： 滋賀県立大学 A2-202教室
対　　象 ： 学生・教職員および一般
講　　師 ： 梁陽日（やん・やんいる）氏（同志社大学嘱託講師、対人援助学会常任理事）

　近年、インタビューや参与観察などを通じて、人
びとの生活世界や経験世界を深く豊かに描き出す社
会学的な質的研究やエスノグラフィーへの関心が高

や鞄、多くの書籍などの実物も展示して、学生だけ
でなく他学部の教員や卒業生、一般からのファンな
どの参加者で埋まった教室は、久しぶりに聴衆の熱
い視線を感じるセミナーになりました。

（文責：印南比呂志）

まっています。これらの研究の多くは、社会のなか
で周縁化され、その存在が不可視化されてきたマイ
ノリティをめぐって、当事者たちの声と経験を世に
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のか」という問いをかかえることになったといいま
す。社会調査とは、研究者個人の欲求の充足や社会
操作や利益操作のために行われてはならず、当事者
に寄り添い、社会問題の具体的な解決へと直接・間
接につながらなければならないことが強調されまし
た。
　その上で、提起されたのは「他者理解・自己理解
のための社会調査」という視点です。その基礎にあ
るのは、社会調査とは調査者が被調査者を一方的に
調べることではなく、調査者が「他者」と出会うな
かで「自己理解」を深めていく営みなのだという認
識です。そして、「他者」の経験に向き合うという
ことは、さまざまな問題をつくりだしているこの社
会のなかで、調査者自身が自らの生き方や研究自体
を問い直し、自己を、ひいては、社会自体を変革し
ていくことにつながる──そのような問題提起で
あったと思います。調査・研究とはいかなる社会的
実践となりうるのかという普遍的な問いかけがなさ
れました。
　寒い１月の平日の開催ではありましたが、会場に
は60人を越える方々が集まり、生きることや学ぶ
ことを根本から問う講演に耳を傾け、多くの質問や
コメントが寄せられました。ここでの対話がそれぞ
れの日常を変えていく契機となったのであればうれ
しく思います。 （文責：大野光明）

示してきたといえます。研究への関心の高まりの背
景には、排外主義やヘイトスピーチなど、マイノリ
ティを排除する社会状況があるといえるでしょう。
　本セミナーでは、長年、在日コリアンの戦後史に
ついて調査をつづけてこられた梁陽日さんにご講演
いただきました。梁さんは、公立学校の民族学級講
師として働くとともに、発達障害や精神疾患など生
きづらさを持つ人たちへのケアにも取り組み、一貫
して社会的マイノリティのサポートを担ってこられ
ました。また、研究者として、在日コリアンの教育
運動の現代史に関する研究をはじめ、大阪市の同和
問題についての実態調査や発達障害のある若年者の
不就労問題についてのインタビュー調査などを行
なってこられました。
　講演では、梁さんの被差別経験が語られるとと
もに、社会調査の実施者（調査者）としてだけでな
く、その対象者（被調査者）にもなった経験が紹介
されました。梁さんによれば、自身が暮らしてきた
大阪・生野では、1980年代後半から90年代にかけ
て、多くの研究者が在日コリアン集住地域に入り

「調査研究の草刈り場」となったといいます。その
なかで、調査者の解釈枠組みを一方的に持ちこみ、
それに見合う事実とデータを収集する調査や、当事
者へのフィードバックを欠く独りよがりな研究が行
われていくさまを目の当たりにし、梁さんは大きな
違和感や怒りとともに「調査研究は何のためにある

☆演題☆

知らなかった、ぼくらの日本語
と　　き ： 平成30年2月２日㈮13：10 〜 14：40
場　　所 ： 滋賀県立大学 A4-205講義室
対　　象 ： 学生・教職員および一般
講　　師 ： アーサー・ビナード氏（詩人）

　　Poet Arthur Binard delivered an inspiring talk 
testifying to the vitality of language. Binard, who was 
born in Michigan, moved to Japan in 1990 and began 
writing poetry in Japanese. In 2001, his poetry collection 
Tsuriagetewa was awarded the Nakahara Chuya Award. An 
essay anthology, Nihongo Pokoripokori subsequently won 
the Kodansha Essay Award. Koko ga Ie da: Ben Shahn no 
Dai-go Fukuryumaru was awarded the Japan Picture Book 
Award. Binard has been the recipient of many other awards 
and prizes. He is a widely recognized and highly respected 
literary figure.
　　In his talk for the Ningen Bunka Seminar series, 
Binard outlined an essential role for language in allowing 

fulfilling connections between ostensibly separate lives. 
Language in its many incarnations – first language and 
foreign, literal, figurative, children’s, animal, and so on 
– presents opportunities for empathetic projection into 
the experience of another life. Put another way, language 
allows for encounters with unknown dimensions of self. 
Everyday experiences yield discoveries through the 
freshness of newly adopted perspectives.
　　Binard suggested that language is natural and 
democratic, a birthright of human and nonhuman alike. 
The uncalculating use of language is accompanied by 
feelings of affirmation and joy. Because it is inherently 
powerful, language is also susceptible. Language can be 
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abundant humor, before concluding with a reading of his 
poem “Tonosamagaeru ni Naru.”
　　The talk was attended by about 60 people. Some 
attendees travelled to USP from as far away as Chiba 
Prefecture expressly for the event. After his talk, Binard 
generously lingered in the lecture hall for a full hour in 
order to field questions and comments from individual 
members of the audience. He also graciously accepted 
an invitation to tour a USP undergraduate poster 
presentation, and exchanged thoughts on the interface 
of language and visual art with the young designers 
and artists there. In word and deed, Binard exemplified 
the connections and joy which language is capable of 
generating. By all accounts, his visit to USP, stretching 
across a full afternoon, was a catalyzing and memorable 
event. （文責　ジョン リピー）

☆演題☆

境界を越える
～満洲国・非線形科学・馬～

と　　き ： 平成30年2月７日㈬14：50 〜 16：20
場　　所 ： 滋賀県立大学 A １-301講義室
対　　象 ： 学生・教職員および一般
講　　師 ： 東京大学東洋文化研究所教授　 安冨歩さん

　今回は、今回は、満洲国経済の研究で知られる安
冨先生にお話をお聞きしました。内容は、ご自身の
これまでの研究内容のレビューということで、いっ
たん大学を卒業されバブルを作り出す企業に入った
後、大学院に戻り満洲国経済をテーマにされたこ
と、その場合なぜ満洲を選んだか、また満洲移民の
問題の悲惨さ、当時の厚生官僚の「優秀さ」を話さ
れ、さらにご自身の女性装のきっかけや差別問題、
また出発点に戻らない非線形科学の話、飼い主を覚
えない馬の話など、多岐にわたる興味深い話を、時
間を若干オーバーしてお話いただきました。学生・
教職員・一般あわせて100名が受講した。

講師紹介
　大阪府生まれ。京都大学経済学部卒業、京都大学
大学院経済学研究科修士課程修了。
　京都大学人文科学研究所助手・名古屋大学情報文
化学部助教授を経て、東京大学総合文化研究科助教
授、2009年より現職。
　著書は、『「満洲国」の金融』（ 創文社、1997年）・

『複雑さを生きる―やわらかな制御』 （岩波書店、
2006年）・『原発危機と「東大話法」～傍観者の論理・
欺瞞の言語～』（ 明石書店、2012年）・『超訳　論語』

（ディスカヴァー・トゥエンティワン、2012年）・『誰
が星の王子さまを殺したのか―モラル・ハラスメン
トの罠』（明石書店、2014年）・『満洲暴走隠された
構造 - 大豆・満鉄・総力戦』（角川新書、2015年）・

『マイケル・ジャクソンの思想』（アルテスパブリッ
シング、2016年）ほか多数。 （文責　田中俊明）

and has been misappropriated by authorities in order to 
obfuscate and suppress truth. It has been subverted to 
conceal social realities rather than reveal them. Citizens 
share the duty to be vigilant that this intrinsically 
meaningful phenomenon, language, is not subverted 
by the powers that be to achieve ulterior purposes and 
agendas.
    In raising these deep and surprising considerations 
of language, Binard drew on his intimate working 
knowledge of multiple languages, personal experiences 
and perceptions, and historical events. His illustrating 
examples ranged from proper nouns to children’s books 
to natural history, biology, and beyond. Meanwhile, the 
talk remained accessible in all ways and entertaining, 
full of surprising connections and ingenious associations. 
Binard frequently solicited comments and integrated 
audience participation and infused the whole with 
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■2017年度卒業論文・修士論文・博士論文一覧

地域文化学科

高野　　寿 プロレスの中の外国人
上田　睦実 大阪における保育運動の展開
重黒木博文 米原市甲津原小倉邸の蔵に関する

研究
髙橋　美咲 映画から見るイスラームの女性
 ～少女『ワジダ』たちの夢と挑戦～
中西　祐樹 観光ボランティアガイドが伝える

地域イメージ
西垣有里菜 正倉院楽器からみた東アジアの文

化交流
平井　絢香 「関ヶ原合戦図屏風」研究
青木　雅浩 酒蔵のまちなみ保存と観光への活用
 ─まちなみ保存に関わるアクター

間における「保存」の意味の差異─
浅野　拳有 連続犯罪における地理的プロファ

イリング理論の検討
荒田　雄市 中世後期における地積表示について
 ─近江国の「セマチ」「畝」「畔」─
井川　　亮 坂東武士団における主従関係の構造
 ─『将門記』にみえる伴類を中心

として─
井口　真衣 滋賀県における葬送と近隣関係
稲本　悠一 古代の須恵器生産と地方官衙
 ─律令期における近江国を事例と

して─
岩瀬　　裕 大学生のテレビ視聴形態研究
 ─番組ジャンル別視聴形態と社会

的使用法の考察─
岩田　志歩 近江八幡市円山におけるヨシ問屋

の保存と活用についての考察
大石　誉乃 鉄道の考古学─汽車土瓶を中心に─
岡崎　梓織 滋賀県における民俗宗教的聖地の

展開
岡村　一樹 子ども食堂におけるボランティア

活動の実態と役割
尾関　咲良 象の来た路
 ─経典にみえる動物との出会い─
川島　拓斗 近世・近代の北脇村
 ～村落の地域社会構造について～
川畑　太雅 須恵器樽形𤭯の研究─西日本の事

例を中心に─
岸本　祐歩 中世仏教における戒律と破戒
栗田あゆみ 佐和山城の基礎的研究
 ─佐和山城下町の構造について─

小海　倫平 南川家住宅の文化的価値に関する
考察

五島　早織 たつの市における醤油醸造業の展開
児玉　隆希 空き家の活用に関する考察
 ─米原市堂谷地区常喜邸を事例と

して─
小西はなの 白衣観音図研究
五味友里絵 弦打・鳴弦の作法と王権─弓を持

つ手と鳴弦役─
島津　賀孝 瀬田唐橋の復元についての考察
杉浦　良樹 付属する暦
 ─ 一九世紀における暦つき広告

の定義・形式の再検討と形式・性
格の変化を中心として─

園田世梨花 九相図研究
立谷　祐介 アニメ聖地における旅行者の行動

に関する研究
 ─静岡県沼津市を事例に─
谷口　圭汰 大浦型民家の基礎的研究
 ～高島市マキノ町小荒路地区を事

例に～
谷口　七海 鎌倉時代の蹴鞠
戸嶋　　歩 彦根城下町における町なみ景観の

基礎的研究
 ～外町地区を事例として～
中川　千徳 和歌山城の石垣について
中根彩矢香 平安時代の音楽と政治　
 ─貴族社会における琴の役割─
西川　純也 デザインコードを活用した歴史的

景観の向上に関する考察
 ～彦根城下町地区を事例にして～
橋　　　歩 道の駅と農家との関わりについて
林　　宏樹 近世近江の葭生産について
 ─蒲生郡丸山村の葭地所有の状況

をもとに─
春木　政哉 遺跡出土動物遺体の研究
 ─弥生時代のイヌを中心に─
廣井　翔一 公共的贈与としてのヘアドネー

ションに関する研究
廣兼　あや 平安時代の薫物文化
 ～えにしえをつなぐ香り～
福井　知樹 近世軒瓦の研究
 ─「大坂式」の再検討─
福永　康倖 『滋賀県におけるマリンスポーツ

振興に関する考察』
藤原あかね 外国にルーツをもつ子どもたちの居

場所づくりと学習の課題について
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古川　康輔 中世尾張国下津地域の歴史的性格
古川　弘樹 米原市伊吹町甲津原の天満神社・行

徳寺の景観構成要素としての研究
前川　夕葵 「世界四大洲図・四十八ヵ国人物

図屏風」研究
松原　汐里 石垣符号の諸研究
 ─墨書を中心に─
松村美沙季 滋賀県における周遊・滞在型観光

促進に関する考察
溝江　愛未 宝塚歌劇団と忠臣蔵
 ～ジェンダーを越境する男役～
三宅　詩乃 都市祝祭の担い手の変容と再編成
 ─大手筋商店街の花傘パレードを

事例に─
村井ほのか 多賀町甲頭倉の西蓮寺本堂の復元

的研究
村上　友唯 学習支援活動におけるサポーター

の動機とやりがい
守武弘太郎 近江における遠賀川系土器の研究
安江奈々美 地方公共交通の変容と高齢者の移

動環境
 ─各務原市の「運転免許証自主返

納支援事業」を事例に─
山村　育子 中世の酒
 ─民衆とのかかわりを中心に─
山本　将輝 彦根市松原地区における歴史的景

観の基礎的研究
山本　　夢 刺繍技法「彦根繍」の継承
横山　琢哉 長浜市余呉町菅並地区における余呉

型民家の現状と保全に関する研究
渡邊くらら 近世における化粧文化
 ─化粧トレンドの変遷とその背景

を追って─
 2018年３月６日現在

生活デザイン学科

池内　　楓 シニア向けのショッピングカート
の提案　─テキスタイルデザイン
の視点から─

岡田　千穂 ふなずしの飯を利用したキャラメ
ル菓子ブランドの提案

小川　萌香 遊びの中で琵琶湖の魚の生態系を
学習できるトランプカードの提案

小木曽のぞみ テキスタイル産地の魅力を伝える
ファッションブランドの提案

 ─滋賀県湖東地域の麻織物を題材
として─

加藤　彩香 ソーラークッカーを活用したモバ
イルエネルギーカフェの提案

倉知　靖治 インターネットと音楽ライフ
 「歌ってみた」「弾いてみた」の流

行とその実態
栗栖　梓実 素材の味わいを楽しむコートの提

案 ─古着のデニムを素材として─
古長　美蘭 押し出し成形による新しい陶芸制

作の提案
小林　知佳 地域への愛着を見直す写真集の制

作「オーサカとヒコネ」
小引　　翔 3Ｄプリンターによる量産型リハ

ビリ器具を想定した、バドミント
ン運動用装具の制作

鈴木　茉佑 ブランドバッグの研究　─〈マイ
ケル・コース〉を例として─

田中友貴子 手を加える壁紙の提案
永木　華蓮 居住者減少が進む地域における50

年後の提案　─京都市大原野の市
街化調整区域を事例として─

中村　円香 漫画を翻訳する際に用いるオノマ
トペ専用フォントの制作

西林　瑞基 琵琶湖のスケールを可視化するデ
ザイン　─琵琶湖をはかる─

橋本美奈子 加わる家─災害時仮設住宅が増設
可能な住戸による住宅地の提案

服部紗英子 駅の階段の利用を促進する蹴込面
のイラストの提案

林　　　晶 コンビニエンスストアと地場問屋
のタイアップ戦略 ─ローカル菓
子を生かした顧客コミュニケー
ション─

深田　詩織 地域社会と交わる児童養護施設の
提案　─施設退所者の社会自立と
これからの施設養護のあり方を考
察して─

福川　結子 木材の経年変化を楽しむ弁当箱の
制作

福本　真生 街歩きを楽しみ街を彩るバッグの
提案　─滋賀県のヨシの活用促進
を目的として─

本保絵莉子 子供の足部変形の発生を防ぐきっ
かけを作るツールの提案

前澤香菜子 琉球紅型における動物文様の研究
松江　美穂 九谷焼県外拠点としての入居型工

房の提案　─大阪市西区京町堀エ
リアをケーススタディーとして─

森田紗也子 町屋の再構成による京都らしい街
並みの提案　─京町家のファサー
ド分析を通して─
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山﨑　香奈 高齢者のための誤嚥防止用姿勢保
持椅子の制作

山本　彩乃 ビニール傘のアップサイクルの提
案　─カバンの制作─

吉本　恵美 パリ・コレクションに見る性差表
現の変化の研究─『ハイファッ
ション』誌を中心として─

生活栄養学科

青木　美優 冷え性の発生に対する冷感覚の感
受性の寄与

飯田　典子 分岐鎖アミノ酸及び電気刺激が筋
サテライト細胞のタンパク質合成
に及ぼす影響　─ BDK ノックア
ウトマウスを用いた検討─

井川　美季 日本の地域在住高齢者において低
栄養と関連する要因

池田　詩織 行動経済学の指標からみた肥満患
者の療養行動

井上　祥花 骨格筋におけるエストロゲン受容
体の機能検討

井上　真実 軽度の非アルコール性脂肪肝炎が
肝および脳のトリプトファン代謝
におよぼす影響

上野はづき IUGR モデルラットへのトリプト
ファン添加による症状改善効果の
検討

岡田　佳子 乳幼児の口腔発達状態と哺乳状
況・口腔ケアに着目した教育方法
の検討

沖村　星香 低糖質・高タンパク質食摂取が糖
代謝に及ぼす影響

北井　彩貴 グルコース枯渇は C2C12細胞の
タンパク質合成シグナルの低下お
よびオートファジーを誘導する

鬼頭　あや 日本人高齢者における食事パター
ンと貧血リスクとの関連

高台　絢加 カプサイシンによる新規癌細胞増
殖抑制機構：14-3-3σを介した細
胞周期停止機能についての解析

後藤亜紀子 食成分による大腸癌細胞増殖抑制
効果についての検討

坂川保奈実 授乳時の抱っこに着目した授乳負
担軽減のための方法の検討

柴田　藍子 日本人高齢者における低栄養者の
年次推移（トレンド）：国民健康・
栄養調査1976－2015年

清水　花代 低亜鉛状態が筋サテライト細胞の
機能に及ぼす影響

城　　知里 時間選好率・危険回避度の選好の
変化が影響を及ぼす因子の探索

田﨑　里沙 米ぬかにおけるナイアシンの生体
利用率の評価

田中　真美 IUGR モデルラットとその胎仔に
おける Htr2a 遺伝子の CpG サイ
トのメチル化解析

土田　侑奈 ミキサー食材における LST の有
用性及び離水から見たミキサー食
材の安全性の検討

中江美沙子 冷え性の発生に寄与する要因の季
節変化および季節ごとの特徴

名倉　晴菜 母親の食事が羊水および臍帯血中
アミノ酸濃度に及ぼす影響

西川　佳那 授乳婦の体型に着目した栄養教育
方法の検討

新田　龍大 非アルコール性脂肪肝炎が B 群
ビタミン栄養状態におよぼす影響

藤戸　　遥 頸部聴診音による嚥下評価指標の
検討

舛中貴美子 クルクミンによる癌抑制効果の検討
山口　香澄 レスベラトロールの抗癌活性：

Hsp90発現抑制を介した p53-p21
経路の活性化についての検討

山本　彩絵 短期間の高血糖低インスリン状態
が筋サテライト細胞に及ぼす影響

吉田　真知 ヘスペレチンによる癌細胞増殖抑
制機能についての解析

 ─ BDK ノックアウトマウスを用
いた検討─

人間関係学科

飯田諭嘉子 不登校者はどのような支援を求め
ているのか　─元不登校の当事者
へのインタビューから─

生野　聖美 障がい者に対する差別や偏見につ
いて

池田　鮎美 幼児の汚染に対する感受性の発達
稲田　真大 消極的な発言は集団パフォーマン

スにどのような影響を与えるのか 
 ─社会的手抜き実験を使った検

討─
梅下　水絵 浮気経験者における浮気観の形成
梶原　瑠佳 学校教育において制服が果たしう

る役割の再検討　─生徒指導に焦
点をあてて─
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加藤　　茜 セクシュアリティ教育の実践に向
けた日本の性教育の特徴と課題

 ─『国際セクシュアリティ教育ガ
イダンス』を分析視角として─

北村　　彩 被虐待経験からのレジリエンス
 ─成人期の女性のナラティヴか

ら─
紅林　宏祐 テニスの球出し練習におけるコー

チ・生徒間の相互行為
桒原　絢圭 ひきこもり経験者にとっての中間

的就労という場の可能性　
 ─参与観察とスタッフへのインタ

ビューから─
小林　佳奈 共感性が高ければ「聞き上手な

人」なのだろうか？
小森　祐輝 大学生の就職に対する不安感情の

変容　─文系大学生へのインタ
ビュー調査から─

島本健太郎 『生徒指導提要』に不足する福祉
的専門性の検討

鈴木　温子 若者の友人関係に関する研究
 ─友人三類型における深化志向に

着目して─
髙城　ゆり オタ会における映像を介したコ

ミュニケーション
田中　千晶 自己肯定感に影響を及ぼす子ども

同士の“つながり”─学童保育で
の観察から─

田村　菜緒 ほめ指導は子どもに何をもたらす
のか　─学童保育でのフィールド
ワークから─

鳥居　彩夏 スマートフォン使用が若者の友人
関係志向に与える影響

中村　咲葉 高齢者の望む死のあり方とその背
景にあるもの

伴野　七海 青少年問題と自己肯定感
本間みなみ 対面共同注意場面における乳児の

情動調整の発達
松岡　　心 学級における居場所づくり　─生

活綴方教育の可能性に注目して─
松野　弥波 現代社会における「かわいい」文

化の変遷　～「ゆめかわいい」に
焦点を当てて～

宮内里緒菜 「熱狂的なファン」の自己アイデ
ンティティ　─ジャニーズファン
へのフォーカスグループインタ
ビューから─

宮島　拓磨 音 楽 ラ イ ブ に お け る パ フ ォ ー
マー・観客間の相互行為

村尾　采佳 分散型リーダーシップ理論を用いた
教師の同僚性の構築方法の可能性

森　菜穂子 SNS 上から対面への趣味のつな
がりの拡がりのプロセス　

 ─ Twitter を介したつながりの分
析─

山本　泰佑 障がい者観の描かれ方　
 ─「聲の形」の表現をもとに─
横山　沙樹 高等学校卒業後の進路決定におけ

る要因

国際コミュニケーション学科

崎谷　文香 「世界平和」から世界遺産へ：比
叡山の国際化

井手吉あやめ 束縛からの解放
 ─ココ・シャネルの柔軟性と大衆

性─
上田　大樹 Developing Intercultural Competence 

through Textbooks：Analysis of 
Learning Tasks in High School 
English Textbooks

上田　実月 ミャンマー外国人瞑想センターの
実態

荻野　竜平 喫茶店・カフェにおける居心地と
その違い

 ～サードプレイスの観点から～
小田　光世 Being an Erotophobian：An 

Anthropological Reseach on Life-
H i s t o r i e s o f Ero t ophob i an 
Individuals

國友　惇巨 限界集落におけるＩターン移住と
ネオ・ルーラリズム

 ─滋賀県高島市の事例を参考に─
小嶋　夢乃 Cross L ingu is t i c In f luence 

between Second and Third 
Languages:

 The Effect of L2 English on L3 
Chinese, French and German

青木ゆかり 有給休暇の使い方にみる「仕事」
への考え方のちがい

 ─日本とドイツを比較して─
浅野　由美 Gemütlichkeit
 ─ドイツの家庭での居心地の良さ

とは─
伊藤　　誠 言葉を扱うテレビ CM の技法
 ─レトリックの視点から─
稲岡　幹大 英日翻訳における受動態・能動態

表現の変化について
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上嶋　笑奈 高校英語教科書とポライトネス理論
 ─実際の言話活動を目指して─
植田裕之輔 経済至上主義を見つめ直す
 ─行き過ぎた現状と今後の展望─
大越　安莉 「英語ができる」とは
 ─日本人学生の言語習得を再考す

る─
小川　　夢 茶の湯とその文化的意義
 ─儀礼性に注目して─
越智愛咲美 第二次世界大戦以降における日系

カナダ人について
金沢あおい 日本語のモダリティ表現
 ─現象描写文と認識系の判断文に

ついて─
川島　伝絵 「目には見えないハーフ」の生き

る“戦略”
菊池　　瞳 Protesting Youth：A Student 

Movement and Its Effects on the 
Japan National Election of 2016

北川ひなの 関西方言における「はる」の使わ
れ方について

黒川　健吾 Active Learning in High School
黒沢　静乃 Vincent Van Gogh　～浮かび上

がる白～
小島　早智 田園から都市へと遷移した地域に

おける町内会の歴史と現状
 ─京都市高原町の町内会を事例

に─
佐脇　里彩 留学体験語りの文法
重近　奈央 “Fears and Hopes”─The Image 

and the Rea l ity of Human-
Nonhuman Interactions

清水さやか 地域開発と自然環境保護の問題に
ついて　─京都府亀岡市における
スタジアム建設計画をめぐって─

髙井　綾佳 若者のあいさつ言葉の使用について
髙北　昌吾 高校英語教育におけるフィード

バック
 ─教師の実態・生徒の希望のそれ

ぞれを比較して─
高見　　剛 乳幼児の子供を持つ母親に対する

子育て支援について
田代　愛奈 Japanese Learners' Comprehension 

of  World Englishes
田中　智菜 日本アニメの国際化過程について
 ─ジブリを事例に─
河野　　萌 今を生きる日本の「ヒッピー」
 ─「山水人」が作り出す日本の異

空間─

田中　悠人 エンターテイメントとしてのク
ロースアップ・マジックの価値観
対比

寺前　安里 “Two Worlds”─ Communicating 
with Animals on Our Shared 
Earth

堂山　拓矢 「伝統」的祭礼とその変容
 ─滋賀県蒲生郡日野町中山の芋く

らべ祭を事例として─
永井　菜月 Japanese Learners' Comprehension 

and Appreciation of American 
Humor

長崎　晴菜 他者への視線
 ─フラナリー・オコナーが描いた

アメリカ南部社会─
長崎　眞子 世界遺産高野山の国際化について
中西　彩絵 現代日本における出産とその問題点
 ─助産師の役割を通じて─
中村　芽生 日本人名とその時代の流行
藤生　有咲 “Over the Boundary”－ Finding 

Oneself with Others' Help
古川　栞名 Features of Politeness in English 

by L1 Japanese and L1 English 
Speakers

古嶋可奈子 Us ing c o rpo ra t o i d en t i f y 
differences in words with similar 
meanings

松三　史歩 An Analysis of Contemporary 
American, Australian, and

 Br i t i sh Eng l i shes through 
Television Shows

宮谷真由子 “True Heart”─ Hope and Important 
Encounters as Guides in Life

宮本　芽依 日本美術が西洋美術家を魅了した
理由─モネとジャポニスム

森田　祐司 モンゴルにおける日本の大相撲に
ついて─モンゴル人の受け止め方
を中心に─

山﨑　詩織 現代における和製英語の使われ方
とその影響

山元はるか Veganism： A Lifestyle Movement 
as a Cultural Pioneer

山元　美有 日本における同性カップルの法的
保護

 ─フランスの事例を参考に─
吉竹　真穂 栗東新幹線駅計画の挫折から見る

地域振興の対立構造



58 ●人間文化

人●間 ●文 ●化 ●通 ●信

地域文化学専攻──修士論文

ALCARAS GIORGIO
 「狐」伝承の変容
太田　雄三 滋賀県における空き家の現状と課

題に関する考察

 ─湖東・湖北地域を事例に─
岡山　仁美 滋賀県出土軒瓦の研究
 ─瓦当紋様を中心に─
草瀬　麻公 加耶地域における殉葬の研究
 ─殉葬から見た加耶社会の様相─
杉山　佳奈 滋賀県における戦争遺跡の研究
戸田　龍蔵 近世城郭の考古学的研究
 ─石垣使用石材と産出地─
水野　佑一 若狭国太良荘の災害
 ─実態の把握と対応について─
浅田　　誠 モンゴル語存在動詞およびその複

合述語の認知意味構造
 ─可視性ならびに証拠性の観点か

ら─
BATOCHIR BALJINNYAM
 「交換」としての家畜泥棒
 ─モンゴル国ウブルハンガイ県ハ

ラホリン郡の事例から─
 2018年３月６日現在

生活文化学専攻──修士論文

●生活デザイン部門
CHEN Zhanguo 日本と中国における1950年代から

2000年代までの家電製品のデザイン
とその背景に関する研究　─テレ
ビ、冷蔵庫、炊飯器を事例として─

ZHENG Chenxi 中国福建省福建土楼の現状と観光
開発の関連性に関する研究

●健康栄養部門
大原　千洸 キノリン酸ホスホリボシルトラン

スフェラーゼノックアウトマウス
を用いた食品中ナイアシン生体利
用率の評価

田中　大也 ヘスペレチンの新規癌細胞増殖抑
制機能：プロテアソームによる 
Hsp70 の分解と細胞死誘導機能
についての解析

成澤　諒子 短期間の糖代謝異常が筋サテライ
ト細胞のインスリンシグナルおよ
び糖取り込み能に及ぼす影響

牧野すみれ 重症心身障害者における尿中水溶性
ビタミン排泄量を指標とした水溶性
ビタミン栄養状態評価法の検討

地域文化学専攻──博士論文

崔 恩 永 百済王氏の成立と動向に関する研究
浅井　良英 近江における方形周溝墓の研究
旦 却 加 アムドチベットにおける地域紛争

に関する研究
LKhagvademchig Jadamba
 双頭のモンゴル仏教 現代モンゴ

ル仏教の教団内政治に関する歴史
人類学的研究
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■新任メッセージ

赴任に際して
	 辰　巳　佐和子
 人間文化学部生活栄養学科

　私は、平成29年10月１日より人間文化学部生活
栄養学科教授を拝命し赴任いたしました辰巳佐和子
と申します。どうぞよろしくお願いしいたします。
本紙面をお借りし、ご挨拶と自己紹介をさせていた
だきます。
　私は、大阪府大阪市で書家の父、そのサポートを
する母の元、３人姉妹の次女として生まれ、育ちま
した。外で遊びまわる姉妹とは異なり、一人で本を
読んで、空想をしたりするのが大好きでした（多く
の論文を読んで、研究を立案することに通じている
と思います）。
　我が家のルールで、「嬉しいことがあった時、悲
しいことがあった時には、みんなで美味しいものを
食べる」というものがあります。それは母の手料理
だったり、外食だったりしますが、嬉しい時は倍以
上に幸せを感じましたし、悲しい時はその辛さが半
減しました。美味しいものを食べて、怒ったり、落
ち込んだりする人はいません。このようなことか
ら、漠然と食に関わる仕事ができればいいなと考え
ていました。高校で進路を決めるころには、大学で
は、「食で病気を予防できるような研究がしたい！」
という希望があり、徳島大学医学部栄養学科へ進学
しました。両親は、「お嫁にいっても家族の健康管
理ができるならいいね」という理由で親元を離れる
ことを許してくれました。父はてっきり４年で大阪
に戻ってくると思っていたそうですが、研究にのめ
り込み、修士課程、博士課程と進学し、栄養学博士
を取得するまで９年間を徳島で過ごしました。特に
卒論研究より指導して下さいました武田英二教授に
は教育者としての純粋な姿勢、宮本賢一教授には研
究者としての日々楽しみながら努力し続けることを
学び、慢性腎臓病とミネラル代謝の研究に従事しま
した。当時、栄養士で博士をとった女性は扱いづら
く ?? 就職先はありませんでした。私は日本に職が
ないので、留学してアメリカで働くことにしました

（採用が決まってからの事後報告です）。この時人生
で初めて父の反対を受けました。母が間に入ってく
れて、ゲームのオセロで私が勝ったら留学を認めて
くれることになりました。結局一度も勝てませんで
したが、日本を出国する前日、驚く程わざと負けて
くれて、「好きな研究に対して一生懸命な私を応援
する」と言って送り出してくれました。栄養素によ
る遺伝子発現調節機構に興味があったことから、米

国マイアミ大学医学部の前田明先生の元で mRNA
プロセシングを学び研究に没頭しました。前田先生
には科学者として信頼できる結果を出すために真摯
な姿勢で取り組むことを学びました。そして３年
たったころ、宮本教授より、「日本で栄養学の分野
で研究したいなら、帰ってきたらどうか？」と連絡
があり、国立長寿医療センターの池田恭治先生を
紹介していただき、栄養管理も関連する骨粗鬆症
研究に従事しました。池田先生の元、幸運なこと
に Osteocyte（骨細胞）のないマウスを世界で初めて
樹立することに成功しました。役割が不明であった
骨細胞が、骨代謝を制御する司令塔細胞であったこ
と、骨細胞数の減少が骨粗鬆症を誘発することを明
らかにしました。池田先生には、研究を進めるにあ
たって、自身の立てた幹となる仮説を十分に検討す
るために多くの論文を読んで理論構築をする必要性
を改めて学びました。そして、次に宮本教授の元で
博士研究員、助教として12年でミネラル代謝にお
ける多臓器連関制御機構の解明に従事しました。宮
本教授には、この間に将来的に独立するために必要
な多くのことを指導していただきました。さらに多
くの学生さんと一緒に研究させていただいたこと
が、私を教育者として成長させてくれ財産となって
います。その後、縁あって滋賀県立大学に赴任する
ことができました。これまで、指導してくださった
先生がたとの出会い、家族の応援、そして同じく研
究者である夫の理解が今の私を形成していると思い
ます。今後は本学の皆様と交流を持たせていただ
き、さらに精進していきたいと思います。
　私は本学において、学生教育では臨床栄養学を担
当します。臨床栄養学は、医学分野の急速な発展に
伴い、極めて高度な知識を有する学問として展開さ
れています。そのため、科学的根拠に基づく臨床栄
養管理学（基礎と実践）を学部教育に取り入れ、管
理栄養士養成を進めたいと考えます。
　研究活動については、本学の皆様や、県内の病院
や地域企業と連携し、専門である慢性腎臓病や骨粗
鬆症予防を中心とした分野で研究に推進したいと考
えます。特に、滋賀県は多くの食材に恵まれ、慢性
腎臓病・骨粗鬆症の予防や治療を考案する上で、重
要な食品開発のシーズになることが期待されます。
また、本学の教員として滋賀県内市町村の地域活動
にも携わりたいと思います。このような活動を通じ
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■退職メッセージ

退職に際して
	 定　森　秀　夫
 人間文化学部地域文化学科

退職に際して
	 田　中　俊　明
 人間文化学部地域文化学科

　2008年４月に本学へ赴任してちょうど10年目に
定年退職となるが、学生時代の恩師・岡崎敬先生の

「何事も10年」の口癖を思い出した。「一つの事を
成し遂げようとするには最低10年かかるものだよ」
と、口髭の下から低く小さな声で我々学生を諭すよ
うに話された姿が目に浮かんでくる。この10年間
で成し遂げたことがあったのかと自問してみると、
はなはだ心もとないのであるが、考古学関係の専門
職に10人弱の人材を送り出すことができたことで
あろうか。
　平安博物館・京都文化博物館で遺跡発掘調査と報
告書刊行および博物館展示の仕事を20年間にわたっ
て、徳島大学埋蔵文化財調査室で構内遺跡発掘調査
と講義などの教育を６年間にわたって行ってきた。
その間、遺跡発掘調査に参加してくれた各大学の学
生の中には専門職に就いた者も多く、非常勤講師で

　開学以来なので23年の在籍になります。長い間、
お世話になりました。出身の研究室では、異端な分
野を専攻していることもあって、最初の就職はその
時期では最も遅い35歳でした。先輩の転出のあと、
堺の短大に勤めました。８年で、こちらに移りまし
た。教員生活は31年ということになります。あま
りいい教員ではなかったと思っています。授業も好
きではありませんでした。今年度、いろんなことが
最後になるため、終わるたびに、達成感というか爽
快感を感じていました。終わった、と。授業もそう
感じましたので、やっぱり好きではなかったんだと
思いました。ただ公開にしている授業は、熱心なか
たが多くそこそこ熱心にやりました。
　在職の間、フィールドである韓国・中国には、
ほんとにたびたび行くことができました。韓国に
は138回、中国には47回です。北朝鮮にも４回。科
研費で行ったこともあります。他の外国は、モンゴ

花園大学へ出講していた時の受講生の中にも専門職
に就いた学生が少なからずいた。しかし、ゼミ形式
で直接学生を指導できるような境遇ではなかった。
本学で考古学ゼミをもち、学生に考古学の専門的知
識と研究方法などを教授できたことは、それまでの
職場では経験できなかったことである。その点で、
県大に在籍できたことに感謝したい。
　私はほほぼ37年間、学生時代を入れると40年以上
にわたって考古学という分野に携わってきて、知る楽
しさ、発掘する楽しさ、論文を書く楽しさなどを味
わってきた。と同時に生活の糧も得ることができた。
趣味を仕事にできていいね、といわれることも多かっ
たが、日本そして韓国の考古学界に助けられてここま
で来ることができたと思っている。その考古学界への
恩返しができたとしたら、若い考古学徒を若干ではあ
るが育てることができたことであろうか。

ル・ベトナム・台湾・トルコにそれぞれ１回のみ
で、トルコは都城の比較、ほかは見たい史料などが
あるため。欧米は好きではないし、関係もないの
で、旅費付きで誘われることはあっても行きません
でした。海外は、自費では２回くらいで、ほとんど
研究費や招請でした。昔は、ほかの大学に比べよう
がないくらい研究費が多く、また短期の在外調査も
あって毎年もらってました。途中から、ほかの大学
よりも劣る研究費になってしまいましたが、昔はほ
んとによかったと思います。それ以外の研究費も、
多く受領しました。科研はＢが４回、Ｃが１回、重
点１回です、三菱財団もありました。ほとんどは旅
費でしたが。結構、自由にさせていただいたと思い
ます。そもそもこちらに勤め始めたころの同僚の先
輩方は、海外調査が特別ではなかったので、あまり
目立つことなく行くことができたのだと思います。
ほんとうにいろいろと感謝しております。

て、学部生や大学院生に、学問に取り組む事の面白
さを伝授することで、本学の理想とする人材育成に
貢献したいと考えます。とりとめのない文章で申し

訳ありませんが、自己紹介とさせていただきました。
　皆様、何卒よろしくお願い申し上げます。
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退職にあたって
	 小　栗　裕　子
 人間文化学部国際コミュニケーション学科

　早いもので研究室を片付ける時が来ています。23年
間使用したこの部屋は、滋賀県立大学の教員であると
いう幸運を絶えず感じさせてくれました。
　振り返って思い出すことは、「大学英語教育学会」

（以下 JACET と省略）に所属して行えた数々の活動
です。2003年から2007年までの５年間文科省の「『英
語が使える日本人』の育成のための戦略構想」で北
九州市の中・高校の先生方の講師を務めた頃から一
層 JACET のお世話になることになりました。当時、
関西支部の研究企画委員として支部大会の企画運営を
行っていた関係で、この依頼を受けました。夏休みの
１日だけの講義ではありましたが、５年間続けると、
教育委員会の先生方や ALT のみなさんとも親しくな
り、北九州という土地にも愛着を感じるようになりま
した。
　支部幹事となった2005年から「大学英語教育学会授
業学研究委員会」の関西支部委員長として「授業学と
は何か」について、毎月委員会を開催し、授業分析の
方法や省察等の理解を深めていきました。その総括と
して、委員会で2007年『高等教育における英語授業の
研究—授業実践事例を中心に』を出版し、翌年「大学
英語教育学会実践賞」をいただきました。

　この著書が契機となり、会長から「英語教育大系」
を出版するという大きな企画が提案され、編集委員会
が設立されました。私は授業学で編集を経験していた
関係でこの委員会に加わる幸運を得ました。当初は20
巻ぐらいを想定していたのですが、予算の関係で13巻
に絞られました。2600名の会員からアンケートを募り、
13巻のタイトルが決定されましたが、その過程で大系
にどの領域を含めるのか多くの議論が展開されていま
す。JACET は2011年で50年目を迎えた英語教育の分
野ではかなり歴史のある学会ですが、その50周年を目
標にして2 ヶ月毎に約300ページの大系を13巻刊行し
たのです。私は他の２名と９巻『リスニングとスピー
キングの理論と実践—効果的な授業を目指して』の編
集を担当しましたが、締切に間に合わせるために大変
な思いをした記憶が残っています。
　2010年から５年間紀要編集委員長として JACET 
KANSAI Journal の編集に携わり、年１回の支部紀要を
発行してきましたが、この時も締切には悩まされ、紀
要が手元に届いた時は毎回安堵したものです。現在は
支部長ですが、大学での職以外にこのような研究分野
で貴重な経験ができたことは、ひとえに本学に奉職で
きたからだと心より感謝しております。
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■2017年度教員活動報告

━━━━━━━━━━◦地域文化学科

■ 田中俊明（たなかとしあき）朝鮮古代史、古代日朝
関係史

　昨2017年の１月～ 12月の調査および公刊。中国
４回。３月（西安・洛陽の韓国古代史関連遺跡）・
４月（遼寧省桓仁・吉林省集安を中心とする高句麗
遺跡）・８月（科研２つの調査を連続。山西省の古
代寺院、西安の唐皇帝陵の踏査）・９月（契丹・遼
の中心遺跡）。韓国４回。３月（科研。慶州ほか）･
９月（扶餘文化財研究所・王興寺シンポ）･10月（海
洋博物館・龍シンポ）・11月（咸安郡・安羅シンポ）。
活字になったのは ,「新羅王京寺院の伽藍と機能」（菱
田哲郎編『古代寺院の儀礼・経営に関する分野横断
的比較研究』京都府立大学文化遺産叢書13集）とシ
ンポジウムの資料集「韓中日古代寺院史における王
興寺の位置」「古代日韓の龍神」「『日本書紀』を通
して見た安羅と倭との関係」などでした。今年度か
ら科研・基盤Ｂ「古代中国の東北フロンティア開発
と玄菟郡・楽浪郡」が採択されたが、この３月で停
年なので、ほかの機関に会計処理を依頼することに
なり、あと３年間つづける。今年度の調査は、３月
にしか時間がとれず、遼寧省の調査を予定している。

■定森秀夫（さだもりひでお）東アジア考古学
　ゼミは学部４回生４名、大学院生３名であった。
　研究費による韓国の遺跡踏査・博物館調査は９月
に慶尚道・全羅道で７日間、中国の遺跡踏査・博物
館調査は11月に上海・南京・揚州・馬鞍山で６日
間実施した。
　10月に徳島大学（新蔵）日亜会館で徳島大学埋蔵
文化財調査室主催の第21回特別展「徳島大学の至
宝 -4」公開講演会が行われ、そこで「語りはじめ
た常三島遺跡─武家屋敷の実態が垣間見える !? ─」
と題して講演を行った。久しぶりの古巣で、旧交を
温めることもできた。
　なお、本年度をもって定年退職する。

■濱崎一志（はまざきかずし）都市史、保存修景

◆研究活動
　平成28年から「バハレーン・ティロス文化に見
るシリア・パルミラの人と文化の影響に関わる総合
的調査」（基盤研究（A）16H02725）に連携研究員と
して参画し、バハレーンとパルミラの交流について
調査研究を継続している。
　また、米原市甲津原で堂宮大工の移動、建築技術
の類似、宗教、芸能について、岐阜県揖斐川町との

峠を越えた文化交流の視点から、調査研究をおこ
なった。また、米原市堂谷、近江八幡市円山町、同
森尻町で民家の調査研究をおこなった。
　このほか近江八幡市安土町の西の湖周辺の水辺景
観の構成要素の調査研究も継続した。
　長浜市余呉町菅並では昨年度の上丹生に引き続
き、空き家の現況に関する調査研究をおこなった。
◆教育活動・社会貢献
　近江楽座の「男鬼楽座」を指導し，地域の活性化
や地域文化の振興を視野に入れた教育プログラムを
実施した。彦根市男鬼、長浜市上丹生、多賀町栗栖
において茅葺き民家の修復イベントを実施した。

■水野章二（みずのしょうじ）日本中世史
　研究成果としては、「鈴鹿の棚田と開発」（『日
本歴史』834）を刊行、総合地球環境学研究所の共
同研究成果論文集第１巻『新しい気候観と日本史
の新たな可能性』（臨川書店）に、「災害対応」を
執筆、３月に出版予定。また『History of Japan』

（CAMBRIDGE UNIVERSITY PURESS）の第１巻
に「10 ～ 16世紀の災害と環境」を執筆、現在桜美
林大学のブルース・バートン氏によって翻訳中。ま
た滋賀県発行の『琵琶湖ハンドブック』三訂版に

「里山の成立」を執筆、これは短いものである。な
お「伊賀・甲賀の村落と環境」（『忍びの中世』、戎
光祥）は刊行が遅れている。
　新しく採択された科研費「古代・中世の重要港塩
津の総合的研究」の代表として、文献史学・考古学
のメンバーとともに、塩津港遺跡を中心とした湖北
地域の共同研究を開始した。
　ゼミは、博士前期課程２名、４回生５名、３回生
５名であったが、さまざまな業務が増えて、調査な
どに十分な時間が割けなかったのは残念であった。

■中井均（なかいひとし）日本考古学
◆研究活動
　念願であった考古学からの近世城郭研究の書籍

『近世城郭の考古学入門』を編集することができ
た。また本学科教員とともに『古地図で楽しむ近
江』も刊行した。
◆教育活動
　大学院生３人の修論と、４回生６人の卒論を指導
するとともに、今年度は夏休みに岐阜県可児市の国
史跡金山城跡の発掘調査を実施した。１、２回生か
らの参加もあり、合宿しながら実際の発掘調査に真
剣に取り組むことができた。年度末には概報を刊行
する予定である。また、昨年度実施した滋賀県の戦
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争遺跡分布調査も報告書作成に取り組んでおり、同
じく年度末に報告書を刊行する予定である。
◆社会貢献
　岐阜県の姉小路氏城館跡群と、香川県の勝賀城
跡、徳島県の一宮城跡の調査指導委員を新たに引き
受けた。いずれも今後発掘調査を実施し、国史跡の
指定を目指すものであり、遣り甲斐のある仕事であ
る。

■市川秀之（いちかわひでゆき）民俗学
　2017年度は学科長でもあり、学科内事務におわれ
た大変な一年であった。近江八幡市の民具調査や西
ノ湖文化的景観追加指定調査などは昨年に続いてお
こない、多賀町や甲賀市の歴史文化基本構想作成に
も関わった。大阪の八尾市史民俗編は執筆の年で、
これまで経験しなかった字数の原稿を書いた。研究
面では昨年度末に長らく取り組んできた『長浜曳山
祭の過去と現在』が刊行された。そのほかにも３本
の原稿を書いたが刊行は来年度になる。当屋制に関
する個人の科学研究費も今年度から始まった。ゼミ
は４回生が二人、３回生が６人。夏には若狭町常神
で民俗調査、春秋にはプレゼミ生を加えて多賀町の
民俗調査をおこなった。また夏には横田先生らと一
緒に中国広西省に行き現地の博物館勤務の湯さんの
卒業生の案内で棚田村落などの調査ができたのは幸
いであった。

■京樂真帆子（きょうらくまほこ）日本古代史
・活字になったもの
『牛車で行こう！─平安貴族と乗り物文化─』（吉
川弘文館）本が売れるというのがどういうことなの
か、初めてわかりました。わたしが面白いと思うこ
とを、多くの人に共感してもらえて嬉しいです。
「牛車で行ってみる？─乗り物文化と映像文化の交
差点─」（『本郷』第131号）これに関わって講演を
し、その音源がネット配信されています。自分の語
りを聞くのはなかなかに苦痛です。
・今年新しく引き受けた役目
　滋賀地方労働審議会委員（滋賀県における女性活
躍について発言しました）・日本学術会議連携会員

（有名人がいっぱいいました）・長岡京市教育委員会
委員（責任ある仕事ですが、楽しんでいます）・甲
賀市男女共同参画審議会会長（男女共同参画に関わ
る条例案をまとめました）

■亀井若菜（かめいわかな）日本美術史
　今年のゼミは大学院生が新たに１人入り８人で
行った。前期には絵の表現の意味を追及した論文数
本を皆で読み意見を出し合い、後期には各人の研究

発表を中心にゼミを行い、活発な議論ができた。卒
論を提出し終えた４回生は、卒論の研究を通し文献
を「疑って」読む姿勢が身についた、以前はそんな
読み方はしていなかった、と感想を述べてくれた。
ゼミを通して「自分で考えること」が身についたの
であれば何よりだと思う。９月には２回生もまじえ
てゼミで学外実習に行き、彩色された仏像が美しい
室生寺や磨崖仏がある笠置寺、浄瑠璃寺の九体阿弥
陀堂などを巡った。仏像が作られ拝まれてきた時間
と空間を学生とともに現地で実感することができ
た。今年は教育の面で充実できたと思う。
　研究については、昨年度から科研の研究費を得
て、伊勢物語絵について調査・考察を進めている。
　また大学の公開講座では「信貴山縁起絵巻」につ
いて講演し多くの方に聞いていただくことができた。

■東幸代（あずまさちよ）日本近世史
【Topic】前期にサバティカルを取得。秋に同僚や
学生らとともに、中国広西省チワン族自治区を訪問
し、エコ・ミュージアムの踏査。いずれの訪問先も
興味深いが、少数民族の村の共同体規制が前近代日
本のそれを彷彿とさせる点を特に面白く思う。
【研究】複数の科研メンバーに加えていただき、自
身の科研に加えて、いろいろな史料を分析中。地球
研のプロジェクトにもお声がけいただく。
【教育】『歴史評論』の「はじめて学ぶ近世史」特
集に執筆。自身の経験を踏まえて執筆したが、読み
返すと大変説教臭いものに。本学学生をはじめ、こ
れから日本近世史を学ぶ学生諸君の道しるべになる
とよいが。高知大学で集中講義。
【社会活動】６月、京都府立丹後郷土資料館で漁業
に関する講演。学生時代に調査でお世話になった方
が駆けつけてくださり、数年ぶりの再会。嬉しい。
湖北の４回生宅から古文書が発見され、学生・院生
有志で調査中。学生らの古文書読解能力が急上昇。

■塚本礼仁（つかもとれいじ）地理学
　地域文化学科の中井先生、東先生、石川先生をは
じめとする総勢八名の共著で、『古地図で楽しむ近
江』（風媒社，2017年11月24日第１刷発行，￥1,600
＋税）という本を刊行しました。書店でよく見かけ
る風媒社「古地図で楽しむシリーズ」の第八弾にあ
たります。私は、吉田初三郎が近江を題材に描いた
鳥瞰図の解説と、新旧の地形図の比較から近江の姿
を読み解く「近江地図散歩」の項を執筆しました。
　社会活動としては、愛知県立一宮興道高校にて
模擬講義「ご当地キャラクターの“戦闘力”をみ
る─ひこにゃんは王様か？─」（2017年10月19日）
をおこないました。教育面では、2017年度から「地
域社会調査実習」（地域調査士・社会調査士の資格
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科目）を担当することになり、学生とともに長浜市
の仏壇・縮緬産業の現状を調べました。授業として
は年度内に報告書をまとめますが、自身の研究とし
ても何らかの形で発信するつもりです。

■石川慎治（いしかわしんじ）保存修景
◆研究活動
　滋賀県建築士事務所協会・機関紙での連載をまと
め直した『近江の古民家─素材・意匠─』（サンラ
イズ出版）を出版しました。
　また、共著ですが、『古地図で楽しむ近江』（風媒
社）、『中世益田ものがたり』（益田市＋益田市教育
委員会）でも執筆しました。
◆教育活動
　４回生９名の卒論指導を行いました。また、昨年
度同様、滋賀県立高島高等学校１年生の総合学習に
おいて、フィールドワーク指導を行いました。
◆社会活動
　新たに「益田市歴史を活かしたまちづくり検討委
員会」委員長、「史跡益田氏城館遺跡群整備検討委
員会」委員（ともに島根県益田市教育委員会）、「彦
根市伝統的建造物群保存審議会」委員（彦根市教育
委員会）、「豊郷町空家等対策協議会」副会長（豊郷
町）をお引き受けしました。

■武田俊輔（たけだしゅんすけ）社会学
【研究活動】
　長浜曳山祭に関する論文が『東海社会学会年報』

（東海社会学会）、『社会学評論』（日本社会学会）、
『民俗芸能研究』（民俗芸能学会）に掲載されまし
た。また、ここ３年間の８報の論文を中心にまとめ
た博士論文を東京大学に提出し、学位を得ました。
学会報告は関東社会学会、日本社会学会、日本マ
ス・コミュニケーション学会で行いました。ウィー
ン大学日本学研究所でも報告し、来年度はその縁で
ウィーンにて５ヶ月の在外研究を行います。

【教育活動】
　学外実習で神戸・篠山、環琵で八幡・長浜のまち
づくりについて貴重なお話を伺いました。塚本先
生と担当した地域社会調査実習では浜仏壇・浜縮
緬産業を学生たちが調査し、成果を早大・関大・同
志社・奈良県立大との「文化研究ゼミ合同発表会」

（12/17、於奈良県立大学）で報告してもらいました。
【社会活動】
　近江環人地域再生楽座で「成熟社会デザイン特
論」をオムニバスで担当しました。

■横田祥子（よこたさちこ）中国研究・文化人類学
◆研究活動
　インドネシア華人女性の国際結婚と移動について
の研究成果が台湾の論文集に入ったことは嬉しかっ
た。また社会問題をフィールドワークした際の当初
の葛藤を書いた論考がようやくフィールドワーク書
の一編として出版された。昨年度に比べ、かつての
成果をリバイズした成果が多かったので、来年度は
全く新たなテーマに取り組みたい。研究成果のリス
トは http://researchmap.jp/read0124252/ をご覧く
ださい。
◆教育活動
「地域文化演習Ⅱ・Ⅲ」の一環で、2017年９月に
教員３名、学生６名と共に、広西チワン族自治区の
エコミュージアム２箇所と広西民族博物館を訪問し
た。エコミュージアムはありのままの生活を提示す
るものであるが、その生活が観光によりかなり制限
を受けている様相を目の当たりにした。来年度は一
度、台湾で多文化共生に関する実習を行おうかと考
えている。

━━━━━━━━◦生活デザイン学科

■印南比呂志（いんなみひろし）地域ブランド
 春の欧州でのゼミ合宿では、ゼミ生たちはイタリ
ア、オランダ、北欧へそれぞれ別れて研修に向かっ
た。その後、高知県四万十町、北海道東川町、石川
県珠洲市の地域をフィールドとして滞在し、地域産
業、伝統職人の現場を体験した。また、夏休暇中イ
タリア、東京、京都、高知で働く卒業生の元で職業
体験をした。研究活動は、イタリア・サルディニア
島に今年は３度訪れて刃物職人の調査を行った。ま
た、韓国の離島・加波島の再生事業に参加してい
る。来年には全てのプロジェクトが完成する。今年
ソウルで開催された UIA（国際建築家連合）の国際
会議に参加した。地域活動としては、近江楽座の活
動を中心に、湖北地域の産業支援のためのブランド
化事業の指導を行った。現在、彦根市内の大正時代
の古民家の再生に取り組んでいる。学外では、岡山
県立大学での集中講義・地域とデザインは今年で
10年目となった。毎年学生たちと総社市の古い商
店街でフィールドワークを行っている。

■面矢慎介（おもやしんすけ）道具デザイン論
学会開催：
　アジアデザイン文化学会を10月28 ／ 29日に沖縄
県立芸術大学で開催。実行委員として台湾・中国か
ら多くの参加者を迎えて奔走。幸い日本への留学経
験者が多く、学会の「公用語」は中国語と日本語。
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　また、自分が会長を務めている道具学会の年次大
会を、12月９日／ 10日、倉敷公民館で開催。指導
している大学院生の陳占国も「中国におけるテレビ
のデザインの変遷」を研究発表。
論文：
「日本語ワードプロセッサー専用機の発展：パーソ
ナル化のための機器デザインの変遷」（Bulletin of 
Asian Design Culture Society, Issue No.11, 下巻）
教育活動：
　台湾の輔仁大学の学生・教員20人を「近江楽座」
の活動拠点に案内、本学学生と活動の報告・交流会
を実施（７月14日）。こちらの公用語は英語。
社会活動：
　彦根仏壇検査委員会委員長

■佐々木一泰（ささきくにひろ）空間デザイン
　設計を行った保育園が、ウッドデザイン賞を受
賞。滋賀県ではプロダクトを含め三点の入賞のひと
つに。今年度はオランダ民家の構法と、リートフェ
ルトの戦前住宅の構法について、二件の学会発表、
査読論文の投稿。オランダでの調査も六回を重ね、
今回はリートフェルトのお孫さんにも会う事に。雑
談でリートフェルトの椅子の肘掛けは愛煙家の灰皿
を置く仕様で幅広な事や、現場への運転が怖かった
事など、デザイン史には出難い人間像が垣間見えま
す。そのオランダでは小さな書店の設計中。一月に
は母校学科50周年展ハルカスでの作品展示。また
学生活動として三回生高橋さんは長浜市駅前再開発
のプラン、四回生は奥伊吹の町興しイベント。学生
デザインによるバス停リニューアルも進行中です。
地域活動として米原市東草野活用委員や、文化産業
交流会館の外部評価委員をさせて頂き、優れた芸術
文化活動に改めて触れる機会を貰っています。台風
で流れた川上村木匠塾20周年記念事業がさてこれ
からです。

■藤木庸介（ふじきようすけ）建築計画・文化遺産観光

　自身の博士論文で研究対象とした中国雲南省麗江
市旧市街地を９月に十数年ぶりに再調査。残念なが
ら、当地の生活文化の多くは消失してしまって、従
前からの住民も旧市街地には殆ど住んでいない。観
光開発と経済発展、そこにおける人々の生活との相
関性を改めて考えざるを得ない。この他、福建省客
家土楼の観光開発に関する調査、マイナス20度と
いう厳冬の黒竜江省富錦での農村観光に関するシン
ポジウムへの参加、２月末には再び湖南省長沙へ渡
航して、今年度は中国漬けである。
　ゼミ旅行では、５月に白川郷へ、８月に日本建築
学会参加を兼ねて広島へ、10月に伝統的民家の視
察で高知へ。学生も私も、目的の半分は土地の美味

しいものを食べるために行っている様なところが
あって、まあ、それはそれで良いかと思っている。
　加えて、今年は久しぶりに個人住宅の設計を手が
け、住宅設計の難しさを改めて感じた。能登川にあ
る工務店のモデルハウスの設計も、産学連携でさせ
て頂いた。

■南　政宏（みなみまさひろ）道具デザイン
　２月に開催された第1回「広島 BOX・クリエイ
ティブカフェ」で「伝統産業とデザイン」につい
て講演をした。東京ミッドタウンで５月に開催さ
れたこいのぼりコレクション2017に招待作家とし
て展示した。 パッケージデザインを担当し木村水
産株式会社より発売中の「あゆのオイル漬け」は
TOPAWARDS ASIA を受賞した。 滋賀県産コナ
ラ材の活用を目的にデザインした SHIGA CHAIR
では東京の日本橋に10月にオープンした滋賀のア
ンテナショップ「ここ滋賀」の二階のレストランに
採用され、この椅子はウッドデザイン賞も受賞し
た。富山県美術館で11月より開催の「素材と対話
するアートとデザイン」展に彦根のバルブ技術を活
用した「カイツブリ」を展示した。研究室の活動で
取り組んだ「JAGDA 学生グランプリ」では青木春
佳が２作品、西林瑞基が１作品入選し、他にも「第
10回中信学生デザインコンテスト」において、西
林瑞基と上田陽平が共に努力賞を受賞した。

■宮本雅子（みやもとまさこ）住環境学、インテリア
計画
　昨年度まで科研費を得て行った「日中韓の生活ス
タイルに基づいた快適性と省エネルギーに配慮した
照明計画の検討」研究の一部をアジアライティング
カンファレンス（上海）で報告した。同カンファレ
ンスでは、M １の学生が日本と中国の照明の歴史
に焦点を当てた報告をオーラルセッションで行った。
　昨年に引き続き、駅ホーム内での安全な移動のた
めの情報ツールの検討を行った。
　３回生ゼミでは、美濃市あかりアート展への出展
を継続した。また、観光バリアフリーの視点を取り
入れた地域施設の提案を行った。
　環境工学系の教科書である「図説建築環境」（学
芸出版社）の第３章光と色の執筆を担当した。
　日本建築学会「建築の質感・色彩計画小委員会」
および「環境バリアフリー小委員会」委員として学
会活動を行った。また、彦根市・草津市・滋賀県都
市計画審議会委員､ 彦根市景観審議会委員､ 滋賀県
レイカディア大学講師等を務めた。

■森下あおい（もりしたあおい）服飾デザイン
　ゼミ活動では、今年度も東大阪の故繊維回収工場
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の見学、アップサイクルに取り組む活動やシンポジ
ウムに参加しました。家庭から回収された古着の実
態からは、廃棄衣料の深刻さを感じざるを得ませ
ん。デザインが行うべき事柄を一歩ずつ提案してい
ければと思います。また３回生５名は、NDK 主催
の京都コレクションで作品発表を行い、クリエー
ションをショーとして伝える服飾の場を体得しまし
た。制作物がプロのモデルに着装された姿は、自分
の作品を客観的に見る機会になったと言えます。
　研究活動では、昨年度に計測したシニアの体形
データをまとめ、デザイナーの体形への解釈に関す
る実験を行いました。今後はさらにデザイナーの評
価について分析を進める予定です。またここ数年間
は日本繊維製品消費科学会において、毎月発行の学
会誌の編集に関わっていますが、デザインだけでな
く多領域の繊維の研究と日々向き合いながら、繊維
の魅力をあらためて感じています。　　

■山田歩（やまだあゆみ）消費者行動
◆著作
　意思決定論の教科書として『心理学が描くリスク
の世界（第三版）』を分担執筆しました。
◆ゼミ活動
　林晶さん（４回生）が応募した「駆け込み乗車数
を減らすアイデア」が「第５回 OAC 学生アイデア
で社会をよりよくするコンテスト」でグランプリを
受賞しました。服部紗栄子さん（４回生）が応募し
た「東海道・中山道たび丸君探しの旅」が草津市主
催のコンテストで優勝し JR 南草津駅の階段デザイ
ンに採用されました。第４回石州和紙デザインコン
ペに３回ゼミ生と教員が応募した「島根県浜田市を
元気にする魚拓 DM」が「石州半紙技術者会長賞」
を受賞しました。
◆地域貢献
　大兼工務店様の顧客向け施策を実施しました。

■横田尚美（よこたなおみ）服飾文化史
　ゼミでは、３回生と東京、横浜、名古屋、京都、
神戸など各地で、様々な展覧会やファッション
ショー、ブランドの展示会、映画などを観た。ゼミ
旅行では、「札幌国際芸術祭」を見学した。また着
物作りにも挑戦した。４回生と、卒論研究のため国
立民族学博物館で、紅型を熟覧させて頂いた。
　学会活動としては、10月に日本民俗学会で「実
感としての婦人標準服─新潟県南魚沼市六日町地区
の事例から─」を、日本衣服学会で「衣服の透けに
対する忌避感覚の変化について」を発表した。９月
より社会文化史学会の評議員となった。
　社会活動としては、10月に2018年春夏東京コレ
クションを取材し、「アパレル工業新聞」紙11月１

日号に、コレクション評を寄稿した。
　非常勤講師として、引き続き新潟大学人文学部で

「博物館学展示論」を担当した。また、新潟県南魚
沼市六日町史民俗篇の執筆を進めている。

━━━━━━━━━◦生活栄養学科

■矢野仁康（やのみひろ）病態栄養学
　生活栄養学科では，専門基礎科目にあたる，人体
の解剖生理学，病態病理学，病態栄養学の講義と実
習を担当しています．研究活動につきましては，ポ
リフェノール類を中心とした食品成分が有する癌細
胞増殖抑制効果を分子レベルで解析しています．ま
た，今年度から新たに，癌幹細胞を標的とした研究
を立ち上げ，実際の癌の浸潤・転移・再発の予防に
向けた応用研究にも取り組み始めました．この様
に，より身近な食材が有する特性を明らかにする事
で，食生活の改善などによる疾病予防の科学的根拠
の提示を行っています．次年度からも，健康増進に
貢献できる様な栄養学領域での教育・研究活動に取
り組んでいく予定です．

■中井直也（なかいなおや）運動栄養学
　赴任３年目となりました。運動と栄養が身体に及
ぼす影響について研究しています。特に骨格筋に存
在する幹細胞である筋サテライト細胞を対象とし
て、エネルギー代謝やタンパク質合成促進作用を調
節するメカニズムを解析しています。運動栄養学研
究室には１名の大学院生と6名の４年生が所属し、
准教授の東田先生と共に卒業研究の指導を行いまし
た。研究成果は、学会発表（栄養・食糧学会、体力
医学会）および学術論文として公表しました。
　滋賀県立大、立命館大、龍谷大、びわ湖成蹊ス
ポーツ大の４大学からなる環びわ湖スポーツ栄養交
流会の活動にも取り組んでおります。今年度は、第
２回の公開講演会で「スポーツ栄養を支える研究」
について講演しました。また、大津市のピアザ淡海
様との企画で、ビワイチランチのメニュー作成を本
学科３年生と一緒に行っております。

■福渡努（ふくわたりつとむ）基礎栄養学
　今年度より基礎栄養学の講義を担当することにな
りました．今年度の所属学生は，大学院生５名（博
士後期課程２名，博士前期課程３名），４回生３名
でした．現在，取組んでいる研究テーマは，「アミ
ノ酸代謝調節による脳機能の保護」，「トリプトファ
ンからのナイアシン供給経路の重要性」，「ビタミン
の栄養状態および生体有効性の評価」です．研究に
関する詳細につきましては，研究室ホームページ
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（http://www.shc.usp.ac.jp/fukkie/）をご覧くださ
い．以前より取組んでいた「尿検体を用いたビタミ
ン栄養状態の評価」に関する研究が，企業との共同
研究の結果，栄養検査サービスとして実用化されま
した．尿中の化合物分析により，ビタミンを始めと
する栄養状態を把握するものです．定期的に栄養状
態のチェックを行うことで，人々の健康の維持増進
に繋がることを期待しています．

■辰巳佐和子（たつみさわこ）臨床栄養学
◆活動報告
　平成29年10月１日より人間文化学部生活栄養学
科の教授として赴任し、４ヶ月がたちました。学部
教育面では、臨床栄養学実習や、生命科学の理解に
つながる講義、栄養学的な専門論文を読み解く講義
を担当しました。
　臨床栄養学は、医学分野の急速な発展に伴い、極
めて高度な知識を有する学問として展開されていま
す。そのため、科学的根拠に基づく臨床栄養管理学

（基礎と実践）を学べる講義を目指して進めていま
す。このような教育の中で学問に取り組む事の面白
さを伝授できればと思います。
　研究活動面では、前任大学との共同研究を継続し
ており慢性腎臓病および骨粗鬆症予防や治療つなが
る論文を出すことができました。
　次年度も教育、研究室の立ち上げに邁進していき
たいと思います。
◆発表論文
1. Miyagawa A, Tatsumi S et al.  The sodium 
phosphate cotransporter family and
nicotinamide phosphoribosyltransferase contribute 
to the daily oscillation of plasma inorganic.  Kidney 
Int. 2018 （in press） 
2. Fujii O, Tatsumi S et al.  Effect of Osteocyte-
Ablation on Inorganic Phosphate Metabolism: 
Analysis of  Bone-Kidney-Gut Axis .  Front 
Endocrinol （Lausanne）. 2017 Dec 21; 8:359. doi: 
10.3389/fendo.2017.00359. eCollection 2017.

■小澤惠子（こざわけいこ）給食経営管理論
　超高齢社会といわれる現在、肺炎を原因とする死
亡率が増加し、その大きな要因と考えられる高齢者
の嚥下障害が問題として取り上げられるようになり
ました。
　在宅医療を勧められる中にあって、どのように高
齢者の嚥下障害に向き合い、誤嚥の早期発見には何
が出来るのか、又、いかにして誤嚥のリスクを軽減
できるかについて、取り組んできました。
　ひとつには、食事が喉頭を通過した直後の音を解
析することで、誤嚥の有無を判断できるのではない

かと考え、現在一定の特徴を見付け検討中です。今
後、在宅の現場で、簡便に利用できる方法の検討を
していこうと思っているところです。
又、在宅で実施されている嚥下障害者への食事の提
供が安全になされているのかの検証も併せて行って
います。
「障害が起こるまでに予防を」という目的で、多く
の高齢者団体に対し“食べることの重要性”、“食べ
られる機能の維持の大切さ”を、講演してきました。

■奥村万寿美（おくむらますみ）臨床栄養学
「行動経済学の指標を用いた新たな栄養食事指導法
の開発」を目指して研究を行っている．また，保育
園児、ジュニアスポーツの選手・指導者への食育
や，介護予防のための料理教室の開催など実践的な
活動も展開している．その成果を，日本透析医学
会，日本栄養改善学会等で３演題発表した．

【著書】
「チーム勢多における在宅医療連携の取り組み」
New Diet Therapy

【講演】
滋賀県臨床工学士会「血液浄化セミナー」，D-N さ
ぽーと「糖尿病と歯周病」，大津市民公開講座「あ
れ？これって認知症？食事面からの支援」，大津市
公園緑地協会「スポーツジュニアのための食育」

【社会活動】
野洲市食育推進委員会委員長，日本給食経営管理学
会評議員，臨床栄養協会評議員，地域多職種連携活
動チーム勢多

【受託事業】
・ 米穀安定供給確保支援機構「女子大学生等を学習

者とした“3･1･2弁当箱法”体験セミナー事業」
・愛荘町健康レシピの開発

■廣瀬潤子（ひろせじゅんこ）栄養教育論、小児栄養
　これまでもご一緒させていただいていた助産院の
先生方との研究に、歯科医師のご協力を得て、乳
幼児期の口腔状況と授乳の関連についての研究を
スタートしました。さまざまな専門の方とのディス
カッションはとても刺激的で、新たな視点を得られ
たことと同時に、管理栄養士としての専門性の大切
さも実感しました。
　また、学生時代から続けさせていただいている、

「母乳中に存在する食品タンパク質と IgA 免疫複合
体による食物アレルギー予防」についての成果を２
誌でご紹介させていただく機会がありました。学生
時代に、このように興味深い研究テーマに出会えた
ことは、とても大きな財産です。そこから広がった
授乳の研究やたくさんの方とのつながりを大切に、
さらに発展させていかなくてはと気持ちを新たにし
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ているところです。

■今井絵理（いまいえり）公衆栄養学，栄養疫学
　公衆栄養学（栄養疫学論）と応用栄養学の講義・
実習を担当しています。本年度は３人の卒論生とと
もに栄養疫学研究を進めてきました。研究テーマ

「高齢者の虚弱化に関連する要因を食から探る」に
ついて，国民健康・栄養調査および県民栄養調査の
大規模住民データを用いて研究を行いました。皆，
意欲的に研究に取り組んでくれたため，当初の予定
よりも進み，うれしく思います。
　本年度（実際には2017年２月～）より，滋賀県国
民保健事業支援評価委員を拝命し，各市町のデータ
ヘルス計画策定等の支援をさせていただいていま
す。管理栄養士として助言させていただきながら，
医師，看護師や保健師の先生方の意見も聞くことが
でき，私自身大変勉強になっています。
　来年度は，引き続き高齢者研究を行うとともに，
昨年１年ストップしていた糖尿病研究を再開したい
と思っています。
学術論文
Imai E, et al . ,  Oral glucose tolerance and 
tryptophan metabolism in non-obese and　non-
insulin-dependent diabetic Goto–Kakizaki rats fed 
high-tryptophan diets. 
Journal of Nutritional Science and Vitaminology, 
Accepted （2017.11）. 
Nakade M, Tsubota M, Imai E, et al., Different 
psychosocial factors are associated with different
intention and self-efficacy toward eating breakfast 
among Japanese breakfast skippers: A Gender 
comparison. Asia Pacific Journal of Public Health, 
2017.
学会発表
２回（うち国際学会１回）
講演
滋賀県栄養士会 公衆衛生事業部・地域活動事業部
合同研修会「滋賀の健康・栄養マップ調査」結果か
ら見る地域性について 2017.06.14

■東田一彦（ひがしだ　かずひこ）運動栄養学
　今年は長い間取り組んできた研究の成果をやっと
発表することができました。内容は、運動をするこ
とで筋肉の中で起こる適応についてです。また、
第4回日本スポーツ栄養学会大会で微量栄養素とス
ポーツパフォーマンスに関する最新の知見について
講演しました。スポーツ現場で働く栄養士さんの役
に立つ話ができたと思います。「運動と健康」の講
義では、日々の身体活動が健康増進に与える影響に
関して、疫学研究や分子メカニズムを中心に説明し

ました。「健康・体力科学」では、ニュースポーツ
の中でもフリスビーを使った競技を中心に指導しま
した。

■佐野光枝（さのみつえ）食品学、分子栄養学
◆年間活動
　妊婦さんの食事内容によって，胎児が受け取る栄
養成分がどう変わるのかを調べる研究を行ってい
る。本年度は昨年度に引き続き滋賀県の産婦人科
病院に協力していただき，妊婦さんの食事調査や羊
水・臍帯血のアミノ酸やビタミンの濃度を測定した。
◆学会発表
1. 日本 DOHaD 学会大会（8月：早稲田大学）にてポ
スター発表を行った．
タイトル「妊娠中に低炭水化物高脂肪飼料を摂取し
たラット胎仔のトリプトファン・葉酸・ビタミン
B12栄養状態への影響」
2. 国際 DOHaD 学会大会（10月：オランダ）にてポ
スター発表を行った。
タイトル「High fat and very low carbohydrate intake 
during pregnancy does not influence the folate nutritional 
status in mother and foetuses」

■遠藤弘史（えんどうひろし）

　本年度は，機能性食品の食成分が持つ抗癌作用の
詳細な細胞内メカニズムに加えて，がんの予後に大
きな影響与えることが注目されているがん幹細胞と
食品の関係について研究を行いました．がん幹細胞
はがん細胞中に10% 程度ほど存在しており，抗が
ん剤や放射線照射などのがん治療に対して感受性が
低いことが知られています．がんの治療において，
このがん幹細胞が残存すると再発の原因となり，ま
た，がん幹細胞が遠隔転移を引き起こす原因だと考
えられています（がん幹細胞仮説）．これまでに当
研究室で癌細胞の抑制効果を有する食成分の詳細な
細胞内メカニズムを明らかにしてきましたが，今年
度はこれらの食成分のいくつかは，がん幹細胞にも
抑制効果があることを見出しました．この事は学会

（日本生化学大会・日本栄養・食糧学科）で報告を
おこなってまいりました．

■森紀之（もりのりゆき）

◆年間活動
　主な研究テーマとして「食品成分摂取による冷え
性の改善に関する研究」について研究活動を行いま
した．これまでとは少し違ったアプローチをとり，
ヒトの冷感覚の改善が冷えの改善に繋がる可能性を
示すという成果を得ることができました．本年度は
個人的に研究活動について改めて考える一年になり
ました．研究を継続するためだけの研究ではなく，



69人間文化●

人●間 ●文 ●化 ●通 ●信

興味に従うところから新しい発想を次々と取り込み
発展していけるような研究を選択，実践すべきで，
それを失ってまで行う研究には疑問を感じます．そ
のような研究活動を実現・継続できる環境整備に尽
力し，今後も価値のある研究を生み出すために日々
精進していきたいと思います．

━━━━━━━━━◦人間関係学科

■上野有理（うえのあり）比較認知発達科学

　子育て支援の実践につなげるべく、基礎研究をお
こなった。具体的には、主に乳児とその母親に協力
をいただき、育児に関わる質問紙調査と、母子のや
りとりに関する行動観察をおこなった。研究活動の
成果は、学術論文にて公表したほか、保育士や育児
者を対象とした子育て講座での講演に役立てた。ま
た地域貢献活動の１つとして、彦根市立ふれあいの
館運営委員会委員長を務めた。
　教育活動では、４回生２名、３回生４名のゼミ生
の指導にあたった。４回生は、乳幼児の行動観察や
インタビュー調査をおこない、卒業論文にまとめた。

■大野光明（おおのみつあき）歴史社会学、社会運動
論
　日本・沖縄でのベトナム反戦運動の調査・研究を
進めている。アメリカ合衆国と日本・沖縄との太平
洋を横断した運動のつながりに着目し、日本国内外
で聞き取り調査と資料調査を進めてきた。2017年
11月７日付『朝日新聞』（東京本社版）１面記事「学
生運動の軌跡『歴史』に」にコメントが掲載されて
いる。岩国、福岡、神戸、東京、成田などでの反戦
運動の研究者との共同研究も実施中（拙稿「方法と
しての地域－－地域ベ平連研究会の試みから」立教
大学共生社会研究センター『PRISM』10号）。
　教育活動では、今年度着任後、「社会調査方法
論」、「社会学演習」、「社会学概論」などの授業を担
当した。ゼミでは「〈人びとの経験・実践〉から読
み解く現代日本社会」を共通テーマに、4回生の2
人が無事に卒業論文を提出できほっとしている。執
筆の過程で私も多くのことを学んだ。
　調査・教育・社会活動を横断しながら、2014年
に米軍基地がつくられた京都府京丹後市宇川地区に
通っている。拙稿「宇川と丹後の戦争史と基地・軍
隊──増田光夫氏に聞く」『Notre critique』10号を
発表した。

■木村裕（きむらゆたか）教育方法学
　今年度の主な活動内容は以下のとおりである。

【研究】
　学術研究助成基金助成金（若手研究B）の助成を
受けて、「持続可能な開発のための教育（ESD）」の
充実した実践を行うための評価方法とカリキュラム
の開発をめざした研究を継続した。

【教育】
　４回生のゼミについては、今年度も杉浦先生・原
先生と教育学の合同ゼミを行い、研究および学習環
境の質の向上に努めた。３回生のゼミについては年
間を通して原先生のゼミと合同で行い、互いの専門
領域に関する知見にも学びながら、それぞれの考え
を深められるように取り組みを進めた。

【社会活動】
　学校の先生方を対象とした研修会の講師、学校の
研究を進めるための委員、大学の授業改善のための
ワークショップのファシリテーターなどを務めた。

■後藤崇志（ごとうたかゆき） 社会心理学・教育心理
学

【研究】
　守山市での大規模調査研究を通じて「理科の実験
ワークショップへの参加は児童の理科を学ぶ意欲を
高めるが、そもそも参加する児童は学ぶ意欲の高い
層に偏っている」ことを定量的に示した論文を含
め、今年度は６本の論文（筆頭は３本）が公刊され
た。科研費（若手 B）の助成を受け、セルフコント
ロールに関する調査なども複数おこなっており、成
果の公表に向けて準備を進めている。

【教育】
　環琵琶湖文化論実習では「ゆるキャラ」をテーマ
として１回生７名との班活動を行い、キャラクター
が地域の活性化に貢献するプロセスについて調査を
行った。３回生ゼミでは、細馬先生と合同で５名の
指導を行っている。４回生ゼミの担当はなかった
が、卒業研究の副査として、主に心理学研究のデザ
イン・分析の側面から指導・助言を行った。

【社会】
　高大連携事業にて高校生向けに心理学の講義を
行った。

■杉浦由香里（すぎうらゆかり）教育学、教育史
　昨年１月より出産・育児休暇をいただき、今年度
後期より職場復帰いたしました。多くの方々にいろ
いろとご配慮いただき、育児に専念することができ
ました。感謝しております。
　研究活動では、育児の傍ら、神辺靖光編『明治前
期中学校形成史』のうち三重県と滋賀県の中学校形
成史を担当し、四苦八苦しながらもなんとか論稿を
まとめました。来年度、梓出版社より刊行予定で
す。また、科学研究費（若手研究B）「学校組合立実
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業補習学校の設立と変容に関する研究」を再開しま
した。
　他方、社会活動では、『新修豊田市史』執筆協力
員として、資料編近代Ⅱの執筆を進めました。近く
刊行予定です。さらに、愛知県教育史編さん事業が
本格的に始動することとなり、愛知県教育史編集委
員として義務教育等を担当することになりました。

■中村好孝（なかむらよしたか）社会学
　インクルーシブ教育についての科研で共同調査し
て、紀要共著論文を書いた（原田琢也ほか「インク
ルーシブ教育の到達点――関西圏の実践から」『金
城学院大学論集』14⑵）。インクルーシブな教育と
言っても色々ある。日本国内でも色々あるし（関西
圏は進んでいる方だと思う）、国によっても色々で
ある。調査グループとしてはイギリスやアメリカ、
オーストラリアのインクルーシブ教育と比較する作
業も続けている。
　経済地理学者のデヴィッド・ハーヴェイの翻訳を
10年以上前から続けてきて、今年度も『資本主義
の終焉――資本の17の矛盾とグローバル経済の未来』

（作品社、大屋定晴ほかと共訳）が出たが、2017年
10月に著者が来日して初めて会った。80歳を越え
ているが、バイタリティあふれる知的な人でした。

■原未来（はら みき）教育学
　今年度から、科研費「Narrative Inquiry による

〈若者支援〉実践の深化と専門性の探究」に取り組
んでいる。〈若者支援〉に新規参入してきた団体に
研究協力をいただき、若者とのかかわりを言語化す
る作業を始めた。また、滋賀県ひきこもり支援セン
ターとは、講座講師や「若者サミット」への登壇等
によって連携し、県内の〈若者支援〉のあり方につ
いて共に模索している。県内における〈若者支援〉
の整備・拡充に資するべく、滋賀県や彦根市をはじ
めとする自治体の各種委員・スーパーバイザーなど
も担った。また、一昨年から継続していた京都市
ユースサービス協会との共同調査は、最終報告書を
とりまとめることができた。今年度も、たくさんの
若者・支援者の方々とのかかわりのなかで研究する
機会をもてたことに感謝したい。
　教育活動では、４回生のゼミ生７名が、それぞれ
の関心を土台に卒業論文を書き切ったことが大変喜
ばしかった。

■細馬宏通（ほそまひろみち）人間行動学・メディア
研究
　代表を務める科研「介護場面における掛け声・オ
ノマトペの動作調節機能に関する実証的研究」が採
択された。これから３年間、参与観察を通して、介

護施設での声と身体のあり方を明らかにしたい。
「この世界の片隅に」のマンガ版とアニメーション
版を比較する考察『二つの「この世界の片隅に』（青
土社）を上梓した。異なるメディアを往復しながら
一つの作品の細部を明らかにするという新しい批評
のあり方を示しえたと思う。マンガ、映画、演劇に
ついて書き、語る機会が増えた。
　谷川俊太郎さんと質的心理学会で、高橋悠治さん
と新譜発売記念のトークでそれぞれ対談させていた
だいた。長年ファンであった方々の作品を改めて読
み、聞き直し、自分の目も耳もまるでその奥深さに
届いていなかったと知る。
　卒論生のフィールドはテニスのコーチング、学内
フェス、オタ会と多様。いずれもこれまであまり論
じられてこなかった相互行為の諸相に触れる内容と
なった。

■松嶋秀明（まつしまひであき）臨床心理学
　 本 年 度 は、 研 究 面 で は 国 際 活 動 理 論 学 会

（ISCAR）の第５回大会で発表をおこなったほか、
若者支援研究をおこなっているロイス・ホルツマン
とダン・フリードマンのワークショップの招聘委
員をつとめた。研究とからんだ地域貢献として、
COC 地域課題研究が２年目となり、長浜市の子育
て支援課との連携のもと、長浜市内の放課後児童ク
ラブにおいて卒論学生をまきこんだ調査を行った。
その成果の一部は12月に長浜市でおこなわれた「み
んなでつながる広場」でのポスター発表に結びつい
た。長浜市内の子育て支援にかかわる諸団体との
ネットワークをひろげることができた。長浜市子育
て支援課との連携は、来年度以降も継続する予定で
ある。教育面では６名の卒業論文の指導をおこなっ
た。放課後児童クラブへのフィールドワークや、被
虐待経験、不登校経験を有するもの、熱狂的なアイ
ドルファン、あるいは SNS でのつながりから実際
の出会いにいたった人々へのインタビューなど多様
なテーマであった。

■丸山真央（まるやままさお）地域・都市社会学
　都市と地方の地域間格差への関心が高まっている
ようで、そうしたテーマの報告や執筆の機会がいく
つかあった（『地域社会学会年報』や『学術の動向』
の特集論文等）。村落研究、スポーツ社会学、経済
地理学などこれまで縁の少なかった分野で報告や執
筆の機会を得たのもよい経験であった（日本村落研
究学会関東地区研究会での報告等）。大阪や名古屋
の都心地区、浜松市や上越市等の大型合併地域、信
州下伊那の山村、震災被災地の三陸漁村等の調査
は今年度も継続し、調査結果は随時発表した（『コ
ミュニティ政策』の研究ノート、『評論・社会科学』
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の共著論文、地域社会学会・日本都市社会学会・日
本社会学会の報告等）。編集中の大阪の都心回帰に
関する共編著書はもうすぐ上梓できそう。一昨年刊
行した単著書の学会賞受賞や久々の海外調査もよい
思い出である。
　ゼミには４回生２人、３回生３人が所属した。社
会活動としては、彦根市行政評価委員を務めた。

━━◦国際コミュニケーション学科

■小栗裕子（おぐりゆうこ）英語教育・第二言語習得
論

　教育面では本年も特に卒論指導に力を注いだ。２
年間の経験を活かし就活中でもゼミ生には可能な限
り出席を求めた。今年度は英語教育に関する内容が
多く、教員自身の研究にも影響を与えている。研究
においては、引き続き教材分析に関する文献を読み
解いているが、この関連で高大接続についても研究
の枠を広げている。社会貢献では英語教育に関心
のある教員が多く所属している大学英語教育学会

（JACET）の理事および関西支部長を務め、JACET
国際大会での研究発表の審査や JACET Journal の査
読を行った。昨年度から国際大会での新人発表部門
の選考委員長として、受賞者を選ぶ仕事が加わって
いる。また長浜北高等学校の評議委員として学校運
営に参加し、２年目を迎えた。

■河かおる（かわかおる）　朝鮮近代史
　昨年度に引き続き、COC 事業で、愛荘町の多文
化共生推進に関わる現状の把握と課題の抽出を行っ
ています。関連して、愛荘町多文化共生推進プラン
策定懇話会の会長、彦根市多文化共生推進委員会の
副委員長もしました。
　今年度は、各年開講の地域課題科目「多文化共生
論」の開講年で、授業の締めくくりとして、授業で
学んだことを踏まえて、滋賀県および県内市町が策
定した多文化共生推進プランの検証作業を学生にし
てもらいました。その中には私自身が関わって策定
したものもありましたが、耳の痛い指摘があった
り、行政文書特有のわかりにくさがあるなど、改め
て気づかされたこともありました。
　ひょんなことから、2016 ～ 2017年の韓国での「ろ
うそく市民革命」について県内外で市民向けに何度
か講演し、日本のメディアが伝えないことを伝える
良い機会になりました。

■小熊猛（こぐまたけし）認知言語学
　本学科を卒業し引き続き本学部博士前期課程（修
士）に進学した担当学生が学位請求論文を書き上げ

た。昨年度現役で滋賀県高等学校教員として採用さ
れた先輩および外部講師の先生方を招いて「教職セ
ミナー」を開催した。本年度は３名の教員志望の学
生が教員採用試験に現役合格し、平成30年４月よ
り公立高等学校教員（英語）として教壇に立つこと
となった。

【研究活動】
科学研究費補助金（「事態解釈とその言語形式に関
する類型論的研究－再帰的受益者主語構文を中心に
－」）の最終年度を迎えた。成果の一部を国際学会
誌に投稿した。

【教育活動】
〈学部〉一回生必修の「環琵琶湖文化論実習」の
コーディネーターを担当。４回生３名、３回生２
名、２回生６名のゼミ指導を担当。〈大学院〉博士
前期課程の指導学生（M2）の修士論文指導。
〈他大学〉熊本県立大学に招かれ、文学部英語英米
文学科の２年生対象に「日英語の機能文法論」と題
した講義（90分）を担当（平成30年1月24日）。

【地域貢献】
近江高等学校にて模擬講義（平成29年7月10日）。

■呉　凌非（ごりょうひ）言語学
◆教育活動
　私は国際コミュニケーション学科の中国語関連科
目のほか、「言語接触論」と「翻訳文化論」の２つ
の専門科目も担当しています。そのなかでも、今年
の『環琵琶湖文化論実習』を履修している学生たち
が一生懸命にプレゼンテーションに取り組んでいる
姿を見て感動しました。またゼミ学生三学年合計
14名をもっており、うち３名が中国に留学してい
ます。留学レポートやゼミ課題の形で指導を行って
います。卒業生は５名で、卒論指導にも精力的に取
り組んでおります。
◆研究活動
国際学会発表：
 「关于“把”字句中的“痕迹”及其教学意义」 
The 15th BCLTS International Conference on 
Innovation and Consolidation in Teaching Chinese. 
Wednesday 28th June – Friday 30th June 2017. 
Southampton University, UK
 ◆社会貢献
　2017年７月９日に、彦根東高校夏季囲碁強化練
習会に参加し、アマチュア６段の資格で指導員とし
て高校生を相手に囲碁の指導を行いました。

■地蔵堂貞二（じぞうどうていじ）言語学・中国語歴
史文法

［教育活動］
・「環琵琶湖文化論実習」を小熊教授と担当した。
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小熊教授の立案・主導による「滋賀の歴史をめぐ
る」は、信楽焼の体験や忍者屋敷見学など新たなプ
ログラムを加え、有意義なものとなった。
・「人間文化論Ａ」を担当した（生活デザイン学科
の藤木先生との対談）。
・ここ数年、担当している専門科目（中国語コミュ
ニケーションＡ・２回生後期配当）を登録・受講す
る中国人留学生がいたが、今年度は4名もの受講が
あった。また、共通教育・第二外国語・中国語ⅡＢ

（２回生後期）は単位が認定されないにも関わらず
２名が受講を希望した。中国人留学生以外にも中国
語を選択履修するアジアの留学生（韓国・モンゴル）
も増えている。ただ、中国人留学生の中国語演習科
目の履修は、留学生教育の不備につながる問題であ
るように思う。
 ［研究活動］
・論文「指示詞“这 / 那”と方位詞“里”の統語機
能について―明清白話小説と現代方言資料からのア
プローチ―（仮題）」継続執筆中。
・訳書『中国語名詞性フレーズの類型学的研究（原
著：刘丹青主编『名词性短语的类型学研究』, 商務
印書館 , 2012年）』（日中言語文化出版，2016年３月
出版）の原稿料が２年の時間を経て、ようやく日本
の出版社からではなく、中国の大手出版社から支払
われ、振り込まれる運びとなった。

［社会活動］
・一般財団法人・日本中国語検定協会の評議員

■島村一平（しまむらいっぺい）文化人類学・モンゴ
ル研究
　今年度最大のニュースは、何といっても10月の
娘の誕生。日本モンゴル学会の大会実行委員長を引
き受け（ブレンサイン氏と共同）、開催準備に追わ
れていたが、誕生の瞬間にも立ち会えた。何度見て
も感動する。またゼミ生の卒論をまとめた『大学生
が見た素顔のモンゴル』が出版された。新聞にも紹
介され感謝。研究に関しては科研で８月にカナダ、
９月にインド、３月にモンゴルで調査に従事。書い
た論文は５本、掲載されたのは、歴研や SHAMAN
など３本。講演・発表は６本。明治時代に始まる
30年に一度の国家的プロジェクト『世界地名大事典』

（朝倉書店）がようやく出版。モンゴル国内の地名
をすべて担当した。学内の大型研究プロジェクト推
進費で11月にアトウッド・ペンシルヴァニア大教
授とサビロフ・モスクワ大准教授を招聘しチンギス
表象のワークショップを開催。教育に関しては、博
士論文２本（両方とも英文）修士論文１本、４回生
８名、３回生４人、２回生14人のゼミ生を指導。
例年どおり就職委員も担当。忙しかった。

■棚瀬慈郎（たなせじろう）文化人類学・チベット学
　中国の青海省出身のチベット人、ナクツァン・ヌ
ロ（1948-）の少年時代の思い出を描いた自伝的小説
である「ナクツァン少年の喜びと悲しみ」の翻訳

（チベット語→日本語）を続けています。現在では
７割程を訳し終わりました。この作品では1950年
代の青海省の遊牧民の暮らし、狼や、他の遊牧民に
よる襲撃を避けながらのラサへの巡礼、1958年に
四川省や青海省で起こったチベット人と人民解放軍
との戦いと逃避行、その後の収容所生活の悲惨な状
況などが描かれています。
　この本は、その時代を経験した人たちの思いや悲
しみを代弁してくれるものとして、現地のチベット
人達の間で読み継がれています。いずれ解説を付し
て出版したいと考えています。
　５月には、中国の青海人民出版社より本学の大学
院生であるデンチョクジャプ君の翻訳（日本語→中
国語）で、「喜马垃雅藏族社会　家庭与婚姻研究（ヒ
マラヤチベット族の家庭と婚姻研究）」が出版され
ました。内容は、インドヒマラヤ西部のチベット系
諸社会の親族関係に関するものです。出版に際して
は、青海民族大学からの助成を受けました。

■谷口真紀（たにぐちまき）思想、文化
　以下は赴任２年目の谷口氏への取材である。
―国際学会デビューされたとか？
　ハワイ大学で行われた International Society for 
Language Studies の年次大会で英語教育の枠組み
で可能な国際平和教育の実践を発表しました。外国
語としての英語を学ぶこと・平和を築くことの間に
は、相手の立場に立つという共通点があります。
―平和構築の授業も担当されているのですか？
　紛争解決学・平和構築学入門の授業を英語で行っ
ています。英語母語話者を前に参加型の授業を展開
するのはかなり骨が折れるのですが、少しくらい折
れても大丈夫でしょう。
―学科の業務でも試行錯誤は続いていますか？
　携わっている留学業務の一環で、すべての県大か
らの留学生が利用できる医療フォームをリピー先
生・ホークス先生と作成しました。心身ともに健や
かに留学生活を送れる仕組みづくりの途中です。
　インタビューもチャレンジも続く。

■ボルジギン・ブレンサイン　現代中国研究、社会
史、モンゴル・満洲地域史
　2017年度は、修士課程在籍者に加えて４人の研
究生を受け入れ、大学院の授業に充実感をもたらし
た。学部生に関しては、７名の卒業生の卒業論文の
指導に当たった。卒論の指導を通して、国際コミュ
ニケーション学科の卒業生に対する卒論執筆の重要
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性を改めて実感した。
　研究活動に関しては、科研費の基盤研究 A「ア
フロ・ユーラシア内陸乾燥地文明の歴史生態人類学
的研究」（中部大学）の分担者（二年目）として夏休
みを利用して海外調査を行った。８月には中国の関
連大学で三回ほど招待講演を行ったほか、10月下
旬には天津で開かれた「東アジア日本研究者会議」
に参加し「日本の植民地支配下の東アジアにおける
メモリアル遺産」と題するセッションを組織した。
また11月上旬に北京で開かれた「国際モンゴル学
文献シンポジウム」で研究発表を行った。そして朝
倉書店によって11月に出された『世界地名大辞典』
の第四冊『アジア・オセアニア・極』で内モンゴル
関連項目の執筆を担当した。

■ホークス　マーティン　応用言語学・第二言語習得
◆教育活動
　今年度の夏も、国際コミュニケーション学科の学
生を JEMUN という全日本大学英語模擬国際連合
大会に引率しました。今回のテーマはバリアフリー
旅行でした。このイベントで学生は多彩な国の大学
生と共に英語での決議草案を作成しました。
　また、12月に ACE 学生会議というイベントにも
同学科の学生は参加しました。ACE では、約10人
を１グループとして企業が抱える問題に対し解決を
図り、会社の代表者に発表しました。
◆研究活動
書評
•Hawkes, M. （2017）. Pre-teaching linguistic forms 
and its effect on task interaction. In B. Beinhoff, S. 
Rasinger. and M. Sheehan （Eds.）, Taking Stock of 
Applied Linguistics （pp. 3-19）. Cambridge: British 
Association for Applied Linguistics.
◆学会発表
•2017年９月：The Formal Demands of L2 Tasks. 
The 50th Annual Meeting of British Association 
for Applied Linguistics. Leeds University, Leeds, 
United Kingdom.
•2017年11月：EFL Lecture Courses for Study 
Abroad Preparation. JALT2017, つくば市、つくば
国際会議場 .
◆社会活動
• 全国語学教育大会（JALT）京都支部の財務担当役
員であり、本部の年次国際大会の審査委員を務めた。

■ John Rippey（ジョン リピー）クリエイティブ・
ライティング
　平成29年度は留学関係の活動に多くの時間を割
きました。アメリカ人の大学生・大学院生23名が
県大で６月、７月に留学するＣＬＳプログラムの実

行委員長を務めました。これは３年目の行事となり
ます。当プログラムでは県大生約65名がそれぞれ
会話パートナー、インターン、ＴＡなどの役割を果
たし、彼らの国際的感覚を磨く８週間でもありまし
た。このプログラムの最中に、アメリカ国務省とア
メリカンカウンシルから責任者が来日し、実際の様
子を視察し、県大におけるプログラムに高い評価を
いただくことができました。秋にも当プログラムの
実行責任者が来日し、ＣＬＳの学生が行う日本文化
を知るための遠足地やホームステイ先の案内などを
しました。研究関係では以前から行っている里山と
文学の関係を研究し、アイルランドの雑誌に関係書
籍の書評を載せました。創作では詩の朗読会に参加
しました。学部生5名の卒業論文である小説創作及
び分析（英語）の指導をしました。

■山本　薫（やまもとかおる）英文学
　７月末のオープンキャンパスを補佐として担当し
た後、科研費採択課題に関する調査・資料収集を
８月から10月末日まで英国サセックス大学で行っ
た。９月末にはその成果の一部をフランスのリモー
ジュで開催されたコンラッドの国際学会にて発表
した。学会では今年４月に Bloomsbury 社より出
版された拙書 Rethinking Joseph Conrad’s Concepts of 
Community が展示され、概ね好評をいただいた。拙
書の書評は、英国コンラッド協会のＨＰ及び日本英
文学会の学会誌にも掲載される予定である。帰国後
11月には、日本英文学会の後援で国内のコンラッ
ド学会に海外から研究者を招聘することができ、招
待発表の司会を務めた。この学会での交流を通し
て、文学、絵画、コミック等の芸術間の垣根を超え
た日伊共同プロジェクト案が生まれ、展覧会を兼ね
た小さなイベントを目下計画中である。英国滞在中
の３カ月間は遠隔での指導となったにもかかわら
ず、4回ゼミ生は就職活動もなんとか乗り切り、卒
論もほぼ順調に仕上げることができた。

■吉村淳一（よしむらじゅんいち）ドイツ語学
　現在、ゼミ生のうち２回生１名がマウントセント
メリーズ大学に留学中で、昨年の夏には３回生３名
がドイツから、２名がアメリカから無事に帰国しま
した。３名の４回生はみな就職先も決まり、卒業論
文も書き終えました。今年度も研究テーマが多岐に
わたり、指導に一苦労しましたが、私自身も色々と
学ぶことができました。研究に関しましては、昨年
度に引き続き、ドイツ中世の叙事詩を対象にして詩
形と言語使用の関係について調査を行っています。
３月末には所属学会での研究発表を予定しています
ので、目下のところ、その準備中です。
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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。

【社会貢献】
　日本独文学会データベース委員会委員（2005年～
現在）、日本独文学会京都支部庶務委員（2016年４
月～現在）、阪神ドイツ文学会（2016年４月～現在）

大阪市立大学ドイツ文学会編集委員（2016年４月～
現在）、京都ドイツ語学研究会広報・渉外委員（2014
年５月～現在）
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● むらさき山遠望（比叡山） ●

　滋賀県は琵琶湖と共に山の文化の彩りが強い。大
小の山々で囲まれ古代から山が信仰の対象となって
きた。私が住む大津市も丘が多くそれぞれ地名となっ
ている。湖や山々が常に見られ心がゆったりとする。
友人の２階の窓からのスケッチで前方は湖、後方は
山で風光の地である。
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■編集後記■
　この数年、各大学の紀要の位置づけは、インターネッ
ト上でのアクセスのしやすさによって変化しているよ
うに思います。各種研究会の研究発表でも紀要論文が
引用されるケースが以前より増え、卒論生が参照する
論文では日本語で読める紀要の占める割合が多くなっ
てきました。この『人間文化』の論文もオンラインで
参照が可能になっています。
　紀要には、分野やスタイル、分量の制約が既存の学
会の論文よりも緩やかであるという長所があります。
前号の43号に掲載された嶋川論文は、作業療法におけ
る学びと TEM を組み合わせたユニークなもので、紀
要の長所を活かしたものだと思います。今後、研究者
が紀要論文に新しいアプローチを込めていくならば、
紀要のあり方、そしてこの『人間文化』のあり方もさ
らに大きく変わっていくことでしょう。
　年度末の今号は、例年通り各教員の活動報告を掲載
しています。本学部には、肩書きやふだんの講義には
必ずしも表れない、ユニークな研究をしている教員が
多数います。あちこちご覧いただければ、学外の方に
も、「こんな研究をやっている人がいるのか」と新た
な発見をしていただけるのではないかと思います。

（細馬宏通）

編集委員■
石川慎治・細馬宏通・面矢慎介・山本薫・森紀之

北酒井町の相撲の人形

　大津市下坂本の酒井神社・両社神社では１月の初旬におこぼ
さんという行事が催される。酒井神社の氏子域のうち、北酒井町・
南酒井町には当屋の制度が有り、祭り前日に当屋宅や社務所で
準備がおこなわれる。おこぼさんの特色は、餅とともに人形を
供えることでこれをオダイモクと呼んでいる。北酒井町には相
撲の力士と行司、南酒井町には武者や合点さんと呼ばれる首振
り人形などが伝来し、これらをカゴや樽に貼り付けた薄い餅の
上や横に配置する。人形の年代は宝暦10年が最古である。また
両社神社には七つの氏子町があり、その総代と宮世話がオダイ
モクを作っていく。
　祭りの当日朝６時頃からオダイモクは酒井神社・両社神社の
拝殿で美しく設置される。午前中に神事や湯立神楽が終わると、
オダイモクは社務所や当屋の家に持ち帰られ、餅は家数にあわ
せて正確に分配される。
　おこぼさんの行事は下坂本という多分に都市的なムラを分節
化した町（チョウ）を単位とする新年行事であり、大きな餅を供
えることからも湖北や湖南の年頭行事であるオコナイの一種で
あると考えられる。供物としての餅に近世中期以降に人形を加
えて現在のオダイモクができあがっているが、人形などの飾り
物には下坂本の都市的性格が感じられる。� 市 川 秀 之
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