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● 三上山遠望 ●
三上山は近江富士と呼ばれ美しい円錐形をした山
容をして古代より崇められている。
428メートルとあまり高くないが、野洲平野が一望
できる。遠方からも確認できる山である。前方の野
洲川の源流は鈴鹿山脈の主峰である御在所岳に発し
て三上山に沿って琵琶湖へ注ぐ大河である。稲作が
始まったとされる弥生時代から豊かな作物をもたら
す水として、自然景観・歴史・生活文化に彩られて
いる。
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学部長

2019年度は、韓国の反日行動、中東での武力衝突の危険性や中国での新型肺炎の感染拡
大など様々な問題が起こっている。

テ

グ

８月に関係している学会で韓国大邱に行く機会があった。この学会は 12 年前に中国で
第１回目が行われ、毎年日中韓の研究者の交流の場として、各国持ち回りで開催されてい
る。ちょうど韓国が日本との GSOMIA 破棄を表明した頃で、学会参加がためらわれたが、
学会開催のための日本国内委員会の委員をしていた関係や直前の発表キャンセルは開催国
に対して失礼にあたるということで、参加した。大邱の空港に到着してから少し緊張感は
あったが、特に平常と変わらない雰囲気と感じた。タクシーの運転手は日本語を理解でき
ないようであったが、タクシーには日本語対応できるシステムを導入しており、ホテルま
で無事に到着した。隣国との関係悪化が懸念されるところであるが、学会は和やかなムー
ドで国同士の問題とは関係なく、歓迎いただいた。このような学術交流を進めていくこと
で、お互いを理解し合えるのだと信じたい。
人間文化学部では、国外を研究対象としている教員も多く、交換留学などで海外生活す
る学生も多い。また、大学内には様々な国からの留学生が学んでいる。インターネットで
世界中につながる世の中になってきたが、国内外に関わらず実際に出会ってコミュニケー
ションをとることの必要性を感じる。国際交流が進むことで、環境にやさしい、平和な世
界になればと思う。
学部長に就任して早１年がたとうとしているが、学内でも様々なことが起こった。１月
末時点で来年度からの教教分離について確定していない状況であるが、人間文化学部の学
問領域が今後も発展していくためには、学部としての取り組みが必要かもしれない。
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滋賀県立大学学部生のワーク・ライフ・
バランスと男女共同参画に関する意識
武

田

俊

輔

人間文化学部地域文化学科

１．調査の目的と課題

していく上では、現在の滋賀県立大学学生が男女共

本論文の目的は、「公立大学法人滋賀県立大学男

同参画やワーク・ライフ・バランスといった問題に

女共同参画推進計画」に基づき、2017 年４月より

ついてどの程度の意識や知識を持っているのかを知

男女共同参画推進本部および男女共同参画推進室に

ることは必須である。またそれと同時に、学生を対

よって、滋賀県立大学の学部生に対して 2019 年１

象として調査を行うことで、本学が男女共同参画の

月〜２月にかけて実施された「男女共同参画に関す

観点から学生たちの目にどのように映っているの

る意識調査（学部生向け）」の調査結果に基づき、

か、どのような点で改善が必要と考えられるかを把

学生の男女共同参画およびワーク・ライフ・バラン

握することも必要なことと考えられる。学生の知

スに関する意識、さらに教育現場における男女共同
参画の現状とそれを改善していくために求められる

識・意識については前回の調査からどの程度学生た
ちの状況が変化したかを把握するため、前回の調査

施策について具体的に明らかにすることである。

結果についても適宜言及している。

かつて 2009 年度〜 2010 年度において、滋賀県に

なお、これまで日本の大学における男女共同参画

おいて男女共同参画社会実現に向けての具体的な方

に関する研究は、大半が教職員の職場環境を中心と

針・施策を提言し実行していくためのプログラム

した調査、あるいは女性研究者の育成につなげるた

「滋賀プラン」の構築を目的として、滋賀県立大学

めの施策の考案を目的とした女性研究者および院生

特別研究費「男女共同参画社会実現プログラムの構

を中心とするものであり、全学部生を対象とし、そ

築」プロジェクト（代表：京樂真帆子教授）が実施

の教育・学生支援を充実させることを目的としたも

された。その際には滋賀県立大学教職員の男女共同

のは極めて少なかった。前回の論文執筆時に既に京

参画とワーク・ライフ・バランスに関する意識と実

都大学のインターネット上での全構成員調査や、東

態、また教職員が求めるそれらの改善策についての

北大学および一橋大学による全学部生の意識調査が

調査と合わせ、学部生に対して今回と同様の問題設

あったが、京都大学では学部生の回答率はわずか

定にもとづく調査を行い、その結果について『人間

1.0 ％にとどまり、統計的な分析の用をなさないも

文化』30 号で「滋賀県立大学学部生のワーク・ラ

のであった。東北大学・一橋大学では回答率は 2 割

イフ・バランスと男女共同参画に関する意識」とし

強と相対的には高いものだったが、男女共同参画や

て掲載した。

ジェンダー論に関する多くの授業が教養科目や導入

今回の調査は当時の状況を踏まえつつ、教育現場

科目として既に数多く開講されており、学生がそれ

としての大学における男女共同参画という観点か

らを受講して一定の知識があることを前提にした設

ら、本学が教育現場における男女共同参画としての

問設計が行われたものであった。このため本学の状

環境としてどの程度進展しているのか、また学部生

況とかけ離れているため、本学の学生を対象とする

たちの男女共同参画やワーク・ライフ・バランスに
関する意識はどう変化したのかについて、10 年弱

質問紙調査ではそれらとは異なる前提から調査を行
う必要があった。

という時間を経て改めて再調査を行ったものである。

その後もいくつかの大学で学生に対する調査が行

滋賀県立大学では 2010 〜 15 年度にかけて全学向

われているが、全数調査という形のものはなく、

けの講義である「人間学」の一環として「性を考え

例えば工学系の女子学生に限定した調査や（國井・

る」が開講されたが、現在は廃止されている。しか

内 藤・ 中 野 2013）
、 愛 媛 県 内 の 各 大 学 で 40 〜 100

しながら男女共同参画に関する講義や学生への啓発

程度調査票を配布したもの（桐木他 2017）、短期大

の必要については当然ながらその意義はますます重

学の女性新入生に関する男女共同参画意識調査（東

要性を増しており、今後そうした講義を改めて開講

福寺 2019）、男女共同参画に関する講義受講生に限

したり、あるいは学内における男女共同参画を推進

定した調査（三重大学男女共同参画推進専門委員会
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2019:22-28）といったものにとどまる。

リアと男女共同参画、ワーク・ライフ・バランスと

上記を踏まえた上で、学生向け調査において以下

いう第三の課題について、学部生とは大きく異なる

の４点を具体的な課題として設定した。第一に、男

質問、教員を対象とした調査と共通の質問を数多く

女共同参画社会の必要性に関して学生たちはどの程

行う必要があると考えられる。具体的には研究環境

度、意識しているのか。また男女共同参画につい
て、どの程度の知識を持っているのか。今後の教育

が男女共同参画の観点から見て十分かどうかという
点をはじめとして、研究と出産・育児との間の狭間

面での取り組みや授業の内容をより学生たちの現状

でどうバランスを取るか、また研究職について職階

に即したものとする上で、この点を明らかにするこ

が上がるにつれて女性の割合が大きく下がっていく

とは、今後、滋賀県立大学において男女共同参画に

という現状を踏まえた上での将来の見通しなど（男

関する教育を進めていく上で前提とすべき、最も基

女共同参画学協会連絡会 2008:3）、数多くの設問を

本的なデータの収集となる。

別に行う必要があると考えられる。このため学部生

第二に、大学においてどの程度、男女共同参画を

と共通の調査票にもとづいて調査を行うことは適切

妨げる問題があると学生たちが感じているのかを明

ではないと考えられるため、今回の調査では見送っ

らかにする。大学の内部、あるいは学生同士で男女

ている。

共同参画の理念に反するような状況がある場合、そ

さて本調査で重視した属性は、性別、学科、それ

れを放置することは許されるものではない。まずは

に就職活動の有無である。これまで全学生調査が行

実際にそうした状況があるという認識が学生たちに
あるのかどうか、それを知る必要があるだろう。こ

われてきた大学はいずれも、男女共同参画やジェン
ダー論に関する多くの授業が教養科目や導入科目と

のデータを通じて、大学側として学生に対して男女

して全学共通で既に数多く開講されており、これら

共同参画についての教職員・学生への啓発がどのよ

の分野に関する知識が学部・学科を越えて共有され

うな点で必要かについて明らかにすることができる。

ていることが予想されるのに対し、本学では先述の

第三に、学生たちが“社会の一員”として、性別

通り、そうした授業は「性を考える」の廃止以降行

にとらわれることなく自らの希望する将来の職業を

われていない。そのため女性史・ジェンダー史、ま

選択しキャリアプランを立てられるようになるこ

た社会学を専門とする教員が所属する人間文化学部

と、また仕事と家庭のバランスのとれた生活を送る

地域文化学科・人間関係学科・国際コミュニケー

という観点から自分の生活を設計するといった観点

ション学科以外は、そうした科目を受講する機会自

を持てるようになることは、男女共同参画社会の実

体がほとんど存在しない。そうした中では学部・学

現において必須の条件である。そうした学生を育成

科によって男女共同参画に関する意識に違いがある

する上で、教育機関としての大学の責任は重要であ

可能性がある。

り、こうした点での不安の有無やその内容について

また本学は文系・理系双方にわたって幅広い分野

調査することが必要であろう。それによって教職員

を集めた総合大学であり、学生の中にそれぞれの学

もまた、学生の不安に即した必要な支援を構想する

部・学科に即して将来のキャリア意識について大き

ことができるようになる。

な違いが存在する可能性がある。例えば人間看護学

第四に、大学が今後、男女共同参画に向けた施策

科や生活栄養学科のように将来の就職先についても

を進めていく上で、その観点から何が学生に必要と

女性が大多数を占めると考えられてきた学科と、工

されているかを知り、実際の施策に反映していく必

学系のように男性が大半を占めてきた学科、また地

要がある。本学における男女共同参画への取り組み

域文化学科・人間関係学科のように、主に男性が中

や教育は残念ながらまだ十分とはいえないが、現段
階において学生たちの側からどのような要望がある

心と考えられてきたホワイトカラー職に就職を希望
する女子学生が多い学科とではキャリアについての

かについて把握し、すみやかに実施する必要がある

将来設計が大きく異なることが予測される。さらに

だろう。
なお調査の対象は学部生に限定し、大学院生に対

実際に就職活動を行っていく上で、自身の将来につ
いての考え方に変化がある可能性もあるだろう。以

しては実施していない。大学院生について男女共同

上のような観点より、本調査では性別以外に所属学

参画を考える場合には、とりわけ将来の進路やキャ

科と就職活動の有無による回答傾向の違いを分析の

人間文化●
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中心に据えて、上記の４つの問題を明らかにする。

で、プライバシーを保持できる形での回収を行っ

今回の調査に当たっては、比較のために前回の質

た。なお返送されなかった調査票が全て配布された

問項目の多くを踏襲し、新たに LGBTIX に関する

と想定した場合、学生数すなわち調査票の配布数

調査項目や、近年の安倍政権下による政策について

は最終的には 2557 で、回収の結果、有効回収数は

の項目を追加している。もともとの前回調査の調査
票は学生を対象とした調査を行った５大学の調査に

1720、有効回収率は 67.3 ％となる。この回収率につ
いての評価であるが、例えば京都大学のインター

ついて、その具体的な内容や回収率などについて各

ネット調査はわずかに回収率１％、東北大学や一橋

大学の報告書を検討し、それらの設問および結果を

大学の全学生を対象とした調査が全学生のほぼ 2 割

踏まえて調査票を作成した。一部の質問については

程度の回収にとどまっている。また前回の調査では

とりわけ、東北大学男女共同参画委員会が実施した

43.5 ％だったのと比較しても、極めて高いものと言

学生・院生調査１、および一橋大学「男女共同参画

えるだろう。

社会実現に向けた全学的教育プログラムの策定」プ
ロジェクトによる全学部生調査を参考とした２。
なお今回の調査は、調査票の設計や配布・処理方
法については、滋賀県立大学男女共同参画推進会議

今回の調査票は A4 版両面印刷で、全８ページよ
りなる。質問項目は次の 6 つの群で構成されてい
る。それぞれの群について本報告書で論じた節も記
す。

における議論を経て決定し、平成 29 年度滋賀県立

①フェイスシート（＝性別・学科）

大学倫理審査委員会（第３回）において、調査票・
調査方法に関する審査を受けて承認されたものであ

②学生の男女共同参画に関する知識と意識の実態
（３節、４節）

ることを付け加えておく。集計結果を記入した調査

③本 学のハラスメント相談員制度や人間学科目

票については、紙幅の関係で以下のリンク先におい
て掲載しているため、参照されたい。

「性を考える」についての認知度（５節）
④講義・実習・ゼミにおける性別に基づく差別経

https://drive.google.com/file/d/1zZyf2ex3_
CmkJn73CAOAjdiEMHuaRc0p/view?usp=sharing

験の有無（６節）
⑤課 外活動における性別に基づく差別経験の有
無、デート DV に関する経験・見聞の有無（７

２．調査の方法と結果の概要
2.1

調査の方法

調査は「男女共同参画に関する意識調査（学部生
向け）
」と題して、2019 年１月末現在で滋賀県立大
学に在籍する全学部生を対象として実施した。

節）
⑥就職活動の経験と男女共同参画（８節）
⑦自身の将来と男女共同参画に関する学生の意識
（９節）
⑧大学において充実が必要とされる男女共同参画

調査票の配布については、男女共同参画室の事務

に関する措置・設備（10 節）

を担当する総務課より各学部控室に在籍する学生数
を満たす数の調査票を送付し、各学部控室より各学

2.2

回答者の構成

科を通して学生に配布してもらうという方法を採っ

調査に回答した学生の人数は 1720 人であり、性

た。ただし各学科によって配布数のばらつきが大き

別の内訳は、男性 767 人（有効回答のうち 47.9 ％、

かった可能性があり、特に人間文化学部人間関係学

以下同）、女性 835 人（52.1 ％）であった。不明・無

科の回収数は極端に少なかったため、今回の調査結

回答は 118 人である。

果の分析からは除外している。今後こうした調査を

学科別では、環境生態学科（以下、生態）76 人、

行う上で、調査票の配布方法については再考の余地
があると考えられる。

環境政策・計画学科（以下、政策）137 人、環境建築
デザイン学科（以下、建築）101 人、生物資源管理学

調査票の回収までには３週間を設け、各学部控室

科（以下、資源）138 人、材料科学科（以下、材料）

を通して総務課に返送してもらう形で回収を行っ
た。また各教員に直接に提出された調査票について

176 人、機械システム工学科（以下、機械）180 人、
電子システム工学科（以下、電子）174 人、地域文

は、教員よりの学内便で回収した。いずれも学生自

化学科（以下、地域）160 人、生活デザイン学科（以

らが返送用封筒に入れて厳封した上で提出すること

下、 生 活 ）95 人、 生 活 栄 養 学 科（ 以 下、 栄 養 ）102

4
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人、人間関係学科（以下、人関）4 人、国際コミュニ

方が知らない傾向が見えるが、ほとんど差はない。

ケーション学科（以下、国際）108 人、人間看護学科

むしろ差は学科によるものが大きい（図 3-1）
。地

（以下、看護）
264人、不明・無回答5人となっている。

域・生活・国際の各学科では 3/4 以上が「知ってい

以下では、質問項目の回答の分析を示していく。

た」と回答し、ほとんど「知らなかった」とする学

その際、特に注記がない限り、NA/DK（わからな
い、無回答）は含まず、有効回答者の中での割合を

生がいなかったのに対し、工学部の各学科や栄養、

表示する。性別を独立変数とする分析の結果は全て

いて男女差を見てみると、材料の男子で「知ってい

の分析で共通して掲げる。学科については人関の回

た」は 55.0 ％に対して女子は 45.8 ％、
「知らなかっ

答者が極端に少ないため除外した上で、特に断りの

た」については男子 12.6 ％に対して女子は 16.7 ％、

ない限りはほぼ全ての分析で共通して掲げる。なお

そ し て 建 築 で は「 知 っ て い た 」 が 男 子 60.4 ％ に

学科ごとの回答の男女差を示すこともあるが、その

対し女子は 51.3 ％で、「知らなかった」は男子と

場合は回答者の男女比に極端な偏りがあり、女子の

10.4 ％、女子 7.7 ％という結果であった。このこと

回答者が少数にとどまる機械・電子、男子の回答者

からも女子であれば「知っている」というわけでは

が極めて少数の生活・栄養・看護については言及し

ないことが分かる。

建築では５割台にとどまる。なおこれらの学科につ

ない。

続いて、男女共同参画に関する議論においてよ
く登場する語句について、「知っている」「聞いた

３．男女共同参画に関する知識の実態
今回の調査ではまず、本学の学生にどの程度、

ことはある」「知らない」の３件法で質問した。ま
ず（A）
「セクシュアル・ハラスメント」についてで

男女共同参画に登場するさまざまな語句が知られ

あるが、社会的にも広まっている語句ということ

ているか、まずは「男女共同参画」という概念そ

で、「知っている」という回答が全体で 96.6 ％（前

のものについて、今回の調査以前で知っていたか

回 96.8 ％）を占めた。性別・学科による差はほとん

どうかについて調べた。回答は「知っていた」「聞

どなく、図は省略する。

いたことはある」
「知らなかった」の３件法で求め

続いて（B）
「ジェンダー」についても 88.7 ％（前

た。結果は有効回答のうち「知っていた」が 63.3 ％

回 72.9 ％）が「知っている」
、
「聞いたことがある」

（前回 72.2 ％）、「聞いたことはある」が 23.3 ％（前回

が 9.3 ％（同 19.2 ％）であり、「知らない」について

29.2 ％）であった。男女差については若干、男性の

は 2.0 ％（同 7.8 ％）にとどまった。ただし回答には

図 3-1

男女共同参画

学科

性別

0%
男性
女性
生態
政策
建築
資源
材料
機械
電子
地域
生活
栄養
国際
看護

10%

20%

30%

40%

50%

70%

80%

90%

100%

9.4%
5.8%
6.7%
6.7%
11.1%
9.6%
13.4%
12.4%
12.2%
0.6%
17.2%
24.5%
5.0%
38.6%
1.9%
21.7%
4.9%
25.9%

30.6%
28.6%
30.7%
26.9%
31.3%
30.4%
33.7%
34.3%
35.5%

60.0%
65.6%
62.7%
66.4%
57.6%
60.0%
52.9%
53.4%
52.3%
82.2%
75.5%
56.4%
76.4%
69.1%
知っていた

60%

聞いたことはある

知らなかった

人間文化●

5

滋賀県立大学学部生のワーク・ライフ・バランスと男女共同参画に関する意識
図 3-3

LGBT

学科

性別
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30%
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14.5%
7.9%
16.8%
13.9%
16.8%
15.8%
18.1%
16.7%
22.9%
17.1%
23.5%
16.8%
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17.3%
6.9% 3.8%
5.3%
15.8%
27.5%
19.6%
4.6%3.7%
10.6%
7.2%
16.5%

79.8%
77.6%
69.3%
67.3%
65.2%
60.0%
59.8%
63.0%
89.4%
78.9%
52.9%
91.7%
82.2%
聞いたことはある

知らない

男女雇用機会均等法

0%

学科

50%

63.4%

知っていた
図 3-4

40%
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100%

3.1%
22.4%
1.1%
21.8%
18.4%
1.5%
29.9%
3.0%
22.8%
2.9%
23.2%
4.0%
24.6%
5.0%
21.7%
3.5%
24.9%
12.5%
1.1%
21.1%
2.9%
27.5%
17.6%
18.6%

74.5%
77.1%
81.6%
68.6%
74.3%
73.9%
71.4%
73.3%
71.7%
87.5%
77.9%
69.6%
82.4%
81.4%
知っていた

80%

聞いたことはある

知らない

男女差があり（図 3-3）、「知っている」と回答した男

いる」という回答が 76.2 ％（前回 83.6 ％）
、
「聞いた

性が 83.7 ％に対して女性の場合は 92.9 ％、「知らな

ことはある」が 15.5 ％（同 21.7 ％）で、
「知らない」

い」は男子が12.2％に対して女子は3.6％であった。

は同 2.0 ％（0.9 ％）で、前回より認知度がダウンして

学科による差は大きく、地域・生活・国際・看護・

いる。男女とも「知らない」という回答はほとんど

生態などで比較的認知度が高いのに対し、材料・機

なく、男女差も少ない。学科ごとでは図 3-4 のよう

械は８割以下にとどまる。

に、地域・国際・生態・看護で「知っている」が多

（C）
「LGBT」については今回の調査で初めて質問

く、それ以外の栄養・材料・機械では低い。ただし

した。結果は「知っている」71.4 ％、
「聞いたこと

「聞いたことはある」も含めるとほとんどの学科で

はある」13.2 ％、
「知らない」15.4 ％と、かなり言葉

大半の学生が認知している。

としての認知度は高い。男子に比べると女子で、学

（E）
「男女共同参画社会基本法」については、

科別では地域・国際が特に高い。一方で栄養・材料・

「知っている」が 67.4 ％（同 69.1 ％）
、
「聞いたことは

機械では６割以下にとどまっている（図 3-3）
。
（D）
「男女雇用機会均等法」については、「知って
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図 3-5

男女共同参画社会基本法
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0.6%
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1.1%
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33.3%
1.9%
28.7%
1.5%
25.2%

29.2%
29.6%
25.0%
34.3%
25.7%
31.2%
33.5%
30.6%
32.9%

聞いたことはある

知らない

女性差別撤廃条約

0%

学科

50%

65.8%
67.6%
71.1%
63.5%
68.3%
61.6%
60.8%
62.8%
62.4%
80.5%
71.6%
63.7%
69.4%
73.3%
知っている

図 3-6

40%
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資源
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機械
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国際
看護

10%

20%

30%

40%

60%

70%
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37.5%
37.9%
31.6%
38.7%
29.7%
41.3%
34.1%
39.4%
38.5%

42.9%
44.1%
40.8%
40.1%
51.5%
37.0%
40.9%
39.4%
43.7%
58.8%
34.7%
40.2%
57.4%
41.8%
知っている

50%

32.5%
45.3%
41.2%
33.3%
38.8%
聞いたことはある

90%

100%

19.6%
18.0%
27.6%
21.2%
18.8%
21.7%
25.0%
21.1%
17.8%
8.8%
20.0%
18.6%
9.3%
19.4%

知らない

ないが、学科ごとの差はある。地域のみが８割を超

おいて施行された法律であり、前回の調査には当然

えていて、他にも７割以上の人が「知っている」と

ながら含まれていない。近年のこうした動きをどの

回答している学科がある一方で、資源、工学部や政

程度認識しているかをとらえるために設けた設問で

策、栄養では６割台前半である。

ある。結果は「知っている」28.7 ％、
「聞いたこと

（F）
「 女 性 差 別 撤 廃 条 約 」 に つ い て は、「 知 っ

はある」39.9 ％、「知らない」31.5 ％と、他の法律

て い る 」43.8 ％（ 同 44.6 ％）、「 聞 い た こ と は あ

に比べても特に認知度が低いということが明らかで

る 」37.3 ％（ 同 34.4 ％）、「 知 ら な い 」 が 19.0 ％（ 同

ある。
「知っている」は、比較的高い建築・地域・

21.0 ％）となり、上記の項目に比べれば認知度は全

国際・看護で３割台にとどまる。

体として低い。図 3-6 のように、男女差については

（G）
「ワーク・ライフ・バランス」については前

ほとんど差はない。学科別では地域・国際・建築で

回から大きく「知っている」の数字が伸びた項目で

「知っている」が 5 割を超えるが、他は 4 割前後にと
どまる。
（G）
「女性活躍推進法」は安倍政権下の 2015 年に

ある。「知っている」は 65.9 ％（同 22.3 ％）となり、
「聞いたことがある」も 23.5 ％（同 25.0 ％）
、
「知らな
い」が 10.6 ％（同 52.7 ％）となった。ただし性別・
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図 3-7

女性活躍推進法
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34.3%
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ワーク・ライフ・バランス

0%

学科

60%

38.7%
41.7%
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37.6%
44.9%
41.5%
41.7%
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28.7%
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27.7%
35.6%
26.1%
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27.0%
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20.2%
16.7%
34.3%
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知っている
図 3-8

50%
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12.8%
8.5%
15.8%
30.3%
8.8%
25.0%
14.9%
27.7%
18.8%
31.2%
18.2%
29.5%
15.0%
33.9%
16.7%
30.5%
2.5%
14.5%
6.3%
24.2%
10.8%
15.7%
2.8%
19.6%
9.5% 1.1%
30.8%

56.5%

17.6%

73.9%
53.9%
66.2%
57.4%
50.0%
52.3%
51.1%
52.9%
83.0%
69.5%
73.5%
77.6%
89.4%
知っている

聞いたことはある

学科による差が極めて大きい（図 3-8）。「知ってい

知らない

である。

る」は男性だと６割に満たないが、女性では 3/4 近

（I）
「ポジティブ・アクション」は極めて認知度

くに達する。学科では人間看護学科では９割近く、

が低く、
「知っている」は 11.2 ％（前回 10.2 ％）
、
「聞

地域・国際で８割前後が「知っている」だが、生

いたことはある」でも 27.8 ％（同 26.4 ％）にとどま

態・建築・資源・工学部の各学科では５割台にとど

り、「知らない」が 61.1 ％（同 63.4 ％）であった。図

まる。

3-10 のように性別の差は少ない。学科別では国際・

（H）
「 育 児・ 介 護 休 業 法 」 で は、 知 っ て い る
57.3 ％（ 同 68.2 ％）が「 知 っ て い る 」、31.4 ％（ 同

建築では認知度が高い一方、生活・栄養では「知っ
ている」が皆無に近い。

23.4 ％）が「聞いたことはある」と回答した。「知ら

（J）DV については 94.3 ％（同 95.3 ％）が「知って

ない」は 11.3 ％（同 8.2 ％）となった。図 3-9 のよう

いる」と回答し、5.0 ％（同 3.7 ％）が「聞いたことは

に「知っている」は女性の方がやや多いが、ここで

ある」、
「知らない」はわずかに 0.7 ％（同 1.1 ％）で

も学科による差の方が大きく、人間看護は「知って

あった。全ての学科で９割以上が「知っている」と

いる」が８割近く、地域・建築・国際も６割を超え

回答している。

ている。一方で生態・政策・材料・機械では４割台
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図 3-9
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図 4-1
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図 3-10
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聞いたことはある

知らない

男女共同参画に関する意識
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子の世話は夫婦で協力して行うべきだ
結婚は女性にとって不利になることが多い
夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだ
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図 4-2

子供の世話は夫婦で協力して行うべきだ
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４．男女共同参画に関する意識の実態
男女共同参画に関する学生の意識を調べるため、
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学科については機械で「そう思う」が８割を切るの
がやや目立つ。

「つぎにあげることについて、あなたのお考えに近

続いて（B）
「結婚は女性にとって不利になるこ

いものの番号にそれぞれ１つ○をつけてください」

とが多い」についてであるが、これについては否

という質問文で６項目に分けて、意見への賛否を尋

定的な意見がやや多い。「そう思う」は 9.0 ％（同

ねた。回答は「そう思う」「どちらかといえばそう

6.6 ％）にとどまり、「どちらかといえばそう思う」

思う」「どちらかといえばそう思わない」「そう思わ

が 33.2 ％（同 32.5 ％）
。
「どちらかといえばそう思わ

ない」の４件法で求めた（図 4-1）。

ない」が 36.2 ％（同 34.0 ％）で「そう思わない」は

まず（A）
「子の世話は夫婦で協力して行うべきだ」

21.6 ％（ 同 26.9 ％）と な っ た。 図 4-3 で 示 し た よ う

という考え方への賛否であるが、86.9（前回 84.9 ％）

に、男女別では男性が「そう思う」8.2 ％、「どちら

が「そう思う」
、12.5 ％（同 14.3 ％）が「どちらかと

かといえばそう思う」29.9 ％、「どちらかといえば

いえばそう思う」と回答し、それ以外は合わせても

そう思わない」34.6 ％、
「そう思わない」27.2 ％と

1 ％未満であった。図 4-2 のように、男女差につい

より否定的な意見が強く、女性はそれぞれ 9.7 ％、

ては「そう思う」とする男性より女性がやや多い。

36.2 ％、38.2 ％、15.9 ％と、男性よりは賛成する回
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夫は外で働き、妻は過程を守るべきだ
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答が多い。学科別で見ると「どちらかといえば」と

があ」ることを前提にした場合については、「そう

いう留保つきも含めれば、建築・国際では５割を超

思う」が 4.7 ％（同 6.4 ％）
、
「どちらかといえばそう

え、生態・地域・看護・生活がそれに次ぐ。逆に栄

思う」が 21.4（同 25.3 ％）と、若干肯定的な意見が

養や工学部各学科・資源では否定的である。

多くなるが、それでも「どちらかといえばそう思

（C）
「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだ」に

わない」が 36.6 ％（同 36.8 ％）
、
「そう思わない」が

ついては、全体としては否定的である。「そう思う」

37.3 ％（同 31.5 ％）と、７割以上が否定的である。図

は わ ず か に 2.2 ％（ 同 2.9 ％）で あ り、「 ど ち ら か と

4-5 のように、回答の男女差については男性の方が

いえばそう思う」が 21.9 ％（同 15.2 ％）、「どちらか

やや肯定的であるが、それでも半数以上は否定の立

といえばそう思わない」が 35.1 ％（同 34.8 ％）、「そ

場を取っている。学科ごとに見ると、資源・政策な

う思わない」が 47.5 ％（同 40.5 ％）となっている。

どで肯定する学生が多い。

女性の方がより一層否定的である（図 4-4）。学科で
は、人間文化学部各学科が特に否定的である。

（E）
「結婚しても、名字をどちらかに合わせる必
要はなく、別々の名字のままでよい」については、

（D）
「夫に経済力があれば、家事・育児は妻が

「そう思う」は 18.5 ％（同 9.9 ％）と比較的少数だが、

やるべきだ」という意見、すなわち「夫に経済力

前回の調査に比べれば２倍近い。「どちらかといえ
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図 4-6
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ばそう思う」で 26.7 ％（同 19.7 ％）、「どちらかとい

み突出して認知度が高いが「知っている」で 1/4、

えばそう思わない」が 38.7 ％（同 43.7 ％）、「そう思

「聞いたことはある」を足しても地域が６割、国際

わない」が 16.1 ％（同 26.6 ％）と、45 ％程度が肯定

が５割程度にとどまり、他の多くの学科で「知って

的となった。図 4-6 のように女性は過半数が肯定的

いる」で１割以下である。「聞いたことはある」を

である。学科別では国際・生態・地域・生活デザイ
ンで肯定的な意見が５割を超えるのに対し、栄養で

足しても２〜３割台、生活デザインや栄養では２割
にも満たない。

は否定的な意見が際立っている。

では「知っている」と回答した学生は、いったい

（F）
「日本の大学は女性の教職員が少ないと思う」

どのような情報ルートによって制度の存在を知った

については、「そう思う」24.5 ％（同 20.5 ％）、「どち

のか。
「知っている」回答した178名に「どこで知っ

らかといえばそう思う」42.2 ％（同 42.1 ％）を合わせ

たか」を複数回答可で質問したところ、「大学が発

ると６割以上がそう思うと考えている。男女別の意

行したパンフレット」と回答したのはわずかに 47

見を見てみると、図 4-7 で示すように男性の方が肯

名、
「大学のホームページ」との回答は 18 名、
「学

定的である。学科別では多くの学科で７割以上が肯

科の新年度ガイダンス」との回答が最も多く 98 名

定しているが、栄養・看護については否定的な意見

であった。ガイダンスが最も有効という結果、そう

が多い。

したガイダンスの場での各学科での説明や、作成さ
れたパンフレットの有効活用が求められる。

５．ハラスメント相談員制度についての認知度

６．大 学における性別に基づく差別経験の有
無、デート DV

男女共同参画に関する基本的なしくみであるハラ
スメント相談員制度について、それが実効的なもの
として機能する上では学生に認知されていること

本節では、講義・実習・ゼミなどの授業におい

が前提となる。これについて「知っている」
「聞い

て、学生が教員から性別に基づく異なる取り扱いが

たことはある」
「知らない」の３件法で調査を行っ

あったと感じたことがあるかどうかについて見て

たところ、その認知度は極めて不十分と言わざる

いこう。調査方法は「自分が経験したことがある」

を得ない結果となった（図５）。「知っている」が

「自分が経験したことはないが、見聞きしたことは

10.4％、「聞いたことはある」が21.5％、「知らない」

ある」「そのような経験をしたことも、見聞きした

が 67.7 ％という状態である。図５のように、性別を

こともない」の 3 件法による（図 6-1）
。

問わず知られておらず、学科ごとでは地域・国際の
図 6-1

ただしここで取り上げられた性別に基づく異なる

講義・実習・ゼミにおける差別経験
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就職活動における学生の扱いや採用基準における性別による違い

0%

大学や学外での就職支援・就職相談会

企業による採用面接

10%

20%

7.2%

違いを感じた

40%

50%

60%

59.4%

11.7%

企業が採用する際の職種・人数

30%

80%

90%

100%

33.4%

49.8%

24.5%

70%

38.5%

41.1%

違いを感じなかった

34.4%

わからない

取り扱いを、それぞれの学生が「差別」や「ハラス

ある」
、27.4 ％（同 33.8 ％）は「見聞きしたことはあ

メント」として感じているかどうかについては分か

る」と回答している。「性別と結びつけた評価・批

らない。学生が教員の行為の何を「差別」「ハラス

判」で、自分が経験したことがあるとする回答が

メント」として感じるかは、その学生のジェンダー

4.5 ％（同 6.9 ％）、見聞きしたことはあるとする回答

に関する意識や学生と教員との間の信頼関係の有無

が 15.0 ％（同 18.8 ％）となっており、女性に対する

によっても変わってくる。なお学科による違いにつ

飲食の準備や配膳の割り当ても自分が経験したとす

いては本節では論じない。

る回答は 4.3 ％（同 7.8 ％）
、見聞きしたとする回答は

さて学生による経験が比較的多いのは「教員によ

10.9 ％（同 14.8 ％）であった。
「性別と結びつけた容

る力仕事の男性だけへの割り当て」であり、13.8 ％

姿・体型・服装の批判」はそれぞれ2.9％、
9.3％。
「女

（前回 17.4 ％）が「自分が経験したことがある」と

性にのみお酌・デュエットが求められる」は1.7％、

回答し、27.4 ％（同 23.9 ％）が「自分が経験したこと

6.7 ％であった。

はないが、見聞きしたことはある」と回答してい

続いて授業以外の課外活動について見ていこう。

る。また「教員による性別による態度の差」につい

まず課外活動を経験したことがあると回答したのは

ては、9.0 ％（同 13.4 ％）が「自分が経験したことが

全回答者のうち 1400 人であり、無回答を除く 1712
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人の回答者のうち 81.4 ％となっている。この 1400
人に対してのみ、課外活動の場で差別やハラスメン

７．就職活動の経験、男女共同参画に関する就
職、将来に関する学生の意識

トと関係する経験や見聞きがあったかどうかについ
て、同様の３件法で尋ねた（図 6-2）。

今回の調査に回答した学生の中で、現在「就職活
動中である、あるいは就職活動を終えた」と回答

学生が経験したり見聞きしたとする回答が多い
のは、「男性に対してだけ力仕事や野外活動が割り

した学生と、「就職活動はまだしていない」とする
学生のそれぞれの割合はそれぞれ 27.0 ％（458 人）と

当てられた」については、「経験したことがある」

73.0 ％（1239 人）となった。前者は 4 回生が中心と考

15.9 ％、「自分が経験したことはないが、見聞きし

えられるが、３回生の１月時点でも多くの学科の学

たことはある」16.9 ％である。次いで「性別による

生にとっては既に説明会等の形で就職活動は始まっ

態度の差がそれぞれ 7.6 ％、11.2 ％、「女性にのみお

ていることが一般的なので、一部３回生も含まれる

茶・食事の準備」が 5.5 ％、9.7 ％、「性別と結びつ

と考えられる。

けた評価・批判」4.1 ％、8.7 ％となっている。

この 458 人の学生に対して、「あなたは就職活動

本節の最後にデート DV の経験について見ておこ

において、学生の扱い方や採用基準に、男女による

う。今回の調査ではデート DV を「未婚の男女間の

違いを感じましたか」という質問を行い、「違いを

暴力」とし、
「身体的な暴力だけでなく、罵倒する

感じた」
「違いを感じなかった」
「わからない」の 3

などの精神的暴力や性的な暴力、交友関係や携帯電

件法で回答してもらった（図 7-1）
。

話を監視して孤立させるといったものを含」むもの
として定義して示し、そうした経験の有無を「自分

職種や分野によっては、現在の志望者自体がほと
んど男性のみ（あるいは女性のみ）であるがゆえに、

が経験したことがある」「自分は経験したことはな

学生の側から「男女による違い」があるかどうか、

いが、見聞きしたことはある」「自分が経験したこ

質問されてもわからないということが大いに考えら

とも、見聞きしたこともない」の３件法で尋ねた。

れる。また、もちろん「違いがある」ことと「違い

結果は「自分が経験したことがある」が 2.1 ％、「自

を感じる」こととはイコールではなく、例えば企業

分は経験したことはないが、見聞きしたことはあ

側に明確に性別に基づく扱いの差があってもそれ

る」が 18.6 ％となった。見聞きした割合を考えれ

を意識しなかったり、自分以外の学生への企業側の

ば、学生たちの世界においてこの問題が決して縁遠

扱いについては分からないと感じる場合もあるであ

い出来事ではないといえるだろう。

ろう。さらに学生の側のジェンダーに関する意識か
ら、差があることを「当たり前」のものと考えてい
えば「違いを感じな」いことも十分に考えられる。

図 7-2

就職支援・就職相談会における、性別による学生の扱い方や採用基準の違い

学科

性別

0%
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11.2%
女性 5.1%
生態 5.6%
7.8%
政策
建築 6.1%
10.0%
資源
7.9%
材料
9.3%
機械
13.3%
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9.5%
地域
生活 4.0%
栄養
国際 6.8%
看護 4.5%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

100%

18.4%
32.6%
30.0%
26.2%
24.0%
37.9%
43.2%
39.4%

73.7%
58.1%
56.7%
64.3%
72.0%
62.1%
50.0%
56.1%
違いを感じなかった

90%

33.5%
32.3%
38.9%
41.2%
30.3%
32.5%

55.3%
62.6%
55.6%
51.0%
63.6%
57.5%

違いを感じた

80%

わからない
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図 7-3

採用面接における、性別による学生の扱い方や採用基準の違い
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性別
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生活
栄養 6.9%
22.7%
国際
看護 3.0%

30%

40%

性別

70%

80%

90%

100%

39.7%
36.8%
16.7%

66.7%
39.2%
30.3%
37.5%
36.8%

45.1%
57.6%
50.0%
55.3%

51.2%
43.3%
42.9%

41.9%
46.7%
42.9%

23.1%

57.7%
41.4%
38.6%
40.9%

51.7%
38.6%
56.1%
違いを感じなかった

わからない

職種・人数における、性別による扱い方や採用基準の違い

0%

学科

60%

46.9%
51.9%

違いを感じた
図 7-4

50%
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資源
材料
機械
電子
地域
生活
栄養
国際
看護

10%

20%

22.9%
26.7%
33.3%
33.3%
27.3%
27.5%
23.7%
16.3%
23.3%
38.1%
26.9%
13.8%
34.1%
6.1%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

50.0%
37.3%
42.4%
32.5%
50.0%
39.5%
33.3%
28.6%
50.0%
41.4%
40.9%
51.5%
違いを感じなかった

ただし「実態」としては、女性の雇用が 30 歳代

100%

34.6%
32.6%

42.5%
40.7%

違いを感じた

90%

16.7%
29.4%
30.3%
40.0%
26.3%
44.2%
43.3%
33.3%
23.1%
44.8%
25.0%
42.4%
わからない

面接」については「感じた」が 11.7 ％に対して「感

前半を谷とするＭ字型カーブを描いていることや事

じなかった」が 49.8 ％、「わからない」で 38.5 ％、

実上の男女別雇用管理制度となっている「コース別

（A）
「大学や学外での就職支援・就職相談会」につ

雇用管理」
、また賃金格差や職種によるジェンダー

いては、
「感じた」7.2 ％に対して、
「感じなかった」

の偏りなどをはじめ、先進国の中でも極端な差別的

が 59.4 ％、
「わからない」33.4 ％であった。

状況があることはよく知られている。

ただしこの印象は、回答者の性別によって大きく

さて具体的に取り上げた項目としては（A）
「大学

変わることも考えられる。また学科によってもその

や学外での就職支援・就職相談会」、（B）
「企業によ

可能性があると見るべきであろう。例えば同じ女性

る採用面接」
、
（C）
「企業が採用する際の職種・人

であっても、現在は女性が圧倒的に多数を占める管

数」であるが、図7-2 〜 7-4のような結果となった。

理栄養士や看護師を目指す生活栄養や看護において

学生がもっとも「違いを感じた」のは（C）
「企業

感じる印象と、女子学生自体が極めて少ない工学系

が採用する際の職種・人数」であり、「感じた」が

分野での印象とでは、全く違ったものになってもお

24.5 ％であった。「感じなかった」は 41.1 ％、「わか

かしくない。まず（A）
「大学や学外での就職支援・

らない」が 34.4 ％であった。（B）
「企業による採用

就職相談会」についてであるが、「違いを感じた」
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については男性の方は１割程度と、女性の２倍であ

バランスをとることができるかどうか」である。な

る。学科については電子と生態で 1 割程度、地域も

お回答は「不安だ」
「どちらかといえば不安だ」
「ど

それに次ぐ。

ちらともいえない」「どちらかといえば不安ではな

次に（B）
「企業による採用面接」であるが、性別

い」「不安ではない」の 5 件法とした。なお有効回

による差はそれほど大きくないが、また図 7-3 のよ
うに、学科ごとでは国際と生活デザインが「違いを

答はいずれも 1714 である。

感じた」とする回答が２割程度と多く、次いで生

として、学生たちは自身の将来についてかなり不安

態・政策・地域でも 15 ％前後見られる。工学部の

を抱いていることが窺える。（A）
「自分の希望どお

各学科や栄養、看護のように最初から性別による人

りの職にとけるかどうか」については「不安だ」が

数の偏りのある学科では「違いを感じた」とする学

38.1 ％、「どちらかといえば不安だ」29.8 ％と合わ

生は少ない。

せると７割近くが不安を感じていると回答した。

まずは全体的な傾向を見てみよう（図 8-1）
。全体

最後に（C）
「企業が採用する際の職種・人数」に

また（B）
「安定し継続した職業生活が送れるかどう

ついてであるが、男女別に見てみると、図 7-4 のよ

か」については 41.2 ％が「不安だ」とし、「どちら

うに、女性の方が「違いを感じた」の割合が男性よ

かといえば不安だ」32.4 ％と合わせて 7 割以上が不

りわずかに高い。学科ごとに見ると地域で 4 割弱、

安を抱いている。これに対して（C）については不安

国際、生態、政策で３割台の学生が「違いを感じ

を持つ者は相対的には少ないが、それでも「不安だ」

た」としている。ここでも最初から性別による人数

36.3 ％、「どちらかといえば不安だ」34.1 ％を合わ

の偏りのある学科では「違いを感じた」とする学生

せて６割以上である。

は少ない。

では男女別、学科別に分けて見てみよう。まず

８．自身の将来と男女共同参画に関する学生の
意識

（A）
「自分の希望どおりの職にとけるかどうか」で
ある（図 8-2）。男女でそれほど大きな違いはない
が、「不安だ」は男性が割程度、女性は３割台半ば

学生たちは自身の将来についてどの程度不安を感

となっており、「どちらかといえば不安だ」も合わ

じているのか、これについて男女共同参画と関連す

せると男性で７割、女性で６割台半ばとなってい

る３つの質問を行った。すなわち（A）
「自分の希望

る。学科別に見ると看護が「不安だ」が 23.6 ％、

どおりの職にとけるかどうか」、（B）
「安定し継続し

「やや不安だ」25.5 ％で合わせても 5 割程度なのに
対し（もっとも看護でさえそれだけの学生がそう考

た職業生活が送れるかどうか」、（C）
「職業と家庭の

図 8-1

自身の将来に関する意識

0%

10%

希望どおりの職につけるか

安定し継続した職業生活が送れるか

職業と家庭のバランスをとることができるか

20%

30%

38.1

41.2

36.3

不安だ

どちらかといえば不安だ

どちらかといえば不安ではない

不安ではない

40%

50%

60%

29.8

32.4

34.1

70%
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15.6

90% 100%

9.7

6.8

12.3

8.6 5.5
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どちらともいえない

人間文化● 17

滋賀県立大学学部生のワーク・ライフ・バランスと男女共同参画に関する意識
図 8-2

希望どおりの職につけるか
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図 8-2-1
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26.9%
23.6%

17.1%

25.5%
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13.0%
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希望通りの職につけるか（学科・性別ごと）
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女性
男性
女性
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45.8%
27.5%
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28.6%
40.7%
20.0%
26.7%
26.4%
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14.6%
33.3%
10.0% 2.5%
12.5%
47.5%
8.7% 4.3%
21.7%
30.4%
7.8% 4.7%
14.1%
40.6%
7.1% 7.1%
9.7%
31.9%
6.3%
16.7%
22.9%
6.8% 5.1% 3.4%
28.8%
11.1% 3.3% 3.3%
22.2%
14.3%
14.3%
42.9%
7.4%
14.8%
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25.9%
20.0%
26.7%
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11.0% 3.3%
20.9%
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20.0%

42.5%
43.3%
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どちらともいえない

25.0%

どちらかといえば不安ではない

不安ではない

えているというのは驚きだが）、他の学科は軒並み

めてみると、最も割合が高いのは生態の女性で合

不安を抱えていることが分かる。地域で「不安だ」

わせて 86.6 ％、次いで地域の男性 84.7 ％、地域の女

が 56.9 ％、
「どちらかといえば不安だ」を合わせる

性 82.2 ％、建築の男性 79.1 ％、材料の女性 78.1 ％、

と８割を超えるのが最も顕著だが、材料・電子・栄

材料の男性 76.1 ％、建築の女性 75.0 ％、資源の女性

養・生態でも４割以上の学生が「不安だ」と回答し

73.4 ％、生活デザインの男性 71.5 ％と、ここまでが

ている。「どちらかといえば不安だ」を合わせた場

７割を超える。

合、建築・栄養・材料・生態・電子で７割を超える
学生が不安を感じており、資源もそれに次ぐ。

次に（B）
「安定し継続した職業生活が送れるかど
うか」についてであるが、男女別に見ると、それほ

ちなみに性別による人数の偏りが大きい機械・

ど差はないが男性の方が「不安だ」と回答してい

電子・栄養・看護を除いた他の学科について、各

る（図 8-3）
。ただし「どちらかといえば不安だ」も

学科ごとの男女差を見てみると、「不安だ」として

加えると、割合は同じになる。学科別では看護・国

いるのは地域の女性で 60.0 ％、地域の男子が 55.9 ％

際のみ、
「不安だ」が３割未満だが、
「どちらかとい

だが、それに次いで材料の女性 54.2 ％とここまでが

えば不安だ」も加えると看護で６割近く、国際で７

過半数を超える。「どちらかといえば不安だ」を含

割近くが不安を抱いている。逆に「不安だ」が多い
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図 8-3

安定し継続した職業生活を送れるか
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図 8-3-1
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安定し継続した職業生活を送れるか（学科・性別ごと）
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のは地域・生態・生活・材料で５割を超え、「どち
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を上回る。

らかといえば不安だ」を合わせると地域・生活・栄

最後に（C）
「職業と家庭のバランスをとることが

養・材料が８割を超える。生態・建築・電子も８割

できるかどうか」についてであるが、「不安だ」だ

に近い。

けではそれほど性別による差はないが、「どちらか

また（A）と同様に学科ごとに男女を分けて見て

といえば不安だ」を合わせると、男性が６割台半

みると（図 8-3-1）
、地域の女性と材料の女性で「不

ばなのに対して女性が７割台半ばと差が開く（図

安だ」が６割を超える。それに次いで生態の男性、

8-4）。学科別では地域・生態で「不安だ」の割合が

地域の男性、生活デザインの女性となる。特に生活

高いが、「どちらかといえば不安だ」を含めると栄

デザインの場合、男女差が甚だしい。「どちらかと

養、生活デザイン、地域文化、看護が高く、特に栄

いえば不安だ」を加えると９割を超えるのが材料の

養では８割を超える。

女性で、それに次いで地域の女性・男性、生活デザ

学科ごとに男女を分けてみると（図 8-4-1）、「不安

インの女性となっている。ここまでが８割超えで、

だ」「どちらかといえば不安だ」を加えれば、女性

資源の女性や材料の男性、建築の女性、生態の男

の方が不安を感じていることが多い。地域の場合は

性・女性、建築の男性、生活デザインの男性が７割

「不安だ」で５割に達する。また生活デザインの女
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図 8-4

職業と家庭のバランスをとることができるか

学科

性別
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資源
材料
機械
電子
地域
生活
栄養
国際
看護

0%
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40%
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19.1%

37.9%
18.4%
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34.8%
29.1%
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41.2%
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18.3%
9.7% 4.0%
19.0%
7.3%
8.9%
19.7%
6.9% 6.4%
15.0%
5.0% 3.8%
10.5%
6.3% 4.2%
13.7% 2.9% 1.0%
19.4%
9.3% 3.7%
5.3% 5.3%
16.0%

29.7%

どちらかといえば不安だ

10%

20%

30%

40%

どちらかといえば不安ではない

50%

40.0%
46.7%
35.9%

不安ではない

42.9%
37.0%
40.0%
29.7%

どちらかといえば不安だ

70%

80%

22.5%

90%

100%

7.5%
16.7%

15.0%
23.3%
13.3%
28.2%
15.4%
16.7%
3.8%
41.2%
19.6%
5.9% 7.8%
31.3%
18.8%
6.3%
35.0%
27.5%
5.0% 2.5%
26.1%
26.1%
4.3% 5.8%
45.3%
10.9%
7.8% 4.7%
30.1%
19.5%
10.6% 3.5%
27.1%
16.7%
6.3% 2.1%
28.8%
11.9%
10.2% 3.4%
23.3%
16.7%
2.2% 4.4%
28.6%
14.3%
44.4%
11.1%
4.9% 2.5%
13.3%
26.7%
6.7%
13.3%
39.6%
18.7%
9.9% 2.2%

43.8%
30.0%
37.7%
31.3%
36.3%
47.9%
45.8%
53.3%
14.3%

60%

15.0%

25.5%

不安だ

どちらともいえない

どちらかといえば不安ではない

不安ではない

男女共同参画に関する措置・設備

0%
女子トイレの増設
男性（女性）専用の更衣室の増設・改修

10%

20%

ハラスメント防止の強化
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50%

70%

80%

11.7

36.2

20.3
12.6

48.2

33.4

22.0

45.6

23.0
37.1

90%

28.0

45.2

25.6

どちらかといえば必要だ

60%

34.6

44.2

法律、休業・休暇制度についての教育

必要だ

40%

31.7

19.1

キャリア支援や進路相談のための窓口の充実
ロール・モデルの提示

30%

25.1

11.0

夜間における犯罪防止対策

20

60%

職業と家庭のバランスをとることができるか（学科・性別）

男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性

図 9-1

30%

35.6%
37.0%
43.4%
32.4%
38.6%
35.5%
38.9%
32.4%
32.4%
48.8%
35.8%
41.2%
32.4%
31.9%

不安だ
図 8-4-1

20%

46.6

どちらかといえば必要でない

12.1
必要でない

100%
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図 9-2

女子トイレの増設

学科

性別

0%
男性
女性
生態
政策
建築
資源
材料
機械
電子
地域
生活
栄養
国際
看護

10%

7.7%
14.4%
9.3%
5.1%
14.0%
6.6%
10.3%
9.0%
7.1%
13.2%
8.4%
12.9%
9.4%
18.8%
必要だ

図 9-3

性別

30%

40%

50%

60%

70%

35.0%

26.8%
30.7%
32.8%

18.7%
27.0%

40.0%

32.0%
25.0%
24.6%
20.3%
22.9%
26.4%
23.2%
34.7%
26.4%
24.1%

34.6%
37.1%
37.9%
30.0%
41.5%
38.9%
35.6%
32.1%
28.7%

どちらかといえば必要だ

90%

100%

33.9%
23.8%
41.3%
35.0%
14.0%
33.8%
28.0%
32.8%
40.0%
18.9%
29.5%
16.8%
32.1%
28.4%

33.9%

24.4%

80%

どちらかといえば必要でない

必要でない

男性（女性）専用の更衣室の増設・ 改修

0%

学科

20%

男性
女性
生態
政策
建築
資源
材料
機械
電子
地域
生活
栄養
国際
看護

10%

20%

18.7%
19.1%
17.3%
13.1%
22.8%
17.8%
18.2%
18.6%
19.2%
27.0%
21.3%
11.9%
17.0%
20.6%
必要だ

30%

40%

50%

30.8%
33.6%
28.0%
29.2%
34.7%
28.9%
31.3%
28.8%
28.5%
32.1%
39.4%
42.6%
28.3%
33.6%

どちらかといえば必要だ

60%

70%

26.2%
29.5%
26.7%
26.3%
32.7%
34.8%
27.3%
29.4%
26.2%
25.8%
26.6%
33.7%
25.5%
24.8%

どちらかといえば必要でない

80%

90%

100%

24.3%
17.8%
28.0%
31.4%
9.9%
18.5%
23.3%
23.2%
26.2%
15.1%
12.8%
11.9%
29.2%
21.0%
必要でない

性は「どちらかといえば不安だ」を加えると８割を

で「必要だ」の割合が最も高いのは（C）
「夜間にお

超えている。「不安だ」「どちらかといえば不安だ」

ける犯罪防止対策の充実」で「必要だ」が 44.2 ％と

を合わせた場合は地域、資源、材料、生態の女性で

なるが「どちらかといえば必要だ」を合わせると

７割以上となる。男性についても建築と地域では７

（G）
「仕事と家庭の両立をはかるために定められた

割を上回っている。

９．大学において充実が必要とされる男女共同
参画に関する措置・設備

法律や、就職後に認められる休業・休暇制度につい
ての教育」が最も多く、83.7 ％が必要性を感じてい
る。これに次いで（E）
「キャリア支援や進路のため
の相談窓口の充実」が「必要だ」が 81.6 ％となる。

本調査の最後に、男女共同参画と関連して考えら

さらに（D）
「ハラスメント防止の強化」（F）
「学生

れる措置や設備について、「必要だ」「どちらかとい

に対するロール・モデル（将来の自分の姿を思い描

えば必要だ」「どちらかといえば必要でない」「必要

く時の見本）の提示」でも７割程度が必要性を感じ

でない」の４件法でその必要性をどう考えるかを質

ている。

問した。
まず全体的な回答を見てみよう（図 9-1）。この中

次に１つ１つの施設・措置について見ていこう。
（A）
「女子トイレの増設」は全体としては必要性を
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図 9-4

夜間における犯罪防止対策

学科

性別
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男性
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資源
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機械
電子
地域
生活
栄養
国際
看護
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50%
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90%
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10.9%
9.3% 4.1%
35.7%
9.3%
12.0%
37.3%
8.0%
10.9%
46.7%
11.9% 3.0%
37.6%
9.5%
16.8%
32.8%
9.7%
10.8%
43.8%
7.3%
23.2%
36.2%
14.0%
14.0%
40.7%
6.3% 6.3%
27.2%
3.2% 2.1%
24.2%
6.9%
26.7%
8.5%
10.4%
45.3%
8.8%
9.9%
34.0%
14.3%

37.3%

どちらかといえば必要だ

どちらかといえば必要でない

必要でない

ハラスメント防止の強化

0%

学科

30%

50.9%
41.3%
34.3%
47.5%
40.9%
35.8%
33.3%
31.4%
60.1%
70.5%
66.3%
35.8%
47.3%
必要だ

図 9-5

20%
37.5%

男性
女性
生態
政策
建築
資源
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機械
電子
地域
生活
栄養
国際
看護

10%

20%

28.5%
23.4%
26.7%
22.6%
27.0%
22.6%
30.1%
25.4%
23.8%
33.5%
25.3%
20.8%
17.0%
26.0%
必要だ

30%

40%

50%

60%

43.2%
47.6%
34.7%
45.3%
50.0%
43.1%
48.3%
41.2%
45.9%
46.2%
40.0%
46.5%
50.0%
46.9%

どちらかといえば必要だ

70%

80%

90%

18.3%
22.2%
28.0%
21.9%
19.0%
23.4%
14.2%
26.6%
16.9%
13.9%
29.5%
26.7%
20.8%
16.4%

どちらかといえば必要でない

100%

9.9%
6.8%
10.7%
10.2%
4.0%
10.2%
7.4%
6.8%
13.4%
6.3%
5.3%
5.0%
12.3%
10.7%

必要でない

感じるのは３割程度であるが、これは女性がどう考

については「必要だ」が 37.4 ％、「どちらかといえ

えているかを確認することが必要である。結果は図

ば必要だ」が合わせると 3/4 に達する。なお学科に

9-2 のように、「必要だ」「どちらかといえば必要だ」

ついては生活デザインや生活栄養、地域、建築が特

を合わせて４割程度であった。なお女性だけに限定

に高い。

して各学科ごとに見ていくと、合わせて５割を超え

（D）ハ ラ ス メ ン ト 防 止 の 強 化 に つ い て は（ 図

ていたのは建築（52.5％）と栄養（50.6％）であった。

9-5）、必要性を感じるという意見は男女での差は少

（B）の更衣室の設置・増設であるが（図 9-3）、こ

ない。いずれも「必要だ」が 25 ％前後、「どちらか

れは男女とも５割前後が「必要だ」あるいは「どち

といえば必要だ」は 45 ％前後であり、割合はやや

らかといえば必要だ」と回答している。また学科別

男性の方が高い。学科別で見ると両者を合わせた割

では生活デザインで６割以上が必要性を感じてお

合では、地域・材料・建築・看護で７割を超え、特

り、地域や建築でもそれに近い。

に地域では８割に達する。

（C）の犯罪防止対策については（図 9-4）女性は５

（E）キャリア支援や進路相談窓口の充実について

割強「必要だ」とし、「どちらかといえば必要だ」

は（図 9-6）
、男女とも「必要だ」が３割台、
「どち

と合わせると９割近くが必要性を感じている。男性

らかといえば必要だ」の４割台後半と、高い割合を
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図 9-6

キャリア支援や進路相談のための窓口の充実
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45.3%
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20.2%
7.9%
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23.8%
22.2%
25.3%
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24.1%
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40%

ロールモデルの提示

0%

図 9-8
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図 9-7
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48.7%
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48.3%
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4.6%
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9.3% 5.3%
10.2% 5.8%
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11.4% 3.4%
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示している。学科については地域が特に「必要だ」

前の調査時に比べ大きく知られるようになったが、

「どちらかといえば必要だ」が合わせて９割を超え

「育児・介護休業法」についても必ずしも認知度が

るなど特に高いが、機械・電子を除く全ての学科で

高いとは言えない。また社会として積極的に男女共

８割が必要性を感じているという結果となった。

同参画を進めていくための措置である「女性差別撤

（F）学生に対するロール・モデルの提示について
は（図 9-7）、積極的に「必要だ」は政策が３割台と

廃条約」や「ポジティブ・アクション」のような用
語、また特に近年の動きである「女性活躍推進法」

最も高く、地域がこれに次ぐ。「どちらかといえば

のような法律については認知度が低い。どのような

必要だ」がほとんどの学科で非常に多く、両方を合

学科を卒業したとしても、男女共同参画という点を

わせると地域・栄養・資源・生態・政策で７割を越

無視することはできないのであり、特定の学科だけ

える。

でない、全学的な取り組みが要請される。男女共同

最後に（G）仕事と家庭の両立をはかるために定め

参画に関する意識という点では、学生たちの中には

られた法律や、就職後に認められる休業・休暇制度

性別役割分業についてはかなり否定的な意見が多い

についての教育については（図 9-8）、女性の方が必

ことが分かった。一方で、夫婦別姓には拒否反応が

要性についてやや高い割合を示すがいずれも「必要

強い。

だ」
「どちらかといえば必要だ」を合わせて８割台

次に②であるが、今回の調査で痛感したのは、大

と、大きな差はない。学科別では「必要だ」が５割

学内におけるハラスメント相談員制度の認知度のあ

近い地域を筆頭として、両者を合わせた割合は機械
以外の全ての学科で８割を越えている。

まりの低さであり、この点は前回の調査から改善が
見られない。特に学科によるばらつきが大きいが、

11．結論
冒頭で述べたように、今回の調査では、以下を明

これは各学科の教員の意識に任せてよい問題ではな
い。本来であれば配布されていなければならないパ
ンフレットなどがどの程度、学生支援センターから

らかにすることを目的とした。

各学科に配布されていたのか、あるいは学科などの

①男女共同参画社会の必要性に関して学生たちはど

ガイダンスなどでどの程度周知されているのかとい

の程度、意識しているのか。また男女共同参画につ

うことも含めて検証すべき結果となった。

いて、どの程度の知識を持っているのか。

講義・実習・ゼミなどでの問題は比較的少なかっ

②大学においてどの程度、男女共同参画を妨げる問

たが、それでもハラスメントなどの問題が起きる可

題があると学生たちが感じているのか。また、学生

能性がないとは言えない結果であった。ハラスメン

に対して男女共同参画についての教職員・学生への

トについての教員への啓発を継続的に行うことが必

啓発がどのような点で必要か。

要である。学生間の課外活動についても同様のこと

③学生たちが性別にとらわれることなく自らの希望

が言え、学生に対してハラスメントについての啓発

する将来の職業を選択しキャリアプランを立て、仕

を行っていく必要があるだろう。

事と家庭のバランスのとれた生活を送ることができ

③については、学生たちの多くが仕事や、仕事と

るかどうかについて、どの程度不安を抱いているの

家庭の両立について自分自身の将来について大きな

か。

不安を抱いていることが明らかになった。特に男性

④大学が今後、男女共同参画に向けた施策を進めて

よりも女性の方に、その不安が大きい。そうした不

いく上で、その観点から何が学生に必要とされてい

安に応えるためにこそ、職業生活やワーク・ライ

るか。

フ・バランスに関する啓発活動を進めていく必要が

この４点について、今回の調査から言えることを
まとめて本稿を終えたい。

ある。
その点で④について、学生が求める措置として

①のうち、男女共同参画に関する知識としては、

キャリア支援やワーク・ライフ・バランス、休業・

前回調査と比して「ワーク・ライフ・バランス」に
ついてのみ、大幅な認知度の伸長を示したものの、

休暇制度についての教育を求める声が大きかったこ
とは示唆的であると言えるだろう。そして大学とし

全体といては横ばいか認知度が下がっている項目が

ても、そうした観点からの講義や啓発を進めていく

多い。
「ワーク・ライフ・バランス」については以

必要があり、それらと結びつけつつ男女共同参画に
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関する教育を進めていくことが、より効果的な可能
性が高い。学内において男女共同参画という観点か

東北大学男女共同参画委員会 , 2004,『東北大学学生・
院生の男女共同参画に関する意識調査結果報告書』

ら学生たちに必要な知識を与え、また卒業後もその

http://www.bureau.tohoku.ac.jp/danjyo/

重要性を十分に認識できるようなカリキュラムや環

houkokusyo/H15/siryo-3.pdf（2011 年 5 月 14 日 ア

境作りを進めていくことが、私たちの使命であると
言えるだろう。

男女共同参画学協会連絡会 , 2008,『平成19年度「科

クセス）
学技術系専門職における男女共同参画実態の大規
模調査」
』男女共同参画学協会連絡会ホームページ
（http://annex.jsap.or.jp/renrakukai/）2011 年 5 月

註
１ 「東北大学学生・院生の男女共同参画に関する


14 日アクセス．
「ジェンダーの多様性・普遍性・可変性の分析および

意識調査結果報告書」
h ttp://www.bureau.tohoku.ac.jp/danjyo/

独自のジェンダー教育プログラムの立案を含む学際

houkokusyo/H15/siryo-3.pdf（2011 年 5 月 14 日

的研究」グループ , 2008,『
「岡山大学生のジェンダー

アクセス）

意識に関する調査」報告書』岡山大学文学部．

２ 「一橋大学における男女共同参画に関する

学生
の意識・実態調査」
http://www.soc.hit-u.ac.jp/gep/questionnaire.
pdf（2011 年 5 月 14 日アクセス）
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観光開発が歴史的市街地の伝統的
民家に与えた影響
─ 2017 年時における中国雲南省麗江市旧市街地を事例として─

藤木庸介／北山めぐみ／張天新／山村高淑
人間文化学部生活デザイン学科／高知工業高等専門学校／北京大学／北海道大学

１．はじめに

of Lijiang・麗江古城」として、1997 年 12 月４日に

中国雲南省麗江市旧市街地（以下「麗江旧市街

ユネスコの世界文化遺産リストに登録されている。

地」）
（図１・写真１）は、歴史的景観とそれを構成

本稿では、前述の内、特に「大研古城」を対象とし

する建造物群、並びに地理・歴史的背景が評価さ

て追跡調査を行ったものであり、以降、特記無き限

れ、1997 年に世界文化遺産へ登録が行われた注 1）。

り「麗江旧市街地」とは、「大研古城」を指すもの

これに関連して、以降に実施された当該地域に対す

とする。

る観光開発が、当地の主要先住少数民族である「ナ

また、この世界文化遺産登録に先立つ 1997 年３

シ族」の生活や、彼等の伝統的民家の構成、あるい

月、旧市街地の保護を強化するために、麗江納西族

は住民による民家の使用実態といった「居住文化」
に与えた影響について、筆者らは 2003 年より世界

自治県政府（当時）注 3）は、「重点保護民居（特に優先
的に保護が必要な歴史文化的価値の高いもの）」52

に先駆けて現地調査を行い、その結果を国内外に広

件と「一般保護民居（重点保護民居に準じて保存を

く公表を行なってきた。特に、観光開発による当該

優先するもの）」88 件を指定している。「民居」は

地域における居住文化の急速に変容について、出版

「民家」を意味し、本稿で言及する「重点保護民居」

物等をとおして強く警鐘を鳴らして来た注 2）。
筆者らが 2004 年～ 2005 年に実施した麗江旧市街

並びに「一般保護民居」とは、ここで指定された民
家を指す。

地における伝統的民家の平面構成と、その使用用途

尚、筆者らが 2003 年より麗江旧市街地に対する

に対する調査から 10 余年を経た 2017 年９月、10 余

現地調査を開始する以前において、麗江旧市街地の

年前の調査対象にどの様な変容が生じているのかに

伝統的民家や町並みを対象とした国内外の主要な研

ついて、追跡調査を行った。本稿はその追跡調査の

究には、例えば文献８〜 11）があり、筆者らのこれ

報告であり、1997 年以降、現在も継続する麗江旧

までにおける一連の研究は、当該先行研究を踏襲し

市街地における観光開発が、当該地域における伝統

た上で行ってきたものである。

的民家とその使用実態に及ぼした影響について、明
らかにするものである。

写真 1

図1

麗江旧市街地の位置

麗江旧市街地鳥瞰

２．研究対象と調査方法
本稿は、筆者らの既報（文献４）で調査対象とし

現在の麗江市では、旧市街地にあたる「大研古

た民家、すなわち下記の①②に述べる民家を調査対

城」と、周辺の歴史的集落である「束河古鎮」「白

象として、2017 年９月時の実態を追跡調査し、そ

沙古鎮」の一連の歴史的地域が、「The Old Town

の結果を報告するものである。①②の民家につい
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表１

新義社区における調査対象民家の使用用途の変遷注 6）

ては、「使用用途」について、②の民家については
「使用用途」に加え、２つの事例に対する「平面構
成」とその「使用実態」について報告を行う。
図2

麗江旧市街地中心部における新義社区のエリア

①
（文献４）において「表２

民家の用途の変容」

として記載した「新義社区」（図２）注 4）における
「重点保護民居」７件と「一般保護民居」15 件の
計 22 件。
②
（文献４）において「図４

使用用途の位置的変

容」として記載した伝統的民家 10 件。内、「事例
１・２」が「重点保護民居」であり、
「事例 10」
が一般保護民居である注 5）。
尚、①に述べた22件の所在地については、
（表１）
において地番を示した。また、②に述べた 10 件の
所在地については、（文献４）
「図３
在」として掲載した図を、
「図３

調査事例の所

調査事例の場所」

（図３）として再掲して示した。この度の現地調査
は、対象の場所を再訪した上で、目視により行った。

３．調査結果
3.1.

新義社区における調査対象民家の使用用途

の現状
（文献４）
「表２：民家の用途の変容」の内容に、
2017 年時の調査結果を加えて（表１）にまとめた。
（表１）より、2017 年時において、調査対象民家の
22 件の内、従前において本来の使用用途であった
専用住宅として使用されている事例は、百歳坊 56
の１事例注 7）であり、四方街 17 の建替工事中事例、
図3

調査事例の場所

密士巷 74 の空き家事例注 8）、並びに、百歳坊 33 の市
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政府関連事務所を除き、他 18 件は全て観光関連施

表２

調査対象民家の使用用途の変遷

設として使用されていることが明らかとなった。ま
た、2005 年時の調査において「消失」していた事
例の内、密士巷の２事例の敷地には、建築物が新た
に新築されており、また積善巷の消失した４つの事
例の敷地は、麗江旧市街地北側入口に続く公共広場
に取り込まれて整備されており、そこに民家があっ
た痕跡を現状からは読み取ることができない。尚、
密士巷 14 の事例は、改築が行われた上で、隣の 15
番地の敷地に建つ建築物と一体的に統合されてお
り、民宿が経営されている。
用住宅であった。しかし、2017 年の調査時では、
3.2.

民家の使用用途の現状

全ての調査対象事例において、民家所有者、あるい

（文献４）において「図４：使用用途の位置的変

は所有者の親族は居住していない。尚、一部の民家

容」に挙げた調査対象事例 10 件の 2004・2005 年時

では、民宿や店舗の管理者が、管理上の理由から対

の使用用途と、2017 年時における現状について（表

象民家に居住している場合があるが、本稿ではこう

２）にまとめた。（表２）から、調査対象事例全 10 件
の内、４件が消失し、新たな建築物に建て替えられ
て観光関連施設になっている。消失した４件はいず
れも、重点保護民居、あるいは一般保護民居には
指定されていない民家である。一方、重点保護民

した管理者居住のみが認められる事例については、
「住宅」としては数えないこととする。
3.3.

表２・事例１・２の「平面構成」とその「使

用実態」

居に指定されている事例１・２、並びに、事例９

図４は、表２に挙げた事例の内、事例１・２の

と一般保護民居に指定されている事例 10 は、残存

2004 年時と 2017 年時における双方の「平面構成」、

しており、それぞれ民宿として使用されている。
ただし、事例１・２では、内部が全面的に改築さ

並びに、各部屋の「使用実態」を示したものであ

れている。一方、事例９では一部で改築が行われ

一棟が３室から成り、これが中庭（院子）を概ね３

ていたが、概ね 2005 年時の状態のままであった。

～４棟で囲む合院形式の構成が主である。また、概

また、事例 10 においても大幅な変化は認められな
かった。2005 年時の筆者らによるヒアリングから、

ね北側または西側に配される棟の１階の中央の部屋
は「堂屋」と称され、先祖を祀る最も格式の高い部

事例９・10 の民家は共に、2004 年以前に、現在の

屋として扱われる注 9）。

る。麗江旧市街地における伝統的民家では、一般に

所有者が前の所有者より当該民家を買い取り、民宿

事例１において、2004 年時の使用用途は（表２）

として全面的に改築、一部建て替えを行っている。

から「民宿兼所有者住宅」であり、北側１階の棟、

したがって、2005 年時には既に民宿としての機能

並びに西側１階の棟は当該民家所有者家族の居住使

が整っていたことが、今回、大幅な変化が認められ

用に供されており、北側の棟の中央の部屋は堂屋と

なかった理由と考えることもできる。不明とした事

して使用されていた。また、各部屋にトイレやシャ

例５では、道路に面した居室が土産物の店舗として

ワーといった水廻り設備は無く、北西角に水廻り設

使用されているが、それより奥に入ることが許可さ

備が集約されていた。2004 年時からの主要な変容

れず、内部の様子を確認することができなかった。

として 2017 年時では、各棟において伝統的な３室

また同様に不明とした事例７では、道路に面する全

構成が失われ、各部屋を拡張する形で各棟２室構成

ての扉がロックされており、内部の様子を全く確認

に変更されている。また、これに伴って、堂屋とし

することができない。2004・2005 年の調査時では、

て使用されていた北側の棟の中央の部屋が消失して

調査対象事例全 10 件の内、７件は民宿や店舗とし

いる。その他、各室に水廻り設備を設置。１階東側

て使用されていながら、同時に、民家所有者、ある

の棟が、中庭方向に拡張され増築。所有者の居住エ

いは所有者の親族が、その民家の一部に居住する兼

リアは消失し、全てが民宿に供する用途に変容。等
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が認められる。

在していた積善巷 34 の重点保護民居が、2017 年時

事例２において、2004 年時の使用用途は表２か

には建て替えられており、また、四方街 17 の重点

ら事例１に同様「民宿兼所有者住宅」であり、１階

保護民居があった場所で、建替え工事が行われてい

の１部屋と２階東側の１棟を民宿用途に供する以外

ることから、重点保護民居であったとしても、必ず

は、全て、当該民家所有者家族の居住用途に供され
ており、北東側中央の部屋は堂屋として使用され

しも保護されているとは言えない。
（図４）から、事例１・２共に、2004 年時には民

ていた。また、各部屋に水廻り施設は無く、北・南

宿兼所有者住宅として、住民の居住が認められた

角に水廻り施設は集約されている。2004 年時から

が、2017 年時には、どちらの事例においても住民

の主要な変容として 2017 年時では、所有者の居住

の居住は認められず、また、住民居住スペースが消

エリアが消失し、全てが民宿に供する用途に変容し

失し、全ての居室が民宿の用途に供されている。ま

ており、各部屋に水廻り設備が設置されている。更

た、2004 年時では水廻り施設が共同使用であった

に、北東側の棟の２階に増築が行われ、このエリア

ものが、2017 年時には、各室に設置されている。

も民宿の客室用途に供されている。

４.
4.1.

まとめと考察
調査結果のまとめ

（図４）から、事例１・２共に、2004 年時には、
先祖を祀る最も格式の高い部屋である「堂屋」が住
民居住スペース中において存在していた。しかし、
2007 年時には、事例１において、宿泊スペースの

新義社区では、1997 年時において調査対象事例
全 22 件の内 15 件が専用住宅、１件が兼用住宅と、

拡張が行われるかたちで、「堂屋」が消失してい
る。また、事例２では、
「堂屋」として使用されて

全体の 2/3 以上の民家に住民が居住し、残る調査対

いた部屋は区画として残されてはいるものの、そこ

象においても、観光関連施設は３件のみで、その他

が堂屋であったことを示す痕跡は無く、他の客室と

は全て住民生活に関連する用途に使用されていた。

同様の１室として使用されている。

しかし、2005 年時では、全ての調査対象事例の内、
専用住宅は 3 件に減少し、重点保護民居や一般保護

4.2. 考察

民居の消失も確認された。2017 年時においては、

以上から、2017 年時の麗江旧市街地における調

全ての調査対象事例の内、専用住宅は１件であり、

査対象事例において、ナシ族の人々をはじめとした

他１件が市政府関連事務所である。一方、その他の

従前からこの地で生活を行ってきた住民の住居使用

民家は全て、観光関連施設として使用されている。

は、全ての事例において認められず、殆どの民家が

新義社区では、2005 年以降 2017 年までの間にお

観光関連施設として使用されている。また概観では

いて、民家の建て替え、あるいは消失した民家の敷

あるが、麗江旧市街地全体のエリアに対しても同様

地に対する新築が４件確認された。また更に１件が

の事象が見て取れる。更に、調査対象事例のほぼ全

改築されて隣家と統合された上で、観光関連施設と

てに対して、建て替え、改築が行われており、特に

して使用されている。

内部平面構成において、2004・2005 年時の構成を

（表２）から、調査対象事例全 10 件の内、2004・

留めているものは僅かである。ことに、先祖を祀る

2005 年時では、７件は住民が居住する兼用住宅で

「堂屋」の消失は、従前より長い時を経て築かれて

あったのに対し、2017 年時には、全ての民家にお

きた人々の営みそのものの喪失に等しいと筆者らは

いて住宅用途が失われている。

考えるところである。尚、重点保護民居や一般保護

（表２）から、調査対象事例全 10 件の内、2017 年

民居に限らず、旧市街地内の全ての民家では、自由

時において消失していた事例が４件確認されたが、
それぞれの敷地には新たに建築物が建てられて、観

な建て替えや改築が禁止されており、この様な行為
を行う際は、市政府への許可が必要である注 11）。し

光関連施設として使用されている。

かし、これまでに見てきた様に、実際には建て替え

（表２）から、調査対象事例中にあって、重点保
護民居、並びに、一般保護民居に指定されている対

や改築が行われており、この理由は不明であるが、
こうしたことからも、文化遺産保護に関する制度が

象は、内部が改築されているが残存していた。ただ

十分に機能しておらず、観光振興が優先されている

し、
（表１）から、新義社区では、2005 年時には存

現状が伺える。
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また、これまでに見てきた民家の使用実態は、現

注４）新義社区は、麗江旧市街地北側の入口部分か

在の麗江旧市街地には、ナシ族の人々をはじめとし

ら、四方街（中心に位置する広場）までを含む

た従前からの住民が、殆ど住んでいない可能性を示

範囲であり、旧市街地の中で観光客が最も集

唆するものでもある。事実、2004 年時以来、筆者

中するエリアである。新義社区では「重点保

らの研究に継続的に協力して頂いたナシ族の知人や
友人は、その全てが１人も残らず旧市街地から麗江

護民居」７件、
「一般保護民居」15 件の計 22
件が指定されており、文献４「表２：民家の

市の新市街地や昆明市といった他地域へ転居してい

用途の変容」で扱った対象民家は、この 22 件

る。尚、この様な転居した住民であっても、従前に

全てである。

居住していた民家を今も所有していることがある

注５）当該 10 事例の選定理由は、2004 年、2005 年、

が、この場合、観光関連業者に賃貸し、家賃収入を

それぞれの調査時において、筆者らの求めに

得た上で、自らは他の場所に居住していることが殆

応じて民家内部の実測許可が得られた対象で

である。その上で、従前に居住していた民家を所有

ある。

していたとしても、その民家の管理は賃貸先の観光

注６）現 地で「客桟」と呼ばれる宿泊施設を「民

関連業者に任せ、自らがそこに立ち寄ることは殆ど

宿」と、「酒点」を「ホテル」と翻訳した。

無いという。2017 年時に筆者らの調査に同行した

尚、1997 年時の用途については、2004 年時に

ナシ族の友人も、自らが従前に居住し、現在も父親

おいて筆者らが入手した保護民居に関する市

が所有する民家を再訪した際、「８年ぶりに来た。
こんなふうになったのか。すごく変わった。」と

政府資料による。
注７）ヒアリングから、居住者は従前からの住民で

言っていた。一方、稀にだが、未だに麗江旧市街地

は無く、観光業従事のために他地域から移っ

に居住している従前からの住民も散見される。しか

て来たという。

し、その多くが麗江旧市街地外縁部の比較的観光客

注８）2016 年３月時まで病院として使用されていた

が少ない地域の居住者か、あるいは高齢者である。

が、それ以降は廃止されたことが、現地にお

特に後者の場合には、転居したくても転居する体力
や資金力のない方々である可能性が想われる。
一度崩壊してしまった地域コミュニティーを再生

ける張り紙から確認できた。
注９）麗 江旧市街地における民家の構成について
は、文献５）
、文献６）
［藤木庸介・柏原誉・

させることは非常に困難である。少なくとも、麗江

張天新「第四章

旧市街地において、従前に見たナシ族の生活習慣や

108. 文献８）
、文献９）を参照。

コミュニティーが再び元に戻ることはないであろ
う。今後における地域文化の維持・保全に関して、
麗江旧市街地の事象から私たちが学ぶべきことは多

伝統民居とくらし」
］pp.75-

注 10）2004 年時：事例２の黒塗り部は、内部を見る
ことが許されず、不明である。
注 11）文献 12）において定められている。

い。
参考文献
注

１．藤木庸介・北山めぐみ・山村高淑・張天新「中

注１）文献 2）を参照。

国雲南省麗江旧市街地における伝統的民家の現

注２）麗江旧市街地を研究対象とした筆者らの既報

状−観光地化が世界遺産都市・麗江に与える空

については、文献３〜７の他、多数がある

間的・社会的イン パクトに関する研究 その 18」

が、ここでは本稿に直接関連するもののみを
参考文献に挙げた。

日本建築学会大会学術講演梗概集 2018、pp.963964.2018.

注３）2002 年 12 月 26 日、中国国務院は「麗江地区」

２．World Heritage Committee“Justification for

を「麗江市」とし、同時に「麗江納西族自治
県」を廃止する行政区分の改正を決定。2003

Inscription: The Old Town of Lijiang. Report
of the 21st Session of the Committee, 1997.”

年４月１日よりこの新区分にて地方行政が執
り行われている。

UNESCO（WHC-97/CONF.208/7）, 1997.
３．山村高淑・張天新・藤木庸介・他「麗江旧市街
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光地化が世界遺産都市・麗江に与える空間的・社

SURVEY REPORT ON ACTUAL SITUATION

会的インパクトに関する研究その１」日本建築学

OF TRADITIONAL DWELLINGS IN A WORLD

会大会学術講演梗概集 2005、pp.587-588.2005. か

HERITAGE SITE, THE OLD TOWN OF
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Megumi KITAYAMA （National Institute of
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in Lijiang. Findings are as follows: 1. Most of
traditional dwellings are used as tourist facilities.
2. Most of traditional dwellings plan compositions
have changed. 3. Some of traditional dwellings
have disappeared.
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Writer as Buzz Pollinator
John Rippey
Department of Intercultural Communications, School of Human Cultures

Introduction

dense and complicated phenomenon in which the

Conceiving of creative writing as interface with
“nonmaterial reality” allows us to accommodate the

entire life of the writer and history of his language are

phenomenon whereby something can be both imagined

complex product of innumerable chains of cause and

and real, fictional and true. Nonmaterial reality refers

effect which reach deep into the writer’s life and psyche.
To distinguish, analyse and retrace them all would be

to the weave of emotions, thoughts, and perceptions

implicated: “Even a single sentence in a novel is the

in which human lives are carried out. Creative writing

impossible”（178）. There are qualitative considerations

refers to the generation of prose fiction, poetry, drama,

which impact the understanding of creative writing,

and other familiar literary genres and blends. In this

as well. Creative writing is not an exclusively rational

view, stories are actual occurrences, literary characters

activity. Instead, it incorporates affective, psychological,

exist, poems are true, and drama is documentary. Fiction

and other elements into a supra-rationality and asks that

writer Flannery O’Connor suggests, “The type of mind

the writer call up commensurate qualities. O’Connor

that can understand good fiction . . . is at all times the

suggests, “We want competence, but competence by

kind of mind that is willing to have its sense of mystery

itself is deadly. What is needed is the vision to go with it”

deepened by contact with reality, and its sense of reality

（86）. Fiction writer Eudora Welty elaborates:

deepened by contact with mystery. Fiction should be both
canny and uncanny”（79）. Poet Ted Hughes succinctly

Before there is meaning, there has to occur

explains, “What’s writing really about? It's about trying

some personal act of vision. And it is this that is

to take fuller possession of the reality of your life”（32）.

continuously projected as the novelist writes, and

This article explores how the interface of creative writing

again as we, each to ourselves, read. If this makes

with nonmaterial reality occurs.

fiction sound full of mystery, I think it’s fuller than

Both individual writers and writing institutions –
programs, courses, and guidebooks – turn a good deal

I know how to say. Plot, characters, setting, and so
forth, are not what I’m referring to now; we all deal

of attention to practices through which the interface

with these as best we can. The mystery lies in the

of creative writing with nonmaterial reality can be

use of language to express human life.（63）

successfully realized. The bulk of attention takes up
deployment of elements of writing such as plot, dialogue,
description, characterization, figure of speech, and so

How is the interface with nonmaterial reality
actualized by a work of creative writing, and how is the

on, what the poet Seamus Heaney refers to as “craft,” a

“vision” of a work summoned forth? This article is the

largely learnable skill in the making and managing of the

second installment in a two-part series, following on

material of words（Driscoll 19）. Writers can develop

“Writing the Million-Petalled Flower.” The series aims to

their knowledge and abilities in commonly utilized

unpack to some small degree the mystery referenced by

elements. Novelist and critic David Lodge expresses a

O’Connor, Welty and many other writers, and to render

widespread conviction when he says, “I believe anyone’s

the creative writing process a shade more accessible. The

expressive and communicative skills can be improved

discussion in this installment focuses on six prominent

by practice and criticism”（175-176）. At the same time,

dimensions of language: feel, form, image, music,

many creative writers, Lodge among them, recognize

subjectivity, and time. These dimensions locate between

other essential characteristics of successful writing which

the contextualized use of a specific element of writing

make it less amenable to purposeful acquisition. As

craft on the one end of the scale, and such large and

Lodge explains, language generation is a forbiddingly

overarching realms as inspiration on the other. The six
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dimensions offer windows through which to view the
unfolding of the writing process at the stage when, as

Feel: The first conduit to nonmaterial reality
available to the writer is an intuitive feel. “Feel” is a pre-

poet Derek Mahon says, “The lines flow from the hand

verbal intuition which has been commonly described

unbidden, and the hidden source is the watchful heart”

as a palpable tug or tingle somewhere in the abdomen

（113）. The first section of the article describes the way
in which a work of creative writing can take shape in

incurred in the course of a reflection, a gut feeling
based most characteristically in memory. Feel might

the early and seminal stages of generation, in each of

be considered a node or knot of psychic energy. It is a

the six component dimensions of language. The second

pulse from a distant unknown, a faint rippling. It is the

section extends the discussion into a consideration of

sense of a disturbance, an unsettled condition, or unlikely

the nature of “vision” and synthesizes the findings into a

concentration, an indication of life in a dimension of

comprehensive description of creative writing, drawing

nonmaterial reality. This feel is often the prompt and

an analogy between creative writing activities of humans

spur for writing. Heaney suggests, “The crucial action

and the foraging behavior of bumblebees.

is pre-verbal, to be able to follow the first alertness or

１．Daydream Externalized

come-hither, sensed in a blurred or incomplete way, to
dilate and approach as a thought or a theme or a phrase”

The six dimensions of creative writing – feel, form,
image, music, subjectivity, and time – are addressed

（451-452）. Heaney refers to this feel with the word
“technique,” and describes it as a largely innate ability

here in the initial and improvisational stages of writing.

to tap inarticulate realms of memory and experience

The hope is to project into the working mechanisms of

in order to allow first stirrings to form around words

the writing process in order to gain a fuller and more

and grow toward articulation. The phenomenon of feel

dynamic overall sense for the generation of language

can succeed in locating a compromised or otherwise

than would be possible through examining finished

laden region which may have long lay hidden from

writing products. The initial stages of the writing process,

consciousness. Playwright Tennessee Williams explains,

to the best of my knowledge, typically receive relatively

“I think all plays come out of some inner tension in the

little explicit attention. These early stages of the writing

playwright himself. He is concerned about something,

process are difficult to access, as they consist of ineffable

and that concern begins to work itself out in the form of

and ephemeral mental operations. The operations take

a creative activity”（Wagner 124-125）. The phenomenon

place instantaneously, even simultaneously, before they

of feel calls attention to an experience in nonmaterial

recede and disappear. Grounded exploration of this stage

reality in which injury or union or other noteworthy

of composition would involve minute, detailed inspection

event continues. When the writer continues to mull and

of incremental drafts of a single work and examination of

move into these experiences, and to tap them in words,

each subtle evolution which has taken place in it. Much
activity, especially that which did not find its way into

surprising content emerges.

words, would be lost even so, and a thorough account of

Feel should be distinguished from feeling, as in
affect or emotion. The experiences which feel locates

micro-poetics would become laborious. The descriptions

will contain all range of associated feelings. Honest

in this section are composite, generated cumulatively

emotions are essential elements of creative writing and

over time through creative writing experience and

must be recognized and included in the unfolding writing

observation, interchange with other writers, and archival

process if the work is to accrue strength, genuineness,

research into the perspectives of widely recognized

and persuasion. However, writing will be sustained with

writers. As composites, the accountings will induct

difficulty if it addresses an experience of “happiness,

obvious weaknesses in their generalized nature but

sadness, anger, fear,” or other pre-conceived emotion, or

will hopefully be faithful to the phenomena involved

if it makes the sharing of emotion the end of the writing.

in creative writing, rather than distorting, and will be

While indispensable, naturally occurring, and intrinsic to

helpful in their practicality.

any experience, human feelings are unstable, mercurial,
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and blind. They have blurred boundaries and overlap.

eventually scenes or chapters. A form gives birth to

Feelings are intermediary and worked through. They

another form and is subsumed in it. Forms and scales

would be erratic and arbitrary elements to steer by. Feel

of forms cannot be separated from one another. The

or intuition, by contrast, is a stable and reliable guide to a

emerging forms are extensions of feel and reifications

place of, often, conflict, where feelings cluster. It moves

of the experience in nonmaterial reality. They are not

in a slow but informed and sure manner. It is inveterate

imposed, but rather emerge. In the early stages, like the

and uncompromising. Once feel guides the writer in the

limbs of a young plant, the forms are very fluid, pliable,

migration to the vein of significant experience and the

and flexible. They grow into further, extended forms.

extracting process, it remains operative throughout the

Even more advanced forms receive guidance and shaping

process. Functioning as rudder and ballast, it keeps the

from the writer in accordance with their own manifest

process centered and the writer on task. It directs toward

tendencies, but they are not imposed. Heaney explains,

long-standing, perhaps unregistered, preoccupations,

“Form is not like a pastry cutter – the dough has to move

sensing the irregularity, the rift, sometimes one so

and discover its own shape”（477）. Across the drafting

insubstantial that otherwise it would simply slide by.

and revising process, as the balance between finding

Form: The consciousness of the writer gravitates
toward a reverberant region of nonmaterial reality. Once

and making shifts, forms exhibit a life of their own, as
playwright Harold Pinter explains:

a promising experience is located, the writer begins
channeling it into language. At this point, when the writer

I think I can say I pay meticulous attention to the

feels into language, language forms are born. It should

shape of things, from the shape of a sentence to the

be uncontroversial to say that sounds, phonemes, words,

overall structure of the play. This shaping is of the

phrases, sentences, utterances, stanzas and paragraphs,

first importance. But I think a double thing happens.

entire works, genres, language of every scale and

You arrange and you listen, following the clues

dimension represents nothing but forms. Creative writing,

you leave for yourself, through the characters. And

like other arts, consists of creation and manipulation

sometimes a balance is found, where image can

of forms. The shift from pre-verbal to verbal can be

freely engender image.（Complete 14）

instantaneous. The emergence of language, in a flow that
might range from an initial trickle to a cascade, is a sign
that a significant experience in nonmaterial reality has

Forms of any scale, from local to global, may be
tightly drawn and thoroughly patterned, or they may be

been located and is ready and available for exploration.

more loosely woven, sketched, and detailed, to differing

At this point, the writer is exploring nonmaterial

effects. They exhibit greater or lesser cohesion and

experience in an open-ended way, putting down the

coherence, regularity and symmetry as they embody and

words that emerge. Regardless of whatever content may
be emerging, the writer doesn’t know what he is writing

dramatize nonmaterial reality. The degree of rawness of
form at which a work is left, or refinement to which it is

about. As playwright Tom Stoppard explains, “It’s very

ultimately drawn, will be worked out later in the writing

seldom that you sit down knowing pretty much what

process, informed by many variables. The needs of the

you have to put on this page of paper. It’s much more the

work at hand and the formal sensibilities of the writer

case that it creates itself in the doing, almost as though it

are important factors in the determination. At the same

creates itself in the physical act of writing.”

time, language forms are shared, inherited, communal

At this stage, words come relatively easily. They are
not what we would consider thoughts, and the writing

constructs with an objective existence for members of

does not involve thinking, per se. The writing does not

notes are; consequently, received practice, contemporary

partake of an organization or scaffolding. Over time,

shapings, and anticipated readership will also affect the

the language forms that emerge grow and link. Chunks

formal calibration.

emerge. They may become paragraphs or stanzas,

a language community, much as colors and musical

Image: A work of creative writing emerges in
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images. The forms that emerge raise images. Creative

just meaningless sentences, flowing languidly with

writing generates a visual rendering of experience in

the fluidity of water that forgets itself as a stream

nonmaterial reality. A work of writing unfolds visually

does in the waves that mingle and fade, constantly

and effortlessly, depicting scenes and settings, beings,

reborn, following endlessly one on the other. That’s

actions, and interactions, like a film in replete silence,

how ideas and images, tremulous with expression,

memory, daydream, and reverie. Images comprise the

pass through me . . （350-351）
.

environment of the creative writing. Images wear the
trappings of life in reifying nonmaterial reality. While

The generation of images, the exercise of the

vivid to the senses, images serve as vessels of implicit,

imagination, is not marked by deliberation. Images are a

unfixed meanings and significance. They speak through

basic and characteristic mode of human comprehension

association and require evaluation or interpretation of

and occur naturally and beyond volition. The beneficent

significance. Each image has an integrity and in-folded

spaces cohere and coalesce, link and wax. The world fills

meaning of its own. Famously plastic, they embody their

in. An experience is housed. Writing is an inhabiting.

plural meanings, complementary and contradictory. They
are not to be explained and are irreducible. They are

Music: The language of creative writing emerges
with a sonic profile and patterning. Even though written

simply born into existence. They peel off and link into

words are silent, they correspond to and mentally evoke

sequences. They are elaborated into scene and plot. An

distinctive sequences of sound – the music of the work.

image does not elucidate its own significance; rather, it

Language cannot help but accrue a musicality which

is experienced, and its provisional significance emerges

is both endowed and attributed. Literary critic Robert

through the interface. The significance continues to

von Hallberg explains that the challenge is “to compose

morph and evolve.

a text that is compelling not so much in two separate

Image is the basic “figure of speech.” An image
contains a physical reference, and also the seed of a

ways – semantically and sonically – but in one way that

metaphor, symbol, and so on. It may be coaxed to these

interprets the nonmaterial reality in a directly sensory

enriched figures of speech over the course of the writing

manner. A work of creative writing literally and silently

process. Then again, it may be left to comfortably

“sounds” nonmaterial experience. In the early stages,

stand alone and speak for itself and be experienced

although the nascent sound patterns can be rich and

in its multiply implicative manner. The channeling of

complex, they emerge relatively effortlessly and semi-

images is another mode of creative writing’s plumbing

consciously, in a stream of feeling and as part of the feel

of nonmaterial reality. Images are spawned by the

for resonant experience, one dimension of the emerging

central disruption or concentration of energy. They are

forms and images. Sounds and music have no semantic

incarnations and interpretations of a startling event which
occurs along a fault in nonmaterial reality. Disturbing

meaning, of course. Rather, they raise affect and state of
mind.

or soothing, shocking or settling, prompted by conflict
or ecstasy, images are constructive phenomena. Gaston

Dense, dilute, angular, jagged, opaque, arrhythmic,
cacophonous, euphonious, the silent music of written

Bachelard refers to written images as “beneficent spaces”

language corresponds to the affective quality of the

（35）. Imagery unspools in a state of absorption. Prose
and poetry writer Fernando Pessoa describes the actively

draws sign and sound into collaboration”（145）. Music

nonmaterial experience and is one dimension of the
meaning in the work. How something is said, it is widely

receptive nature of his experiences of the early writing

observed, is centrally implicated in what is said. When

process:

the writer visits a resonant experience in nonmaterial
reality, the experience reverberates. There are infinite

36

I often write without even wanting to think, in an

striations and gradations to sound and sound interplay.

externalized daydream, letting the words caress me

The range in the sonic quality of a work of creative

as if I were a little girl sitting on their lap. They’re

writing can be influenced by the size and shape of the
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perceived rift in existence. A work of creative writing

accommodates writer, speaker(s) or narrator(s), and every

will be informed by different timbres, rhythms, cadences,

reader, an envelope self which is shared, an emptiness

and tempos as well as sounds. These all collaborate

which accommodates everyone and everything, someone

in generating attitude, tone, emotion, mood, and other

who is not the writer speaking to someone who is not

aspects of affect which exercise pivotal effect on

the reader. This subjectivity is a dislocation in time and

meaning and are capable of redirecting or even reversing

space, a projection of an ever-present here and now.

semantic meaning. Like imagery and other elements

Like the other dimensions of language discussed thus

of form, the music in a work of creative writing can

far, subjectivity emerges effortlessly and spontaneously

be consonant, assonant, and dissonant. All of these

in the early stages of the writing by the writer placing

handlings exert varying fundamental effects. Robert von

himself in an actively receptive state of mind. This active

Hallberg cites poets who “gladly followed the lead of

reception is achieved through withdrawal of assertion

vowel tones, consonance, rhymes, and rhythms in the

and displacement of self. An umbrella subjectivity

prospect of a discovery of thought and feeling. The music

assembles when the writer places himself at zero. Self-

transforms one thought into another, usually unforeseen,

awareness of any kind – sense of identity, interest or self-

and sometimes indeterminate too”（238）.

benefit, conscious value, any thought or idea – would

Sound serves as a primal, subtle, nimbly responsive
channel of interpretation, with a close relation to the

narrow the fullness of the flow, impact the nature of

original, animating feel or intuition. Because sound is

site of nonmaterial reality, the writer abandons himself

not affixed to declarative meaning, it can be wielded

and discriminating or evaluating consciousness to the

with great suppleness and nuance. It will inform and

experience. In this state of mind, the limited self is

influence the experience of the work at various levels

replaced by the extended self. The writer assumes a

of consciousness. Just as forms and images are capable

singular plurality. Immersed in the experience, he gives

of leading the writer and writing process, sounds can

himself to the flow of forms, images, and sounds. As

lead as well, with the writer following his ear. All of the

speaker and every character, he relates the experience

six dimensions of creative writing discussed here are

through every possible perspective. The writer is nobody

inseparable parts of a unitary phenomenon. Emerging

and everybody. He is language and the emerging work.

in the first stages intuitively and instinctively, the silent

The writer occupies both center and periphery of inter-

sounds of a work of creative writing can be increasingly

relating coalescences. He is linked by empathy with

orchestrated and combed out through deliberation –

all the other participants in the unfolding experience of

while still being fed throughout by the original animating

nonmaterial reality which is being created through him as

feeling and while still aiming at sharing an absorbing

the generating subjectivity of the work.

and living experience. The music of a work of creative
writing can be tightly or loosely woven and patterned.

As esoteric or implausible as the construct may
sound, in practice it is straightforward and readily

It might be foregrounded, backgrounded, exalted, or

realized. Pinter explains, “I have usually begun a play in

apparently disregarded, across a work and by turn within

quite a simple manner; found a couple of characters in a

it. The variegating sonic profile of a given work can be

particular context, thrown them together and listened to

the process as exploration. Upon visiting the resonant

influenced by the individual writer’s activated musical

what they said, keeping my nose to the ground”（Various

sensibility, a lifetime of language encounters, state of

17）. The abdication or abandonment of self can induce

mind at time of writing, the arbitrary qualities of the

the feeling or perception in the writer that it was not he

language itself, and audial inheritances from wind and

who created the work. Writers appear to consider the

waves, animals and plants.

displacing of the self as essential and unremarkable. The

Subjectivity: Someone or something speaks through
a work of creative writing. This entity is the subjectivity

poet Paul Muldoon shares his perception, “The poems

of the work. The subjectivity is an open position which

me . . . Something else wrote them.” Perspectives

are not actually written by me. They are written through

人間文化● 37

Writer as Buzz Pollinator

incorporated in the unbound subjectivity include those

This singular experience of the simple present emerges

of original participants, the narrator and others, as well

with the initial stages of the writing, in the force of the

as supplemented characters, the writer, and anticipated

manifesting language. Over the course of the writing

readers. At some point in the writing process, the writer

process, the writer can continue to elaborate the original

can begin to shape and reconcile the subjectivity and its

moment into the time frames it assumes, the many

various dimensions in the work. Displacement of self is

folds of time that emerge, and establish relationships

something which everyone can achieve. It is something

among these. Just as language forms, images, music,

which everyone does as part of everyday life, when

and subjectivity can diversify across the writing process,

lost in a work of art, for example, or wrapped up in an

time frames can branch off and evolve within the

activity to the point of forgetting surroundings, losing

work. A chronology emerges. Backstories, flashbacks,

sense of time, etc. Needless to say, it would be the rare

foreshadowing, and so on takes place. Needless to say,

human and writer who could set the organizing ego aside

any plot unfolds to a variegating tempo and cadence.

perfectly unselfconsciously and indefinitely. The attempt

Time in a work of creative writing might be negotiated

is key, achievement relative. Progress in this area,

into a complex braid. It is protean. It can become a

presumably, occurs through experiences in both living

hetero-chronicity. This may be explicit or implicit. The

and writing.

various currents of time within the work can exhibit

Time: A work of creative writing presents a singular
moment in time. The moment is singular and curious in

orchestration and/or dislocation. They will be engaged

that it knows no lines, borders, or boundaries. As such, it

be distributed across chronological time, as well, with

locates in the ever-ongoing present. It is the creation of a

a multiplicity of present times moving from potential

new fold of the present which lives each time the work is

to manifest through the interaction. There are so many

read, and when it is resurrected in memory. The resonant

potential inflections of time within the work that it would

experience in nonmaterial reality which the writer

be impossible to parse them all. Meanwhile, the simple

accesses is a durable and enduring moment. Creative

present of the work remains fluid and ever flowing and

nonfiction writer and memoirist Eva Hoffman describes

embracing. Hoffman observes, “We carry time within us,

this psychic mode of temporality as a time apart:

and we make human time out of our own dark and light

by readers, directly and in recollection, and in this way

materials”（116）. The experience of a work of creative

We need to acknowledge the mute motions of our

writing is a proto-present. The work is an alternative time

interiority, and catch their drift through reflection or

created by a run in the fabric of experience. It is at once a

a sort of inner interpretation. Sometimes we need to

creation and recreation, rendering and repair.

pause in order to listen to the inchoate movements
of our thoughts and feelings, to let them meander
in free association, or crystallise into an unexpected
insight.（115）

２．The Spirit Which Makes Itself
The “vision” of a work of creative writing, we see,
is evoked from the early stages of the writing process and
increasingly thrown into relief by the emerging language.

When this nonmaterial experience is interpreted into

We have seen how composition begins in a bodily tug

language, the experience retains the same enduring

of tingle. This prick indicates something unresolved

quality and presence as the original. The literary moment

and compelling, a tension or concentration of energy. In

becomes part of the fabric of material and nonmaterial

reflection, the writer returns to the location of rupture

reality. “A poem is an event, not the record of an event,”

or rapture. In a state of absorption in which the self is

explains poet Robert Lowell（291）.

displaced, he channels it in language. He taps a resonant

Whatever the base tense that a work is written in,
it unfolds and is received in the ongoing simple present,

moment and all of its unfolding implications. Forms,

flowing boundlessly and subsuming the past and future.

assembles and is reassembled. The language allows the
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uncovering of the nonmaterial reality, just as the reality

writer to feel toward another exploration.

prompts the language. The experience emerges from

A work of creative writing is the fruit of uncertainty
and unsettledness. In the contrasting of what is with what

latency to manifestation.
The animating energy for the creative dynamic
is a sensed gap, resulting from a perceived fracture

could or should be, the creative impulse is in the broadest

or dislocation. The writer perceives a gap between

which, in the realization is inevitably limited and

an experience in the material world along with its

compromised, though no less significant for that. The

nonmaterial dimensions, and his vague and inchoate

poet Robert Frost explains that a poem “begins in delight

sense of the reason underlying reality. The marked

. . . and ends in a clarification of life – not necessarily a

experience foils the unmarked reason. The strain or

great clarification, such as sects and cults are founded on,

and most general terms a moral one. It is a moral impulse

contrasts prods and prompts response. This sense of the

but in a momentary stay against confusion”（vi）. Even

background reason, its communication by indirection,

if only in the naming and recognizing, the enterprise of

comprises the “vision” of a work of creative writing. The

creative writing is a reclamation project. Pinter explains,

reason is an ambient absence. It is cast in the empty space

“Truth in drama is forever elusive. You never quite

raised by the disharmony of a disruption or the unlikely

find it but the search for it is compulsive. The search

harmony of a concentration. The vision is a peripheral

is clearly what drives the endeavor. The search is your

one, an oblique sense of the background reason that has

task”（Essential 1）. As many writers do, Fernando

prompted and sponsored the writing all along. O’Connor

Pessoa testifies frequently to feelings of despair which

explains, “The artist uses his reason to discover an

unsuccessful attempts at writing can provoke. However,

answering reason in everything he sees. For him, to be

at other junctures, he shares the intrinsic joy he can find

reasonable is to find, in the object, in the situation, in the

in the process:

sequence, the spirit which makes itself”（82）.

Vision is a comprehensive dimension of creative
writing which is itself unworded. It is a compounded

I am writing late one Sunday morning, on a day full

and indirect comprehension of nonmaterial reality. It

interrupted city, the always astonishing blue of the

emerges and is worked out through the experience of the

sky clothes in oblivion the mysterious existence of

writing. Craft and vision in creative writing are mutually

the stars … It’s Sunday inside me too … My heart

implicated entities. The vision in any work of creative

is also going to church, although quite where the

writing has always been present from the beginning, as

church is it doesn’t know, and it’s wearing a little

an intuited sense, and it is drawn out in the articulation.

velvet suit, and, above, a collar several sizes too big,

Language and vision create one another. Vision is central

its cheeks, flushed with the excitement of so many

and intrinsic to the writing, but it is resolutely and
absolutely impervious to direct statement. The vision

of soft light, on which above the rooftops of the

first impressions, positively beam, resolutely happy.

（293）

has been worked toward in incremental stages in the
interlinking dimensions of language, resides implicit
in the body of language and cannot be alternatively

Humans interface with nonmaterial reality because
that is our condition – the interface, after all, is who we

phrased, restated, or reduced. It remains unconditioned.

are, it is the life living through us – and also because

Its untouchability affords a space to inhabit, as the next

those who are drawn by predilection to language, as

work will afford another space. It is an intrinsic and

least, find it compelling. The despair and the joy which

unconscious part of the writer’s experience of reality. It

virtually every writer has experienced, presumably, both

is the particular vision of a specific work which has been

derive from the significance which writers attribute to the

articulated and worked up in stages from a faint intuition.

activity. In reading, the reader follows a path with similar

A sensed vision may well raise awareness or sense of

but parallel stages to that of the writer, and the work can

another tension or unsettledness, prompting the reader or

be enriching for reader in similar ways, as well. For both
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writer and reader, the sense of an engagement with an

Conclusion

underlying reason rendered – no matter how ephemeral,

This article has described phenomena which occur
during the early stages of the creative writing process.

distant, and indirect – reassures and encourages.
We might find an analogy for creative writing in
the manner in which a foraging bumblebee seeks and

It is hoped that the descriptions and accountings might

secures nourishment. Pollen is airborne and scattered

and group contexts, as they try to locate the zones in

imperceptibly everywhere, and nectar is widely

which to carry out their active reception, and to write

obscured. The worker bumblebee seeks laden blossoms

with fulfillment and in a fulfilling way for others. As

in new and familiar places. In her meandering flight,

mentioned in the first installment of this series, the

the bee searchers for palpable concentrations of nectar

characterizations of creative writing in this article are

and pollen. When she finds a laden blossom through

necessarily offered with every kind of caveat. Each

shape, color, size, clustering, electric field, temperature,

writer, genre, work, component of work, every sentence

or other sensory indications, she shapes to the flower

and indeed use of a word is unique and unprecedented.

and undertakes a protocol of collection. She extracts

Eudora Welty explains, “How it [creative writing]

nectar with her tongue and stores it in her crops. As

is learned can only remain in general – like all else

be of help to aspiring and working writers, in individual

she works inside the flower, pollen clings to her pile or

that is personal – an open question”（61）. Creative

fur incidentally, and she may dislodge pollen from the

writing is a realm of infinite variety and diversity in

flower’s anthers through sonication（buzz pollination）

which components are ultimately indistinguishable and

at resonant frequencies. She packs pollen in her pollen

inseparable, to the best of our understanding, and any

baskets. She carries the harvest of nectar and pollen

distinctions and discriminations are asserted arbitrarily.

home to her nest, which is located in a relatively

For this very reason, the more that creative and critical

undisturbed, shaded location, often a low-lying place, or

perspectives are shared, the better. Every critique of

even underground in an abandoned rodent burrow. There,

and contrasting perspective on the specific suggestions

the bumblebee processes the pollen by chewing and

offered here would be valid, and any endorsement

shaping it and storing it in wax cells and brood cells. The

ungrounded. The critiques and endorsements promise to

food supports the colony. The securing of nourishment

spark further explorations.

and the life of the colony is a cultural activity. In her
foraging activities, the social bumblebee coordinates
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都市社会における「家族」の動態

モンゴルのゲル地区におけるハシャーの十年から考える

ウジスグレ（WUJISIGULENG）
人間文化学研究科地域文化学専攻

はじめに

博士後期課

や子どもの教育を求める人びとやゾド２といった自

2017 年の７月、内モンゴル出身の筆者は、初めて

然災害によって家畜を失った遊牧民たち、並びに遊

モンゴル国の首都ウランバートル市を訪問した。そ

牧生活からの離脱者などが続々と首都ウランバー

こでウランバートル市のゲル地区（ger khroolol） の

トルに流入してきた。その結果、首都の人口は急

あり方に関心をもった（写真１）
。高い柵（ハシャー）

速に膨れ上がり、2017 年には総人口の約 45 ％（144

に囲まれ近所づきあいのないゲル地区は、近所付き

万 4669 人）が集中するようになった。その中でも

合いが濃厚な内モンゴルの農耕定住村落出身の筆者

54.5 ％（78 万 7125 人）がゲル地区に居住しているの

から見ると不思議な空間だった。そこで 2018 年か

だという３。

ら 2019 年にかけて再びモンゴルを訪れ、ゲル地区に
ついて調査を進めてきた。本稿は過去のゲル地区に

さらに最も重要な変化のひとつが「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

おける社会関係について浮かび上がってきた実態を

民は土地を所有するという観念を持っていなかっ

報告するものである。とりわけソンギノハイルハン

た。ところが外国から支援や融資の担保として土地

区（songinokhairkhan düüreg）で行った現地調査をもと

を差し出す必要性から社会主義崩壊以降、土地法が

に、ゲル地区の柵に囲まれた同一ハシャー（柵に囲

施行されるようになった。市場経済化後の首都集中

１

まれた敷地）内で共に居住（以下「ハシャー内同居」
）

や土地法の施行（1994年、改正土地法2002年）など一

（写真１，
２）する複数世帯を考察することで、家族・

連の社会変容過程で都市に新たな家族の形態が誕生

親族の実態や特徴について明らかにしていきたい。

している。それが、私有化されたハシャー（柵に囲ま

周知の通り、モンゴルの基層文化は遊牧文化であ

れた敷地）内の複数世帯の同居である。

る。モンゴル高原では、乾燥かつ寒冷な環境に適応

そこで本稿では、「どのような関係の人々がハ

した生活の技法として遊牧が展開されてきた。ヒツ

シャーで同居しているのか」「なぜ一つのハシャー

ジ、ヤギ、ウシ、ウマ、ラクダの五種類の家畜を群

に住むのか？」といったことをハシャーの十年間の

れとして放牧し、季節に応じて宿営地を移すのが、

変容から探る。これによってモンゴルの都市社会に

モンゴルの遊牧である。モンゴルの遊牧民における

おける家族・親族の特徴をより具体的に理解するこ

家族構成については、「フェルト製のゲルという天

とができると考えている。まずは、従来の遊牧社会

幕を唯一の居住形式としてきた関係から、ゲル内に

の家族と都市社会における新たな家族はどのように

は夫婦とその未成年の子に限られてきた」と論じら

位置つけられているのかを視野にいれながら、考察

れて来た。言い換えれば、遊牧民の家族構成は基本

していきたい。

的に「小家族」であると理解されてきたといってよ
い。すなわちゲル（ger）が最小の家族単位だったの

１．モンゴルの家族に関する考察

である。したがって家畜の所有権も、「小家族」か
らなる「世帯」にある。しかし現在、従来の形態と

家族の指す範囲とは国や地域、民族などによって
様々であり、家族の「多面的」側面も、いくつかの

異なる新しいタイプの家族形態が生まれている。

領域に分けて理解することができる。例えば、家族

モンゴルでは、1990 年に民主化運動が起こり、

の規模、構成、婚姻、相続などの家族の構成にかか

旧ソ連の支配から脱し、経済体制も社会主義経済か

わる部分のほか、家事、育児、高齢者の介護などの

ら市場経済へと移行した。そうした変化の中で仕事

家族機能に関わる部分がある。そこで筆者はフィー
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ルド調査を通じて、現代モンゴル国において新たに

成となっていた。そしてホト・アイルの構成原理と

生まれた「ハシャー内同居」という現象が、新しい

して、親族関係より経済面で富裕な世帯が核として

家族形態となっているのではないかと考えた。ゲル

形成されることもあるが、基本的に親族関係や知人

地区では、自分の家やハシャーを持たないという理

の範囲で構成されている［尾崎 1996：234-248］
。こ

由から、親・兄弟や叔父・叔母などのハシャー内４に
住まわせてもらい、同居することが当たり前となっ

こで重要なのは、ホト・アイルの構成世帯は一定で
はなく、移動するたびに新たに構成されるというこ

ている。またハシャー内居住というシステムを通じ

とである。

て、頻繁に人的交流がなされている。ハシャー内に

モンゴルの遊牧民は、一つのゲルに夫婦と未婚の

住めば、従兄弟や友人でも人間関係が濃厚で互いに

子供からなる核家族から構成される。そしてモンゴ

助け合いながら、広い人間関係を持った人たちが共

ルにあっては息子たちが父処婚を原則として、年齢

同生活を送っているのである。そこで筆者は、ハ

の順に結婚「ゲルレフ（gerlekh）」し、次々に自立

シャー内全員で子供の生育を見守るなど、ハシャー

して行けば、最後に両親のもとに残るのは末子で

がひとつの大きな家族として機能していると考え

ある。末子の結婚時にも、新しい住居を建ててそこ

た。つまり、現在のゲル地区の「ハシャー内同居」

に末子家族が居住するが［後藤 1970：119］
、家計

は人々のつながりを生み出しているのであり、これ

が親と一緒であるならば、ひとつの家族とみなすこ

は単に親族としての家族ではなく、親族が（ときには

とができる。男子は結婚と同時に親元の家から分立

友人も）複合的につながった新しい「家族」の形態で
あるといえないだろうか。

することになる。つまり「結婚」は、モンゴルの家
族において新しい単位を形成する契機である。した
がってゲルを別にしても、家計がひとつであるなら

１－１．遊牧社会における家族

ば、大家族を形成することだって可能なはずである。

最も早い段階でのモンゴルの家族・親族に関す

以上の検討から、モンゴル社会における伝統的家

る研究として、旧ソヴィエトの歴史学者ボリス・

族・親族は（1）父系原理によって構成された血縁関

ウラヂミルツォフの『蒙古社会制度史』（1937）に

係からなる氏族的集団であった。
（2）家父長的小家

おける「氏族、部族」に関する研究を挙げることが

族が単位であり、
（3）族外婚である。そして（4）複

出来る。ウラヂミルツォフによれば、古代（11 ～

数の相続があり、女子の相続も小部分あるが、主に

13 世紀）のモンゴル社会において、かつて「オボグ

男子相続である。特に「末子相続」が特徴的である

（obog, ovog, obok）」と呼ばれる父系親族集団が存在

とこれまでの研究で明らかになっている［斉穎賢

していた。「オボク」は古代モンゴル社会の基礎的

2011：107］
。

集団であり、多くの者は「オボク」に属し、モンゴ
ルは父権的氏族社会であることを指摘している。そ

１－２．都市社会における家族

して、各氏族が「オボグ」制度の権利の下で固定

社会主義時代（1924-1991）になると、私有財産が

の「ヌトゥク」５を有し、相合して種族領域を形成

否定され、家畜の集団化が行われた。ホト・アイル

していたというのである。或る場合には、氏族が相

は、牧畜共同協組合であるネグデル内のソーリと呼

当に膨張し、氏族の一部が他の氏族と一緒に遊牧し

ばれる組織にとって代わられた。ソーリは、非親族

て、分散した生活をすることも見られた［ウラヂミ

関係にある２～３世帯で１つのソーリを形成し、家

ルツォフ 1937：44-53］。

畜はネグデルの所有下にあった。このソーリにはそ

言い換えれば、遊牧とは厳しい自然環境の中で大

れぞれ専門の分野があり、生産性を高めるために家

勢の人々が集住すれば、牧草地の荒廃をもたらす
ので、分散して居住する生活スタイルのことであ

畜を種類により分類し、それぞれがその専門の家畜
のみを遊牧していた。またソーリは、ホト・アイル

る。そこで、ホト・アイル６と呼ばれる、季節ごと

と異なり、自由な移動や共同体の再編が禁止されて

に編成を変えて集まる複数の世帯で形成される宿営
地集団が日常的な遊牧社会の形態となった［後藤

いた［小長谷1997：74-76］
。このようにモンゴルで
は、社会主義時代を通じて、牧畜の定着化が進めら

1968：180-191］
。ホト・アイル内部はゲルが最小の

れてきた。ここで重要なのは、昔のような自由に相

単位として存在し、遊牧民の基本的な社会組織の構

手世帯を選び宿営地集団を組むホト・アイルは解体
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されたことである。また遊牧民たちは親族間でホト・

う言葉を意味する「ハマー」に「～タン（～をもつ

アイルを組織することが不可能となったのである。

者）
」をつけた用語である。このように、モンゴル

しかしながら 1991 年に社会主義が崩壊し、同時

では「関係を持つ者」といったあいまいな表現で親

にネグデルも解散された。それに伴い、ホト・ア

族を表す。
「ハマータン」とは、自分を起点として

イル形成が復活し、現在まで維持されている。市
場経済後のホト・アイルの構成について日野千草

双系的にたどられる親族である［Хай 2010 ：6 ; 東
郷 2011:1-2］
。また、人によって自分の親しい友人を

［2001］は、「各世帯が各々の状態に状況を合わせて

「マナイハン」という言葉で表すことである。もち

営地を選定する結果、臨機応変なホト・アイルが形

ろんその定義にも範囲も個人によって異なる。日常

成されている」と述べている。さらに日野の研究に

生活を支える互助的な関係である「マナイハン」は

よれば、そのホト・アイルの組み合わせは親子関係

物や労働の交換、家の行き来などを許可されている。

にあることが多いが、８年を通じて完全に同じ組み

興味深いことに都市社会においては、ホト・アイ

合わせで構成されることはなかった［日野 2001：

ルがない代わりにハシャーがその代替物であるよう

89-125］
。ここで重要なのは、遊牧民の家族であれ

だ。ウランバートル市の郊外に広がるゲル地区に住

ばホト・アイルの組、家事労働や遊牧の仕事におい

む人々は、そのほとんどが一つのハシャーの中にい

て協動するのは日常的だという点である。

くつかの世帯で暮らしている。つまりハシャーとい

こうした社会主義による近代化によって、地方の

う敷地の中でバイシン（定住家屋）やゲルを用いた

遊牧民たちの中には都市に定住するようになって
いった。都市化により職業の多様化と流動化が進

（一時的な）共同居住という居住形態が多く存在す
る。このハシャーとは、単なる建築物というよりも

み、居住形態も多様化して来た。そしてこうした社

広い意味の「大家族」を顕現させる場でもあった。

会変容に呼応するかのように家族形態にも、徐々

なぜなら居住者たちの多くは、親子・近い親族関係

に変化が起こった。いわゆる「近代家族」という概

であり、お互いに家族という意味をもつ「マナイハ

念が生み出されて来たのである。モンゴルにおいて

ン」という言葉を生活の中で多用し暮らしているか

も、都市化により家族の関係が稀薄なっているとい

らである。この意味でゲル地区のハシャーにおける

う話まで聞かれるようになった。

住まい形態は、従来の「小家族」の「親の子に対す

現代モンゴルにおいて「世帯」のことを「ウル

る基本的な役割」と、「子どもは大人になれば自立

フ（örkh）
」という。
「ウルフ」とは、本来、ゲルの

し、独立して別の場所で家族を構える」という遊牧

天窓を覆う布のことを意味するが、同じ場所に住ん

社会の価値観に支えられた家族とは異なるといえる。

で、生計を共にしている人のことを言う。
しかし、実態生活の中で家族という意味を持つ
単語は２つ存在している。一つは、
「ゲル・ブル
（ger bül）
」であり、これはロシア語のファミリヤ

２．ウランバートル市とゲル地区
２−１．調査全体の概要
本研究対象地であるウランバートル市はモンゴル

（familiya）の翻訳として作られた新しい言葉なので

国の首都であり最大の都市でもある。トーラ川岸

ある。
「ゲル・ブル」は、いわゆる「近代家族」を

の標高約 1300 ｍの場所に位置している都市で、人

意味しているが、モンゴル人は日常生活で使うこと

口およそ 146 万人である［National Statistic Office

は少ない。なぜならモンゴルでは一般的に自分の家

2017］。ウランバートル市は９つの行政区で構成さ

族を言い表す際、家族という意味をもつ言葉で「マ

れている。その中でも本稿の主な対象地であるソン

ナイハン（manaikhan）
」という言葉で生活の中で用

ギノハイルハン区は、ウランバートル市の西部に位

いるためである［東郷 2011］
。
「マナイハン」とい
う言葉を直訳すると「我々の者」という意味にな

置する。人口と面積が一番大きい地区でもある。ソ
ンギノハイルハン区は 32 つのホロー（地区）から構

る。
「我々の者」より広く親族を言い表す用語とし

成されている。ちなみに議会や行政の長といった公

て「 ハ マ ー タ ン（khamaatan）
」 や「 ト ゥ ル ル（töröl
sadan）
」というものがある。これは、血縁関係、姻

的な機関が置かれているのは、区（ドゥーレグ）ま
でである。そして、それぞれのホローは、さらにヘ

族関係を有する者の中でもとくに親密な関係を築

セグ（町）という単位に分けられる。

いていると認識されている。これは「関係」とい
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ウランバートル市とソンギノハイルハン区

ら８月にかけて予備調査を、2018 年７月～ 2019 年

社会主義時代のモンゴルに起きた変化として小長

９月にかけて本調査を行った。調査地域は、同区の

谷は、第１に遊牧民の集団化、第２に大規模農業の

22、32、42 ホローの３カ所である（図１）。調査で

誕生、第３に工業化と都市の建設を挙げている［小

は、ソンギノハイルハン区の 22 ホローのＳさんの

長谷 2003：4］。その結果、人口は急増しそれらが

家、22 ホローのＲさんの家、32 ホローのＮ氏の家、

もっぱら首都に吸収された。

42 ホローの DE 氏の家に住み込むという方法をとっ

特に首都の周縁のゲル地区は拡大し続けている。

た。方法論としては参与観察を行ったが、特に日常

そもそもゲル地区は、社会主義時代から存在したも

的な会話を通じて情報を集めることに努めた。その

のであるが、近年、地方から干害や寒害で家畜を

他、必要に応じてこの４つの家族の親族と近隣同士
に敵宜聞き取り調査を行った。

失った遊牧民たちが、移動式住居ゲルを運んで移住
してくることで拡大が進行し、モンゴル固有の都市
形態としてのゲル地区が形成された［滝口・八尾

２－２

ウランバートル市におけるゲル地区

2019：1］
。そうした中、近年モンゴルでは、都市問

ウランバートル市の歴史をふりかえる際、現在で

題の原因としてゲル地区が頻繁に取り上げられて研

はその「起源」を1639年におくのが一般的である。

究者の注目を浴びている。

すると今年は同市誕生 380 周年となる。しかしウラ
ンバートル（当時の名称はフレー）は 1778 年まで、

２－３

ゲル地区におけるハシャー

つまり 100 年の間、移動を繰り返していた。最終的

個々の調査事例を紹介する前に、ここでモンゴル

に 1855 年、現在のウランバートルの位置するトー

のゲル地区におけるハシャー（khashaa）について概

ラ・セルベ河岸で定着し移動を止めた。ウランバー

観しておきたい。

トルは、この場所に設立された活仏の寺院の門前町

モンゴル語のハシャーはそもそも家畜囲いの柵を

がその起源である［佐藤 2009］。そして社会主義を

意味しているが、現在では敷地を表す際にも、「ハ

経て、急激な市場経済化の荒波を乗り越えてきた。

シャー」という語が使われている。つまりハシャー

1925 年にモンゴル人民革命党中央委員会の代表

は「柵そのもの」と同時に「柵で囲った区画」のこ

者会議において、ウランバートル市の住民票を給

とも意味し、その「空間」は自分の領域と他の空間

付されるべき「正式なウランバートル市民（khotyin
jinkhen khari’yat）
」の定義について議論がなされ市

とで差別化されている［滝口 2013：4］。そしてハ

（ホト）に恒常的に居住し、田舎に家（ゲル）を持た

いる。先にも触れたように、現在の地区にはすでに

ないもの」が正式なウランバートル市民であるとさ
れた［西垣 2009：413］。したがって当時の市民の大

柵が立ち並んでいる。そしてそのハシャーの高さは
約２m－ 2.5 ｍであり、ほとんどの居住は外からハ

半が遊牧生活体験を持つ一世や二世であり、非常に

シャーの中の暮らしが全く見えないようになってい

若い都市だといえよう。

る（写真１）
。ただし八尾［2016］によると、特別

シャーはゲル地区の住まいの基本的な単位となって
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な理由はなく習慣的にこのような閉鎖的な高い柵を

文化がゲル地区の住まい方に継承されていると言え

用いているが、市場に流通するハシャー用の板材の

ようだろうと述べている［滝口 2016：177］
。

規格寸法は２ｍであり、このことも原因の一つなっ

確かに現在のハシャー内同居は遊牧民のホト・

ているようである［八尾 2016：7］。

アイルが原型となっていると思われる。であるな

ハシャー内の空間は移動式のゲルや固定式家屋で
あるバイシン、あるいはその両方が建っている。敷

らば、「割り込み」という否定的ニュアンスの強い
概念より単に「ハシャー内同居」と呼んだほうがよ

地は、手づくりの木造のトイレ７、駐車場、野菜園

いのではないだろうか。さらに「割り込み」という

などにも利用されている。近頃、野菜摂取の重用性

べきではない根拠として、ハシャー内同居がある種

が認識されるようになり、敷地内に菜園をつくり野

の「交換条件」が整ったときに同居がなされるとい

菜を栽培する人が増えている。そのほか、ハシャー

う点が挙げられる。つまり同居は単純に片方（要求

内の空間は独立した子世帯の家族の住まいや親世帯

者）の要求で成立するのではなく、両方（要求者と

の住まい、移住して来たばかりの知り合いの世帯の

所有者）にとって利益があることが前提となるので

住まい、職人である世帯主の仕事場（皮革製品加工

ある。言い換えるならば、
「ハシャー内同居」は、

場など）、シャーマンのお祈りの場など、様々な用

相互行為によって成立し、相互扶助・協力関係を基

途に使われているケースが見られる［八尾 2019：

軸に構想されているといえよう。では、都市化に

221］
。

よってモンゴルにおける家族のあり方はどのような

以上に加えて私の調査で明らかになったゲル地区
における住まいの特徴として「ハシャー内同居」が

変化を遂げているのか、次にハシャーの十年の変遷
を追うことで、その実態を把握していきたい。

挙げられる。高い柵に囲まれたハシャーの空間内に
一つのゲルやバイシンで一世帯（親と未婚の子供）
が住んでいることもあるが、一つのハシャー内に複
数世帯が同居するという居住形態が多く存在してい

３．ハ シ ャ ー 内 同 居 と そ の 動 態（2010 年 −
2019 年）
ここでは、ハシャーに同居する人々がどのように

るのである。この「ハシャー内同居」は、血縁関係

生活しているのか？

にある複数の世帯が住んでいるパターンが多いが、

て検討していきたい。またゲル地区では、集合住宅

なぜ同居しているのかについ

非血縁関係の仲間同士で同居する事例も少なくない。

よりも家事労働が多いということを強調しておきた

こうしたハシャー内同居に関して、私がしばしば

い。例えば、水運びや冬の薪割り、石炭の購入や火

目にしたのは、同じ敷地内に同居する人々の親密な

を起こす、ハシャーの掃除などである。なおこれか

関係へのこだわりだった。まさにこれは、かつて日

ら示す事例は３例であるが、事例１－１、１－２、

本の大家族の形態としての「家（イエ）」のイメー

１－３は同一の S 家、事例２－１、２－２、２－

ジに重なるものがあると思われる。ハシャーは単な

３は同一の N 家、事例３－１、３－２、３－３は

る物理的な建造物（柵・ハシャー）以上の存在で、

同一の DE 家の事例であることを断っておきたい。

その居住者は、「イエ」に見られるような強い精神
的紐帯を持っているのである。

３－１．ハシャー内同居の形態

滝口「2016」は、ゲル地区においてハシャー内
でのこのような複数世帯の同居や共同居住という
居住形態を「割り込み居住」と呼んでいる。また
彼によると、ゲル地区における割り込み居住は、
拡大家族の同居や間貸・賃貨とはことなる住まい
の文化に基づいているのだという。さらに滝口は
割り込み居住はモンゴル語で「家族が宿営する（ail
buukh）」、「 ゲ ル の 裾 を 合 わ せ て 生 活 す る（khayaa
niilulen amidrakh）」といった遊牧の住文化に固有の
共同生活を指す言葉で表現していることを指摘した
上で、離合集散しながら宿営地を移動する遊牧の住
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S 家とその同居家族の家系図

【図 2】 S 家とその同居家族の家系図

事例１－１．S さん（50 代女性、第 22 ホロー）
図２で示したように S さんのハシャー内に二世

都市社会における「家族」の動態 モンゴルのゲル地区におけるハシャーの十年から考える

帯共居住している。居住メンバーは、S さん（57歳、

あり、その時はバイシンに呼ぶ。つまり AT 家の

女性）夫（58 歳）、長女夫婦とその娘（６歳）、次女

子供をハシャー内に居住させることは、N 氏にとっ

（25 歳）、長男（18 歳）である。2004 年、S さん家族

てもメリットがあることがわかる。
（2019.9 時点）

は親戚と共に今住んでいるコンクリート造りの二階
建ての建物を建て 、2018 年５月に二階を増築した。
居住空間として、S さん夫婦は一階に、長女家族
は二階の南の部屋に、そして次女と長男は北の部

VV

 

屋に住んでいる。Ｓさん家族はそれぞれの部屋（３
つ）を持っているが、ロビー、ハシャーの空間、ト

JA

イレなどは全員で共有している。家族誰かの友人が

KU

来ると共用空間に客を招き食事をし、対応している
ようである（2019.9 時点）。

図４

三代同居の DE 家の家系図

事例３－１．DE 氏（60 代男性、第 42 ホロー）９
【図 ４】 三代同居のDE家の家系図
図４で示したように同じハシャー内に住む家族

は DE 氏夫婦とその長女と孫娘である。長女であ
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る JAさん（32 歳）は結婚したとき、夫も若くて家を
建てる資金もなかったので親と一緒に住むことに
なった。JAさんは 2014 年に離婚しが、離婚後も子

   

供（11 歳娘）を連れて親と同居している。居住空間
として、家族四人で一つのバイシンで暮らしている

N 家とその同居家族 AT 家の家系図

（2019.9 時点）
。

【図 ３】 N家とその同居家族AT家の家系図

事例２－１．Ｎ氏（60 代、第 32 ホロー）
図３で示したように N 氏は、ハシャーで非親族

以上はハシャーの居住メンバーに関する事例を三

の二世帯同居をしている。ダルハン 出身の AT 氏

例紹介した。一つのハシャー内に親世帯と子世帯の

は N 氏の知り合いであった。「AT 氏の長男は大学

同居している「血縁関係のある同居」と「非血縁関

へ進学することになり家族でウランバートルへ移住

係の友人同士の同居」の事例を挙げた。筆者が今ま

することになったが、都心のアパートは家賃が高

でに訪問した全 15 例のハシャーのうち、親子世帯

い。そこでゲル地区でハシャーを借りることに決め

の同居は 12 例、兄弟世帯の同居が２例、友人同士

たが、なかなか見つからなかったんだよ。そこで知

の同居の事例が１例であった。以上のことからハ

り合いである私に連絡した。事情を理解した私は彼

シャーは未婚者とその親の住まいというよりも、む

らを自分のハシャーに住まわせることにした」N 氏

しろ即婚者とその親との住まいの例が多いことがわ

は、同居の経緯をそう語った。

かる。また彼らは「別世帯（同住所別世帯）」であ

８

AT 氏夫妻は普段、末子と暮らしながらダルハン

る。これら「ハシャー内同居」は血縁関係・非血縁

で野菜園を営んでいる。長男（21 歳）はウランバー

関係にかかわらず、現代モンゴルの都市生活の実態

トル市で大学に進学し、長女（17 歳）もウランバー

を如実に反映しているといえよう。

トル市の高校に通っているため、自分のゲルを張っ
て N 氏のハシャーに住んでいる。ハシャー内の敷
地には、N 氏たちの二階建ての家と AT 氏の子供

３−２．十年間の居住メンバーの変遷
上記のゲル地区でハシャー内居住をしている３戸

たちが住むゲルがある。N 氏の事例では、同じハ

について同居するメンバーが、どのように変化して

シャーに住むのは親戚ではないため、それぞれプラ
イバシーは守られるようになっている。進学してい

いるのだろうか。ここではハシャー内メンバーの十
年間の動態を提示し、考察する。ただし、ハシャー

る AT 氏の長男長女は学校に通っているので忙し

における変遷というのは、世帯ごとの変遷を中心と

いが、N 氏が彼らに家の仕事の手伝いを頼むことも

したい。
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表１

S 家のハシャーの十年間の居住者変遷表
年

1年目

2年目

３年目

４年目

5年目

６年目

７年目

８年目

９年目

10年目

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

①夫婦 + 長男 ①夫婦 + 長男
①夫婦 + 長男
①夫婦 + 長男 + 次女
①夫婦 + 長女 ①夫婦 + 長女 ①夫婦 + 長女 ①夫婦 + 長男
①夫婦 + 長男
①夫婦 +
居住メンバー
+ 次女
+ 次女
+ 次女
②長女夫婦娘
+ 長男次女
+ 長男次女
+ 長男次女
+ 次女
+ 次女
②長女夫婦娘
②長女夫婦娘 ②長女夫婦娘
②長女夫婦娘
③ S さんの母 + 妹
（）
居住空間

バイシン

バイシン

バイシン

バイシン

バイシン
ゲル

長女

長女夫婦

いつ（月）ハ
シャーに来た

バイシン
ゲル

バイシン

バイシン

4月

誰（何人）

バイシン
ゲル

バイシン

長女家族

5月

5月

3人家族

２人

親子

親子

関係

親

理由

子供を産むた
めに

子供が学校に 自分のハシャーを売
通う
るために

移住前の住所

ハシャーを

22P のアパー
22P の娘のハシャー
ト

いつ（月）ハ
シャーに出た

3月

8月

今まで

10月

理由

結婚

独立して生活

夏休み

ハシャー狭い

一年半

5か月

ハシャーを

22P のアパー
ト

22P の娘のハシャー

共同共住年
移住後の住所・
現在の居住

6月に孫が生
まれた

表２

N 家のハシャーの十年間の居住者変遷表
年

1年目

2年目

３年目

４年目

5年目

６年目

７年目

８年目

９年目

10年目

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

①夫婦
②息子家族

①夫婦
①夫婦
②知り合い同 ②知り合い同
士の家族
士の家族

バイシン

バイシン +
小バイシン

バイシン + ゲ
ル

６月

8月

9月

誰（何人）

娘

息子家族4人

5人家族

２人

関係

親子

親子

仕事関係

仕事関係

①夫婦 +3番目 ①夫婦 +3番目 ①夫婦 +3番目 ①夫婦 +3番目 ①夫婦 +3番目 ①夫婦 +3番目 ①夫婦 +3番目
居住メンバー
の女
の女
の女
の女
の女
の女
の女
居住空間

バイシン

バイシン

バイシン

バイシン

バイシン

いつ（月）ハ
シャーに来た

バイシン

7月

理由

留学から戻り

結婚

移住前の住所

空気がいい

子供が学校に 子供が学校に
通う
通う

市内

ダルハン県

いつ（月）ハ
シャーに出た

8月

6月

9月

5月

理由

日本へ留学

結婚

仕事に復帰

夏休み

共同共住年

バイシン +
ゲル

ダルハン県

今まで

4か月

移住後の住所・
現在の居住

市内

市内

いる末子のところに移住した。
事例１－ 2．S 家のハシャーの十年

事例２－２．N 家のハシャーの十年

上の表１から S さんを含むハシャーは十年間で

上の表２から N 氏を含むハシャーにおける十年

３度、世帯の入れ変わりが起きていることがわか

間の居住メンバーの変遷が見えてきた。N 氏のハ

る。まず結婚して独立した長女夫婦が一時的に妻方

シャーの動きを見ると、結婚して独立した末子であ

居住と転出とを繰り返すことで２度の移動をしてい

る WE 氏が妻の出産をきっかけに、2017 年６月か

る。それぞれ、2014年の４月と2018年の５月である。

ら 10 月までにハシャーにいたことがわかる。

2014 年の４月の移住について長女の F さんは妊娠

N 氏の友人の AT 氏家族五人は 2018 年の８月か

６か月だったが、夫は仕事で一年間外国に行ってい

ら居住を始めたが、一旦 AT 夫婦は末子を連れて実

た。そのため親のハシャーに移住して来たと語って

家に帰った。そして長男と長女は 2019 年から 2020

いた。そして 2018 年の５月から S さん家族はバイ

年の現在までに同居している。ただし、旧正月や長

シンの二階を増築し、空き部屋が出たのでまた娘が

期休みなど特別な時にダルハンの実家に戻っている

移住して来た。

のだという。

その後、2019 年の５月から 2019 年の９月までに
S さんの母と S さんの上の妹が自分のゲルを張って

事例３－２．DE 家のハシャーの十年

同居生活をしていた。移住後の５カ月後、広いハ

表３からわかるように DE 家のハシャーは、十

シャーに慣れている S さんの母はハシャーが狭く

年間に１度、世帯の入れ変わりが起きている。そ

て気分が悪いということを理由にバガハンガイ区に

れは、都心のアパート暮らしである長男夫婦のハ
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表３

DE 家のハシャーの十年間の居住者変遷表
年

１年目

２年目

３年目

４年目

5年目

６年目

７年目

８年目

９年目

10年目

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

①夫婦
①夫婦
①夫婦 + 長男 ①夫婦 + 長男
①夫婦 + 長男
②長女夫婦 +
①夫婦
①夫婦 + 長男 ①夫婦 + 長男
②長女 + 娘
①夫婦
居住メンバー
②長女夫婦 + ②長女夫婦 +
（６月まで）
娘
②娘夫婦 + 娘
②長女 + 娘
②長女 + 娘
③長男家族（8月 ②長女 + 娘
娘
娘
②長女 + 娘
③次女
から）
バイシン

バイシン

バイシン

いつ（月）ハ
シャーに来た
誰（何人）

バイシン

バイシン

バイシン

バイシン

８月
次女

親子

理由

留学から戻り

バイシン

バイシン

８月

息子╱1人

関係

バイシン +
ゲル

①夫婦
②長女 + 娘

息子

息子
子供を産む

移住前の住所
いつ（月）ハ
シャーに出た

9月

６月

11月

理由

結婚

結婚

天気が寒くなり

共同共住年

4か月ぐらい

移住後の住所・
現在の居住

市内

市内

長女が離婚

雑なハシャー内同居の実情を見ていきたい。
シャー入居である。彼らは、大気汚染のひどい都
心を避けて娘（10 ケ月）に新鮮な空気を吸わせるた
め、ゲル地区に 2018 年８月から 10 月末に DE 氏の
ハシャーで暮らしたのだった。

事例 1 － 3．S 家における親族と同居する理由
Ｓ夫妻は共働きだが、年をとっている上に、二人
とも高血圧で仕事はそれほどできない。次女も仕事

こうした親族関係による「ハシャー内同居」の背

で帰りは遅い。中学生である息子はまだ一人前には

景として、モンゴルでは都市社会においても親族的

なっていない。長女家族と共居住することで家の中

な相互扶助がいまだに強いことが挙げられる。単純

の細々とした手伝いから、生活面の相互扶助が可能

に共に住むだけではなくて、緊密な親族的相互扶助

となる。

こそが「ハシャー内同居」という現象を支えている
のである。

ところでＳさん家族にとって婿（娘の夫）は一番
の働き手となっている。彼は重労働の燃料運びや水

私の調査では、子どもである新婚夫婦にゲルを別

汲みといった「家事」もやってくれる。また家の増

に用意して、自分のハシャー内に住まわせて、いず

改築も婿がやっている。2018 年調査の時、S 家は、

れ自分のハシャーを建て独立していく準備をさせて

固定家屋を増築し部屋を拡張していた。

いたことがうかがえた。もちろんその後も、必要に

面白いことにハシャーの増改築および、ゲルやバ

応じて親のハシャーに戻る可能性もある。ハシャー

イシンの新築の際、ゲル地区の近所の人々が手伝い

内同居は、様々な状況に対応できるレジリエンスの

に来ることはない。内モンゴルの農村では、新築や

高いシステムだといえよう。
一方、滝口は、田舎から親戚や知り合いが都市に

増改築の際には近所から 10 人～ 15 人の手伝いに来

移住して来た際や、借金の支払いでアパートを手放

内に居住している者だけで作業を行っていた。

るのが普通であるが、モンゴル国の場合、ハシャー

さなければならならなくなった時など、当座の住ま

また S さん夫婦はいつも「やっぱり孫と同居でき

いが必要なときにひとまず知り合いのハシャーを頼
り、ゲルに住むことができる［滝口 2019：267］と

るのは楽しい。初孫なので小さいから面倒を見て慣
れてしまい手を放すことができない」と語る様子は

指摘する。ゲル地区の居住者たちのこのような親戚

印象的だった。S さん家族は皆、孫娘の幼稚園や小

や知り合いに頼りながら、都市化の第一歩を始めて

学校への送り迎えや食事などの世話を楽しみにして

いるのである。もちろん、日々の暮らしの中で彼ら

いる。こうした家族を愛する情動的側面がハシャー

は苦しみを共感したり、人間の温かみを感じたりす

内同居の理由となることも忘れてはならない。

る一方で、嫉妬や不満などもお互い口に出しながら
生活している。

一方、S さんの娘夫婦は、親のハシャーに同居し
ているが自分のハシャーを持とうとは思っていない
ようだ。「いつか自分たちで家を建てるつもりなの

３−３．「ハシャー内同居」の実情
次に「なぜハシャー内居住メンバーは入れ替わっ
ているのか」という点について、上記の S 家、N 家、
DE 家の事例を報告することで、メンバー変遷の複

で、貯金する必要があり、親と一緒に住めばお金を
使わなくて済むから少しでも貯金が出来る」と語っ
ていた。
事実、娘夫婦は共働きであり、夫は交代制の夜勤
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がある。娘も仕事で早朝に家を出て、帰宅も夜遅

り、出産後に必要な栄養補充、疲労やストレスを控

い。親と一緒に住むことで、夜遅くなっても食事な

えるなど各種サポートと赤ちゃんの世話に慣れてい

ど家事を助けてもらえる（食事を共にしている）。

た母にやってもらうと安心」と語っていた。つまり

そして冬の夜は、帰宅後に火を起こす必要がないの

親も子も両方の側にメリットがあるのである。この

はありがたいらしい。
ハシャー内の親子世帯の同居において、もう一つ

同居関係は５か月ほどで解消している。

注目したいのは、S さんの娘のような共働きの若い世

人である AT 氏家族（特に大学生の息子と高校生

帯にとって経済的な問題よりも、子どもの世話のほ

の娘）を居住させるようになった。このことに関し

うが重要な問題だということである。例えば、小学

て、AT 氏は「N 氏夫婦は 60 代の老人で、四人子

生の娘の送迎は重要な仕事だが、親とハシャー内同

供は結婚して別居している。だからハシャーの掃

居であれば、送迎も子どもの勉強も見ることも親に

除、家の掃除、水汲み、夏期の野菜園の管理、冬の

頼める。また、子どもが急な体調不良で保育園や幼

薪の割り、石炭の購入など生活全般にわたって体力

稚園、小学校を休まなければいけない日でも、親に

が必要とされる仕事をする人が必要だったんだ。そ
れをうちの大学生の息子が担って、高齢者の生活を

頼めるので仕事を休む必要がないのである。
一方、S さんには妹が二人おり、2019 年の５月

一方、N 氏は、2018 年８月からハシャー内に友

助けている」と語った。

から 9 月まで S さんの母と上の妹が S ハシャーに住

N 氏も老人二人暮らしで誰かが病気を患ったり、

んでいた。これに関して S さんは、「母は今までに
下の妹（三女）の家族と同居していたが、家族（夫婦

用事があったりすれば、近くに誰かがいると安心だ

＋子供三人）は自分のハシャーを売ることになり、

氏の子供たちが側にいることは、安心なのだという。

という。N 氏の子供たちも親が高齢になので、AT

母は私たち（S さん）のハシャーに引っ越して来た」

また N 氏は田舎に植えている野菜を AT 氏の野

と語っている。しかし、良く観察すれば、体が不自

菜の倉庫で保存している。つまり N さんと AT 氏

由である親のため、また介護のため S さんが引き

はお互いに複数の事柄に関して相互扶助あるいは相

取っていたという事情があった。

互依存的な関係にあるといえよう。こうした「深い

また S さんの妹夫婦は共働き（平日出勤）で二人
の子どもは学校、一人の子供は幼稚園に通っている

つきあい」が非親族同士のハシャー内同居を可能た
らしめているのである。

ため、平日は外出や移動が困難な母が一人、家に残
ることになる。しかし S さんのハシャーなら、家

事例３−３．DE 家における親族と同居する理由

族がそれぞれ時間を調整し母に食事を用意したり介

DE氏は、離婚した長女とその子と同居してい
る。末子の息子（長男）の夫婦は都心で仕事をして

護したりすることが可能だった。

いてゲル地区に移住して生活する意思はあまりな
事例２−３．N 家の親族と同居する理由

い。老後の介護を長女に頼ることも考えている。長

に野菜を植えているので離れられない。そこでア

女は働きに出ているが、仕事から帰ってきたら家事
を手伝うという。

パート暮らしが好きではない夫婦は、2017 年６月

そんな DE氏は、六十代の二人暮らしよりも長女

から息子家族をハシャーに呼ぶことにした。さらに

と一緒に暮らせる方が安心だと語った。年老いた二

息子に水やり、病害虫の駆除など夏の野菜園管理の

人にとって娘がいてくれると色々な面で助かる。ま

仕事を土日休みにやってもらうようにした。

た同居することで、シングルマザーの娘の子育てを

一方、息子からすると親と同居することは都合の
いい場合もある。息子夫婦は、30 代で幼い子供２

手伝うことが出来ることに生きがいを見出している

人の４人家族である。親のハシャーへ移住した理由

これに対して同居中の DE 氏の長女も「娘の学校

に関して「二番目の子供が生まれたばかりで、上
の子の世話も必要（２歳の活発な女児）なので、手

や習い事への送り迎えをしてくれたり、子供を見て

伝ってくれる人が必要だった」と話してくれた。ま

を少しでも貯金して、娘の進学のために準備できる

た息子の妻は「出産後、体を回復させる期間であ

という経済的なメリットもあるわ」と語った。また

N 氏は孫の世話をすることができるが、ハシャー
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ようだった。

くれるので安心して働くことが出来る。働いたお金
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娘との二人の暮らしになるより、親の側にいる方が

うしたとき「ハシャー内同居」によって、生活する

精神的にも安心なのだそうだ。やはりこの家族も双

上での様々な協力を得る事が出来るのである。これ

方にメリットがあるのでハシャー内同居をしている。

は「双方の利益のための交換」としてハシャー内同

では、短期間同居した長男家族との同居について

居は存在している。また誰かがハシャーを求めて

DE 氏はどう考えているのだろうか。「孫と同居で
きるのは楽しい。ハシャーとバイシンの管理を息子

やって来るたびに、その条件に応じて住まわせるこ
とが可能なのが、ハシャーという空間であった。

にやってもらえるのもメリットだ」と答えた。

実は、こうした集団形成のあり方は、伝統的な遊

長男もやはり以下のようにメリットを語った。

牧民のホト・アイルの組み方と酷似しているといえ

「ゲル地区は空気がいいので娘に新鮮な空気を吸わ

よう。であるがゆえにハシャーの所有者とハシャー

せるため親のハシャーに引っ越してきたんだよ」つ

に居住させてもらう者の関係は、土地所有主と賃貸

まり、育児に不安があった夫婦にとって、夫の両親

人という関係というよりは、むしろ伝統的な親族や

の存在は心強い存在だといえる。「何よりも常に母

友人の間の相互扶助的な関係を継承しているといっ

（DE 氏の妻）が在宅しているので、子供の面倒を見
てもらうことが出来る」とも言っていた。

終わりに

ていいだろう。
ただし滝口が指摘しているように、ゲル地区の暮
らしは今日変わり始めている。市場経済化後に実施
された都市私有化は、ハシャーの不動財産としての

本稿は、モンゴルにおけるゲル地区のハシャーの

価値を高めて来た。ハシャーの所有者が住まわせて

十年の変容を追うことで「ハシャー内同居」の動態

いる住民から家賃を取る例も近年では珍しくない

と特徴を記述してきた。そこで明らかになってきた

［滝口 2019：267］
。

関係の中で移っていくという点である。事例に登場

第四点目として、ハシャー内同居というシステム
は、子どもが幼い若い夫婦の生活応援制度でもある

する若い夫婦たちは子供の世話や生活する上での

ということだ。事例１～３に共通して、①若い夫婦

様々な協力を得るために親のハシャーへ入居・転居

たちは財産としてハシャーを持っておらず、②状況

を繰り返していた。

に応じて親に子供の世話をしてもらっていた。こう

のは、第一にハシャーの居住メンバーの多くは親族

興味深いことにその同居期間が「娘に新鮮な空気

した若い夫婦の要望に対して、「ハシャー内同居」

を吸わせるため」
（事例３－２）や子供の出産のため

は、柔軟に対応していた。事実、現在のモンゴルの

（事例２－２）に短期間同居するパターンや長期間同

ゲル地区の人々のほとんどは、近い血縁者や友人に

居するパターンなどさまざまなケースがあることだ。

学校を通う子供を託していた。そこには契約や報酬

また第二点目として、ハシャー内同居は父系原理

を支払うなどの行動は見られることはなく、その代

と無関係だという点が挙げられる。つまり親世帯と

わりに、万が一のとき人手を提供してもらう関係

子世帯の同居に関して、女性でも夫の親ではなく妻

だった。そういう意味において「ハシャー内同居」

の親のところに住むことも少なくなく、親の面倒を

は、金銭を媒介しない子育て応援システムだという

見ることは一般化している。ハシャー内同居に父系

ことができるだろう。

原理は機能していないのである。

いずれにしても、ハシャー居住は興味深い住居形

三つ目に明らかになった点として、モンゴルのゲ

態であるといえよう。ハシャーの形成はそれぞれの

ル地区における「ハシャー内同居」は、住む方も住

家族の内部事情などを含めて極めて繊細で、自然発

まわせる方も双方にメリットがある相互扶助的な役

生的なものであるように見られるが、実はかなり自

割を担っているという点である。この点について
は、親族・非親族に関わらず共通している。つまり

覚的かつ意識的な行動の結果、形成されたものであ

「
（住みたいと）要求する者と所有者の双方の交換条

もちろん、この限られた事例からモンゴルのゲル

件」が合ったときに「ハシャー内同居」が成立する
わけである。その背景として経済的な要因だけでは

地区の全体の住生活について正確に論じることは難
しい。しかし各家族の十年の具体的な様相を考察す

なく、ゲル地区の生活の中では、水汲みや薪割りと

ることによって、まったく異なる生活環境で暮らし

いった重労働の働き手が必要という事実もある。そ

ている我々でも、現代モンゴルの人々の日常生活を

ると言える。
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れ、ハシャーの中に新しい住居を建ててそこに同居
していることが一般化しているのである。かつてモ
ンゴル遊牧民は、昔の末子家族が親の元で別のゲル

版会。
島崎美代子・長沢孝司編
1997『 モ ン ゴ ル の 家 族 と コ ミ ュ ニ テ ィ 開 発 』
pp.83-98、日本経済評論社。
滝口良

に居住するという慣行を持っていた。であるなら

2013「つぎはぎの所有」─社会主義体制下のモン

ば、モンゴルの「ハシャー内同居」という形態は、

ゴルの都市部における「生の財産」と居住空間の

昔の家族のあり方とは異なる新しい居住形態である

構成─北海道民族学第 9 号

かもしれない。その一方でハシャー内同居のメン

2016「モンゴル・ウランバートル市のゲル地区に

バーは、伝統的な遊牧民の宿営地集団ホト・アイル

おける住まいの変容と継承─都市定住二適応する

のように「ついて、はなれて」という特徴を持って

遊牧の住文化に着目して」住総研研究論文文集

いる。いずれにせよ、本稿のみでは十分でない。さ
らなる考察が必要であろう。
謝辞

NO.43。
滝口良・八尾廣
2019「序論 モンゴル固有の都市形態としてのゲ
ル地区」滝口良（編）
『近現代モンゴルにおける都

最後に今回の調査では、モンゴルのゲル地区にお

市化と伝統的居住の諸相 : ウランバートル・ゲル

ける家庭を訪問し、時に住み込み調査を行った。彼

地区にみる住まいの管理と実践』東北大学東北ア

らの協力がなければ調査は行えなかった。ここに深
く感謝の意を表したい。また本稿の作成に当たって

ジア研究センター 65 号、pp.1-22 。
東郷美香

は、指導教員である島村一平先生やボルジギン・ブ

2011「モンゴルにおける「家族」の動態に関する

レンサイン先生から有益なアドバイスをいただい

文化人類学的研究」滋賀県立大学大学院人間文化

た。深く感謝の意を表したい。
参考文献
ウラヂミルツォフ
1980『蒙古社会制度史』外務省調査部訳、原書房。
尾崎孝宏

2009「ポスト社会主義状況のローカリテイとスト
リート」、関根康正（編）
『国立民族博物館調査報
告

ストリートの人類学』
、pp.405-429。

日野千草

1996「モンゴル牧民の社会的結合に関する─試

2001「モンゴルの遊牧地域における宿営集団─モ

論─ 20 世紀前半の東部南モンゴルにおける調査

ンゴル国中央県ブレン郡における事例から」『リ

資料より」『民族学研究』pp.60-3：234-248。
後藤冨男
1968『内陸アジア遊牧民社会の研究』吉川弘文館。
小長谷有紀
1997「草の海白い港」小長谷有紀編『アジア読み
本モンゴル』河出書房新社。
2003「モンゴルからさぐる地球の未来」『科学』
第 73 巻第 6 号（通算 849 号）p.534
2003「モンゴルにとって 20 世紀とは何であった
か？」小長谷有紀編『国立民族学博物館調査報告

52

学研究科地域文化学専攻修士論文。
西垣有

トルワールド研究報告書』17:89-125。
八尾廣
2014「モンゴル国ウランバートル市「ゲル地区」
における定住型住居の実態に関する研究そのー２
個定住居「バイシン」の聞き取り及び住まい方の
実態について」日本建築学会大会。
松原正毅
2003「土地所有の概念と環境問題」
『科学』73（6）
：
491．
斉穎賢

41 モンゴル国における 20 世紀』、国立民族学博物

2011「モンゴル社会における小家族と末子相続」

館、pp.3-6

専修人間科学論集・社会学篇１⑵ :107-117。

●人間文化

都市社会における「家族」の動態 モンゴルのゲル地区におけるハシャーの十年から考える

Хай, Мэттэ Мэри.（translarted by D. Bum-Ochir）
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８

モンゴル国北部、ダルハン・オール県の県都
で、モンゴル第三の都市。

９

2019 年まで 25 ホローという名前だった。

添付資料

註
１

柵で囲まれた一定区画の土地に移動式家屋の

「ゲル」あるいは家庭式家屋の「バイシン」を建
てて暮らす人々の地区である。社会主義時代から
この地区は都市中心部のアパート地帯と区別され
て「ゲル地区」と呼ばれてきた。
２

雪害や干害のことをさす

３

ОРОН СУУЦНЫ БОЛОН СУУЦНЫ ТУСДАА
Б А Й Ш И Н , Г Э Р Т А М ЬД А РД А Г Ө РХ И Й Н
СУДАЛГАА, 2018 ОН

４

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。

５

写真１

ゲル地区

2017 年

写真２

ゲル地区のハシャー内（三世帯） 2017 年

モンゴル語の「ヌトゥク」は、トルコと同じく
遊牧の割当地、すなわち一つの社会集団の依って
立つ牧地を意味している。｢後藤 1968：207｣

６

ホトとは、
「家畜の寝るところ」、「数戸が集
まって組織された牧畜生産単位」。アイルは、

「家、家族、隣人、近隣」を意味する。
７ ゲル地区では、トイレは一般的に、地面に穴を掘
り、木の板で足場と建屋を組んだ簡単なものが多い。

Comment

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

モンゴルといえば、大草原と遊牧民をイメージす
る人が多いが、実はもはや人口の８割以上が定住す
る都市化が進んだ国である。とりわけ首都ウラン
バートルにモンゴル国民のおよそ半分である 150 万
弱が集中している。
本稿はそうしたウランバートルの周囲にスプロー
ル化している「ゲル地区」における家族や親族関係
を論じた佳作である。著者のウジスグレさんは、中
国籍のモンゴル人である。彼女の出身地は農耕化さ
れた村落でちょうど日本の村と似た親密圏が形成さ
れている。それに対して遊牧民が急激に都市に集
まって形成されてきた「ゲル地区」は、彼女にとっ
て近所付き合いが存在しない不思議な世界だった。
しかしゲル地区を構成する「ハシャー」と呼ばれる

高い柵に囲われた居住用の敷地の中には、複数の世
帯が暮らしており、そこでさまざまな親族を含めた
人間のネットワークが形成されている。
本稿では、このハシャーで同居する複数世帯の動
態を追いかけることで、著者は彼らがいったいどの
ような事情で同居を決め、あるいは解消しているの
かを詳らかにしている。実は、ゲル地区に関する研
究は現在、若手のモンゴル地域研究者、とりわけ人
類学や地理学、建築学といった分野を専攻する人々
に最も注目されているテーマの一つである。その点
において、ウジスグレさんの研究は、家族の動態に
注目しハシャーという生活世界の実態を明らかにし
たという点において高く評価できる。今後の研究の
進展にも注目したい。
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彦根市・古屋敷遺跡の再検討
─出土遺物の整理調査から─

柴田

慎平

人間文化学研究科博士前期課程

はじめに

比較できる資料が少ないがゆえに、古屋敷遺跡の

古屋敷遺跡は、彦根市日夏町の宇曽川左岸に所在

位置づけは、研究者によって相違しているのが現

する遺跡である。昭和 59・60 年（1984・1985）にか

状である⑴。今一度、古屋敷遺跡の発掘調査成果の

けて行われた発掘調査によって、はじめて遺構が検

精査を行ない、基礎資料を提示する作業が求めら

出された（図１・２）。

れると言えよう。

そのうち昭和 60 年度の調査では、中世に相当す

また、近江の中世集落の様相を探る上で 15、16

る遺構面が広範囲に渡って検出された。石組み溝で

世紀代の基準資料と表現して大過ない古屋敷遺跡、

区切られた区画地・方形石組み桝・かまど跡等が検

妙楽寺遺跡の位置づけがはっきりとしないのは、近

出され、大量の遺物が出土した。その後、昭和 62

江の中世集落全体を考える上でも大きな課題である
と言える。

（1987）年に発掘調査成果の一部を示した『古屋敷
遺跡発掘調査概要報告書』（以下、『概要報告書』と

そこで本稿では、出土遺物の整理調査で明らかと

記載）が刊行されている（彦根市教育委員会 1987）。

なった成果の一部を報告し、古屋敷遺跡を評価する

古屋敷遺跡の評価は、宇曽川を挟んで対岸に位

ための基礎資料としたい⑵。なお、整理調査はまだ

置する妙楽寺遺跡の発掘調査成果と比較する形で

途上であり、今後の調査如何によっては、本稿の内

行われている（木戸 2012・中井 2004 など）。しかし

容に齟齬が生じる可能性があることをあらかじめ

『概要報告書』という性質上、他の遺跡と比較でき

断っておく。

るだけの資料が十分示されているとは言い難い。
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図１

古屋敷遺跡遺構平面図（彦根市教育委員会 1987 を転載）

古屋敷遺跡調査区位置図
図２ 古屋敷遺跡遺構平面図
図２ 古屋敷遺跡遺構平面図（彦根市教育委員会
1987 を転載）
（滋賀県教育委員会 1989 に筆者加筆）
（彦根市教育委員会 1987 を転載）
図１ 古屋敷遺跡調査区位置図（滋賀県教育委員会
1989 に筆者加筆）
図１
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古屋敷遺跡調査区位置図（滋賀県教育委員会 1989 に筆者加筆）
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図３ 古屋敷遺跡第１遺構面平面概略図（柴田 2019 を転載）

１．整理調査の経緯

また、古屋敷遺跡出土遺物を整理する段階で、瀬

前章で述べた通り、発掘調査成果の一部が『概要

戸美濃や貿易陶磁器を中心に『概要報告書』に掲載

報告書』という形でまとめられているものの、明ら

されていない器種が存在することが判明した。遺跡

かにされていない点が多い。特に課題として挙げら

の評価を行なう上で器種組成を明らかにすることは

れるのが、『概要報告書』掲載の遺構平面図に各ト

非常に重要な作業であり、古屋敷遺跡の評価に大き

レンチで検出された遺構名が記載されていない点で

な影響を及ぼすといっても過言ではない。こうした

ある。そのため、文章中の遺構名が図面上のどの遺

未掲載遺物を資料化し、掲載遺物と同じ俎上に載せ

構を示しているのか、どこの遺構からどの遺物が出

た上で検討する必要があるだろう。

土したのか、把握することが不可能な状況にあった。

上述した点を踏まえ、本稿では『概要報告書』掲

しかし、本稿で成果の一部を報告する遺物の注記

載遺物、未掲載遺物を、出土した遺構に即した形で

から、大まかに各トレンチで検出された遺構の配置

提示し概説する⑶。この際、掲載遺物、未掲載遺物

とその名称が復元できることが明らかとなった（図

が図中で混在することになるが、掲載遺物には図版

３）
。検出遺構の詳細については前稿に譲るが（柴

の各遺物番号の後ろに（

田 2019）
、遺物を遺構とリンクさせて検討できるよ

載しているため、適宜参照されたい。

うになった点は、古屋敷遺跡を評価する上で大きな
進歩である。

）で報告書掲載番号を記

また、紙面の都合上、実測に耐えうる全ての遺物
を掲載できていない。予めご了承願いたい。
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２．古屋敷遺跡出土遺物の様相
図５～図７に出土遺物を遺構に即して提示した。
本文中においては器種ごとの傾向を概説するに留

鉢、甕・壷、水指（12）が出土している。信楽の年
代観であるが、総じて２期古段階～中段階の資料が
多いのが特徴である。

め、各遺物の詳細は出土遺物観察表に譲る（表１）。

擂鉢は、①体部が外上方に開き、口縁部が断面平

なお、各遺物の分類・編年については、土師質土
器皿は中井分類（中井 2011）、瀬戸美濃は藤澤編年

行四辺形で水平な端面を持つもの（46）や、②体部
が外上方に開き、口縁部が断面平行四辺形に収める

（愛知県史編さん委員会 2007）、信楽は畑中編年（畑

もの（６）
、③口縁端部を外上方若しくは外方に摘

中 2007）、越前は木村編年（木村 2011）、常滑は中野

み出すもの（39・64）
、④口縁端部は外上方若しく

編年（愛知県史編さん委員会 2012）、青磁は上田分

は外方に小さく摘み出すもの（59）の５タイプが出

類（上田 1982）、白磁は森田分類（森田 1982）・山本

土している。①は２期古段階、②・③は２期中段

分類（山本 2000）、青花は小野分類（小野 1982）・柴

階、④２期新段階の様相を示すが、出土量的には２

田分類（柴田 2001）を用いる。

期古段階～２期中段階の資料が多い。
甕は、常滑窯系に通有の N 字状口縁を基調とす

⑴土師質土器

るもの（49・60・75）と口縁内外面に凹線を巡らせ

土師質土器は皿、焙烙、羽釜等が出土している。

るタイプなどが出土している（23・36）
。前者は畑

本稿では全出土遺物の６割を占める皿の資料を提示

中編年１期古段階、後者は１期古段階以降の各段階

する。なお、今回の整理調査では完形品を中心に資
料化している。出土した土師質土器皿は全て手づく

のものが見られるが、他の器種と比較して時期の古
いものが一定量出土していることが特徴である。

ねであるとみられるが、調整技法から大別して、
①外面の調整にヨコナデを用いず、ユビオサエを
多用するタイプ（16・38・54・61）
②内面体部と口縁体部をナデ分け、逆台形状を呈
するタイプ（７・17）
③内面体部と口縁部内外面をナデ分けるが、口縁
が若干外反するタイプ（86）

⑷瀬戸美濃
『概要報告書』では天目茶碗、灰釉丸皿、擂鉢な
ど一部の器種が報告されていたが、今回の整理調査
で実に多彩な器種が出土していることが明らかと
なった。
今回新たに資料化したものの中には、古瀬戸折縁

の３つに分類することができる。①のタイプの多く

深皿（34）、古瀬戸香炉（50）、古瀬戸小坏（40）、茶

は口縁外面端部をユビオサエで調整し、底部は丸底

入（32・71・79）
、水注（31）などがあり、日常雑器

を呈す。概して粗雑なつくりであり、口径は７～

以外の用途が想定される器種が一定量含まれる。ま

10cm の範囲に収まる。②、③のタイプは口径が 10

た、年代観は、古瀬戸後期様式Ⅲ期から出土数が増

㎝を超える資料が多く、86 のように 20 ㎝近い口径

加し、大窯２段階の製品が最も多く出土するという

を持つ製品も存在する。また、17 は「２」字状の

のが特徴である。

ナデアゲ痕が確認されている。
以上の調整方法から、①タイプは中井分類のⅡ群
土器、②、③のタイプは皿Ｉ・Ｋ類を模倣した京都
系土師器皿であると考えられる。

⑸越前
越前は、擂鉢と甕が出土している。
擂鉢は、水平な口縁のやや下った位置に沈線が巡
るタイプが出土している（５・37）。口縁が内傾す

⑵瓦質土器

るもの水平な面を持つものが併存しているが、概ね

瓦質土器は、浅鉢型土器（95・97）、羽釜型土器、
風炉型土器（91）、火鉢型土器（92）と想定できる製

木村編年Ⅴ−１～２期（1490 ～ 1550）の様相を示し
ているといって良いだろう。

品が出土している。出土した瓦質土器の大半は小片
であり、器種を特定できないものもが多い。

⑹常滑
常 滑 は 甕 が 出 土 し て い る（13・60・76・78・

⑶信楽

93）。口縁部の縁帯が上下に伸びると言った特徴を

信 楽 は、 捏 鉢（30）、 鉢（ ９・63）平 鉢（52）、 擂
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に伸びて頸部と接する第３段階９型式（13・76）、

73 は牡丹唐草香炉の底部である。内外面は回転

口縁部の内側が盛り上がり、縁帯が痕跡的に外面に

ナデで調整されており、底部内面の釉がカキ取られ

付着する第３段階 10 型式（93）、口縁部の内側の盛

ている。外面には牡丹唐草文が印刻されている。

り上がりが更に大きくなった第３段階 12 型式（78）

77 は長頸瓶である。口縁が外反し器壁が波打つ

の甕が見られ、他産地のものと比較して時期の古い
ものが一定量出土していることが特徴である。

ように成形されているのが特徴である。南宋後期の
一括資料として知られる中華人民共和国陽県東渓

⑺備前

園芸場墳墓から出土した長頸瓶と近似しており（森
2015）
、古屋敷遺跡に伝世したものと考えられる。

備前は徳利（53）が出土している。古屋敷遺跡の

なお、古屋敷遺跡の発掘調査では長頸瓶の破片が

発掘調査では、今回提示した資料の他に徳利が２点

５点出土しているが、同一個体かどうかは判断でき

出土しているが、それ以外の器種は確認できない。

ない。

⑻白磁

⑾青花

白磁は碗、皿、小坏が出土している。皿には胎土

青花は碗・皿が出土している。白磁、青磁製品と

が灰白色を呈し、高台を４ないし５箇所弧状に抉

比較しても青花製品の出土量はごく少量で、残りの

り込みを入れるもの（84）と口縁が外反するものが

良い皿のみ図示した（11・29・67）
。

主体を占め（15・28・83）、前者は森田分類Ｄ類（15
世紀代）、後者は森田分類Ｅ類（16 世紀代）に相当す

皿は高台がヘラケズリで斜めに面取りされる小野
分類Ｂ群に分類されるものと口縁部が内湾し、①体

る。少量ではあるが山本分類大宰府Ⅳ類の白磁碗

部に草花文様を持つもの、②圏線のみないし無文の

（58）
、口縁内外面の釉を欠きとる白磁碗（27）が１
点出土している。
⑼青白磁

ものに大別される。Ｂ群の製品の中には見込みに
「十字花文」の文様を持つＢ１群に細分できる製品
も存在する（29）。後者の製品は柴田分類で言えば
皿Ｅ２群に相当するが、細片での出土が多く断言す

94 は青白磁の渦文瓶である。表面は渦文があし

ることができない。小野分類皿Ｂ１群の製品は 15

らわれており、裏面は回転ナデで調整されている。

世紀後葉～ 16 世紀代、柴田分類皿Ｅ２群は 16 世紀

いわゆる「梅瓶」と呼ばれる製品（内野 1992）で、

中葉の様相を示している。

横江遺跡（滋賀県守山市）でも同様の資料が確認さ
れている（滋賀県教育委員会 1986）。なお、古屋敷
遺跡の発掘調査では渦文瓶の破片が４点出土してい
るが、同一個体かは判断できない。
⑽青磁
青磁は基本的に龍泉窯系のもので、碗、皿、香
炉、長頚瓶が出土している。
碗は幅の広い蓮弁を片切彫で表現するが、蓮弁部
の盛り上がりを失っている上田分類Ｂ２類（81）、

⑿石製品
古屋敷遺跡の発掘調査において、五輪塔（地輪・
水輪）
、宝篋印塔、臼（粉引臼・茶臼）
、硯などが出
土している。石製品に関しては整理調査の途上であ
り、本稿では茶臼（66）のみ提示する。発掘調査に
おいては、今回掲載したものを含め茶臼が２点出土
している。

おわりに

ヘラ先による細線の線描蓮弁文を持つ上田分類Ｂ

本稿では、古屋敷遺跡出土遺物の整理調査成果の

４類（72・88・90）
、下部に片切彫の幅の広い蓮弁
や線描蓮弁を持つ雷文帯碗である上田分類Ｃ２類

一部を報告した。瀬戸美濃や貿易陶磁器の未掲載器
種など、古屋敷遺跡の位置づけを考える上で重要な

（45・82）、他に外面ないし内面が無文のもの（14・

資料を提示することができたのではないだろうか。

24・25・26・36・65・89）が出土している。上田分
類Ｂ２類は 15 世紀代、Ｂ４類は 15 世紀末から 16 世

また、出土遺物全体を概観することで、特に 15 世
紀後葉～ 16 世紀中葉頃に比定できる遺物が多い傾

紀代、Ｃ２類は 15 世紀代に相当するが、Ｂ４類と

向が明らかとなった。前述の時期は、宇曽川を挟ん

内外面が無文のものが主体を占める。

で対岸に所在する妙楽寺遺跡が最も範囲を拡大する
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段階であり（滋賀県教育委員会 1989）、妙楽寺遺跡

のは再度実測を行なった。図面の規格が完全に

の変遷との対応関係を考える上で非常に興味深い成

揃っていないのはそのためである。また、
『概要

果であると言える。

報告書』掲載遺物の一部には現状で確認できない

なお、今回は紙面の都合上、遺物の定量的な分析

ものが存在する。当時の実測図面のみ確認できる

について触れることができなかった。今後は、引き
続き出土遺物の分析を進めると共に、検出遺構も含

遺物は本稿に掲載しているものもあるが、実物も
実測図面も確認できないものは本稿に掲載するこ

めた両者の総合的な評価を行なえればと考えてい

とを控えた。

る。そうした作業を踏まえた上で、妙楽寺遺跡との
関係性を考えていきたい。
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下高大輔氏（熊本市熊本城調査研究センター）、三

業２中世・近世 瀬戸系
・愛知県史編さん委員会 2012『愛知県史』別編 窯
業３ 中世・近世 常滑系

尾次郎氏（彦根市市長直轄組織文化財課）に全面的

・上田秀夫 1982「14 ～ 16 世紀の青磁碗の分類につ

なご協力をいただいた。また、遺物の実測やトレー

いて」『貿易陶磁研究』No. ２、日本貿易陶磁研

ス作業では、滋賀県立大学の佐藤佑樹氏、松原草太
氏、片岡啓氏のご助力を得た。

究会
・内野正 1992「青白磁梅瓶小考」
『東京都埋蔵文化

また、本稿の作成に当たっては、滋賀県立大学の
中井均先生、金宇大先生にご指導・ご協力をいただ
いた。末筆ながら記して感謝申し上げる。

財センター研究論集』11
・小野正敏 1982「15 ～ 16 世紀の染付碗・皿の分類
と年代」『貿易陶磁研究』No. ２、日本貿易陶磁
研究会
・木戸雅寿 2012「妙楽寺遺跡を考える─日夏氏と

【注】
⑴中井均氏は、古屋敷遺跡と妙楽寺遺跡を比較し、

山崎氏─」
『淡海文化財論叢

第四輯』
、淡海文化

財論叢刊行会

前者を「湖上運搬を担った商業のマチ」と高く評

・木村孝一郎 2011「越前焼の編年的研究と生産地

価する一方、後者を相対的に下に位置づけている

の動向」『第 10 回山陰中世土器検討会資料集─山

（中井 2007）
。木戸雅寿氏は、荒神山の北東部に

陰地方における越前・常滑系陶器─』、山陰中世

所在する日夏城跡との位置関係から、古屋敷遺跡
を日夏氏に関係する「武家居館」、妙楽寺遺跡を
その「町屋部」と位置づけている（木戸 2012）。

土器検討会
・滋賀県教育委員会1986『横江遺跡発掘調査報告書』
Ⅰ

また、古屋敷遺跡と妙楽寺遺跡の位置関係から、

・滋賀県教育委員会 1989『妙楽寺遺跡』Ⅲ

両遺跡を「同一集落」とみた研究者もいる。

・柴田圭子 2001「16 世紀中葉の貿易陶磁器の再評

⑵彦根市教育委員会文化財課の許可（平成 30 年３月
23 日付）を得て、遺構原図並びに出土遺物と遺構

価─中国・四国地方を中心に─」『中世土器研究
論集』
、中世土器研究会

写真の整理調査を行なった。なお、本稿で掲載し

・ 柴 田 慎 平 2019「 彦 根 市 所 在 古 屋 敷 遺 跡 の 再 検

ている『概要報告書』未掲載遺物の掲載について

討─検出遺構を中心に─」『淡海文化財論叢』第

は、彦根市市長直轄組織文化財課の許可（令和２
年１月 31 日付）を得ている。

11 輯、淡海文化財論叢刊行会
・中井均 2007「発掘されたまちとむら」
『新修彦根

⑶古屋敷遺跡出土遺物のうち、『概要報告書』未掲

市史』第１巻通史編（古代・中世）中世第３章第

載遺物の実測に関しては筆者または学生諸氏の協
力を得て行なった。『概要報告書』掲載遺物に関

４節
・中井淳史 2011『日本中世土師器の研究』
、中央公

しては、当時の実測図面が残っているものは図面
をトレースしたものを使用し、実測図面が無いも
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論美術出版
・畑中英二 2007『続・信楽焼の考古学的研究』、サ
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ンライズ出版
・彦根市教育委員会 1987『古屋敷遺跡発掘調査概
要報告書』
・森田勉1982
「14 ～ 16世紀の白磁の型式分類と編年」
『貿易陶磁研究』No. ２、日本貿易陶磁研究会
・森達也 2015『中国青瓷の研究─編年と流通─』、
汲古書院
・山本信夫編 2000『大宰府条坊ⅩⅤ─陶磁器分類
編─』、大宰府市教育委員会

Comment
中

井

均

人間文化学部地域文化学科教授

滋賀県には数多くの中世遺跡が存在している。彦

していた遺構平面図と遺物を照らし合わせ、どの遺

根市日夏に所在する妙楽寺遺跡、古屋敷遺跡はその

構からどの遺物が出土したかをつきとめた。今回は

中でも代表的な遺跡である。妙楽寺遺跡については

どのような遺物が出土しているのかを報告するもの

滋賀県教育委員会が発掘調査を実施しており、溝囲

である。本報告によって青白磁渦文瓶、青磁牡丹唐

いの屋敷地が検出され、多くの土器、陶磁器が出土

草香炉、青磁長頸瓶などの高級貿易陶磁が含まれて

している。その成果は報告書が刊行されており詳細

いることが判明した。古屋敷遺跡の住人が威信財と

に分析されている。

して所有していたものであろう。

一方の古屋敷遺跡は彦根市教育委員会によって発

今回の柴田君の再整理と報告によって古屋敷遺跡

掘調査が実施されたが、概要報告が刊行されただけ

が近江における中世遺跡の指標として位置付けられ

でその実態は不明であった。柴田慎平君は卒業論文

ることになった意義は大きい。

で古屋敷遺跡を扱うため、彦根市教育委員会が収蔵
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図４ ８～ 13 トレンチ出土遺物実測図
図４ ８～ 13 トレンチ出土遺物実測図
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S=1:6(13･23のみ)
S=1:4
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16 ～ 18 トレンチ出土遺物実測図

S=1:6
20cm
(75･76･78･92･93のみ)
S=1:4
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報告
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

表１

種別

瀬戸美濃
瀬戸美濃
瀬戸美濃
古瀬戸
越前
信楽
土師器
瀬戸美濃
信楽
瀬戸美濃
青花
信楽
常滑
青磁
白磁
土師器
土師器
古瀬戸
古瀬戸
古瀬戸
古瀬戸
瀬戸美濃
信楽
青磁
青磁
青磁
白磁
白磁
青花
信楽
白磁
古瀬戸
古瀬戸
古瀬戸
青磁
信楽
越前
土師器
信楽
古瀬戸
古瀬戸
古瀬戸
青白磁？
瀬戸美濃
青磁
信楽

出土遺構

8トレ第１遺構面
8トレ第１遺構面
8トレ第１遺構面
8トレ第１遺構面
8トレ第１遺構面
8トレ SX1
8トレ SX1
8トレ SD1
8トレ SD1
8トレ石列下
９トレ第１遺構面
10トレ第１遺構面
10トレ第１遺構面
10トレ第１遺構面
10トレ第１遺構面
11トレ第１遺構面
11トレ第１遺構面
11トレ第１遺構面
11トレ第１遺構面
11トレ第１遺構面
11トレ第１遺構面
11トレ第１遺構面
11トレ第１遺構面
11トレ第１遺構面
11トレ第１遺構面
11トレ第１遺構面
11トレ第１遺構面
11トレ第１遺構面
11トレ第１遺構面
11トレ SD1
12トレ SD2
13トレ第１遺構面
14トレ第１遺構面
14トレ第１遺構面
14トレ第１遺構面
14トレ SD3
14トレ SX2
14トレ SX4
14トレ石列 No5
14トレ石列 No8
14トレ石列 No8
14トレ石列 No8
14トレ石列 No8
14トレ石溜り No3
14トレ石溜り No3
14トレ石溜り No3

器種

天目茶碗
灰釉丸皿
鉄釉反皿
擂鉢
擂鉢
擂鉢
皿
徳利
鉢
鉄釉稜皿
皿
水指
甕
碗
皿
皿
皿
天目茶碗
天目茶碗
灰釉平碗
瓶子
擂鉢
甕
碗
碗
碗
碗
皿
皿
鉢
皿
茶入
縁釉小皿
折縁深皿
碗
甕
擂鉢
皿
擂鉢
小杯
天目茶碗
縁釉小皿
壷？
水注
碗
擂鉢

古屋敷遺跡出土遺物観察表

法量：cm（ ）は復元・残存
口径
底部径
器高
12.0
4.4
6.2
8.6
5.2
1.5
（11.8） （5.6）
2.0
―
―
（4.0）
―
―
（6.5）
―
―
（5.6）
（10.2）
―
（1.9）
―
（12.2） （6.2）
（16.8） （13.8）
7.8
（9.4） （5.0）
2.3
―
―
（1.9）
―
―
（4.4）
（47.8）
―
16.0
―
5.8
（3.8）
12.0
6.8
3.0
8.6
―
1.6
12.3
6.9
1.9
―
―
（2.4）
―
―
（2.4）
18.0
5.6
6.8
―
12.0
6.0
（28.2）
―
（4.8）
（45.4）
―
（10.2）
―
―
（1.6）
―
―
（2.2）
―
5.1
（2.6）
―
―
（5.0）
（11.0） （5.6）
3.0
（12.1） （7.5）
3.1
26.0
（8.0）
11.2
―
（11.0） （2.0）
―
―
―
（9.2） （3.2）
2.1
―
―
―
―
―
（3.5）
（26.2）
―
（25.0）
―
―
（7.4）
9.1
2.1
1.1
―
―
（5.0）
（4.8） （2.2）
2.0
―
―
（3.0）
―
―
2.3
―
（9.4） （3.0）
2.4
4.0
3.4
―
―
4.8
（28.8）
―
（6.4）
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密

胎土
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
軟
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
軟
やや軟
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
軟
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻

焼成
完存
完存
20%
5%
5%
5%
40%
10%
40%
40%
5%
5%
15%
30%
完存
完存
80%
3%
3%
40%
40%
15%
10%
15%
５%
20%
５%
40%
70%
30％
40%
５%
20%
5%
5%
40%
5%
50%
5%
60%
5%
5%
15%
完存
5%
15%

残存率

色調
成形・調整
年代
備考
外面
内面
茶褐色 茶褐色
ヘラケズリ、削り込み高台
大窯２段階
藤澤分類天目茶碗Ｅ類
薄緑色 薄緑色
回転ナデ
大窯２段階
高台裏面に輪ドチ
黒褐色 黒褐色
ヘラケズリ
大窯１段階
黒褐色 黒褐色
古瀬戸後期様式Ⅳ期古段階
藤澤分類擂鉢Ａ類
淡赤橙色 淡赤橙色
回転ナデ、ユビオサエ
Ⅴ－２期
１単位６条のスリメ
明赤褐色 明赤褐色
２期中段階
茶灰色 橙白色
口縁摘み上げるナデ、ヨコナデ
黒褐色 黒褐色
回転ナデ、糸切痕
大窯段階
暗赤褐色 暗赤褐色
回転ナデ
２期中段階以降？
黒褐色 黒褐色
削り込み高台
大窯２段階
高台表裏面に輪ドチ
白褐色 白褐色
畳付は釉のカキオトシ
16世紀中葉
柴田分類Ｅ2群
暗褐色 暗褐色
２期新段階か
褐灰色
灰色
回転ナデ
３段階９形式
緑灰色 緑灰色
畳付・高台内面釉のカキオトシ
内面見込に草花文か
白褐色 白褐色
畳付は釉のカキオトシ
16世紀代
森田分類Ｅ群
黄橙色 黄橙色
ユビオサエか
灰黄褐色 灰黄褐色
ヨコナデ、２の字状ナデアゲ
黒褐色 黒褐色
古瀬戸後期様式
黒褐色 黒褐色
古瀬戸後期様式
浅黄色 浅黄色
回転ナデ
古瀬戸後期様式Ⅲ期
黒褐色 黄褐色
回転ナデ
藤澤分類瓶子ⅠＡ類
褐灰色 褐灰色
回転ナデ
大窯１段階前半
藤澤分類擂鉢Ⅱ類
暗赤褐色 暗赤褐色
回転ナデ
２期古段階
薄緑色 薄緑色
薄緑色 薄緑色
畳付・高台内面釉のカキオトシ
灰黄褐色 灰黄褐色 ヘラケズリ、高台内蛇の目釉カキオトシ
白褐色 白褐色 口縁内外面を釉カキオトシ、ヘラケズリ
白褐色 白褐色
畳付は釉のカキオトシ、砂付着
16世紀代
森田分類Ｅ群
白褐色 白褐色
畳付は釉のカキオトシ、砂付着
15世紀後半～ 16世紀代
見込み十字花文 小野分類Ｂ１類
褐色
褐色
回転ナデ
１期新段階～２期古段階
白褐色 白褐色
畳付は釉のカキオトシ、砂付着
茶褐色 茶褐色
古瀬戸後期様式か
浅黄色 淡白灰色
ヘラケズリ
古瀬戸後期様式Ⅳ期
浅黄色 浅黄色
ヘラケズリ、貼り付け高台
古瀬戸後期様式か
淡緑色 淡緑色
暗赤褐色 暗赤褐色
回転ナデ
１期古段階
淡赤橙色 淡赤橙色
回転ナデ
Ⅴ－１期
10本のスリメ残存
鈍い橙色 鈍い橙色
ユビオサエ？
赤褐色
橙色
回転ナデ
２期中段階
１単位４条のスリメ
黒褐色 黒褐色
回転ナデ、ヘラケズリ
古瀬戸後期様式Ⅱ期
黒褐色 黒褐色
回転ナデ
古瀬戸後期様式Ⅱ期
浅黄橙色 浅黄色
回転ナデ
古瀬戸後期様式Ⅲ～Ⅳ期
灰白色 灰白色 回転ナデ、畳付・高台内面釉カキオトシ
淡黄色 淡黄色
大窯２段階
淡緑色 淡緑色
15世紀代
上田分類Ｃ２類
灰黄色 灰黄色
回転ナデ
２期古段階
１単位１本のスリメ
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

14トレ石溜り No ７
14トレ石溜り No ７
14トレ石溜り No10
15トレ第１遺構面
15トレ第１遺構面
15トレ第１遺構面
15トレ第１遺構面
15トレ SD1
15トレ SD1
15トレ SD1
15トレ SD1
15トレ SD1
15トレ SD1
15トレ SD1
15トレ SD2
15トレ SD2
15トレ SD2
15トレ SD2
15トレ SD2
15トレ石列 No1
16トレ第１遺構面
16トレ SD1
16トレ SD2
16トレ SD2
16トレ SD2
16トレ SD2
16トレ SD2
16トレ SD2
16トレ SD2
16トレ SD2
16トレ SD3
17トレ第1遺構面
17トレ第1遺構面
17トレ第1遺構面
17トレ第1遺構面
17トレ第1遺構面
17トレ SX3
17トレ SD2
17トレ SD2
18トレ第１遺構面
18トレ第１遺構面
18トレ第１遺構面
18トレ第１遺構面
18トレ第１遺構面
18トレ第１遺構面
18トレ第１遺構面
18トレ第１遺構面
18トレ SD1
18トレ SD1
18トレ SD1

古瀬戸
擂鉢
―
古瀬戸
縁釉小皿 （11.0）
信楽
甕
（40.0）
古瀬戸
香炉
―
古瀬戸
灰釉平碗
15.8
信楽
平鉢
（20.4）
備前
徳利
―
土師器
皿
7.2
瀬戸美濃
灰釉皿
10.0
瀬戸美濃 天目茶碗
11.6
瀬戸美濃 天目茶碗
―
白磁
碗
（14.2）
信楽
擂鉢
（35.8）
常滑
甕
（28.6）
土師器
皿
（7.2）
瀬戸美濃 天目茶碗 （11.6）
信楽
鉢
17.0
信楽
擂鉢
（32.4）
青磁
碗
―
青花
皿
―
瀬戸美濃 灰釉丸皿
11.0
瀬戸美濃 天目茶碗
―
古瀬戸 擂鉢型小鉢
―
瀬戸美濃
茶入
（6.0）
青磁
碗
―
青磁
香炉
―
古瀬戸
花瓶
―
信楽
甕
（44.4）
常滑
甕
41.0
青磁
長頸瓶
（21.4）
常滑
甕
（24.6）
古瀬戸
茶入？
―
古瀬戸
おろし皿
―
青磁
碗
―
青磁
碗
―
白磁
皿
12.0
白磁
割高台皿
―
土師器
皿
8.1
土師器
皿
（19.9）
瀬戸美濃 天目茶碗
―
青磁
碗
―
青磁
碗
―
青磁
碗
―
瓦質土器
風炉
（9.0）
瓦質土器
火鉢
-29
常滑
甕
（45.2）
青磁
渦文瓶
―
瓦質土器
浅鉢か
―
瀬戸美濃 天目茶碗
12.0
瓦質土器
風炉か
（22.8）

―
（6.4）
―
―
5.0
（14.4）
（10.4）
―
5.6
4.4
―
―
（19.8）
―
―
3.8
（12.0）
（15.2）
―
（8.0）
6.2
―
―
（5.0）
―
―
（7.9）
―
―
―
―
―
（8.8）
―
―
6.4
（4.8）
―
―
（4.2）
6.0
6.0
5.8
―
―
―
―
―
4.5
―

（2.2）
（2.4）
（22.4）
（2.7）
6.8
4.0
（8.3）
1.7
1.8
6.0
4.8
（3.8）
（16.8）
（8.4）
1.7
6.0
7.2
15.2
（6.0）
（2.0）
2.4
（9.0）
（2.6）
6.2
（4.5）
（3.6）
（4.9）
（10.4）
20.8
（14.4）
（15.0）
（2.0）
―
（5.0）
（4.0）
3.2
（1.2）
1.7
（2.7）
（5.2）
（3.1）
（5.0）
（4.0）
（4.0）
（7.4）
（9.2）
―
（6.1）
5.7
（4.9）

密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密
密

堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
軟
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
軟
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
堅緻
軟
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浅黄色
暗赤褐色
暗褐色
黄橙色
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畳付、高台内面は釉のカキオトシ
ヨコナデ、外面下半部ユビオサエ
ヨコナデ、ユビオサエ
ヘラケズリ、削り出し高台
ヘラケズリ
高台内面・畳付は釉のカキオトシ
高台内面・畳付は釉のカキオトシ
ヘラケズリ
回転ナデ、ヘラケズリ、外面ミガキ
回転ナデ
回転ナデ
ヘラケズリ
ヘラケズリ、削り込み高台
ヨコヘラミガキ

回転ナデ、糸切痕

回転ナデ

高台内面は釉のカキオトシ
回転ナデ、糸切痕
回転ナデ
回転ナデ

ヘラケズリ、回転ナデ

回転ナデ

回転ナデ
回転ナデ
ユビオサエ
ヘラケズリ、削り込み高台
回転ナデ
回転ナデ
ヘラケズリ

回転ナデ、糸切痕
回転ナデ
ヘラケズリ
回転ナデ
回転ナデ
回転ナデ
ユビオサエ
回転ナデ、ヘラケズリ
ヘラケズリ、削り込み高台
ヘラケズリ

大窯２段階

第３段階10型式

藤澤分類天目茶碗Ｅ類

藤澤分類天目茶碗Ｄ類
上田分類Ｂ４群
内面見込に草花文か
上田分類Ｂ４群

大窯１段階
15世紀末～ 16世紀代
15世紀末～ 16世紀代

上田分類Ｂ２類
上田分類Ｃ２類
森田分類Ｅ類
森田分類Ｄ類

上田分類Ｂ４類
牡丹唐草文？が印刻
藤澤分類花瓶Ⅰ類

小野分類Ｂ１群

１単位４条のスリメ

口縁内外面にスス付着
藤澤分類天目茶碗Ｅ類

山本分類大宰府Ⅳ類

口縁内外面にスス付着

藤澤分類擂鉢Ａ類

15世紀代
15世紀代
16世紀代
15世紀代

第３段階12型式
古瀬戸前期様式

１期古段階
第３段階９型式

15世紀後半～ 16世紀代
大窯２段階
大窯１段階
古瀬戸後期様式Ⅲ期
大窯３段階
15世紀末～ 16世紀

大窯１段階
２期古段階～中段階
２期中段階

大窯２段階
大窯２段階
大窯１段階
13世紀代か
２期新段階
第２段階6b 型式

古瀬戸後期様式Ⅳ期古段階
古瀬戸後期様式Ⅳ期古段階
１期古段階
古瀬戸後期様式
古瀬戸後期様式Ⅲ期
2期新段階
16世紀代か

彦根市・古屋敷遺跡の再検討─出土遺物の整理調査から─
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ローカル・メディア／ジャーナリズムへの
地域社会学的アプローチの今日的課題
丸山

真央

人間文化学部人間関係学科

１．問題の所在
近年、新聞は、購読者の高齢化、若者の新聞（活

加えて、発行エリアの人口減少という危機にも直面
している。

字・印刷媒体）離れ、インターネット・ウェブサイ

こうしたなかで、多くの地方紙はローカル・メ

トや SNS などのデジタル・メディア、デバイスの

ディア／ジャーナリズムとしてのあり方を模索し

激しい成長と攻勢、マス・メディア全体の信頼低

ている。すでに知られている試みとしては、市民

下、それらの結果として購読者数の著しい減少な

ジャーナリストと連携した報道体制づくり、ネット

ど、大きな環境変化に直面している。日本新聞協

やブログを活用してのフォーラムの場を形成する

会によると、2017 年までの 10 年間に、全国紙と地

試み、地域団体（NPO）への紙面の開放などがある

方紙をあわせた発行部数は１千万部減少した（日本
新聞協会編 2018：61）。また同協会の「2018 年新聞

（畑仲 2008，2014）
。
さらに近年では、既存のローカル・ジャーナリズ

オーディエンス調査」によると、新聞に毎日触れる

ム観に刷新を求めるような実践もあらわれている。

という人は 53.6 ％、インターネットは 63.3 ％、SNS

ここでは『福井新聞』の実践例をとりあげてみよ

は 38.8 ％となっている。新聞接触はそれほど少ない

う。
『福井新聞』は、福井県を発行エリアとする、

ようにみえないが、20 ～ 29 歳に限ると、新聞に毎

創刊 120 年の歴史をもつ福井県の県紙である。同紙

日触れるという回答は男性 16.0 ％、女性 17.8 ％、イ

は 2014 年から 2018 年にかけて、「まちづくりのは

ンターネットは男性 78.7 ％、女性 90.4 ％、SNS は男
性 57.3 ％、女性 83.6 ％となっており、若年層の新聞

じめ方。記者、奔走。
」という大型企画を展開した
。衰退する中心市街地の再活性化の現場を、客

（注２）

離れは明らかに進んでいる（注１）。このようなデータ

観的に報道するだけでなく、記者と新聞社が、空き

をみていると、新聞をとりまく状況は、「環境変化」

店舗のリノベーションやまちづくり会社の経営に自

というより、歴史的転換期あるいは危機というほう

ら乗りだし、４年間にわたってそのプロセスを、連

が適切かもしれない。

載、雑報、特集紙面などさまざまな形で克明に報告

日本の新聞は、発行エリアによって、全国紙と地

したものであった。後でも論じるように、地方紙や

方紙に分けられるが、地方紙はさらに、府県スケー

その記者が地域課題を掘り起こし、読者への提言を

ルの「県紙」、いくつかの県にまたがる地方スケー

含む形で報道する例は国内外で近年少なくないが、

ルの「ブロック紙」
、府県より下位スケール（市町

記者・新聞社がその課題解決の当事者の一人、主要

村やその一部など）の「コミュニティ紙（地域紙）」

なアクターとなるところまで踏み込んだ例は珍しい

に分類されるのが通例である。歴史的にみると、明

と思われる。

治期から昭和戦前期にかけて各地で多様な新聞が発
行され、1938 年の時点で日刊紙は 730 紙以上あった

ところで、地方紙の研究は従来、主としてメディ
ア研究やジャーナリズム研究のなかで進められてき

といわれる。それが戦時下の新聞紙法や用紙統制

た（注３）。地方紙は、発行（取材・販売）エリアであ

によって新聞統廃合が進められ、1943 年には 50 紙

る地域社会と密接な関連をもち、地域社会への／か

余になった。敗戦後、言論を通じた民主化をめざす

らの影響あるいは相互作用を避けて通ることができ

GHQ の新聞育成政策によって各地で新興紙が勃興

ない。それゆえ、メディア研究やジャーナリズム研

したが、既存紙との競合のなかで、戦時下で形成さ

究だけでなく、地域社会に関心をもつ研究分野、た

れた 1 県 1 紙体制に近い状態に戻り、それが定着し

とえば地方政治論、地域社会学などでも、数こそ多

て今日に至っている（北村 2009）。

くないものの研究対象とされてきた。

県紙は、県によっては８割を超えるシェアを誇っ

先の『福井新聞』の例にみられるように、地方紙

た時期もあり、地方テレビ局とともに、主に地方圏

のいくつかが今日試みている新たな実践は、ジャー

のマス・コミュニケーションを担う存在となってき

ナリズム（ジャーナリスト、記者）が、これまでの

た。しかし地方紙は、上述の新聞全体の環境変化に

取材者という立場を超えて、地域社会と密接に関わ
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るという特徴をもちあわせているようにみえる。そ

なっていて、そこには教会、学校、劇場だけでな

れゆえ、近年の地方紙の新たな実践を理解するうえ

く、ほとんど必ず新聞がある」
（Park 1922: 7）
。
「移

で、メディア研究やジャーナリズム研究からだけで

民新聞は、多くの観点から興味深いが、とくに、そ

はない、地域社会に関する諸分野からの研究アプ

の歴史と内容が、移民たちの内的生活と彼らが新し

ローチが、これまで以上に意義を帯びてきているよ
うに思われる。

い文化環境に適応しようとする努力に投げかけて

本稿では、日本の地方紙が近年試みているローカ

は、コミュニティ紙を重視するパークの視点がよく

ル・メディア／ジャーナリズムの新しいあり方に対

うかがえよう。パークは、移民新聞をコミュニティ

して、かかる周辺・隣接分野のひとつである地域社

のつくる要素、媒体のひとつとみて、それがコミュ

会学がどのようにアプローチしうるのか、その理論

ニティ統合に果たす役割に着目した。だからこそ、

的な基盤を整理して研究課題を提示することをめざ

日系移民を含むいくつかの移民コミュニティの新聞

すものである。後でみるように、都市研究やコミュ

について、その発行組織から内容に至るまできわめ

ニティ研究を含めた地域社会学は、20 世紀初頭か

て詳細な分析をおこなったのであった。

いる点が興味深い」（ibid.: xix）
。こうした論述から

らローカル・メディア／ジャーナリズムに関心をも

コミュニティ紙にコミュニティ統合の機能をみ

ちつづけてきた分野のひとつであるが、近年では、

るという着想は、1940 年代にシカゴ学派を引き継

一部の例外を除いて、ローカル・メディア／ジャー

いだ M・ジャノウィッツによって継承、発展させ

ナリズムの研究はあまりなされていない。

られた。ジャノウィッツは「有限責任のコミュニ

以下では、まず、これまでのローカル・メディア

ティ」概念で知られるが、この概念はシカゴ市内

／ジャーナリズムに対する地域社会学のアプロー

のコミュニティ紙の研究から生まれたものであっ

チとして、シカゴ学派都市社会学と新都市社会学

た。「本研究で試みる都市のコミュニティ新聞のシ

の２つの系譜をみる（２節）。次に、ジャーナリズ

ステム分析は、コミュニティ・レベルでの社会の組

ム研究において近年議論されている地方紙の新しい

織化と統制を分析することに関連する方法となる」

ジャーナリズムの理論と実践を概観して、かかる

（Janowitz［1952］1967: 2）
。また、
「この研究の基

新しい理論と実践が、地域社会の側からの研究ア

本的な方向性は、都市のコミュニティ新聞を、個人

プローチを要請する事情をみる（３節）。そのうえ

が都市社会構造に統合される社会的メカニズムのひ

で、今日の日本の地方紙の新しい実践、ローカル・

とつとみることである」（ibid.: 9-10）。こうした論
述は、地方紙研究においてもパークの正統な継承者

ジャーナリズムの新たなあり方に対する地域社会学
的アプローチの課題を論じる（４節）。

２．地方紙への地域社会学的アプローチをふり
かえって
2.1 地方紙のコミュニティ統合機能への問い――
シカゴ学派の系譜

であることを裏づけるものである。
日本の都市社会学分野においてシカゴ学派受容を
担った奥田道大は、ジャノウィッツの研究を念頭に
置きながら、1960年代に東京郊外の団地のコミュ
ニティ新聞を研究した。郊外団地の新しいコミュニ
ティが形成されるうえで、情報共有のデバイスとし

20 世紀初頭にシカゴ大学社会学科を担った R・

てコミュニティ新聞が不可欠な役割を果たしている

パークは、地方紙記者として活躍した経歴をもち、

ということ、
「団地という一つの地域社会における

シカゴ大学着任後も、研究に新聞を積極的に活用し

日常生活上の連帯、あるいは人間的交流をはかるう

たことで知られる。たとえば、初期シカゴ学派を特

えで、コミュニケーション活動が不可欠な媒体をな」

徴づける移民コミュニティ研究のなかで、移民たち

していることを奥田は指摘した（奥田 1968：137）
。

が発行する新聞は大きな位置づけを与えられてい

こうしたシカゴ学派のコミュニティ新聞への研究

る。
「アメリカの大都市は小言語のコロニー、文化

アプローチは、一言でいえば、コミュニティ新聞に

的エンクレーブであり、それぞれが、都市のコスモ
ポリタン的生活の広大なサークルのなかで、共同体

コミュニティ統合の機能をみることにある。コミュ

的存在でありつづけている。これら小コミュニティ

ミュニティへの参加を促すツールとして機能してい

のそれぞれは、協同社会あるいは互助社会の一種と

るとみるものである。それゆえ、その後こうしたシ
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カゴ学派的アプローチは、コミュニティ・メディア

経済の本質にあるとみるローガンとモロッチは、地

としての地方紙がいかにコミュニティへの参加や統

主や企業家や都市官僚らが都市を「成長マシーン」

合を促すのかを計量的な方法を用いて追究すると

とみなして、相異なる利害をもちながらも「成長コ

いう展開を遂げて、今日に至っている（e.g. Stamm

アリション」を形成するさまを描きだした。そのな

（注４）
1985；McLeod et al. 1996；Paek et al. 2005）
。

かで彼らは、コアリションのアクターのひとつに地
方紙を位置づけた。「ある地場企業は成長マシーン

2.2

地 域政治経済における地方紙の機能への問

全体の目標に広範な責任を負っている。その企業と

い──新都市社会学の系譜

は大都市新聞である。大半の新聞は（小新聞や郊外

シカゴ学派都市社会学を批判して 1970 年代に登

の新聞には時に例外があるが）、主に購読者の増加

場した新都市社会学の旗手の一人、M・カステルは、

から利益を得るし、それゆえ成長において直接的な

L・アルチュセールの構造主義マルクス主義に強い

利害関係を有している」（ibid.: 70）。それゆえ成長

影響を受け、それゆえ第一主著（Castells 1972）で

コアリションをみるうえで地方紙は欠くことのでき

はイデオロギー分析が大きな位置を占めている。し

ないアクターのひとつというわけである。

かし「都市イデオロギー」批判は、主に研究者のイ

地方紙が成長コアリションのアクターであるの

デオロギーに向けられたもので、「都市」を形成す

は、
「工場、営業上の信用、広告主といった新聞社

るイデオロギー装置には、少なくとも第一主著では

の資産はたいてい動かせない」
（ibid.: 70）からであ

関心が向けられなかった。また、新都市社会学のも
う一人の旗手である D・ハーヴェイは、有名な「第

る。のちに K・コックスらは、
「地方新聞社は、読者
と広告主のブランドの信用と固定的な領域での活動

二次循環」論のなかで、今ではあまり注目されない

に依存するものであるが、地理的に限界を有し代替

「第三次循環」についても論じており、これが都市

不可能な商品交換の結果として地域に依存する企業

のイデオロギー的基盤をなすものとされた（Harvey
1985 ＝ 1991：22-3）。しかしそれは主に科学技術を

の最たる一例である」と指摘して、これを地方紙の
「地域依存性」と呼んだ（Cox and Mair 1988: 309）
。

念頭に置いたものであった。都市を形成するイデオ

では、地方紙は成長マシーンや成長コアリション

ロギー装置のひとつとして新聞に関心を寄せてもよ

のなかでどのような役割を果たすのか。ローガンと

さそうだが、カステルもハーヴェイもそうした関心

モロッチは、「新聞の本質的な役割は、所与の企業

をもった形跡は見あたらない。

や産業を保護することではなく、全体の成長への

ここで、リンド夫妻が『ミドルタウン』（1929・

方向性を鼓舞し維持することである」（Logan and

37 年）のなかでコミュニティ新聞に言及した箇所
を思い出してみよう。「ミドルタウン」に君臨する

Molotch 1987: 72）と指摘している。また、
「メディ

「X 家」について述べるなかで、リンド夫妻は、「何
年かのあいだ、X 家はミドゥルタウンの朝刊紙に有

よって、特別な影響力をもっているのだし、戦略を

力な株主として利権をもっており、地元ではそれを

う、かけがえのない役割を演じることができるので

大ざっぱに「支配して」と書き、その新聞について

ある」
（ibid.: 72）とも述べている。つまり成長マシー

は時々「X 新聞」という言葉が使われる」と言及

ンのイデオローグとしての役割である。

アは、彼らが成長それ自体に関わるという一点に
調整したり大衆に成長を受け入れさせたりするとい

していた（リンド・リンド、中村訳 1990：353）。コ

成長コアリションにとって都市再開発は最重要イ

ミュニティ新聞の資本構成と政治的影響力を指摘し

シューのひとつであるが、そこにおいて地方紙は

たこの部分は、コミュニティ新聞に統合機能をみる

「他にない独特の地位を占めている」と、ローガン

初期シカゴ学派とは異なる関心の所在を示すものの

とモロッチは指摘している。
「つまり、
［地方紙は］
他の企業と同じく成長に利害関心をもつが、他と

ようにみえる。
このような、いわば地方紙の政治経済学的な関

違って、そこでの決定的な利害は、成長の特定の空

心は、新都市社会学の 1980 年代以降の展開のなか
で追究された。その代表例が J・ローガンと H・モ

間的パターンにはない。新聞は、特定の成長戦略を
助けることもあるが、通常は、増加する人口が都市

ロッチの都市成長マシーン論（Logan and Molotch

の北部であろうが南部であろうが、あるいは新たな

1987）である。土地の交換価値の増殖が都市の政治

事業がコンベンションセンターかオリーブ工場かと
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いうことは、新聞にとってほとんど違いがない。新

を重視しようというものである。「……都市再生の

聞社は、コミュニティのエリートと共有している唯

政治における地方紙の役割を完全に理解するには、

一の例外物を除いて、何ら思うところはないのであ

そこで用いられる想像力、シンボル、言語選択、そ

る。その例外とは、つまり成長である」
（ibid.: 70-1、

してそれが地域でどのように共鳴するかに敏感でな

［ ］は引用者）
。いわば、都市全体の成長、もっと
いえば、発行エリアの成長という一点において、地

ければならない」
。また、
「メディア・コンテンツは
多様な解釈が可能であり、反対の解釈までありう

方紙は成長コアリションと動機や目標を共有してい

る。また逆にそうした解釈はメディアのコンテンツ

るというわけである。したがって、特定の開発プロ

にも影響する可能性がある」
（Thomas 1994: 322）
。

ジェクトが都市全体の成長と齟齬をきたしかねない

このように受け手や解釈の自律性を重視すること

場合は、地方紙はそれに反対することもありうる。

で、構造決定論的な地方紙理解から解放される道が

成長マシーン論は、地方紙を地域・都市の政治経

開けるという方向である。

済のなかに位置づけることに成功したが、同時にそ

また、P・ブルデューの諸概念、とくに「ハビトゥ

の視点と方法に対しては批判も招いた。その一例が

ス」や「界」の概念を参照するという方法も提起さ

次のような批判である。「これら［成長マシーン論

れてきた。そこでは、「界」概念を用いて地方紙や

や都市レジーム論］はどれもメディアに言及し、そ

記者の実践を記述することで、ローカル・ジャーナ

の機能を一般的に指摘している。しかしメディアが

リズム「界」の論理やその多様性を明らかにすると

どのように寄与するのかを探究していない。また究
極的には、都市リストラクチュアリングにおけるメ

（注５）
いうねらいが含まれている（e.g. Rodgers 2013）
。
さらに近年では、B・ラトゥールらのアクター・

ディアの関与を条件づけたり形成したりする諸力に

ネットワーク理論をとり入れたローカル・メディア

ついての説得的な説明を提供していない。そこにあ

／ジャーナリズム研究も提案されている。そこにお

るのは、いわゆる成長コアリションの代弁者として

いては、メディア／ジャーナリズムの「機能」や

のメディアの役割についての、ほとんど機械的な必

「効果」をアプリオリに想定しないことから出発し

然性であ」る（Thomas 1994: 315）。また、「これは

ている。そのうえで、多様なメディア「実践」が都

非常に機械的なメディア観であり、新聞生産におい

市生活のなかにいかに埋め込まれているかを記述し

て単純な因果メカニズムが作動することを前提とし

ていこうというものである。こうした方法によっ

ている（それがどのように作動するかは探究されな

て、道具主義的なメディア観や構造決定論的な新聞

4

4

4

4

4

い）
。また、メディアの受け手との単純な非相互的
役割を前提としてもいる。さらにいえば、これらの
論者たちは、成長イデオロギーがどのように組み立

理解から逃れられるというねらいがそこにはある
（Rodgers et al. 2009）
。

てられ、いかなる要素で、またなぜ、といったこ

３．（ローカル）ジャーナリズムの新潮流

とについての説明を提供することに失敗している」

3.1

パブリック・ジャーナリズム論

（ibid.: 317-8、（ ）と傍点は原文）。つまり、成長マ

ここでジャーナリズム研究に目を転じたい。先に

シーン論が描く地方紙像とは、「機械的」に成長マ

述べた新聞の危機的状況は、日本に限らず、むしろ

シーンの「代弁者」として奉仕したり、その購読者

アメリカ合衆国において早く現出してきた。米国に

が「機械的」に紙面の主張を受け入れたりする「粗

は全国紙がほとんどなく、新聞の主流は地方紙にあ

雑な絵」（ibid.: 318）であるとの批判である。換言す

る。１紙・社あたりの部数や企業規模が相対的に小

れば、地方紙が成長マシーンの「道具」とみなさ

さいことが、新聞危機を早くから現出させた一因で

れ、また「地域依存性」の構造に拘束されるとい
う、一面的、決定論的な地方紙の理解を衝いた批判

ある。それゆえ、新聞再生への新たな取り組みもい
ち早く、さまざまな形で展開されてきた。

である。

そ の ひ と つ が「 パ ブ リ ッ ク・ ジ ャ ー ナ リ ズ ム

そこで代替的な視点や方法も提起されてきた。た
とえば、上述の批判者自身による代案としては、カ

（public journalism）
」と呼ばれるものである。これ
は 1990 年代、アメリカの地方紙で始まった一種の

ルチュラル・スタディーズ、とくに S・ホールのメ

運動であるが、「読者や視聴者の声に耳を傾け、そ

ディア研究の影響のもとで、受け手・解釈の主体性

の声に基づいて報道のアジェンダを作り、それに
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沿って報道の仕事にあたろうとする」ものとされる
（注６）
（藤田 1998：33）
。

具体的には、世論調査やフォーカス・グループ、

れは今世紀に入ってさらに加速してきた。そこで
2010 年代に入って、さらに新しい実践・理論が登
場してきた。

討論集会などを通じて市民の関心をすくいあげ、そ

そ れ が「 ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ・ ジ ャ ー ナ リ ズ ム

れをもとに市民の関心の強い問題に焦点をあてて報
道するというものが挙げられる。また、伝統的な社

（solutions journalism）
」と呼ばれるものである。す
でに米国内外のジャーナリストらによるプラット

説面を改革して、読者の声を多く掲載し、多様な意

フォーム組織も設立されており、それによると、

見がともにあるような、一種のフォーラムを紙面に

これは「社会問題に応答する精密で説得的な報道」

つくりだそうというものもある。さらには、事実を

（Solutions Journalism Network 2015: 4）と 定 義 さ

報道するだけでなく、地域社会の問題解決に市民の

れている。より詳しくいえば、「メディアの過剰な

参加を促すような記事を積極的に掲載するという取

センセーショナリズムによって社会全体が紛争や対

り組みもここに含まれるとされる（ibid.：35-7）。

立、敵意といった負のスパイラルに陥っていくこと

パブリック・ジャーナリズムの実践と理論に対し

を避け、代わりに紛争や対立、社会問題を建設的に

ては批判もある。ひとつが客観報道や中立性原則に

解決に向ける「アジェンダ（議題）
」を含んだコン

関するものである。パブリック・ジャーナリズム

テンツを提供することで、一般の人々の関心や議

は、事実報道にとどまらず、問題解決志向をもつ面

論、行動を促そうとする民主主義実践である」（清

がある。しかし客観報道やジャーナリズムの中立性
の原則は、近代ジャーナリズムにとって最重要規範

水 2018：1）とされる。
この実践においては、
「マイノリティ」や「不平

のひとつとされてきたものである。「客観報道の一

等」への関心が強いという特徴がみられると指摘さ

線を踏み越えることは、アメリカのジャーナリズム

れている。具体的には、記者や新聞社がタウンミー

にとってタブーとされる、偏見や唱道ジャーナリズ

ティングを開催して、社会問題の当事者の対話や解

ムに踏み込むことを意味している」（ibid.：42）。実

決に向けた行動を促したり、当事者だけでなく市民

際、米国の大手紙では、パブリック・ジャーナリズ

や専門家が話し合う機会を設定したりするなどの取

ムへの疑念がかなり長くあり、それは今も完全には

り組みがあるといわれる（ibid.：3）。ただし、その

消えていないといわれる。

取り組みはまだ途上であり、実際に「ソリューショ

もうひとつは、市民の声を積極的に報道体制に組

ンズ・ジャーナリズム」を標榜するジャーナリスト

み込むこと、いわばポピュリズムに対する批判であ

たちの理解と実践にはかなりの幅があるとも指摘さ

る。
「市民の声に頼ることのより大きな危険は、メ

れている（McIntre et al. 2019）
。

ディアが読者や視聴者にへつらう傾向を強めること

実践例をみる限り、ソリューションズ・ジャーナ

である。新聞がニュース報道のテーマの設定で読者

リズムは、先にみたパブリック・ジャーナリズムと

の声を頼りにするようになれば、その声の総意に反

かなり似ている。たしかに両者は、事実報道にとど

するようなニュースを報道することは難しくなるだ

まらず、市民の声を積極的に紙面に登場させ、問題

ろう。民主主義社会におけるメディアの役割のひと

に対して行動を促すという点で共通している。しか

つは、少数派の意見を守り、あるいは不評の立場を

しソリューションズ・ジャーナリズムのほうが、パ

も進んで表明することである」（ibid.：44）。

ブリック・ジャーナリズムよりも問題解決志向が強
く、より積極的に社会改良の主体であろうとする点

3.2

ソリューションズ・ジャーナリズム論

でパブリック・ジャーナリズムの一歩先を行くもの

パ ブ リ ッ ク・ ジ ャ ー ナ リ ズ ム の 理 論 と 実 践 は
1990 年代以降、世界各地の新聞改革に大きな影響

となっている（表１）
。
それゆえソリューションズ・ジャーナリズムに対

力をもった。先に挙げた実践例は、今日の日本の新

する批判も、パブリック・ジャーナリズムと通底す

聞でも取り組まれているものも少なくない（注７）。し
かし、パブリック・ジャーナリズムによる新聞改革

るところが大きいものとなっている。そのひとつは
やはり客観報道・中立性原則に関する批判である。

が各地で進むなかにあっても、とりわけ米国では、

「建設的ジャーナリズムや課題解決型ジャーナリズ

地方紙をとりまく環境はいっそう厳しさを増し、そ

ム［ソリューションズ・ジャーナリズム］の提唱者
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表１

パ ブリック・ジャーナリズムとソリューションズ・
ジャーナリズム

目的
方法

パブリック・
ジャーナリズム

ソリューションズ・
ジャーナリズム

民主主義の促進

生産的な変化の推進

公共圏の推進

社会問題の解決の焦
点化

注：清水（2018：4）から一部抜粋。

る（Rausch 2011，2012）
。ラウシュは、日本の地方
圏の人口減少や経済衰退を念頭に置いて、そこで地
方紙が果たす役割を「再活性化ジャーナリズム」と
呼んでいる。
「それは、とくに、再活性化の意識を
生みだし、再活性化に結びつく活動を唱道すること
を通じて、地域経済環境を良い方向に促し改良を可
能にするという方法で機能させようとするものであ
る」
（Rausch 2012: 122）
。具体的には、
『東奥日報』
のコラムのうち、
「教育コラム」
、
「
［地域の］アイデ

たちは、「現実を多角的に報道する私たちの取り組
みこそが客観・中立ジャーナリズムである」と主張
する。しかし、市民の側に一歩踏み込んだジャーナ

ンティティを肯定し加熱させるコラム」
、
「ローカル
ビジネスを促進させるコラム」などを指している
（Rausch 2011:7-10，2012: 124-30）
。

リズムであるのだから、客観・中立とはいえず、偏

このように、近年の日本の地方紙の新しい取り

向報道だと捉える反論もありそうである」（清水・
林 2019：64、［ ］は引用者）。

組みの多くは、パブリック・ジャーナリズムやソ

また、中立性原則とともに近代ジャーナリズムを

の要素を多分に含む実践とみることができるだろ

成立させる規範である権力監視（watch-dog）機能に
関する批判も重要である。つまり、「ジャーナリズ

う。冒頭でとりあげた『福井新聞』のまちづくり企
画も、そうしたなかに位置づけられるように思われ

ムがポジティブに楽観的になれば、「現実にある深

る。それは、中心市街地の空洞化という地域課題に

刻な問題を無視してしまうのではないか？」「国家

対して、読者や地元の声を積極的にとり入れて報道

を批判せず、権力側の論理に組み込まれてしまう

する点で、パブリック・ジャーナリズムの実践と理

のではないか？」
」との批判である（ibid：65）。こ

論に連なる。また、空洞化という社会問題への関心

れに対して、ソリューションズ・ジャーナリズム論

を喚起し、解決に向けた行動を促すという点で、ソ

の紹介者である清水麻子と林香里は「しかし現状の

リューションズ・ジャーナリズムの要素も色濃い（注

問題点を伝えたうえで解決策を模索することは、決

８）

リューションズ・ジャーナリズム、あるいはそれら

。ただし、記者自らが問題解決主体となっている

して現実の問題点を無視しているわけではない。ま

（イベント開催や空きビルのリノベーション・起業）

た、建設的ジャーナリズムや課題解決型ジャーナリ

という点で、ソリューションズ・ジャーナリズムの

ズム［ソリューションズ・ジャーナリズム］は、一

一歩先を行くものという評価がありうる一方、客観

部のプロジェクト形式で進められるために、ジャー

報道・中立性原則への抵触や権力監視機能の低下を

ナリズムの権力批判機能までをも奪うものではな

危惧する見方もありえよう（注９）。

い」と論じている（ibid.：65、同上）。
3.3

日本の地方紙の新たな実践

４．地方紙の地域社会学の今日的課題
4.1

地方紙のコミュニティ統合機能への問い

冒頭でも述べたように、日本でも新聞危機が進む

『福井新聞』のまちづくり企画にみられるよう

なかで、各地の地方紙はさまざまな新しい実践を進
めている。たとえば、畑仲（2008）は神奈川新聞社

に、 地 方 紙 の パ ブ リ ッ ク・ ジ ャ ー ナ リ ズ ム、 ソ

によるブログを活用したフォーラム形成の試みを報

ローカル・メディア／ジャーナリズム以上に、地域

告しているが、これはパブリック・ジャーナリズム

社会の現実により深く関与・参与するもの、あるい
は関与・参与の仕方を大きく変えるものとみられ

的な実践例のひとつといえよう。

リューションズ・ジャーナリズム的実践は、従来の

日本の地方紙におけるパブリック・ジャーナリ

る。前述のパブリック・ジャーナリズムやソリュー

ズム的実践については、A・ラウシュが、青森の
県紙『東奥日報』を例に、「再活性化ジャーナリズ

ションズ・ジャーナリズムに対する批判は、メディ
ア／ジャーナリズムと地域社会との距離の縮小ある

ム（revitalization journalism）」 と 名 づ け て、 パ ブ

いは変化の裏返しとみることもできる（注 10）。そうで

リック・ジャーナリズムのひとつに位置づけてい

あれば、地方紙の新たな実践に対して、これまで以
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上に地域社会学がアプローチする可能性も必要性も
大きいのではないかと思われる。

「中立性」や「権力批判機能」がどのように変化し
ているのかという、ジャーナリズム研究での重要な

では、具体的にどのような課題が設定できるだろ

論点に接続するものでもある（注 11）。日本の地方紙研

うか。これまでの研究文脈に新たな現実をどのよ

究やローカル・ジャーナリズム研究でも、先にみた

うに接合させていけばよいかを考えてみよう。ま
ず、ジャーナリズム研究では伝統的に規範論（新聞

新都市社会学の地方紙理解をめぐる議論と類似した
論点には古くから関心が向けられてきた。つまり、

はかくあるべし）が重視されてきたが、それに対し

地方紙は地域権力構造やローカル・レジームに対し

て、（地域）社会学者はむしろそうした規範やその

て、どの程度自律的であるか、包絡されているか、

変化、あるいはそこでの人びとのありように関心を

という議論である。２つの代表的な見方を挙げよう。

もつだろう。つまり、地方紙の新たな実践はなぜ・
どのようにおこなわれ、またそれは地域社会をどの

「地元の記者は一生を過ごす地域との絆が強く、保

ように変えるのか、ということである。

守的になりがちである。全国紙の記者は「鋭いよそ

具体的には、たとえばシカゴ学派的なコミュニ

者の目」をもち、同時に本社志向の「出世願望」傾

ティ統合論的関心に即するならば、地方紙の新たな

向がうかがえる。その功罪はケース・バイ・ケース

実践、パブリック・ジャーナリズム的あるいはソ

ということになる。相対的には、全国紙の記者は合

リューションズ・ジャーナリズム的実践が、コミュ

理的に割り切った取材をしているのに対し、地元記

ニティ統合にどのような変化をもたらすかという問
いが立てられるだろう。『福井新聞』のまちづくり

者には〈郷土のしがらみ〉を断ち切れないでいる」
（森 1993：178）

企画を例にすれば、中心市街地の空洞化に関する報
道が、市街地のコミュニティのあり方やその再形成

「報道機関はほとんどの場合私企業であるから、そ

にどのような影響を及ぼすのか、商店主や住民たち

うした私企業にとって日ごろ世話になっている取材

のつながりの強化に資するのかどうか、といった議

先、あるいは、顧客でもある読者が住む地域社会な

論がありうるだろう。

どを批判することは容易ではない、という「条件」
は確かに存在する。しかしそうした「条件」の中

4.2

地域政治経済における地方紙の機能への問い

で、地方紙の記者たちは、必要であれば地元権力・

また、新都市社会学的な政治経済学的アプローチ

地域社会の慣行などといったものに対して批判を

であれば、地方紙の新たな実践が地域・都市の政治

行ってきたのもの事実である。全国紙がさまざまな

経済レジームをどのように変化させるのか・させな

批判の中でも、少なくとも一定程度は、権力監視の

いのかという問いがありえよう。

役割を果たしてきたのと同様である」（吉澤・伊藤

再び『福井新聞』のまちづくり企画の例で考えて

2006：146）

みよう。中心市街地の空洞化対策は、「成長マシー
ン」としての福井市の「成長」にとって重要なイ

前者のような道具主義的・構造決定論的な見方

シューである。そこには商店主、地主、自治体行

は、時代とともに次第に、後者のような、それらか

政、地方政治家など多様なアクターが関わってい

ら一定の距離を置くような見方へと変わってきて

る。地元紙である福井新聞社もそうしたアクターの

いるように思われる。では、地方紙のパブリック・

ひとつであるが、まちづくり企画を通じて、同社あ

ジャーナリズムあるいはソリューションズ・ジャー

るいはその社員記者が、従来とは異なる形で、つま

ナリズムは、そうしたメディア／ジャーナリズムと

り、たんに現象や動向を報道するだけでなく、空き
ビルの活用者、諸アクターのネットワーカーとして

権力との関係をどのように再編成するのであろう
か。地方紙の新しい取り組み、パブリック・ジャー

関わるようになった。これは既存の中心市街地やそ

ナリズム的あるいはソリューションズ・ジャーナリ

の空洞化対策をめぐるレジームに変化をもたらして
いるのか。もたらしているとすれば、それはどのよ

ズム的実践は、こうした議論を再び必要とし、地方
紙の政治学あるいは政治経済学に更新を迫る素材に

うな変化であるか。

もなるのではないかと思われる。

この問いは、地方紙やその社員ジャーナリストの
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注
⑴日本新聞協会「2018 年新聞オーディエンス調査
概要リポート」
（2019 年 2 月 20 日、同協会ウェブ
サイト内）による。
⑵『福井新聞』2014 年 3 月 13 日朝刊～ 2018 年 3 月
26 日朝刊。
⑶とはいえ、メディア研究やジャーナリズムの研究
において地方紙研究は必ずしも中心的な分野と
なっていない。地方紙のうちコミュニティ紙（地
域紙）の研究は、かつて住民運動研究などと連
携する形で活性化したことがあったが（e.g. 田村
［1968］1976，1972）、地方紙・地方メディアの研
究は、現状では、全国紙・全国メディアの研究、
あるいは国際メディアの研究に比して周辺的な研
究分野となっており、研究成果も多くない。
⑷国際的な研究動向をレビューした研究によれば、
日本や韓国のローカル・ジャーナリズム研究は、
ローカル・ジャーナリズムがコミュニティの帰
属意識や所属の感覚を生む機能に注目・強調す
る傾向があるといわれる（Hess and Waller 2017:
70）
。この指摘の適否は微妙であるが、この種の
研究が韓国に多いのは確かである。
⑸ブルデューの「界」概念とそれを活用したメディ
ア／ジャーナリズム研究については、磯（2008）
を参照。
⑹パ ブ リ ッ ク・ ジ ャ ー ナ リ ズ ム は「 シ ビ ッ ク・
ジャーナリズム」と呼ばれることもある（寺島
2005）
。ただし「シビック」といっても、あくま
でも専門職（professional）ジャーナリズムに関す
る議論であり、「市民（citizen）ジャーナリズム」
や「参加（participatory）ジャーナリズム」とは
異なる（Hess and Waller 2017: 115）。
⑺日本の先駆的事例として、1980年代に『河北新報』
が始めたスパイクタイヤ追放キャンペーンがある
とされる（寺島 2005：第 7 章；Hess and Waller
2017: 117）。
⑻実際、『福井新聞』のまちづくり企画を日本にお
けるソリューションズ・ジャーナリズムの一例に
位置づけている紹介もある（北村 2017）。
⑼ラウシュは、「再活性化ジャーナリズム」におけ
る権力監視機能の低下の懸念や批判に対して次の
ように述べている。「日本の多くの地方での今日
の人口減少と経済衰退を見ておらず、それゆえ
この点に新聞が寄与しうるポテンシャル、つま
りパブリック・ジャーナリズムを通じての地域
再活性化というプロセスを見過ごすことになる」
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（Rausch 2012: 131）
。
⑽実際、パブリック・ジャーナリズムの実践が始
まった同じ時期、米国においては、地方紙が地元
に関する報道に特化することで生き残ろうとする
「ハイパー・ローカル」戦略が進められた（大治
2013：第 3 章）
。
⑾ジャーナリズム研究における地方紙の「中立性」
「権力監視機能」に関する議論は、Ekström et al.
（2010）を参照。
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新学習指導要領における文法指導
に関する一考察
小熊

猛／中谷博美
人間文化学部

１．はじめに

関する記述がある。同（１）エ─（ア）文において、

大学入試センター試験が最後の年となり、次年度

単文を扱うこととし、肯定および否定の平叙文・命

より「大学入学共通テスト」の実施となる。令和３

令文・疑問文、疑問詞疑問文、代名詞、動名詞、過

年の問題作成方針（文部科学省 2019）によれば、「各

去形を示している。
（イ）文構造に関しては、
［主語

CEFR レベルにふさわしいテクスト作成と設問設定

＋動詞］
、
［主語＋動詞＋補語］
、
［主語＋動詞＋目的

を⾏うことで、A1 から B1 レベル１に相当する問題

語］が学習内容として示されている。

を作成する。また、実際のコミュニケーションを想

これを踏まえて中学校では、同エ─（ア）文に

定した明確な⽬的や場⾯、状況の設定を重視する。」

おいて、重文、複文、感嘆文が加えられ、（イ）で

とある。いわゆる文法知識のみを問う設問は見られ

は、［主語＋動詞＋間接目的語＋直接目的語］、［主

なくなることが予想される。当然、これまでもコ

語＋動詞＋目的語＋補語］などのより複雑な構造が

ミュニケーションの重要性が指摘されてきた経緯は

示されている。さらに、（ウ）文法事項として、代

あるが、この入試改革の方向性が高等学校あるいは

名詞、接続詞、助動詞、前置詞、時制および相、比

中学校における文法指導を大きく変容させようとし

較表現、不定詞、動名詞、分詞、受け身、仮定法を

ている。このような流れの中、現職教員や教員志望

提示している。

の学生から、文法指導に関する戸惑いや不安の声が

高等学校では、「英語コミュニケーションⅠ」の

数多く聞こえてくる。そこで、本稿では、場面や状

同エ─（ア）文構造のうち、活用頻度の高いものと

況に応じた文法指導の在り方と、文法指導において

して、中学校で加えられた構造に if 節を含むもの

学習者に提示する例文の重要性について考察する。

など、複雑さを増したものが示されている。（イ）

２．新学習指導要領における文法と指導上の問
題点

文法事項では、不定詞の用法として知覚動詞と共に
用いる原形不定詞、関係代名詞の非制限用法や関係
副詞などを加えて指導するとしている。

平成 29・30 年に告示された学習指導要領（以降、

このように見ていくと、文法体系の観点からは整

新学習指導要領とする）では、小学校中学年におい

合性が高く、系統的に指導するように配置されてい

て外国語活動、高学年において外国語科が新たに導
入された。これにより、小学校３年次から中学校卒

る。小学校高学年から高等学校１年次のおよそ６年
間で、学習者は文法知識を段階的に身に付けること

業までの７年間、さらに高等学校卒業までの 10 年

ができる。しかしながら、使用頻度や具体的な使用

間にわたっての英語学習を見通した指導が求められ

場面といった言語使用者の視点が十分に考慮された

ることとなった。ここでは、小・中・高の新学習指

配置とは言えず、いわゆる文レベルの文法体系に偏
重した指導が危惧される。

導要領における文法に関する記述を系統的に概観
し、文法指導における問題点を指摘したい。

２．
２
２．
１

学習指導要領における文法

文法指導における問題点

文法指導に関する大きな問題点として、指導者の

文法に関する学習内容は、小学校高学年の外国語

これまでの学習経験に起因する文脈から離れた文法

科において始まり、単純で短い構造をとるものか

体系知識が挙げられる。現状として、教職科目を履

ら、複雑で長いものへと段階的に習得できるように

修している多くの学習者は、教科書や問題集の一文

配慮されている。

のみで示された例文について、文法知識と語彙力を

小学校中学年の外国語活動では、第１部２章２節

用いて理解する能力を試験等で問われてきた。その

２⑴英語の特徴等に関する事項として、リズムや

ため、文法を場面や状況と重ねた形では習得して

イントネーションにかかわる記述がみられるのみ

いない。例えば、
「受け身」は「be 動詞＋過去分詞

である。高学年の外国語科では、文および文構造に

（～される）」と記憶し、「もともと目的語位置にあ
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るものが主語位置にくる文」と説明できることが目

そして、次頁で「筆箱やかばんの中に何が入って

的とされてきた。どのような「状況」「気持ち」「動

いるのか、ペアで話してみよう。」として次の対話

機」で用いるのか、といった要素は考慮すべき項目

例が挙げられている。

として想定されていないのである。文法知識が具体

A：What do you have in your pencil case?

的場面に即した運用と結びついていない状態では、
新学習指導要領で求められる授業を展開することは

B：I have three pens, five pencils and two erasers
in my pencil case.

非常に困難であると言わざるを得ない。

この教材を用いた模擬授業において、ペアない

もう一つの問題として、教科書の例文が提示され

しは少人数のグループを作り、「いくつ〜を持って

る順序によって、学習者の理解促進を阻害している
可能性を指摘したい。先に述べたように、新学習指

いますか」「いくつ〜がありますか」という問いに
I have two pencils.（２本あります）
、I don’t have any.

導要領における文法に関する学習内容は、文法体系

（持っていません・ありません）などと返答する英

全体から見れば、難易度の配慮や系統性などまとま
りの高いものとなっている。しかしながら、学習者

語活動を展開した後、授業者である学生が「I have
one pencil. と答えてくれているけど I have a pencil.

の視点に立って見れば、類似した文構造を同時に提

でもいいんだよ、むしろこっちの表現の方が自然な

示されることで混乱を招いたり、その構造上の差異

んだよ。
」のように説明する場面があった。しかし、
How many pencils do you have?（何本鉛筆持ってい

を必要以上に意識したりしなければならないことに
なる。例文の提示に関しては、使用頻度や適切な場
面を考慮した精査、あるいは理解を促す順序への配

る ?）と数量を問われている状況では I have a pencil.
（鉛筆持ってます）は不自然であり、当然 I have one

慮など多くの課題が残っている。

（pencil）. となることはいうまでもない。授業者の

３．文法指導に関する事例研究

具体的場面に即した運用知識の欠如、さらには教材
研究の不十分さが見て取れる具体的事例と言えよう。

本学の教職科目である「教科教育法Ⅲ・Ⅳ」にお

この教科書には上記の対話文の部分について、

いては、履修学生は課題として指定した単元につ

「What do you see, Emma? に対してエマになったつも

いての指導および評価計画を作成し、新出文法事

りで答えてみよう」と発問されている。ここでは

項の導入部分の模擬授業を行っている。本年度の履

当然 I see six birds. となる訳だが、異なる状況の絵

修学生の模擬授業に見られた実例を取り上げ、文
法指導における「やり取り２」の観点の重要性およ

やスライドを示し、I see some/many birds. や I see a
white bird. などとさかんに答えてもらう英語活動が

び例文の選択と提示順序の重要性を再確認する。

意図されている。その上で、同じ頁で「数をたず

ここでは、前節で述べた授業者の文法知識と教科

ねるとき」として How many が導入されている。こ

書の例文提示に関して、具体的に中学１年生の how
many … do you ～ ? を扱う単元（『NEW CROWN 1』

こで教材研究に求められているのは、What do you
see?（何が見える ?）という発話に対しては I see a

Lesson4）、高校１年生の［知覚動詞＋目的語＋現

bird.（鳥が見える）と答えられる一方で、How many
birds do you see?（何羽見える ?）に対しては I see one

在分詞 / 過去分詞］を扱う単元（『Vision Quest Ⅰ』
Lesson9）の指導を例に論じる。

（bird）（一羽見える）
.
となる点であろう。
英語非母語者である授業者が英語圏留学先で、

３．
１

具体的場面に即した文法

自らが one と言うであろう状況で母語話者がしばし

『NEW CROWN 1』（中学校１年生用英語検定教科

ば不定冠詞 a/an を用いていることに気づき、これ

書）の Lesson4 では、文法としては次のような対話
で How many … do you ～ ? という表現形式が導入さ

を“自然な英語”として紹介しておかねばという思
いが背景にあると推察される。英語圏での留学は、

れている。

英語による対人コミュニケーション、異文化体験と

Ken： Do you see any birds?
Emma： Yes, I do.

いった機会を提供し、積極的に英語でコミュニケー
ションしようとする姿勢および英語の実践的運用を

Ken：

養うことに繋がる。しかし、英語母語話者はコミュ

How many birds do you see?

Emma： I see six birds. They are very cute.

ニケーションが成立している限りにおいて、留学生
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の話す英語の過ちを指摘することは一般にない３こ

者等だけであろうか。問題は日英ともに視覚にかか

とは留意しなければならない。教師が教壇で求めら

わる動詞には指示対象が事態そのものである場合

れる英語は通じればよいといった（sloppy）英語で

と、事態内参与者である場合との二通りの解釈が

はないことを認識しなければならない。

可能４な点にある。ここで提案する解決策は I heard
Steve playing the piano.（私はスティーブがピアノを

３．
２

弾いているを聴いた）のような聴覚にかかる動詞を

例文の提示順序の工夫

いわゆる準動詞と呼ばれる不定詞、動名詞、分詞

用いた例文を先に導入するというものである。この

といった文法事項は一見簡単に見えるが、生徒が躓

ような例文には必然的に事態内参与者解釈（e.g.,* ピ

き易い部分である。ここでは現在分詞（〜 ing）を取

アノを弾いているスティーブを聴いた）は生じ得な

り上げてみることにする。本年度、ある学生が模擬

いのである。

授業で『Vision Quest Ⅰ』
（高等学校１年検定教科
書）の Lesson9 を用い、分詞（〜 ing）を扱った。同

４．オールイングリッシュ

書では、名詞を修飾する現在分詞（限定用法）
「〜し

平成 21年度告示の高等学校学習指導要領では「英

ている」の例として Firefighters entered the burning
house.（燃えている家）および Do you know the girl

語に関する学科の各科目については，その特質にか

talking to Sally?（サリーと話している少女）
（下線は

に、授業を実際のコミュニケーションの場面とするた

筆者等による）が挙げられている。その上で、「分
詞の前置修飾：分詞１語の場合は名詞の前に置く」、

め、授業は英語で行うことを基本とすること。」とさ
れ、いわゆるオールイングリッシュと呼ばれる授業形

「分詞の後置修飾：２語以上の場合は名詞の後ろに

態が基本と定められた。なお、
「グローバル化に対応

置く」と記述されている。

んがみ、生徒が英語に触れる機会を充実するととも

した英語教育改革実施計画」
（文部科学省 2013）を

この分詞の名詞修飾の統語的特徴を学習した直

受けて新学習指導要領においては、中学校でも英語

後に、［知覚動詞＋Ｏ＋現在分詞］の構文表現 I saw
Steve waiting for a bus.（スティーブがバスを待って

の授業は英語で行うことを基本とすると定めている。

いるのを見かけた）
（下線は筆者等による）が登場す

る英文法指導がどのようにあるべきか、一概には言

る。分詞の後置名詞修飾の the girl talking to Sally（サ

えない。中学校であるのか、高等学校であるのか

リーと話している少女）と Steve waiting for a bus（ス

等、実に様々の要因によってその在り方は異なるだ

ティーブがバスを待っているの）はそれぞれ名詞

ろう。しかし、一つだけ間違いなく言えることは従

（i.e., the girl; Steve）に分詞（i.e., talking; waiting）とそ

来の日本語による英文法解説を英語によるものに切

れに付随する前置詞句（i.e., for a bus; to Sally）が後

り替えることではないということである。本学科の

続しており、基本的に同じ構造をしている。

教職志望の学生の中には、自らが身に付けた実践

学校教育現場におけるオールイングリッシュによ

この既習内容との構造的類似性に基づいて、多く

的、アカデミックな英語運用能力を駆使し、自らが

の生徒は「バスを待っているスティーブ」というよ

日本語で教わってきた内容をそのままに英語で説明

うに参与者指示解釈を動機づけられる。ところが、

しようとする嫌いがあるように思われる。

皆さんもそうであったように知覚動詞の生じている

今 求 め ら れ る 英 語 に よ る 英 文 法 指 導 は、 適 切

この構文では主語を「ハ」で目的語名詞を「ガ」と

な（談話）文脈を生徒に与えた上で、身近な話題

して出来事解釈で訳すのですと教わるのである。本

をテーマに、吟味された自然な例文を適切な順序

年度の模擬授業においても全く同様のアプローチが

で示することで、英語の文章を組み上げる規則に

採られていた。
教科書によっては、［知覚動詞＋Ｏ＋原型不定

気づかせ、英語活動を通して定着を図ることであ
ると筆者等は考える。母語の獲得過程と第二言語

詞］の構文表現 I saw the boy swim across the river.（少

獲 得、 外 国 語 獲 得 の 過 程 は 同 じ で は な い こ と は

年が川を泳いで渡ったのを見た）と並べて I saw the
boy swimming across the river.（少年が川を泳いで渡っ

言 う ま で も な い。TESL（Teaching English as a
Second Language）、TEFL（Teaching English as

ているのを見た）が導入されるとはいえ、学習者を

a Foreign Language）のような研究領域がそれゆえ

いたずらに混乱させるように思えてならないのは筆

ある訳だが、目的に適った選りすぐりの例文に触れ
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ることで学習者自らが気づき、規則やパターンを抽
出して身に付けていく習得過程は、母語の獲得過程
に通ずる部分があるとも言える。

５．終わりに
英語教育には、
（i）適切な教材と（ii）英語に関する
知識および運用能力の両者が不可欠であり、いずれ
か一方が欠けてもその教育効果は望めない。本稿で
は、本年度の英語の教員養成課程科目における取り
組みを例示しつつ、これからの英語による英文法指
導の在り方に関して考察を行った。著者等は日本語
で文法を教わり、教えてきた世代であるが、説明解
説よりもその文法的な振る舞いが見出せる最小対立
4

対（ミニマル・ペア）を成す例文をはじめとして、
「例
4

4

4

4

4

4

文に語らせる」授業によって、英文法を自らのもの
のにしてきた部分が大きいように思われる。この基
本姿勢は英語による文法指導においてより一層重要
視されるべきものであると筆者等は考える。
註
１

CEFR とは、外国語の学習・教授・評価のため
のヨーロッパ言語共通参照枠である。A1 は基礎
段階の使用者の下位（片言の定型表現力）、B1 は
自立した使用者の下位（寄与的な運用力）とされ
る（投野 2013）。

２

CEFR では「話すこと」は２つの下位領域〔や
りとり〕と〔発表〕から成り、これは新学習指導
要領にも反映されている。プレゼンテーション、
スピーチといった一方向的な発話産出と「やり取
り」（話し手と聞き手との間の相互コミュニケー
ション）といった双方的発話産出には異なる運用
能力が要求されるためである。

３

これは、留学先大学での授業（留学生用の英語
習得プログラムを除き）においても同様である。
本学留学中米国人学生の在籍米国大学の「社会
学」のインターネット試験監督（Proctor）をする
機会があったが、その試験の但し書きには、「課
題内容のみを評価し誤字や文法的な過ちについて
は一切減点対象としない」と明記されていた。

４

堀江・パルデシ（2009:33-50）ではこのような両
義的表現を「存在的中間構文」として扱っている。

＜参考文献＞
堀江薫、プラサシャント・パルデシ（2009）
『言語の
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■人間文化セミナー
☆演題☆

工芸品をめぐる価値とジェンダーの問題
─言説としての「女職人」─
と

き：2020 年 １ 月 23 日㈭ 14：50 〜 16：20

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：山崎明子氏（奈良女子大学准教授）

山崎明子先生は、近代日本において女性に推奨さ

たことがある。また、伝統工芸の世界は古臭く封建

れてきた手芸について研究されてきた。手芸は、近

的で人間関係が煩わしいと思われがちであったり、

代日本が国家として取り組んだ「美術」政策の中に

「伝統」の重荷がのしかかることも、後継者が育た

は含まれず、価値が低いものとされた上で、家庭の
中で多くの時間と労力を使って作製するものとして

「女職人」という呼称が存在するのは、それが基本

女性に推奨され、女性というジェンダーを構築する

的に「男社会」だと認識されているためである。そ

ものであったことを山崎先生は明らかにされた。そ

もそも「名人と呼ばれる男性が伝統工芸を支えてき

の先生が今回のセミナーでは、伝統工芸の制作に携

たのではなく、農閑期に女性が培った技が今の「伝

わる女職人が近年注目されている背後に、いかなる

統工芸」に結晶している」とも言われるものの、職

問題系があるのかを明快に語ってくださった。以

人として名を残した女性は、ある例外を除いてほと

下、セミナーの内容を紹介したい。

んどいないという。

ない原因だとされる。ジェンダーの問題もある。

伝統工芸に携わる女職人については、『女職人カ

しかし今、女職人は、
「社会進出」を果たし「自

タログ』
（菊池比佐乃、1995）、『若き女職人たち』
（阿

己実現」を図る女性として語られる。さらに、「伝

部純子、2002 年）、『伝統工芸、女性の匠たち』（立

統工芸は生活の小道具だから女性に縁がないわけが

松和平、2007 年）
、
『伝統工芸を継ぐ女たち』（関根

ない」、「地道な女性の方が、根気のいる手仕事に

由子、2013 年）というように、近年多くの本が出版

合っている」と語られ、伝統工芸がまさに女性にふ

されている。それらには、自己実現を目指しプロと

さわしい仕事であるという見識が示されている。

してやりがいをもって伝統工芸に従事する若き女職
人たちがポジティブに描き出されているという。

しかし、伝統工芸の現実は、負のスパイラル、つ
まり、需要が減る→売れない→稼げない→生活でき

伝統工芸とは一般に、熟練した技術を必要とする

ない→職人になれない→後継者を育てられない→技

長い歴史を持った手工芸で、制作物は日常生活で使

術伝承ができない、という悪循環に陥っている。そ

われるもの、とされている。制作には複雑かつ多大

こに、救世主のように女職人が浮上したとしても、

な工程と労力が必要とされ、職人が自立するには最

それは、需要が減り工賃が安く恐ろしく手間がかか

低 10 年の年月がかかるという。1974 年には伝統工

るという極めて「ブラック」な仕事が、そのまま女

芸の振興に関する法律も施行され、国や地方自治体

性に移譲される、という以外の何物でもない。歴史

も補助金を出して保護するようになったものの、伝
統工芸は今、消滅の危機に瀕している。後継者不足

的に見ても、低年齢、低学歴の女性達が携わる職種

により技術が途絶える寸前のもの─「今、この人が

繰り返されるのだという大きな文脈をも山崎先生は

死んだら、これで終わり」というもの─も少なくな

示された。このような伝統工芸の存続をはかって、

いという。

今では刑務所でその制作が行われることも紹介さ

は低賃金であり、そのような女性労働の搾取がまた

その背後には、社会の変化により需要が落ち込

れ、最後に「負のスパイラルを断ち切るために、伝

み、生計を維持しうる稼ぎを職人が得られなくなっ

統工芸に今必要なものは何だと思いますか」という
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質問が投げかけられ、セミナーが終了した。

いう感想が多く寄せられた。ジェンダーの視点から

受講者からは、職人の世界への女性の参入という

言説と現実のギャップを鋭く突き、女性と社会をめ

プラスの面しか見えてなかったが、その裏にこのよ

ぐる問題を改めて考え直すきっかけを得られたセミ

うに大きな問題があることを知って衝撃を受けたと

ナーとなったのではないだろうか。
（文責：亀井若菜）

☆演題☆

学校の日常を「見える化」する
〜部活動改革から働き方改革まで〜
と

き：2020 年 １ 月 20 日㈪ 13：10 〜 14：40

場

所：滋賀県立大学 A2-201 講義室

対

象：学生・教職員および一般

講

師：内田

良（名古屋大学大学院准教授）

近年、学校教員の長時間労働が社会的にも問題視

ず、部活動は教員の「自主的な」時間外勤務として

されるようになってきました。長時間労働の原因の

扱われているのが実態です。しかし、2006 年の「教

一つが部活動指導の問題です。部活動は、教育課程

員勤務実態調査」によれば、中学校運動部顧問の時

外の生徒の「自主的・自発的」活動として位置づけ

間外勤務は、月 80 時間の過労死ラインを超えてい

られています。そのため、部活動指導は、教員にお
いても「自主的・自発的」に行なう教育活動とみな

ます。長時間労働に苦しむ教員にとって部活動指導
がさらなる過重負担となっていることは言うまでも

されており、本来、部活動指導の義務はありません。

ありません。

一方、文部科学省が定める学習指導要領には、部

本セミナーでは、こうした教員の働き方と部活動

活動について「学校教育の一環として、教育課程と

の問題に警鐘を鳴らしてきた内田良先生をお招き

の関連が図られるよう留意すること」と記されてお

し、「教員の働き方改革と部活動問題」についてご

り、学校教育の一環に位置づけられています。現実

講演いただきました。内田先生は、部活動が「自主

には、
「全員顧問制度」を強いている学校も多く、

的」であるからこそ加熱する現状に対し、教育は無

教員にとって部活動は「自主的・自発的」教育活動

限でも、教員や資源は有限であるという現実を直視

とは言い難い現状にあります。部活動の法制度上の

しなければならないと指摘されました。その上で、

あいまいな位置づけが、このような矛盾を引き起こ

制度設計なき部活動・長時間労働から脱却して持続

しているのです。

可能な運営を実現するための改革方針を示されまし

世間一般にはあまり知られていないかもしれませ

た。

んが、実は、
「公立の義務教育諸学校等の教育職員

当日は、学生・教職員・一般参加者をあわせて70

の給与等に関する特別措置法」（給特法）ならびに

名を超える方々にご参加いただきました。
「子どもの

関連する政令によって、教員の時間外勤務は原則的

ために」という呪文の裏で犠牲にされてきた問題を

に禁止されており、部活動指導は時間外勤務の扱い

可視化し、当たり前と思い込んできたことを概念く

となっています。つまり、教員は、部活動指導のた

だきするような内田先生のお話に、多くの学生がた

めに時間外勤務を余儀なくされているにもかかわら

くさんの刺激を得たようです。
（文責：杉浦由香里）
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■ 2019 年度卒業論文・修士論文・博士論文一覧
小泉

悠生

山滝ひかり

元に関する研究
小寺

真央

流学級における学級づくり ─イン

観光客に対する地元住民の意識  

クルーシブ教育の推進にむけた現状
の分析と必要な支援の考察─

例に─

後藤

杏

小森

千星

松谷

日和

滋賀県出土の有舌尖頭器について

安藤

里奈

彦根城下町における町家の二階開

優希

空

大坪

愛

佐々木玉子

浮田一蕙筆「今宮安楽祭図・太秦
牛祭図屏風」研究

地方都市における地域人材の育成

高木

祐香

平安貴族社会と鷹

高野

恭佑

─鷹飼渡からみる御鷹飼の活躍─
設の再活用に関する研究

考古学からみた観音正寺の構

─明日都浜大津を事例として─

─戦国期を中心に─

マンガミュージアムの地域的影響

高橋

花奈

飲食業を中心とする商店街の取組

高橋

風菜

中世の浜名湖と環境変化

竹内

光紀

─浜名湖と交通路を中心に─

に関する研究
近現代を中心とした釣灯籠に関す

和

平安時代における女童

─出仕す

田中知沙都

佳奈

田中

美帆

江八幡市の学習支援活動「ワール

辻野

茉奈

外国にルーツを持つ子ども達に対

─近江を中心に─

平安貴族社会と地獄観
─“検非違使”が支配する地獄─

る姿とその役割について─
小川

石垣からみる織田信長と家臣団の
城

る考察
岡田

中心市街地における旧大型商業施

ティブ活動を事例として─
造

大橋日菜子

多賀町屏風集落における民家の変

変遷に関する研究 ─滋賀県草津
駅前の niwa+ を事例として─

─滋賀県長浜市におけるクリエイ
学

女性にとって「墓」とはなにか

遷に関する研究

駅前公共スペースにおける運用の

システムに関する研究

大岡

満州建国大学塾生日誌の教育的意義
─女性専用墓に着目して─

佐々木

口部に関する考察

今井

特別支援学級に在籍する生徒との交

地域が求めるちんどん屋の意義
─滋賀県近江八幡市沖島町沖島を

井上日香理

明治期の間取り絵図を用いた東近
江市乙女浜町の建物構成と景観復

地域文化学科
樋爪

勇輝

滋賀県内における雨乞い登山の考
察

する学習支援教室の存在意義  ～近

「地蔵堂草紙絵巻」の研究

匠

絹茄

ドアミーゴクラブ」の活動から～
彦根城下町における町家の２階壁

德地

小栗

集落景観構成要素から見た多賀町
大岡の文化的景観に関する考察

紗里

佑爾

面に関する考察
小学校を媒介とした越境通学児童

中川

柿

京都市における外国人観光客が引
き起こす観光公害

と地域社会との関わり

橋本

菜緒

中世における夢

河合さくら

近江における前方後方墳について

川本

公共施設における文化活動を通じ

原

知里

滋賀県のインキョ慣行とその変化

た交流促進に関する研究

肥後

華織

フェアトレードタウン「なごや」

平山

彩樹

直樹

─説話集を中心に─

の持続可能性

─京都市ユースサービス協会の取
り組みを事例に─
北川

愛子

熊谷

瑠那

─昇進制度と選考基準を通して─

藤江

知樹

性

ンダー
熊田

樹

堀内佑香里

─ FC 岐阜を事例にして─

中世の怨霊信仰について
─崇徳院怨霊を中心に─

公立図書館におけるビジネス支援
サービスに関する研究－岐阜市立
図書館の相談窓口を事例に─

プロスポーツチームとそれを支援
する自治体・企業・住民との関係

日本近代における少女小説とジェ
─「エス」というモラトリアム─

在日コリアン集住地域における高
齢者福祉施設の存在意義

平安時代の女官・女房

前田

哲也

中世における大山崎神人の商業活動
─兵庫北関入船納帳を用いた分
析─
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松岡

可純

「平安中後期の御トと怪異」 ─軒

大西

温子

廊御トと蔵人所御占の事例を通し

向け賃貸物件の室内空間に山野草を

て─
三輪

現

取り入れる家具についての提案

駅前複合商業施設のオープンス
ペースにおける空間特性の研
究 ─滋賀県草津市のエイスクエ

開出

風花

柿の葉を用いた湖北における新た

海堀

安奈

なコミュニティビジネスの提案
日日是好湖

金谷

音々

アを事例として─
向井 彩乃
村松明日香

─日々の風景との出会い─

SNS 上における異性装文化
植民地期朝鮮における盲唖教育の
性格

─1930年代の朝鮮総督府済
成美

観光協会における健康増進のまち
づくり活動に関する研究

働く部屋
─2030年を想定した次世代モビリ

─滋賀

県湖南市のトレイルランイベント

マンガにおける手書き文字の研究
─『ちびまる子ちゃん』を資料と
して─

神垣

生院を中心として─
望月翔太郎

生活空間における植物の活用 単身

ティとの暮らし方の提案─
川井

琴音

を中心事例として─

作り手の存在を認識させる服飾デ
ザインの提案

森

雪乃

山下

智右

古代・中世における乞食観の転換

山田

貴大

中世村落における古老

しい製材所の提案

山田

七帆

おこないの「改革」と継承

町小林製材所を事例に─

山本

涼香

小早川秋聲「國之楯」の研究

山本萌絵佳

「吉備大臣入唐絵巻」の研究

～低価格の服について考える～
小林

坂口

聖奈

亜弥

歌川国芳「讃岐院眷属をして為朝

直人

亜弓

滋賀県内の本陣建築の平面構成に
関する考察

中西

和泉

暮らしと共に変化する家庭用テー

中野

紗弓

「THE BEATLES」のファッショ

安東

瑞登

中村

萌音

ストリートダンスと衣装の研究

西村

真穂

ファンタジーの世界観をいかした

─私の暮らしを事例として─

ホテルの提案

社会意識を高める音楽フェスの提

─『ハリー・ポッター』シリーズ

─彦根地域と廃棄衣料をケー

の魅力に関する考察─
槇

ススタディとして─
有里

沙也加

輪中地域における災害の遺産
─大垣輪中をケーススタディとし

美帆

─サザンオールスターズの歌詞を
事例として─
村川

萌

森田

咲良

山田

果林

織物産地の豊かさを伝えるファッ
ションブランドの提案

─生地の

皐月

内田

夢

製本技術を活かしたノートブック
の制作

人と町の縁を結ぶ届け出のデザイ
ン

特性を生かしたパターンの考察─
岩井

言葉と言葉が作り出す無限の可能
性による新しい作詞法の提案

案─
『女学雑誌』に見る女性のファッ
ションと生活

石田菜奈実

戦後の中学校「家庭科」における
刺繍教育の研究

増本明日香

たサイクリングコース企画の提
石井

─レコードジャケット

を資料として─

人と共に生きるぬいぐるみ

案
安藤

ブル
ンの研究

生活デザイン学科
裕香

エスカレーター事故防止につなが
る手すりのシール

～中山道宿場町を事例に～

荒川

資生堂『花椿』誌における表紙の
変遷と女性像の研究

東條

性格
結菜

e スポーツがスポーツを超える
て─

出島奈津子

蕨手刀の考古学的研究
方頭大刀との関係から見た伝播と

和田

─滋賀県多賀

─ e スポーツチームの提案を通し

をすくふ図」の研究
吉田

製材業の現状と課題から考える新

─滋賀県多賀町を事例に─

飼い犬との関わり方を変えるメ
ディアの制作
新聞広告から見る電子レンジのイ
メージと広告手法の変化

世界遺産都市ホイアンにおける地
域アイデンティティの考察
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松野

航輔

栄養調査
宮前

低糖質食摂取による SGLT1発現
量の低下が運動後のグリコーゲン

室岡

里帆

ラットにおける潰瘍性大腸炎が脳

響

内キヌレン酸産生におよぼす影響
リン組織移行の機序解明；肝臓

回復に及ぼす影響
安藤

夏花

石田真那華

Nampt/NAD システム制御によ

肥満・糖尿病患者の体重と食行動
に影響を与える心理的特性の検討
乳児用液体ミルクの現状

森

祐加理

～情報

夏寧

肺癌細胞に対するクルクミンのア

検討
森

由貴

森田

恭平

ノイキス誘導効果の検討
奥田いづみ

ラットにおける潰瘍性大腸炎がＢ群

移行への影響
仔の発育及びアミノ酸栄養に及ぼ
す影響

衣川

志穂

ビタミン B₂類縁体の栄養学的評価

後藤

千穂

レスベラトロールによる肺癌細胞

肺癌細胞に対する増殖抑制効果

の上皮間葉転換に対する抑制効果
境田

有希

血液透析患者の簡便なフレイル抽
出方法の検討

佐藤

桂子

抗炎症作用を有する食事とフレイ

佐藤

未羽

ルティとの関連
マウスにおけるナイアシン必要量
の算出
たんぱく質・身体活動の組み合わせ

山田

幸那

田口

華澄

奈実

ナルに及ぼす影響
吉澤みなみ

玉田

裕子
芹凛

人間関係学科
青木

美澄

祥子

中村南夕美
西川 瑞希

─仮想ニュースを用いた実験─

DNA メチル化修飾へ与える影響

池田

真菜

運転における助手席乗員の役割

の網羅的解析

石井

佳奈

ワーク・ライフ・バランスに見る

石畠

彩

高齢期における低糖質食摂取と運

労働意欲と幸福度の関係性
究

役割

ンの相互作用─

授乳に関する自己認識をふまえた
食品成分の癌幹細胞に対する増殖

井上

桃花

牧野

円佳

岡田

実生

●人間文化

「かわいい」
「おいしい」という言
葉への同調の帰結

授乳婦の食生活の実態
高校野球選手におけるプロテイン

係性や同調志向とのかかわり─

CPP 測定系の樹立：リン負荷に

─相手との関

岡本

俊平

児童養護施設出身者への自立支援
に関する研究

奥村

陽香

滋賀リーグバスケットボールクラ

カプサイシンによる14-3-3σを介

ブチーム女子選手のキャリアプロ
セスについて
岸本

沙希

小学校で取り組むジェンダーフ

よる腎機能低下の早期発見

リー教育のあり方

BCAA 欠乏後の再添加が C2C12

─ラベリングに陥らない個性の受

筋管細胞のタンパク質合成促進シ

容と開示の視点から─

グナルに及ぼす影響
82

ディズニープリンセスからみる女
性像の変遷に関する考察

した癌細胞増殖抑制効果の検討
菜摘

─アイドル・メディア・ファ

抑制効果の検討

する研究

古川

ジャニーズファンに関する研

腸管 Nampt のリン吸収における

及びサプリメントの利用状況に関
福井あさみ

「疑う」ことが記憶の定着に及ぼ
す影響

母乳哺育を支援する方法の検討
中江

細 胞 か ら の リ ン 排 出：Nampt/
NAD システムの関与

子宮内胎児発育遅延症が胎仔期の

動は骨格筋重量と筋力を維持する
田口

運動刺激のタイミングが分岐鎖ア
ミノ酸によるタンパク質合成シグ

が高次生活機能低下に及ぼす影響
杉浦

妊娠中の母ウシへの栄養制限が胎

食品成分によるシスプラチン耐性

倫菜

涼端

慢性腎臓病における体内リン組織

ビタミン栄養状態におよぼす影響
片岡

上坊

る可能性
日本・中国・韓国の食品成分表を
用いた肉類における食文化の比較

提供の様子と母親の認識〜
馬田

成人におけるナイアシン摂取量と
運動習慣との関連：滋賀県民健康・

生活栄養学科
荒武

瑞貴
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岸本

ゆの

大学在学中に留学を経験した人々
の留学経験の意味付けについ
て

北出

鈴花

─帰国後調査からの考察─

スマートフォンの写真撮影は女子
高生の生活の中でどのような意味
をもつか

久保
髙田

国際コミュニケーション学科
杉山
松村

伊織
魁

未悠

あがりの感じ方はスピーチの聞き
酒井遼太郎

咲季

手と話し手で違うのか
大学生が「恋人がほしい」と思う

奈良市におけるオーバーツーリズ
ムの影響

ことと恋人がいる人・いない人ス

長尾

日本競馬の「独自」路線の方向性

生計を立てているのか

亮佑

テレオタイプの関連
竹中

萌
佳穂

辻
豊田

舞華
涼平

萌絵

セクシュアリティの自己決定につ

―国と身分の越境―
日笠

健太

Anthropological Study on the

力との関係

International Aid Industry in

旅行における写真を撮る行為につ

Jordan

いての考察

足立

実音

日本の電車内における公共空間

車掌が男の仕事になった理由

伊作

希望

坊主バーの文化人類学から考える
日本仏教の未来

分離─
明里

東野

紗奈

樋口

怜奈

石田紗矢華

子ども支援の場における大学生ボ

―ユダヤ人差別の根本的要因とは―
井上

紗希

日本語の一人称表現とその多様性

友人と共同で選択することは優柔

岩崎

有真

終助詞「っけ」と「かな」の使い

岡﨑

創平

小川

菜花

ビデオゲームにおける没入感に関

分け

する考察
真由

透明感と現代社会との関連性につ

朋

なぜ限定化粧品に惹かれるのか

美咲

小澤菜都乃

森

夕花

に向けてー
片木せせら

Special Reference to “Tabeowaru/kiru/tsukusu”
加藤

由菜

金光

紗南

綺音

マイナーヴィジュアル系バンドの

てがかりに―
『地下鉄のザジ』における「不確

北山

“In the Dream”─ Merging the

かさ」について
藍美

ファンとジャニーズのファンの比較
吉川

藍

現代の弱いつながりに見られる効
果

―外国人遍路と「お接待」を

川原さくら

実態
山脇

て─
四国遍路における不変の価値を探
る

験による検討
産業観光をめぐる企業戦略とその

山川菊栄が訴えた２つの変化
―仕事と家事・育児の両立に向け

曖昧な指示を文脈に沿って理解で
きる人とできない人の間には何が
あるのか ─視線計測を使った実

山根光穂子

Japanese V-V Compounds with

解を促す食育のあり方の検討
る実践の分析を中心に─
菜月

エスペラント語の可能性

子どもの食に関する感謝の念と理
─鳥山敏子の生き物を殺して食べ

八木

―言語学的特徴を中心に―

―対等な国際コミュニケーション

女性障害者の抱える複合差別に関
する研究

JR と近鉄電車車内広告の特徴の
比較

─購入後の満足度に注目して─
森

インド・ネパール料理レストラン
の民族誌

いての研究
松尾

『アンネの日記』の功績

ランティアの存在意義
不断な傾向を増すのか

藤本

Modernized Tribalism : An

学習環境と子どもが身に付ける能

─日本の鉄道史からみる性別職務
長沼

ジョン万次郎の異文化コミュニ
ケーション力

～個人の経験と既成

概念に着目して～
実央

はざまで―
林

いての研究
田渕

―大衆的エンタメ性と西欧文化の

人はなぜ擬人化マンガにひかれる
のか

辰巳

バーチャル墓は墓になれるのか
ストリートパフォーマーは如何に

Real with the Fantastic
清滝

梨代

エヴリンの葛藤

─『ダブリナー

ズ』における心情描写の巧みさ─
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久保

捺美

スーパーヒーローは無力なの
か？

クスの可能性を考える─
澤

菜々子

山崎

京香

吉村

朋美

─メインストリームコミッ

歌から読み取るモンゴル人の恋愛
観
日本的な芸能の受容についての一

SNS を通して見る台湾人の若者

考察

の政治意識 ─「ひまわり学生運
動」を事例として─

考える─

─「育成感覚モデル」から

澤田

知佳

福澤諭吉が築いた人間観

塩見

玲奈

ウィーン危機遺産問題から考える
景観保護と都市開発 ─ドイツの

地域文化学専攻──修士論文

ケルンやドレスデンの事例と比較

荒田

雄市

植田

紘正

齊藤

秀香

して─
杉本

真奈

─近江国の菜畠・麻畠を中心に─

アフリカ系アメリカ人オタクに関
する文化人類学的研究

橘

彩香

日本における「国際化」を考え
る

瑞季

玉井

花奈

玉置

菖

誓

結花

─日本に生きるミックス

織田信長築城の城郭石垣について
─特に永禄期を中心に─

CHEN SHAN

「アイデンティティ難民」の生き
る道

中近世における採石の変遷
─黒田氏の事例を中心に─

─日本人男性と台湾人女性の

結婚を事例として
谷口

中世後期における畠作の一側面

贈答文化としての結納茶
─佐賀県の事例を中心に─

山本

拓人

現代の行者講における個人とネッ

ルーツの１人から─

トワーク

絵本における英日翻訳

─江州飯道山行者講を中心に─

“The Earth Grows an Iris”
─ Realization of Appreciation

●国際部門

for Family

リン チェンツォ チベットの英雄叙事詩『ケサル王

“The Café” ─ Exploring Your

伝』を巡る信仰とその変化

Happiness in Life
塚本

舞佳

世界一周に憧れを抱く若者た
ち

─『世界一周コンテスト』の

参加者から見えるもの─
中薗

桃子

西尾

栞奈

平塚らいてうが求めた生き方

生活文化学専攻──修士論文

─「家」に抗う─

●生活デザイン部門

職場との「縁切り」の社会学

WU Hanna

～退職代行サービスをめぐって～
野々村清華
速見

綾

奈那子

兵頭美咲季
舩古みすず
南崎小百合

対する日米韓のメディア報道

●健康栄養部門

モンゴルにハマる人々

飯田

瑞紀

有希

ト細胞のタンパク質合成に及ぼす
影響
井上

祥花

─同性愛の経験─

井上

真実

肝機能障害が脳内キヌレン酸産生

方言コンプレックスから方言コス
プレまで

北井

彩貴

におよぼす影響
グルコース枯渇後のグルコース再

平塚らいてうのありのままとは

ヅカ男子の性的嗜好と男性性

●人間文化

添加は C2C12 細胞のタンパク質
合成促進シグナルを上昇させる
鬼頭

あや

高台

絢加

帰国子女・津田梅子の日本での生
─手紙から読み解く心

鉄不足が骨格筋のタンパク質合成
に及ぼす影響の検討

“Monachopsis” ─ Lost on the

フレイルティ予防に有効な食・生
活習慣要因に関する研究
食品成分による癌細胞増殖抑制メ

の叫び─

カニズムの解析：カプサイシンに

子育てのサポート欠如による「死

よる p53/14-3-3σ 経路を介した

角」の発生についての分析
84

分岐鎖アミノ酸代謝が筋サテライ

ル祭りボランティアのモンゴル観

きづらさ
安田

典子

─外国語学部系の大学生とモンゴ

Other Side of the World
村田

ファサードの色彩と図柄の実態調査

BTS の「原爆 T シャツ問題」に

をめぐる比較から─
伴

フリンベル市における建築物の

人●間●文●化●通●信
細胞周期停止構造の検討
舛中貴美子

クルクミンに備わる抗癌作用につい
ての解析：癌細胞増殖抑制機構の解
明と転移・再発予防効果の発見

生活文化学専攻──博士論文
瀬浦

崇博

守谷

彩

腸内細菌パターンに影響を及ぼす
因子の探索
絶食及び再摂食時の栄養動態に関
する研究
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■退職メッセージ
古老の独言

水

野

章

二

人間文化学部地域文化学科

以前、現地調査などで、地元の古老からさまざま

が、結局のところ、時間が問題を解決した。理想と

な聞き取りをすることがよくあった。文字化された

する学科像は人によって異なるし、時間とともに変

資料ではわからない、ナマの話を聞くことは非常に

わっていく。学科という組織の目的・目標と、教員

楽しい経験であったが、気づいてみれば、こちらが

個々の能力を最大限に発揮できる環境の確保を、ど

聞き取りをされる年齢になっている。開学以来在職
する古老であるが、誰も聞いてくれないので、勝手

う調整していくかが問われるが、明確な解答はな
い。ただし自分の属する学科を信頼して愛着を持

に昔語りを少々。

ち、学科のために頑張ろうとする教員がどれだけい

本学は 1995 年４月の開学であるが、この年の１

るか、が学科の力量を測るポイントになることだけ

月には阪神・淡路大震災、３月にはオウム真理教地

は確かであると思う。上から締め付けても無駄であ

下鉄サリン事件が発生する。バブル景気はもうはじ

る。機会があれば脱出したい、と思っている教員が

け、日本経済が低迷に向かう時期でもあった。

多ければ、その組織はもろい。

人間文化学部は地域文化学科と生活文化学科の２

自らを振り返って、学科のために何をしたのかと

学科でスタートし、それぞれ２コース・３コースが

問われたならば、たいしたことは何もしていないと

配置されていた。その後コース制は廃止されて、地

答えるしかない。学科への貢献として胸を張れるの

域文化学科と生活文化学科３専攻となり、専攻が学

は、空っぽだった資料室を科研費などを取りなが

科に組織替えされ、それに国際コミュニケーション

ら、ある程度充実させたことぐらいである（もう少

が加わって、現在の５学科体制となった。
以下は、地域文化学科に即しての主観的な語りで

し海外出張などに宛てておけばよかったという思い
が一部ある）
。

ある。創設期は独特の高揚感があったが、年次が進

開学以前より教員をしており、昭和・平成・令和

むにつれ、混乱が目立つようになった。新しい学科

の 35 年近い教員生活となる。大学しか知らず、自

を作るための模索といえば聞こえはよいが、ユニー

分が過ごした昭和の時代の古き良き大学生活の延長

クで個性の強い人材が集められ、出自もバラバラで
あったため、学科の方向性が定まらない。卒論も、

線上を生きてきた。研究面では、やり残したことが
まだ多くあり、もう少し頑張ってみたい。県立大学

オーソドックスなきっちりとした研究論文を求める

でお世話になった多くの方々に、心より感謝。

教員がいる一方、なんでもよい・どうでもよいとい
う教員までいた。学術的な手続きを踏んだ論文作成
に全力をあげるゼミがあれば、エッセイで済ますゼ
ミもあり、卒論受け取りを担当した時には、ある教
員から、締切りに間に合わない学生の表紙だけの卒
論を渡されたこともあった。
めざす学科像が共有されることがないまま、無理
矢理の妥協が図られる。既成学問の枠にとらわれな
い、自由な研究・教育を行うべきであるという見
解（練り上げられた議論ではなく、多分に感覚的な
ものであった）が強く出され、一種のゼミ独立国的
な状況が生まれて、教員だけでなく、学生たちも分
断されてしまう。「学科を割れ」という意見も出た
し、「歴史は無駄だ、辞めろ」と一部の教員たちか
ら、圧力をかけられたこともある。今なら、間違い
なくパワハラである。
人事などを含め、さまざまな議論と衝突があった
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２５年の教員生活を振り返って

面

矢

慎

介

人間文化学部生活デザイン学科

私は、いまでは残り少ない本学開学当初からの教

こと。しかし大学の講義は毎週で、講義の仕方を誰

員である。前職は東京のデザイン会社員だった。会

も教えてくれなかった。その結果、自己流で「自己

社員から教員になり、東京から彦根に越し、苗字

陶酔型」の私の授業は 90 分喋りっぱなし。聴いて

まで変わった（前職では結婚前の旧姓を使っていた

いる学生には迷惑をかけたことだろう（毎回の授業

が、独法化前の県立大学では公務員となるため、戸

後にコメントカードを回収するようになり、学生が

籍上の本名を名乗ることになった）。

講義内容をあまり理解していないことに気づいてか

開学時の新たな職場環境での仕事は、毎日新しい

ら、これは少し改善されたと思いたい）
。

ことの連続だったが、自分のペースで仕事ができる

モンゴルのゲルの調査、地元彦根の町家の調査、

自由を満喫できる日々であった。当時のデザイン会

彦根仏壇産業との付き合いなども大学にいたからこ

社はどこでも、いまでいう「ブラック企業」に近

そできた。関連のあるいくつもの学会（ひとつの学

く、仕事は面白くとも帰宅は夜の10時以降が普通。

会、でないのは私の性分か。新しい学会の設立にも

休日出勤も多かった。開学の頃、私は機会があれば

２つ参画した）に参加し、各方面に研究仲間もできた。

また東京に戻ることになるだろうとぼんやり考えて

また専門の文献を大学経費でたくさん買えること

いたが、この大学の水が合っていたというべきか、

（会社員時代には本は自費で購入）
、在外研修や国際

やがて東京に戻ることは忘れ、すっかり彦根に根付

学会行きの補助制度があること（私はアメリカに３

いて今日に至ってしまった。

度、オランダに１度、短期の在外研修に行かせても

大学に来て良かったことは他にもある。人間文化
学部は様々な分野の教員がいるために、どうしても

らった。国際学会も何度も行かせてもらった）、長
い休み期間があること（会社員時代の休みは最長で

他の分野の専門の話が耳に入る。他の学科・専門の

も夏の９日間。これ以外の時期には海外に行くのも

人たちとの付き合いの中で、随分と勉強、耳学問を

ままならなかった）も、会社員にはない大学教員の

させてもらった。学部で行う「人間文化セミナー」

メリットだろう。

で貴重な話を聞けたことも多い。先ごろアフガニス

まったくの新米教員からはじまった教員生活だ

タンで殺害された中村哲氏の話を聞く回もあった。

が、年を経るとしだいに「ベテラン」とみられるよ

私はもともとデザインが専門だが、前職時代もデ

うになった。外見はともかく、教員経験はそれほど

ザイナーではなく、デザインの周辺の調査「研究」

長くはないのにもかかわらず。専攻長・学科長を計

雑務を担当していた。私のいたデザイン会社では、

７年務め、学部長も経験した。

何らかの造形をするのがデザイン業務で、それ以外

そのために、教員生活後半の思い出としては、

の、文章としてアウトプットする仕事、つまり調査

「大学改革」の名のもとに行われたさまざまなこ

報告書・企画書・執筆などはみな「研究」業務と

と、例えば新学科設立、自己評価・外部評価、組織

称していた。つまりいわゆる文筆系の「何でも屋」

改革構想、そして最近の教教分離まで、教員が「外

だったわけで、自分の専門が何なのかもあまり明確

からの力」によって追われる問題が増えたことだろ

ではなかった。報告書・企画書はたくさん書いた

うか。学部長時代には「軍学連携」問題もあった。

が、学術論文は書いたことがなかった。

これらはみな大学が、ではなく大学をめぐる日本の

大学教員になって自分の専門を意識し、そのため

社会が、この 25 年の間に大きく変わってきたため

の勉強もして、多少の論文も書くようになったが、

なのだろう。新天地でのんびりとしていた開学の頃

自分の専門を深く究めることについては、すでに時
期が遅すぎたかもしれない（私は 40 歳で初めて教員

が夢のようである。大学が変わるにつれて教員間の
付き合い方も少し（淡白に？）変わってきたかもし

になった）。

れない。しかしこの学部の自由な学風はこれからも

しかし、大学に来て、大学教員でないとできない

存続して欲しいと感じている。

さまざまなことを経験できた。例えば授業、ゼミ

長いこと大学にいながら大した研究成果は挙げら

指導、学外演習・合宿、どれも思い出深いが、私

れなかったものの、随分と勉強はさせてもらえた。

にとって難関は講義形式の授業だった。会社員時代

そして何より、自由で充実した教員生活を送ること

もプロジェクトの終わりには口頭のプレゼンテー

ができた。これまで支えてくれた教職員の皆様に深

ションはしていたが、せいぜい半期に一度くらいの

く感謝したい。
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■ 2019 年度教員活動報告
━━━━━━━━━━
◦地域文化学科

史民俗編』を刊行することができ、そのあと菅豊・
北條勝貴編『パブリックヒストリー入門』に滋賀県
の字史に関する原稿を書いた。また『歴史学研究』

■水野章二（みずのしょうじ）日本中世史

にも近世河内の山と水辺の開発に関する論文を載せ

研究成果としては、代表を務める科研費「古代・

てもらった。これらのほか、近代の遥拝所に関する

中世の重要港塩津の総合的研究」が最終年度とな

研究を進めており、これも 20 年度中には本として

り、考古学・文献史学の共同研究をまとめた『よみ

まとめる予定である。当屋制の科研は最終年度で、

がえる港・塩津』を編集し、序章と「古代・中世の

滋賀県をはじめ各地で調査をおこなった。そのほか

塩津と環境変化」および終章を執筆。サンライズ出

甲賀市、高島市、近江八幡市などの地域文化財保存

版より３月に刊行される。また「棚田と古道」（『棚

計画の策定にも参加させていただいた。ゼミはＭ２

田学会誌

日本の原風景・棚田』20）および「琵琶

が２人、Ｍ１が２人、４回生が３人、３回生が２人

湖の歴史的環境」
（
『河川文化』87）を刊行、どちら

であった。夏には若狭町小川で民俗調査をし、例年

も近江関係のものである。島根県古代文化センター
での共同研究の成果である「中世の風と環境」を

と同じくプレゼミの学生を加えて多賀町でも民俗調
査をおこなった。これらの報告書の刊行が滞ってお

『古代文化センター論集前近代島根県域における環

り、来年度以降の課題となる。

境と人間』に執筆、これも３月に刊行される。
４月に滋賀県新入職員研修で近江文化の特質、７
月には野洲市歴史民俗博物館で環境と災害、および
安土城考古博物館で塩津港遺跡に関する講演を行う。

■亀井若菜（かめいわかな）日本美術史
◆教育活動
ゼミの学生が卒論を書き上げるまでには様々な山

ゼミは、博士前期課程１名、４回生６名。定年退

を乗り越えて行かなければならず、こちらも励まし

職の関係で３回生がおらず、ゼミによる現地調査な

伴走するのに必死であるが、最後に追い上げ全力を

どもあまりできなかったが、学生諸君は留年しない

出して自分らしい卒論を書き上げるのを見るのは教

ように気をつけてくれた。

員としての大きな喜びだ。今年も山あり谷ありだっ

■中井

均（なかいひとし）日本考古学

◆研究活動

たが、５本の個性ある卒論が提出された。２月には
恒例となった３大学合同卒論発表会で発表を行う。
11 月にはゼミ学外実習で、恵那の中山道広重美術

科研の最終年となり、研究報告会「戦国時代にお

館や、戦没画学生の描いた作品を展示する無言館、

ける石垣技術の考古学的研究」を県大で開催するこ

安曇野ちひろ美術館などを訪問し、学生達とたっぷ

とができた。中国四川省ギャロンチベットのカルに

り美術品に触れることができた。

ついては昨年に引き続き調査をおこなった。また、
日中韓城郭国際フォーラムが韓国の水原で開催さ

◆研究活動
今年度は関わっている二つの科研の成果を出すこ

れ、日本城郭の本質的価値について講演をおこなっ
た。著作では角川選書として『信長と家臣団の城』

とができた。伊勢物語絵については美術史学会西支
部例会と関西軍記物語研究会で発表を行い、「慕帰

を刊行することができた。

絵」に関しては科研報告書に宗昭の稚児姿に関する

◆教育活動

論文を執筆した。

博士前期課程１名の修論指導と４回生７名の卒論

◆社会活動

指導をおこなった。岐阜県可児市の国史跡金山城跡

人間文化セミナーに奈良女子大学の山崎明子先生

の発掘調査も３年目となったが、今回も１回生から

をお呼びして、近年話題となっている女職人につい

も多くの参加があった。

ての講演をしていただいた。女職人をめぐる言説と

◆社会貢献

現実のギャップを鋭く突いた内容で、ジェンダーの

国史跡大坂城石垣石丁場跡東六甲石丁場跡の保存
活用計画策定委員会、郡上市篠脇城跡・高山市松倉

視点から社会の大きな問題が浮かび上がったセミ
ナーとなった。

城跡の調査指導委員会の委員を引き受けた。また、
調査指導委員を務めていた大分県の杵築城跡が国史

■京樂真帆子（きょうらくまほこ）日本古代史

跡に指定された。嬉しい限りである。

活字になったもの。

■市川秀之（いちかわひでゆき）民俗学
2019 年度は、３月に長年の懸案だった『八尾市
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①「牛車で宇治へ行こう！─古典文学と歴史学─」
（
『宇治市源氏物語ミュージアム 常設展示案内』
）
②信田敏宏他編『東南アジア文化事典』
（丸善出版）
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うち「戦争顕彰モニュメント─英雄的ベトナムの

と題して講演しました。

母」を担当。

◆社会活動

何よりも、ベトナム研究の成果が事典項目に採用

「近江八幡市町家利活用検討委員会」委員長（近江

されたことが大きな喜びでした。これで、私のベト

八幡市）
、
「近江八幡市文化財保存活用地域計画連絡

ナム研究は一区切りです。
ま た、 ８ 月 ３ 日 に、 地 域 女 性 史 史 料 150 点 を

協議会」委員（近江八幡市）
、
「東近江市伝統的建造
物群保存地区保存審議会」委員（東近江市）、
「彦根

G-NET しがに寄贈しました。大半は私費購入の史

市景観審議会」委員（彦根市）を含む５つの委員を

料ですが、中には県大財務に「ゴミ」と呼ばれた史
料もあります。有効活用される安住の地を県大の外

新たにお引き受けしました。

に得ることができて、ほっとしています。

■武田俊輔（たけだしゅんすけ）社会学

さらに、国防婦人会に関して、NHK の取材を受

刊 行 物 は『 コ モ ン ズ と し て の 都 市 祭 礼： 長

けました。自分の論文が番組の背景となるのは、楽

浜 曳 山 祭 の 都 市 社 会 学 』（ 新 曜 社、2019 年 ）、

しい経験でした。この番組を契機に『神戸新聞』の

W. Manzenreiter et al.（eds）,2020, Japan’s New

取材を受けることになり、全国放送の力を思い知り

Ruralities: Coping with Decline in the Periphery,

ました。

Routledge（ 分 担 執 筆 ）。『 人 間 文 化 』 に 本 学 の 男
女共同参画２報（１報は中村好孝先生と共著）、

■東

幸代（あずまさちよ）日本近世史

LGBTIX 学生の権利保障（卒業生の米山美沙紀が第

【Topics】想定外の学科長就任により、てんてこ

一著者）について論文掲載。学会報告は国際学会１

舞いの一年。秋に中国西安訪問。昨年ご逝去された

回含め３回。第５回日本生活学会博士論文賞および

菅谷文則本学名誉教授らと約 15 年前に訪問したと

第 13 回地域社会学会賞（個人著書部門）受賞。社会

きと、街が大きく様変わり。

活動として『湖国と文化』寄稿、青森公立大学公開

【研究活動】東近江市伊庭地区の重要文化的景観選

講座で講演。

定記念講演会の内容を、原稿化。総合地球環境学研
究所のプロジェクトメンバーで、比良山麓地域の防

2020 年度より法政大学社会学部教授に就任。お
世話になった皆さまに深く感謝申し上げる。

災・減災に関する一般書を出版。琵琶湖の葭に関す
る科研費を獲得し、調査開始。

■塚本礼仁（つかもとれいじ）地理学

【教育活動】ゼミ生らとおこなった西川嘉右衛門家

はじめに教育面では、分担の巡り合わせで仕方な

文書調査に社会人の方も参加くださり、会話を通じ

かったとはいえ、授業のない平日がない年度になり

て学生らの社会勉強の場にもなる。ゼミでは学生同

ました。特に、卒業論文や実習報告書の執筆指導が

士の議論の触発を心がけているが、今年は面白い議

大詰めを迎え、その他の授業もまとめに入る 12 月

論をしていた。自分が黙っているのが大変だが。

から１月は、心身ともにパンク寸前でした。しか

【社会活動】国立環境研究所琵琶湖分室で、琵琶湖

し、そうしたなか、実習で調べたイベント（ご当地

の水害に関する講演。長浜市の卒業生横山君によっ

キャラ博 in 彦根）に今後も関わっていく足固めがで

て搬入された横山三太夫家文書の目録完了。長浜市

きたことは、かろうじて収穫だったと思います。

ではほかに国友一貫斎文書の調査開始。その他県内
複数市町の諸委員として活動。

このようなわけで、分担執筆の書籍（荒木一視・
林紀代美編 2019．『食と農のフィールドワーク入
門』昭和堂．File7 養殖漁業を調査しよう．pp.47-

■石川慎治（いしかわしんじ）保存修景

54）の他に、研究成果を出すことができませんでし

◆研究活動

た。アイデアと現地に行かずに手に入るレベルの基

本年度は、７棟の伝統的建造物（足軽屋敷・商人

礎資料が溜まっていくだけで、これらを整理したり

屋敷・農家住宅・寺院）の調査を行いました。これ
まで私自身の研究対象ではなかった種類の建物や地

フィールドワークに出たりする時間を作れず、学会
での口頭発表すらできずじまいです。

域もあり、新しい経験をすることができました。
また、
「NPO 等による文化財建造物管理活用に関
する調査事業」
（文化庁、調査受託：㈱フジヤマ）

最後に社会活動としては、湖南市産業振興推進戦
略会議（副会長）と滋賀県中小企業活性化審議会委
員をお引き受けしました。

にも参加しました。
◆教育活動

■萩原

和（はぎはらかず）地域計画学

４回生７名の卒論指導を行いました。また、学外

2019 年度は、教育と研究の両面で試行錯誤した

ですが、滋賀県教育委員会主催『中高生のための近

１年であった。まず教育面では、
「地域計画概論」
、

江の文化財講座』で、「歴史的建造物を守る人々」

「地域計画実習」を新設した。地域計画学をテーマ
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とした初めての専門科目の提供であった。

◆教育活動

一方、研究面では、所属学会において論文１編

国内での実習では、大阪府八尾市にてベトナム人

（査読有）が掲載された。この数年間の研究成果を

コミュニティのあり方や寺の役割、第二世代の教育

論文として残すことができた。引き続き調査研究を

について調査を行った。また、2019 年 12 月にはイ

深めるとともに、景観まちづくり研究への応用展開
を目指したい。

ンドネシアのトラジャで、葬儀の観光化について実
習を行った。インドネシアへの引率は容易ではない

萩原

ものの、労力をかけただけ知的好奇心を刺激できた

和（2019）
：社会ネットワーク分析による潜

在的な地域活動テーマの抽出に関する基礎的考察－
滋賀県米原市におけるルッチまちづくり大学のアン

と思う。

ケート調査を通じて－ , 農村計画学会誌 38( 特集号 )

━━━━━━━━
◦生活デザイン学科

246-255
■金

宇大（きむうだい）世界遺産学・アジア考古学

◆研究活動

■印南比呂志（いんなみひろし）地域デザイン
今年度の研究デザイン活動は、国内外でのデザイ

今年度から科研費（若手研究）
「外来系装飾付大刀

ン、調査研究、取材が多かった。フィンランド、エ

の系譜的検討を通じた古代東アジアにおける地域間

ストニア、イタリア、韓国での活動が主であった。

関係の研究」が新たに採択された。これに関連する

６年前から手がけていた GAPADO プロジェクトが

口頭発表・講演を多数おこなったが、とりわけ 12

竣工し大規模な発表展示会を行った。このプロジェ

月 22 日に明治大学で開催された第４回古代歴史文

クトは、ドイツの iF デザイン賞で地域ブランド賞

化講演会での基調講演は規模が大きく、当日の配布

を受賞しイタリアのデザイン誌 domus で特集号が

資料と講演録が古代歴史文化協議会のホームページ

発刊された。その他、韓国内の多くの建築賞を受賞

にアップロードされている。

した。また domus の編集メンバーとして、シチリ

このほか、韓国の大成洞古墳博物館と忠清北道歴

ア、サルディニア、エストニアでの取材を行い、記

史文化研究院から依頼を受け、論考を執筆した。う

事を執筆、編纂し今年度は５巻上梓した。現在もす

ち前者は、12 月に刊行されている（
「日本からみた大

でに２巻の編集が進んでいる。地域においては、

成洞古墳群」
『大成洞古墳群５度の発掘10年の記録』
）
。

SDG’
s をターゲットに近江楽座の委員長として多

◆教育活動

くの学生活動を支援した。ゼミでは毎年恒例の高

今年度は着任１年目で、毎回の担当講義の準備で

知、能登、山陰、北海道での研修合宿を行った。さ

精一杯だった。ゼミには３名の３回生を迎え、中井

らに今年は九州、沖縄での調査合宿も行った。教育

先生との合同ゼミ旅行で長野・和歌山を訪れたほ

においては、大学院留学生の中国での調査研究の指

か、前任の定森秀夫先生が取り組まれていた韓国で

導支援、地域科目である近江の美の講義プログラ

の踏査旅行を試験的に再開、２月 19 日から 21 日まで

ム、環琵琶湖文化論実習での指導に多くの時間が費

韓国東南部（釜山・慶州・金海）を学生らとめぐった。

やされた。最後に今年は、学科長として大学事務に
忙殺される一年でもあった。

■横田祥子（よこたさちこ）中国研究・文化人類学
◆研究活動

■面矢慎介（おもやしんすけ）道具デザイン論

「移動する子供」科研の終了に際して、中国・台湾

◆学会開催

の両岸関係の変化に伴う、台湾で国際結婚家庭に誕

意匠学会第 61 回大会（８月８日−９日、本学交流

生した子供たちへの位置付けの変化と日常につい

センター、実行委員長）

て、報告書を執筆した。また、「東アジアの少子化」

◆シンポジウム・対談

科研に関連して、台湾台中市で男子後継者のいない
家族や納骨堂にて調査を行った。最後は遺骨・位牌

「大学×デザイン×地域」
（上記学会中のシンポジウム、企画・司会）

さえうまく処理できれば良いとの回答に、今後の展

「モノの未来とデザイン：情報とのはざまで」

開を悩んでいる。その他、日本台湾学会有志による

（11 月 15 日、デザイン関連学会シンポジウム、慶

日本台湾修学旅行支援研究者支援ネットワークに参

應義塾大学、実行委員長・ディスカッション司会）

加し、滋賀県立膳所高校にて修学旅行前の研修を行

「暮らしの中の愉しいコト：美しい暮らしを編む」

い、修学旅行に求める内容と研究者が台湾について

（2020 年３月 14 日予定、本学公開講義、
『暮しの手

学んでもらいたいことのギャップを学んだ。研究成

帖』前編集長・澤田康彦氏との対談）

果のリストは http://researchmap.jp/read0124252/

◆単著

をご覧ください。

『近代家庭機器のデザイン史：イギリス・アメリカ・
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日本』（美学出版、近刊）

■南

◆地域連携

◆研究・教育活動

彦根仏壇組合 / 伝統的工芸品産業振興協会・伝統工

政宏（みなみまさひろ）道具デザイン

近江八幡市安土町の戦国ブランディングロゴマー

芸士資格更新試験委員

ク。明治橋あまな店舗設計。BIWACCA 石鹸パッ

■佐々木一泰（ささきくにひろ）空間デザイン

ケージ。
第１回滋賀ぎゅっとおみやげコンテスト最優秀賞

「S,M,L,XL」の年。S はオランダで制作した家具が、

（石黒加奈子）

JID AWARD NEXTAGE 賞とディスプレイ産業奨
励賞受賞。オランダでの設計や研究、出版計画も継

◆受賞・掲載
「第三回 買うエコ大賞」滋賀県知事賞

続中。M はゼミ生らと生協ショップ改装と、伊吹

中国

の天窓舞台デザイン。子供が０から 12 人に増えた

『TAKE ME AWAY Please vol.3』掲載

話題の甲津原で蔵の改修計画。L は受託研究希望ヶ

『ASIA PACIFIC DESIGN No.15』掲載

丘スポーツ会館改修のデザイン監修とサイン計画を

◆展示会

ゼミ生と。XL は三井不動産との商業施設共同研究。

「役に立たない道具展」アートイン長浜（2019 年 10

研究発表は建築学会大会での構法研究発表と意匠

新浪微博

奇跡日本【维渡】第三期
p.38

月／長浜：四居家）

学会で。意匠学会大会では当時の大学院生との活動

「素材の現代性：信じられない竹、紙、木」展 香

成果発表と、シンポジウムパネラーを。実行委員長

港デザインセンター（7 月／香港）

面矢先生、ゼミ生と共に開催校業務を行いました。

「デザインの経験値展」ギャラリーうえまち（2019

また、ゼミ生下田比奈子さんがサンゲツデザイン

年 10 月／大阪：ギャラリーうえまち）

アワード上位５位入賞、大学顧問を務める川上村木

◆講演

匠塾が、建築学会教育賞（教育貢献）を受賞。前任

滋賀の観光イノベーションフォーラム「近江戦国デ

の山根先生から継続した地域活動が建築アカデミズ

ザイン論」講演（2019 年３月／彦根）

ムにおける最高峰の受賞を得れたことを、喜ばしく
思います。また今年から放送大学でも「空間デザイ

■宮本雅子（みやもとまさこ）住環境学、インテリア

ン論」の講義開始。また理事長を務めさせて頂いて

計画

いる大学生協と大学間で SDGs の協定が結ばれまし

◆教育・研究活動

た。

視覚障がい者が JR 各駅で安全に電車を利用でき
るように 2016 年から調査を進めていた駅情報を音

■藤木庸介（ふじきようすけ）建築計画・文化遺産観光

声化し、「ＪＲ琵琶湖線各駅音声情報」としてまと

昨年３月末から４月初旬に、インドネシア・スン

めた。これを CD 化し、県内の対象者に配布した。

バ島で伝統住居の実測調査。９月初旬は金沢で日本

落ち着いた美しい住宅照明に関する研究の結果を

建築学会大会へ参加後、すぐにその足で念願だった

アジアライティングカンファレンス（韓国大邱）で

台湾・ルカイ族の集落を訪問。同月末、ベトナム・

報告した。

ホイアンで伝統住居の調査。建築学会とホイアンに

また、学生および高齢者を対象に 2013 年から隔

はゼミの３・４回生も同行して、大所帯で大変で

年で行っている住宅照明調査を今年度も行った。

あったが楽しくもあった。翌 10 月には、昨年に引き

◆学会活動

続き中国四川省ギャロン・チベットで伝統住居の実

日本建築学会「建築の質感・色彩計画小委員会」､

測調査。12 月は５年ぶりにインドネシア・タナ・ト

「環境バリアフリー小委員会」委員、アジアライ

ラジャの集落を再訪し、かつての調査データを住民

ティングカンファレンス委員会委員他。

の方におかえしすることができた。来る２月は中国

◆社会活動

江蘇省で調査予定であったが、コロナウイルスのた
め渡航中止。３月はカナダ・ケベックシティとモン

草津市・彦根市都市計画審議会委員､ 草津市都市計
画マスタープラン策定委員会委員、滋賀県レイカ

トリオールで戦争コンテンツに関する調査の予定。

ディア大学講師等。

各調査地ではそれぞれ同行頂いた横田祥子先生、金
宇大先生、中井均先生に大変お世話になり、この場

■森下あおい（もりしたあおい）服飾デザイン

をかりてお礼を申し上げる次第である。建築設計は

今年度は学会で複数の企画に携わり、無事に進め

小樽で２年前から手掛けてきた料亭の改修が竣工。

ることができ安堵しています。８月 29、30 日には

今春は、３年前から手掛けてきた児童養護施設の実

日本家政学会被服構成学部会の夏期セミナーを「地

施設計がはじまる他、大阪で住宅が１件着工する。

域から生まれる技と感性」をテーマとして本学で開
催しました。文化的な背景から品質特性まで、講義
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と地場産業の見学で滋賀の繊維を知っていただく機

社会活動として、春期公開講座で「最近話題の

会になりました。また日本繊維製品消費科学会で

『ジャポニスム』とファッション史」を講演。
「アパ

は、学会創立60周年企画誌編集や新しい賞の開設・

レル工業新聞」に引続き年２回、東京コレクション

審査などの有意義な機会を得ました。多方面にわ

評を、共同新聞と「週刊読書人」に書評を、寄稿。

たって協力をいただき、本学の先生方も快くご意見
を下さったことに心より感謝しています。

ファッション雑誌『GINZA』から取材を受ける。
非常勤講師として、新潟大学人文学部の「博物館

研究活動では、日本デザイン学会に投稿した「デ
ザイン画と体形」の研究が、年度論文賞を受賞し、
大変喜ばしいことでした。またユニバーサルファッ

学展示論」に加え、放送大学の面接授業が始まった。
長年関わってきた新潟県南魚沼市六日町史民俗篇
が３月刊行予定。

ションとしてのジャケット開発の生地検討を、繊維
企業や県の研究機関とともに継続して取り組むこと
ができました。
教育活動では、京都のテキスタイル企業の生地提
供によるゼミ生の「京都コレクション」への作品発
表、SDG ｓをテーマにした、卒業生と４回生によ
る繊維機械学会での研究発表、「花しょうぶ商店街」

━━━━━━━━━
◦生活栄養学科
■矢野仁康（やのみひろ）病態栄養学
［年間活動］
生活栄養学科では，人体の解剖生理学および病態

でのデニムのリメイク作品ファッションショーを生

栄養学の講義と実習を担当しています．研究活動に

活デザイン学科として活発に行うことができました。

つきましては，各種の食品成分が有する癌細胞に対
する増殖抑制効果を分子レベルで明らかにする事

■山田

歩（やまだあゆみ）消費者心理学・行動経済学・

で，新たな抗癌剤開発の構造基盤のヒントに繋がる

マーケティング

様な研究を目指しています．さらに，癌幹細胞を標

◆地域・教育活動

的とした，実際の癌の浸潤・転移・再発の予防に向

エフエム滋賀番組審議会ではエフエム放送と地域

けた応用研究にも取り組んでいます．この様に，よ

のより良い関係構築にむけた議論を重ねました。ま

り身近な食材が有する特性を明らかにする事で，食

た、米原市の空き家対策として、市と住民が一緒に

生活の改善などによる疾病予防の科学的根拠の提示

市の未来を考える仕組みを作り始めました。また、

を行っています．また，病院で治験審査委員会のメ

リバネスジュニアリサーチグラントの研究サポート

ンバーとして，投薬が人権と安全性を考慮し科学的

制度として、高校生による地域課題解決を支援しま

に実施されるための審議に参加しています．次年度

した（担当チームが東洋紡賞を受賞）。また、ゼミ

からも，健康増進に貢献できる様な領域での教育・

生の中野佳奈さんが大学図書館利用を促すさまざま

研究活動に取り組んでいく予定です．

な企画とデザインを行いました。また、県が進める
「健康しが」で「行動経済学と心理学から発想する
人の動かし方」を講演。
◆研究活動

■中井直也（なかいなおや）運動栄養学
本年度より学科長を拝命し、学科運営のため東奔
西走しております。研究面では、骨格筋培養細胞モ

生活者の選択行動や意思決定にかかわる科研費プ

デルを利用して、タンパク質合成促進作用を調節す

ロジェクト（継続２件・新規１件）の研究を進めま

るメカニズムを研究しています。このモデルでは、

した。４件の学会発表と１件の論文を発表しました。

電気刺激装置によって、身体運動時の筋収縮を培養
細胞で再現することが可能です。一部の研究成果

■横田尚美（よこたなおみ）服飾文化史

は、学術雑誌に採択されました。また、研究室に所

何といっても、多賀町の山のある家から見つかっ

属する大学院生は、日本栄養・食糧学会および日本

た膨大で貴重な衣生活資料との出会いが大きかった。
ゼミでは、衣装展の「フォルチュニイ展」や「ド

体力医学会で発表を行いました。研究についての詳
細は、ホームページを御覧ください。
（naoyanakai.

レスコード展」など様々な展覧会などを観た。

wixsite.com）

日文研「『運動』としての大衆文化」共同研究員。

環びわ湖スポーツ栄養交流会（滋賀県立大、立命

学会活動では、日本家政学会で「裁縫における適

館大、龍谷大、びわ湖成蹊スポーツ大）の活動にも

応力の育まれ方」、日本民俗学会で、「滋賀県犬上郡

取り組んでおります。また、昨年度に引き続き、滋

多賀町落合の衣生活─ 2018 年に見つかった衣料品

賀県農政水産部・食のブランド推進課のお声掛け

200 点弱から─」を口頭発表。繊維製品消費科学会

で、当学科の学生数名が、滋賀めしメニューを考案

の国際会議で、ゼミの３回生と「New possibly of

する活動も行っております。

Mawata（floss silk）」をポスター発表。
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■福渡

努（ふくわたりつとむ）基礎栄養学

表しました．

畑山講師とともに，教員２人体制で基礎栄養学

社会活動として，チーム勢多：多職種連携活動市

研究室の運営，研究，学生の指導を行いました．

民啓発講座，滋賀県臨床工学士会，湖風会東海支

今年度の所属学生は，大学院生５名（博士後期課程

部，在宅看護職講習会，歯科医院に勤務する栄養士

１名，博士前期課程４名），４回生４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

実践塾等で講師を務めました．また，健康咀嚼指導
士の資格取得，
「健康な食事・食環境（スマイルミー

節による脳機能の保護」，「トリプトファンからのナ

ル）」給食部門の認証に係る技術審査に参加，農家

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．研究成果の詳細に

レストランのレシピ開発等新しい挑戦が多い１年で
した．野洲市食育推進委員会委員長，日本給食経営

つきましては，研究室ホームページ（http://www.

管理学会評議員，臨床栄養協会評議員，地域多職種

shc.usp.ac.jp/fukkie/）をご覧ください．

連携活動「チーム勢多」のコアメンバーとして活動

指導教員として，２名の博士号取得に貢献するこ
とができました．両名とも，今後の栄養学の発展に
貢献することを期待しています．

に参加しました．
高齢者の介護予防のための料理教室も、３年目と
なり、延べ 780 人の参加を得ることが出来ました。

第 13 回 ア ジ ア 栄 養 学 会 議（ACN2019）
， 第 10
回 ア ミ ノ 酸 ア セ ス メ ン ト ワ ー ク シ ョ ッ プ（10th

■廣瀬潤子（ひろせじゅんこ）栄養教育、乳児栄養

AAAW）
，第７回国際フードファクター会議

2019 年５月 23 日。この日は私にとって忘れられ

（ICoFF2019）と３回の国際学会に参加し，国内外の

ない日となりました。小澤惠子先生が亡くなられた

研究者と情報交換，交流することができました．今

日です。着任２年目に、矢橋中央病院に１年間の研

後の研究の発展に繋がるものもあり，楽しみにして

修をさせていただいた時に、初めて栄養課の課長を

います．

されていた小澤先生とお会いしました。カンファレ
ンスでは医師と対等に栄養療法の議論をし、栄養課

■辰巳佐和子（たつみさわこ）臨床栄養学

だけでなく病院のすべての方、他施設の方からも信

2019 年度

頼される管理栄養士。小澤先生は、私にとってまさ

活動報告

教育面では、臨床栄養学を担当し、臨地校外実習

に目指すべき管理栄養士の姿です。昨年度までの５

先の先生方より多くの御指導いただきました。研究

年間は本学でご一緒させていただき、近くでお仕事

面では、大学院生１名、４回生５名、桑原講師と共

をさせていただけたことは本当に貴重な財産となっ

に「健康寿命伸延のための実践的抗老化栄養マネー

ています。来年度は、ご退職後に一緒にさせていた

ジメント法の開発」という課題を進めることができ

だく予定だった嚥下食の研究を進めていきたいと考

ました。次年度も益々教育と研究に邁進していきた

えています。また、７月からは研究室の学生と一緒

いと決意を新たにしています。

に、授乳婦さん向けの雑誌にレシピ提案の連載をし

論文

ています。ご好評をいただき、来年度も継続になり

１）Fujii T et al. Clin Exp Nephrol. 2019, 23（7）

ました。研究でわかった食生活課題をレシピに反映

898-907

していきたいと考えています。研究成果として、論

２）Hanazaki A et al. Physiol Rep. 2020（in press）

文２報を発表しました。研究にご協力いただきまし

書籍（分担執筆）

た皆様に感謝いたします。

透析患者の食事管理 Q&A100（透析ケア 2019 年）
招待講演

■今井絵理（いまいえり）公衆栄養学，栄養疫学

１）第 ７回日本腎栄養代謝研究会学術集会・総会

本年度は２人の院生，３人の卒論生とともに栄養

「慢性腎臓病進展予防におけるリンの栄養管理」

疫学研究を進めてきました。フレイルティ（虚弱）

名古屋国際会議場 2019 年７月 27 日
２）日本臨床栄養研究会「臨床と時間栄養学の関わ

のリスク要因である貧血に着目し，高齢者におい
て肉類と魚介類の高摂取は貧血リスク低下と関連

り」龍谷大学

2019 年 10 月６日

していることを明らかにしました（Imai E, APJCN
2019）
。また，因子分析を用いて食事パターンを抽

■奥村万寿美（おくむらますみ）
臨床栄養学分野から給食経営管理分野に担当授業

出し，動物性たんぱく質を中心とした食事パターン
は貧血リスク低下と関連していることを見出しまし

が変わりました．

た（Kito A, Imai E, JNSV 2020）
。来年度も多くの

「行動経済学の指標を用いた新たな栄養食事指導法

成果を出せるよう研究室の学生とともに研究および

の開発」を目指して研究を行っています．研究成果

論文作成に邁進してまいります。

は，日本肥満学会，日本栄養改善学会等で３演題発
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学術論文

ん幹細胞は再発や遠隔転移を引き起こす原因だと考

Imai E, et al., Fish and meat intakes and

えられています（がん幹細胞仮説）．我々は食成分

prevalence of anemia among the Japanese elderly.

のいくつかは，がん幹細胞にも抑制効果があること

Asia Pac J Clin Nutr. 2019;28（2）:276-284.

を見出し，その詳細な細胞内メカニズムを明らかに

Kito A, Imai E. The association with dietary
patterns and risk of anemia in Japanese elderly. J

しました．また，浮遊癌細胞に関しても，クルクミ
ンが足場依存性細胞死誘導（アノイキス）に対して

Nutr Sci Vitaminol. 2020;66:32-40.

抵抗性を獲得させない効果があることを明らかとし

学会発表
４回（うち国際学会１回）

ています．以上の事は癌細胞に対して，増殖抑制効
果を発揮するだけではなく，転移や再発，浸潤と
いった悪性化の抑制にも効果があることを示唆して

■東田一彦（ひがしだかずひこ）運動栄養学
研究活動では、鉄欠乏と脂肪分解についての研究

います．現在，これらの研究成果は学会報告や，査
読付き英文誌への投稿を行っています．

を行い、論文発表することができました。この内容
は日本体力医学会や日本スポーツ栄養学会大会で研

■畑山

翔（はたやましょう）

究発表をしました。
「運動と健康」の講義では、最

本学に赴任してから、２年目となりました。講義

近急速に研究が進んでいる遺伝子の多様性、生活習

では食品微生物学、実験・実習では福渡先生と共に

慣などの環境要因と、生活習慣病の発症との関連に

基礎栄養学実験や栄養生化学実験を担当しました。

ついて深く掘り下げて紹介しました。「健康・体力

研究活動においては、生体内における水溶性ビタミ

科学」の講義では、今年もタグラグビーを実施しま

ンやアミノ酸の代謝に関する研究を行っています。

した。ラグビーワールドカップの影響で、ルールを

学会活動では、日本ビタミン学会や日本ビタミン学

知っている学生も多く、スムーズに講義を勧めるこ

会などにおいて研究成果を発表することができまし

とができました。タグラグビーを通して、ラグビー

た。また、８月にインドネシアで開催された第 13

人気が一時のブームで終わるのではなく、日本でも

回アジア栄養学会議に参加し、新たな知見を得るこ

文化として根付いてくれたらうれしいです。

とができました。

■佐野光枝（さのみつえ）食品学、分子栄養学

層精進していきたいと思います。学会発表：３回

次年度も、教育・研究活動の発展に向けてより一
◆年間活動

（うち国際学会１回）

昨年度に引き続き「黒毛和牛の妊娠中の飼料摂取
量が羊水中の遊離アミノ酸含量に与える影響」を調

■桑原頌治（くわはらしょうじ）

べる研究を行った。また昨年度と調査国を変えて

2019 年度は滋賀県立大学に着任し、年度はじめ

「食品成分表から読み取れる日本と中国、韓国の食

から勤務する最初の１年となりました。担当の実習

文化の違い」を調べる研究を行った。学内の教育研

に加え、学部共通の講義や各種委員会の業務にも携

究高度化促進費（提案課題研究）の支援を受け「胎

わり、ようやく年間行事の大まかなスケジュールを

仔期の DNA メチル化修飾へ与える子宮内胎児発育

把握することができた１年でした。４月から始まっ

不全症の影響の網羅的解析」のテーマでメチル化ア

た新入生の環琵琶湖論文化実習にも最初から参加さ

レイ解析を実施した。

せていただき、入学生が滋賀県立大学の大学生とし

◆学会発表

て成長していく姿も見ることができました。また研

オーストラリアのメルボルンで 10 月に開催された

究・教育としては、研究室に来てくれた卒論生と共

国際 DOHaD 学会 2019 年大会にてポスター発表を

に卒業研究を立ち上げ、ようやく発表と提出までた

行った。ポスタータイトル「Relationship between

どり着くことが出来そうです。まだ研究室として新

diet during pregnancy and birthweight in Japan（日
本における妊娠中の食事と出生体重の関係）
」

しく、テーマ、機器、実験方法と立ち上げることが
多い日々ですが、新たなスタートをする機会を得る
ことができたことを光栄に感じております。実習は

■遠藤弘史（えんどうひろし）

昨年よりさらに充実させることができ、一方で今後

我々の研究室は，クルクミンやヘスペレチン，カ

の課題も見えてきました。それら課題や反省点を来

プサイシンやレスベラトロールのような食成分が持

年度以降に活かして参ります。教育に加えて、学外

つ抗癌作用の詳細な細胞内メカニズムに加えて，が

へのアピールとして学会等への参加を継続し、研究

んの予後に大きな影響与えることが注目されている

テーマのアピールもこれまで同様に来年以降も続け

がん幹細胞ならびにがんの転移・浸潤に関わる浮遊

て参ります。

癌細胞と食品の関係について研究してきました．が
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◦人間関係学科

ることで、受講生の力量形成と授業改善を図った。
【社会活動】
「ESD」「教育評価」「授業づくり」等のテーマで

■上野有理（うえのあり）比較認知発達科学

学校の先生方を対象とした研修会の講師を務めた

科学研究費助成研究「共感の構造と進化に注目し
た養育の実証研究：子育て支援の実践に向けて」を

り、学校の教育・研究に関わる委員を務めたりした。

総括するべく、研究成果の公表作業を進めた。教育

■後藤崇志（ごとうたかゆき）社会心理学・教育心理学

活動では、４回生１名と３回生３名のゼミ指導をお
こなった。地域貢献・社会活動として、彦根市立ふ

研究
今年度は、ステレオタイプの潜在認知に関する実

れあいの館運営委員会委員長を務めた。また、大阪

験論文や、親の学習観の機能に関するものなど、４

市私立保育連盟の乳児保育研修会にて講師を務めた

本の論文（筆頭は２本）が公刊された。また、分担

他、一般向け子育て講座での講演をおこなった。

執筆で関わった心理学概論と学習・言語心理学の教
科書 2 冊が公刊された。

■大野光明（おおのみつあき）歴史社会学

教育

ベトナム反戦運動や沖縄「返還」運動について

４回生ゼミでは、６名の卒業研究の指導を行っ

の調査・研究を続けている。昨年創刊した『社会

た。今年度は行動や思考が（広い意味で）他者から

運動史研究』は反響が大きく、今年２月には２号

受ける影響について扱ったテーマが多かった。質問

（特集：
「1968」を編みなおす）を刊行予定である。

紙調査、ペア参加の実験、脈拍や視線の測定など、

７〜８月に立命館大学国際平和ミュージアムで開

手法もバラエティに富んでおり、面白い成果を挙げ

催された展示「ハンパク 1969 ─反戦のための万国

られたと思う。３回生ゼミでは、卒業研究の予行も

博」では企画と準備に関わった。また、カリフォル

兼ねて、５名の学生と合同で一つの心理学実験を計

ニア州でのベトナム反戦運動調査では 70 年代初頭

画・実施した。

の沖縄を撮影したフィルムを寄贈されたが、それ

社会

に NHK 沖縄放送局が関心を示し、今年１月 30 日の
ニュース番組で取り上げられた。
教育活動では、４回生７名、３回生２名によるゼ
ミに取り組んだ。京都国立近代美術館「ドレス・

博報財団からの助成金を受け、学習塾や、地域活
動を行う NPO 法人、大型商業施設と連携して教育
実践の開発・実施を行った。来年度以降も継続して
実施できるように進めていきたい。

コード？」展を訪れたり、論文や学術書、『カラン
コエの花』や『放浪息子』などの映画や漫画をめ

■丸山真央（まるやままさお）地域・都市社会学

ぐって議論を深めた。卒論テーマはセクシュアル・

大阪の都心回帰に関する共同研究の成果をようや

マイノリティ、ディズニープリンセス、インスタ映

く上梓した。その余波で、同志社大人文研や大阪市

えと観光、透明感と女性、ジャニーズファン、擬人

大で話す機会があった。1970 ／ 2025 年大阪万博論

化漫画、ビデオゲームと多岐にわたり、それぞれの

で早稲田社会学会シンポにも登壇した。さながら大

分析と考察の深さから多くを学んだ。

阪都構想・万博の便乗商法である。

■木村

裕（きむらゆたか）教育方法学

治論を寄稿。都市社会学会年報で「第二都市」特集

今年度の主な活動内容は以下のとおりである。

を解題。地域社会学会研究例会でローカル・ジャー

また、日本建築学会のウェブジャーナルに都市政

【研究】

ナリズム論の報告。拡散気味ながらよく働いた。

学術研究助成基金助成金（若手研究 (B)）の助成を

次期プロジェクト「東アジアの大都市圏ガバナン

受けて「持続可能な開発のための教育（ESD）」の

ス改革の比較都市政治社会学」も徐々に始動。上海

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するとともに、得られ

や釜山の調査は刺激的だが、新型肺炎が気がかりだ。
ゼミには３・４回生各４人が所属。社会活動では

た成果を発信した。また、学校の先生方とともに、

彦根市行政評価委員、東中学校区支援地域協議会

授業づくりや授業研究に関する取り組みも進めた。

委員を務めた。地域連携関係では、昨年度に学内

【教育】

の SDGs 地域課題研究助成で実施した竜王町の調査

ゼミについては、３・４回生の合同ゼミや他ゼミ

の現地報告会を６会場で開催。社協の講演会で話す

との合同検討会、教育現場でのフィールドワークな

機会もあった。キャンパス SDGs 大会でまちづくり

ども実施し、学習効果の向上を図った。講義や演習

WS ファシリテータを務めた。学会活動では、日本

に関しても、取り上げる内容や扱う資料等を吟味し

社会学会の社会学教育委員会が意外と忙しかった。

たり多様な授業形態や学習方法を組み合わせたりす
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■松嶋秀明（まつしまひであき）臨床心理学
研究面では、放課後児童クラブのフィールドワー

たに『西尾市史』の編纂に携わることになりました。
◆教育活動

クや、パフォーマンス心理学をふまえた介入方法

教育活動では、４回生３名、３回生３名のゼミ指

論について検討をおこなった。単著『少年の「問

導にあたりました。４回生全員がそれぞれの問題意

題」／「問題」の少年』が新曜社より刊行された。
ずっと以前にでているはずだったが、いろいろ遅れ

識にもとづいて卒業論文を書き上げたことを嬉しく
思います。

てしまった。やっと出せて安堵している。初めての
英語論文が Watzlawik, M & Burkholder, A.（Eds）
“Educating Adolescents Around the Globe”の１章

━━
◦国際コミュニケーション学科

として Springer 社から発刊される。地域貢献では、
草津市のいじめ対策協議会の委員、彦根市警察署の

■河かおる（かわかおる）朝鮮近代史

評議委員をつとめたほか、いくつかの学校でのいじ

2018 年 10 月の韓国大法院での「徴用工判決」以

め事案に外部委員として関わった。ゼミは４回生が

後、日本国内の「嫌韓」が強まっていましたが、

３名、３回生が７名在籍。卒論は、スマートフォン

2019 年の夏以後は日本側の輸出規制措置などに端

での写真撮影、大学生の海外留学、フェイクニュー

を発した官民あげての「嫌韓扇動」ぶりに目を覆い

スを批判的によむ力など多彩なテーマを扱った。博

たくなりました。そのせいで昨年度に続き講演やメ

士後期課程の田中俊明さんは、私との共著論文が

ディアの取材等の依頼が増えました。研究時間が確

「家族療法研究」に掲載され学位取得に一歩前進。

保できず悩みますが、この排外主義が跋扈する状況
の中、私ごときでも発信する場があればするしかな

■中村好孝（なかむらよしたか）社会学
【研究】

いという心境です。昨年度の SDGs 特化型地域課題
研究で取り組んだ内容を踏まえ、外国人の子どもの

共訳したデヴィッド・ハーヴェイ『経済的理性の

教育や外国人学校が幼保無償化から除外された問題

狂気──グローバル経済の行方を〈資本論〉で読み

などについて報告や講演をする機会もありました。

解く』が出版された。実は個人的に一番印象的だっ

また、約 20 年前に前職で関わっていたテーマに関

たのは謝辞なのだが、そこでハーヴェイは、自分は

する国際シンポで基調報告を依頼され、もろもろ返

大学教育を無償で受けることができたと言って、無

上して準備しても間に合わない！と焦っていたら主

償教育と助成金に感謝している。

催者の都合で中止になりました。２月末に別の主催

【教育】

で開催されることになり、ひとまず良かったです。

ゼミは４回生２人、３回生３人で行った。面白い
卒論ができたと思う。
【社会活動】

■小熊

猛（こぐまたけし）認知言語学

全学の外国語部会を担当することとなり、はじめ

彦根市障害者福祉推進会議などで委員長をしてい

ての業務が多く試行錯誤が続く１年間であった。大

る。最近、別の会議に委員として参加して、とても

学入試新制度を巡って学科教員をはじめ、関係する

スムーズに進行して終了予定時間ピッタリに終わる

諸先生方と入試の在り方について活発に議論を行っ

委員長の司会ぶりに感動し、同時に己を振り返って

た。中学校での豊富な実務経験を有する中谷博美先

落ち込んだ。

生を本学科に迎え、きめ細かい実践的な英語教職課
程の指導体制が整った。教職志望の学生達が指導案

■杉浦由香里（すぎうらゆかり）教育学、教育史

の作成、模擬授業、学外の教育現場での授業見学

◆研究活動

と、これまで以上に熱心に取り組み始め、学生との

研究活動では、科研費（若手研究 B）
「学校組合立

向き合い方がいかに大切かを再認識させられた。

実業補習学校の設立と変容に関する研究」を継続
しています。愛知県松平公民学校の事例を全国地方

【研究活動】
「3.3 捉え方／解釈・視点」の項目を担当執筆し

教育史学会で報告するとともに、その成果を『豊田

た『認知言語学大事典』
（朝倉書店）が刊行。科学

市史研究』に論文投稿しました。また、滋賀県立彦

研究補助金の研究成果として日本語用論学会第 22

根東高等学校所蔵の彦根中学校関連書簡の翻刻を進

回大会において「Monologic Deixis: Two Distinct

め、その成果を中等教育史研究会で報告しました。

Conceptions behind Reflexive Speech Event」と題

その他、日本教育史研究会第 38 回サマーセミナーの

して研究発表。

企画運営を担い、大学サテライト・プラザ彦根を会

【教育活動】

場に開催することができました。自治体史編纂事業

教職関連科目間で連携して授業を実施。担当科目

では『新修豊田市史』
『愛知県教育史』に加え、新

「English Lecture D」においては、英国からの留学
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生５名が履修し、本学学生との活発な異文化コミュ
ニケーションが展開された。

■棚瀬慈郎（たなせじろう）文化人類学・チベット学
この所のテーマである、中国におけるチベット人
による文学活動を調査するために、８月の中旬に青

■呉

凌非（ご りょうひ）言語学

海省へ行った。青海では、著名な小説家のツェラ

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

ン・トゥンドゥプ氏に会い、インタビューをするこ
とができた。また一種の記録文学である「ナクツァ

目のほか、「言語接触論」と「翻訳文化論」の２つ

ン少年の喜びと悲しみ」の著者であるナクツァン・

の専門科目も担当しています。「言語接触論」は学
外にも開放しており、例年通り、今年も学外からの

ヌロ氏にマチュという町で再会することができたの
は、大きな喜びであった。

受講生が講義に参加されました。学外の受講生のバ

その後、ナクツァン氏が少年時代を過ごしたマ

イタリティは県大生も見習うべきだと思いました。

デ・チュカマという所に行くこともできた。この地

また、私のゼミに所属しているゼミ学生は三学年合

は、1958 年に人民解放軍が進攻することによって

計15名で、うち４名が留学しています。留学レポー

阿鼻叫喚の地となり、幼いナクツァン氏も父と共に

トやゼミ課題の形で指導を行っています。このほか

故郷を捨てざるを得なくなっている。翻訳を進める

には、卒論指導にも精力的に取り組んでおります。

にあたり、その舞台となる場所を訪れることができ

研究活動

たのは、大きな助けとなった。

国際学会発表：

それにしても、中国では一層監視体制が厳しくなっ

11th Asia-Pacific Consortium of Teaching Chinese

ていることも実感した。マチュの町では、深夜に

as an International Language

５、６人の公安がホテルの部屋に来て、パスポートを

アジア太平洋地域国際中国語教育学会シンガポー

チェックされた。特に問題はなかったものの、気味

ル 南 洋 理 工 大 学 2019.8.3-2019.8.7 に て、『 怎 样 解 释

の悪い思いをした。以前のように、農村や僧院での

“只”与“只是”的区别？』を題して、論文を発表

フィールドワークをすることは当面不可能と思われる。

しました。
学内貢献
國際コミュニケーション学科学科長を務めています。

■谷口真紀（たにぐちまき）文化・思想
今年度を振り返り、何やら本人は忸怩たる思いで
いるようです。以下は谷口氏から言付かったことま

■島村一平（しまむらいっぺい） 文化人類学・モンゴ
ル研究

とめたものです。
教育に関しては、英語で行う Conflict Analysis

今年度は、４月にスイスはベルン大学で招待講

for Peacebuilding という科目で新たな展開があっ

演、ハンガリーにて国際仏教研究のシンポジウムで

たようです。従来は留学から戻った学生さんが受講

発表という幕開け。スイスの物価は日本の倍ほど

生のターゲットでした。ところが今期は、あえて海

でびっくり。８月、高校向け講座などの仕事を受け

外留学には行かず国内留学のつもりで当科目を受講

15 年ぶりに日本で過ごした。子供たちを連れて家

する学生さんが数名おり、内容やペースを一新せざ

族で故郷の瀬戸内の島で休暇。９月にモンゴルで科

るを得なくなりました。それでも、柔軟に対応して

研の調査、そして京都フォーラム。「ポスト世俗化

みると、新たな学びの空間が広がったとのことで

時代の宗教を構想する」と題して東大や京大、一橋

す。ちなみに、対談の中で笑顔が見られたのはこの

の哲学や科学史、文学を専攻する研究者たちと二日

話のときだけでした。

間に渡る異種格闘技戦（討論）を経験した。その議

サービスについては、例年通り学科の留学業務が

論の模様は東大出版会から出版予定。発表論文はス

大きな割合を占めているそうです。危機管理も含め

イスのアジア学会紀要の招待論文など３本、講演・

複雑になる一方だといいます。

学会発表が５本。院生は博士１名修士２名、研究生
２名４回生 10 名、３回生８名２回生６名を指導。

最後に、研究に話題が及ぶと、途端に表情が曇り
ました。研究の手を止めたことは一日もなかったけ

ゼミ生の初田親君がトビタテ留学に合格、キューバ

れど、出版物がゼロだったらしいのです。研究者に

へ。今年も就職委員として 11 本の就活セミナーを

なってこうした事態は最初で最後にすると言ってい

実施した。なお本年度をもって本学を退職する。い

ました。
（報告者

苦虫かみ）

ろいろ、いろんな意味でお世話になりました。４月
から国立民族学博物館 / 総合研究大学院大学で研究
教育に従事する。

■中谷博美（なかたにひろみ）言語学、英語教育
今年度より着任したいしました。先生方や職員の皆
様のサポートにより、なんとか１年目が過ぎようとし
ています。この場をお借りしてお礼申し上げます。
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【研究活動】

陸乾燥地文明の歴史生態人類学的研究」
（中部大学）

科 研 費 の 助 成 を 得 て、 は じ め て 著 書（Tag

に関しても海外調査をおこない、10 月には中部大

Questions and Their Intersubjectivity）刊行に取り

学で行った当科研主催の国際シンポジウムで「“一

組みました。学会発表、論文執筆については、だい

帯一路”構想と内陸アジア地域の変遷」と題する研

たい２か月に一度のペースで進めています。今年度
は、主に言語学と教育の接点、多言語の文末表現比

究発表をした。９月には中国の関連大学で招待講演
をおこなったほか、国際会議で一回発表をした。

較をテーマに研究しました。

2020 年１月にはフィリピンのマニラで開かれた第

【教育活動】
教職科目「教科教育法Ⅰ・Ⅱ」において、大学で

五回「アジア未来会議」に参加した。

の TA 実践、近隣の中学校・高等学校における授

■ホークス マーティン 応用言語学・第二言語習得

業見学、外部講師による講義、現職教諭を招いての

教育活動

模擬授業など実践的内容に取り組みました。学生た

例年どおり、７月には、国際コミュニケーション

ちと新しい英語の授業のあり方を模索しています。

学科の学生 を JEMUN という全日本大学英語模擬

ゼミでは、
「グレーゾーンの子どもの会話」、「平

国際連合大会に引率しました。当大会 2019 のテー

叙疑問文」、「第二外国語教育」など学生たちが見つ

マは「At the Crossroads of Climate Change」
（気

ける興味深いテーマの研究を助言指導しています。

候変動と岐路に立つ国際社会）でした。
研究活動

■橋本周子（はしもとちかこ）思想史

論文

今年度最も自分にとって大きな出来事は、一昨

Hawkes, M.（2019）. EFL lecture courses for study

年前の産育休に入るまでに、拙著『美食家の誕生』

abroad preparation: An action research project.

のフランス語版の翻訳を済ませてあったが、時間

International Journal of TESOL studies, 1（2）, 1-19.

をおいてその成果が思ってもみない形で報われた

書評

ことである。La naissance du gourmand : Grimod

Hawkes, M.（2019）.［Review of the book Reflections

de la Reynière et la Révolution française（Presses

on task-based language teaching, by R. Ellis］.

Universitaires François-Rabelais, 2019）が、第４回

System 81, 211-213.

アントニー・ロレ賞という、Fayard 社ゆかりの賞

学会発表

を受賞するに至った。

・2020年２月：Adamson, C., & Hawkes. M. Challenges

国内でも依頼を受けて講演したり、また共著者と
していくつかの出版にも関わることができた。特に

of teaching EMI graduation seminars. CamTESOL
2020. Phnom Penh, Cambodia.

味の素食の文化センター主催のシンポジウムでは、

社会活動

いつか専門的な対話をしてみたいと願っていた京都

・全国語学教育大会（JALT）京都支部の財務担当役員

の料亭・木乃婦の高橋拓児氏との鼎談が実現して大
変刺激になった。

であり、本部の年次国際大会の審査委員を務めた。
・
「ひこね広報」（英語版 ) という毎月発行されてい

教育については JASSO の助成金を新規で獲得す
ることができた。これで次年度からも、継続して学

るコミュニティニュースレターの校正者をしてい
ます。

科生によい留学の機会が提供できることになり良
■ジョン リピー

かったと思う。

平成 31 年度は国際交流関係および創作関係の活
■ボルジギン・ブレンサイン

現代中国研究、社会

動に多くの時間を割きました。６月上旬に福井県

史、モンゴル・満洲地域史

越前において、アメリカから来日した California

2019 年度は、一回生担当に加え、三名の卒業生
の卒論を指導した。大学院では二名の博士後期課程

State University の大学生、大学院生、教員合計 25
名と、県大のゼミ生８名とともに合宿・交流しまし

の学生が在籍し、研究指導をおこなった。そのほ

た。そこでは日本の俳句について講義及びワーク

か、二名の研究生を受け入れ、そのうちの一名は滋

ショップをしました。また国際交流活動関係で担

賀県立大学大学院修士課程に進学することができた。

当している「Cross-Cultural Business at American

研究活動に関しては、科研費「国際共同研究強化」

Community Colleges」プログラムに学科生の派遣

（B）
「
『満洲』
・モンゴル社会の再編と戦後の中国社

留学をさせるためのＪＡＳＳＯ奨学金を獲得しまし

会」の二年目を迎い、関連地域で資料調査とフィー

た。この外部資金を得たのは６年目になります。研

ルドワークをおこなった。また分担者として加わっ

究関係では以前から行っている里山と文学の関係の

ている科研費の基盤研究 A「アフロ・ユーラシア内

研究を続けています。人間文化学部の紀要『人間文
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化』には文芸創作に関する論文を載せました。創

４月～現在）、京都ドイツ語学研究会広報・渉外委

作活動の一つとして詩の朗読会にも参加し自作の

員（2014 年５月～現在）

詩を発表しました。学科生４名の卒業論文である
小説創作及び分析（使用言語は英語）を指導しまし
た。新しい取り組みとしては、学科生及び学科の受
け入れ留学生の英語創作紀要（Silience: The Hidden
Talents of Friends）の作成を試み、その顧問を務
め、第１巻を発行しました。
■山本

薫（やまもとかおる）英文学

2019 年度前期は、サバティカル研究休暇をいた
だき、ケンブリッジ大学英文科及びウルフソン・カ
レッジにて本年度科研費採択課題について調査・研
究を行いました。留守中ゼミ及びその他にご対応い
ただいた学科教員特に英語系列の先生がたには感謝
申し上げます。カレッジの宿舎では海外の研究者だ
けでなく、日本の研究者とも生活を共にしながら、
意見や情報を交換し、日々彼らが研究にひたむきに
取り組む姿勢に触れ、多くの刺激を受けました。ま
た、学会にも参加しましたが、学会以外でも同じ分
野の英国の研究者と面談する機会にも恵まれ、研究
者として濃密な時間を過ごすことができました。成
果は論文として来年以降英・米から順に出版される
論集に掲載される予定です。滞在中には、解説を
書かせていただいた翻訳本（J. コンラッド『シーク
レット・エージェント』高橋和久訳［光文社］）が
日本で出版され、次の仕事にもつながりました。留
守の間ゼミ生も不安だったと思うので、帰国してか
らはゼミの時間を増やして卒論の指導に特に力を注
ぎ、締切前になんとか全員無事に提出することがで
きました。
■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名がドイツのアウク
スブルク大学に留学中で、昨年８月には３回生２名
がドイツから無事に帰国しました。今年度もドイツ
留学を支援するために、JASSO の海外留学支援制
度（協定派遣）のプログラム申請をして、無事に採
択されました。ドイツからの受入学生は２名で、昨
年度と同様にアカデミック・アドヴァイザーとして
サポートにあたりました。また交流の機会を増やす
目的で、交換留学生にはドイツ語の授業補助をして
もらうことにしたのですが、それも今のところうま
く機能しています。卒業予定者は１名で、卒業研究
ではウィーンの危機遺産問題を取り扱いました。研
究に関しては、ドイツ中世の叙事詩を対象にして詩
形と言語使用の関係について調査を行っています。
【社会貢献】
日本独文学会データベース委員会委員（2005 年～
2019 年）
、阪神ドイツ文学会庶務担当幹事（2016 年
人間文化● 99

■『人間文化』編集・投稿規定■
【編集規定】
１．本 誌は、滋賀県立大学人間文化学部の機関誌
であって、原則として年２回発行する
（10 月末、
３月末）。
２．本 誌は、論文、研究ノート、翻訳、資料、講
演記録、エッセイ、人間文化通信、その他で
構成される。
３．本 誌の掲載原稿は、投稿原稿と依頼原稿とか
らなる。
４．投 稿資格者は、本学部教員、元本学部教員、
人間文化学研究科院生、同修了者・単位取得
満期退学者、学部教員の依頼を受けた者およ
び編集委員会が必要と認めた者とする。
５．投 稿者の選定および原稿の掲載・修正等の措
置は、編集委員会の決定による。

・３月末発行のとき、原稿の締切は１月末とする。
・投 稿予定者は、投稿の意思をそれぞれ７月末
および12月末までに、編集委員に伝えるもの
とする。
・な お、締切日までに原稿が提出されなかった
ときは、投稿を放棄したものとみなす。
３．人 間文化学研究科院生は、指導教員を通じて
投稿意思を編集委員に伝え、投稿するものと
する。その際、投稿原稿に必ず指導教員等の
コメントを付すものとする（1,000字以内）
。
４．投稿原稿の分量は、次の通りとする（日本語。
日本語以外はそれに見合う分量とする）
。
・論 文・研究ノート：24,000字以内（図表等を
含む）
。
・翻訳：20,000字以内（図表等を含む）
。

６．依 頼原稿については、別途編集委員会で決定
する。

・資料・講演記録：8,000字以内（図表等を含む）
。
・エッセイ：4,000字以内。
・人 間文化通信・その他：その都度、編集委員
会で決定する。
５．原稿は、ハードコピー（40字× 40行）と電子

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

■編集後記■

東近江市妙法寺の勧請縄

2019年度後期号の『人間文化』をお届けします。
今回は論文４報、研究ノート３報の投稿をいただき
ました。前期号でかなり枚数を超過してしまっていた

滋賀県には神社や集落の入り口に大きなしめ縄をつる勧請縄
（つり）という行事が多く伝承されている。神社の入り口や鳥居
にしめ縄をつけ、そこに木で作った輪や榊などをつるすものが
多いが、集落の入り口にそれを掛けるものもある。後者は大半
が一か所だけにつるすものであるが、東近江市妙法寺ではこれ
を集落の２か所の入り口につるしている。2020年は１月13日が
この勧請縄を掛ける日であった。朝から集落中央の薬師堂に当
番の組の男性が集まり、しめ縄を編み始める。できあがった縄
には12本の樒の枝がつけられ、寺の住職によって縄に向かって
祈祷が行われて昼食となる。午後からはこれが集落の２か所の
入り口に掛けられる。この作業にはかつてははしごなどを使っ
ていたが、現在ではリフト車などが用いられる。この行事は集
落に災厄が入り込まないように年頭に行われるものと考えられ
るが、妙法寺にはほかにも集落の入り口４か所に災厄をふせぐ
津島さまの小祠がまつられている。火災や水害、疫病になやま
されたムラの歴史の一端をこの行事からうかがうことができる
だろう。

市川秀之

のですが、学部長・学科長の皆さまからご配慮を賜り、
今回も充実した形で刊行することができました。編集
委員を代表して、深く感謝申し上げます。
今年度もまた、出会いと別れの季節となりました。
後期号には毎年、定年を迎えられる先生方のご退任
メッセージが掲載されています。今年度は水野先生と
面矢先生にお寄せいただきました。大学を創設期から
支えてこられ、学部長を務められたお二人のような先
生方が年々少なくなっていくのは仕方のないことです
が、さみしさを覚えます。
そして私事ながら、かくいう私も活動報告で記した
ように、今年度限りで県大より転出します。数年の間
を空けて２期４年にわたり『人間文化』の編集にたず
さわりましたが、いろいろとご迷惑をおかけしたこと
ばかりが記憶に残ります。今後の人間文化学部の発展、
そして『人間文化』がますます充実したものとなるこ
とを祈念しております。
（武田 俊輔）

編集委員■
武田俊輔・面矢慎介・畑山翔・松嶋秀明・橋本周子
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