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人間文化学部

二

学部長

少し前、他大学の人間文化学部について調べてみたことがある。人間文化学部自体は公
立大学・私立大学にはいくつかあり、比較的新しいが、特に珍しいというほどのことはな
い。来年４月には、島根県立大学に保育教育学科と地域文化学科の２学科からなる人間文
化学部が設立される。短期大学からの移行で、地域文化学科には日本文化コースと国際文
化コースが置かれる予定である。2005 年に、広島県立大学・県立広島女子大学などを統
合して設置された県立広島大学の人間文化学部は、国際文化学科と健康科学科の２学科で
構成されている。
私立大学の人間文化学部はどうであろうか。福山大学は、心理学科・人間文化学科（言
語・文化・歴史分野）
・メディア映像学科の３学科編成、京都ノートルダム女子大学は英
語英文学科と人間文化学科（日本語日本文化領域・国際文化領域）
、昭和女子大学では日
本語日本文学科・歴史文化学科の２学科を設置する。一方、人間文化学部人間文化学科の
みの１学部１学科の作新学院大学や山梨英和大学、愛国学園大学の例もある。人間文化学
科ならば、さらに多くの大学・学部に置かれている。
それぞれの大学・学部・学科が歩んできた歴史のなかで、人間文化という学部名が採用
されたのであろうが、文系を中心としたさまざまな編成・組み合わせとなっている。人文
学部などとも近い性格を有するが、この名称が選ばれたのは、やはりその多様性を意識し
たからと思われる。
これは当然、人間および文化という概念の広さに起因しているが、とりわけ本学の人間
文化学部は多様性が顕著で、最も包括的な構成となっている。問題は、その特性を学部の
利点として生かしきれているかである。最近、現行の５学科体制を基礎にした学部の教教
分離案を策定したが、今後どのようになるかは予断を許さない。開学以来のさまざまな経
緯があって５学科となったのであるが、それを強調するだけでは、学内外の理解は得られ
ないであろう。あらためて、５学科体制の意味が問い直されている。
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「シャマニズム」から「シャーマニズム」へ
─北方ユーラシアの狩猟・牧畜文化における信仰の過去と現代を
接合する試み
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

はじめに
シャーマニズムとは何か。この問いを考える前
に「シャーマニズム」という用語自体、「シャーマ

世紀のブリヤート人学者ドルジ・バンザロフがトゥ
ングース語の「サマン」に由来する［バンザロフ
1940（1846）
］としたのが定説になっている。

ニズム」
「シャマニズム」の二種類の表記方法があ

そもそもシャーマンは、本来、北方ユーラシアの

ることに気づく。同様に「シャーマン」という用

狩猟民・牧畜民の間で活躍してきた宗教的職能者の

語に関しても、書物や論文によって「シャーマン」

総称である。彼らはタイガの森や草原で、獣の毛皮

「シャマン」と異なる表記で記されている。いった

を纏い、巨大な円形の革張りのドラムを叩きならし

いどちらが正しいのか。この違いには、何か深い意

ながら激しく踊り儀礼を行うことで知られている。

味があるのだろうか。英語で表記すれば、いずれも

シャーマンの語源はトゥングース語に由来するが、

shaman、shamanism という単一表記となるのにも

それを 18 世紀以降、帝政ロシアに委託されてシベ

かかわらずだ。

リアを調査したドイツ人探検家たちが、北方ユーラ

実は、こうした日本語における表記のゆれは、大

シアの諸民族の間に類似した宗教的職能者をまとめ

まかに言うならば「シャーマニズム」を「シャマニ

て「シャマン（シャーマン）」と呼んだことから、

ズム」発祥の地であるシベリア（北方ユーラシア）

これが次第に学術用語化していった［Znamenski

の狩猟・牧畜文化特有の宗教現象として捉えるか、

2007，2010］
。したがって、その実際の呼び名は民

あるいは文化・歴史を脱コンテキスト化した、世

族や地域によって異なる。

界に普遍的な現象のモデルとしての「シャーマニズ

精霊を憑依させたり、異世界を旅立つことで超

ム」として捉えるかという、研究上の大きな視座の

自然的存在と直接交流する「シャーマン」を、世

違いによるものである。

界に普遍的な宗教的職能者であると唱えたのは、

そこで本稿では、こうした視座の異なりを出発点

ミルチャ・エリアーデであった［エリアーデ 1974

とし、その背景となった研究史上の流れをおおまか

（1964）］。エリアーデはシベリアの一宗教現象で

に整理する。それと同時に「シャーマニズム研究」

あったシャーマニズムを世界に普遍的な現象である

発祥の対象地である北方ユーラシア、特にシベリア

と位置づけた反面、脱魂による天界への飛翔を行う

やモンゴルを事例として、今後「シャーマニズム」

シベリアのシャーマニズムこそが、最も古代的であ

をどう捉えていくかを考察していきたい。もちろん

り、シャーマニズムの原型であると考えた。

シャーマニズムに関する研究は膨大に存在し、それ

エリアーデの「古代のエクスタシーの技術」は、

をすべて語りつくすことはほぼ不可能に近い。従っ

実際にシベリアに赴いていないエリアーデの推論で

て本稿は、筆者なりの概観と見方を示した試論に過

あり、多くの研究者から批判がよせられることと

ぎないことを、あらかじめ断わっておきたい。

なった［ルイス 1983（1971）; 古野 1973; 竹沢 1992 な

１．普遍的現象としての「シャーマニズム」と
その終焉？
先ほどのべたように「シャマン」「シャマニズム」

ど］
。
「天界への飛翔」に関しても、エリアーデが唱
える［古代的宗教理論］とみなしている天上の至上
神信仰と合致させるためであるが、西欧近代を生き
るエリアーデの推論を、通文化的、通時代的な宗教

という表記法を採用しているのは、この用語の語源

現象としてのシャーマニズムの「原型」の復元に適

を重視する北・中央アジア研究に従事する研究者に

用するのでは、主知主義的との批判を逃れることは

多い。これに対して「シャーマン」「シャーマニズ

できないであろう［竹沢 1992: 105］
。

ム」は、北アジア以外のシャーマニズムを研究する

エリアーデに対する最も強力な批判者は、イギ

研究者が多く採用し、どちらかというと一般的に人

リスの社会人類学者、I.M. ルイスだった。ルイスの

口に膾炙している表記である。

シャーマニズム論における鍵概念は、「周縁性」で

シャーマンの語源については諸説があるが、十九
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性や低いカーストに所属するといった社会的に周縁

究」にその起源を求めることができるが、
「シャー

的な位置を占める者たちが、敵対民族といった共同

マン」という表記を最初に行ったのはエリアーデの

体外部の精霊に取り憑かれる。あるいはミャンマー

『シャーマニズム』の翻訳者である堀一郎であった。

の精霊ナットは、女性に憑依することが多いのであ

堀は『日本のシャーマニズム』において、シャーマ

るが、男性によって支配された公的宗教である仏教
の欠落部部分を補い、女性の利益を守り、増進をは

ンを「呪的カリスマ」とし、シャーマニズムを人類
のもっとも古代的、原初な「宗教」の本質構造をも

かる機会を与えるものである。そのような精霊が、

つものとして捉えた［堀1971］
。堀は、天理教や金光

引き起こす災厄に対する評価のされ方という意味に

教といった日本の近代日本の新宗教から、密教や修

おいても周縁的である。

験者、口寄せミコから踊り念仏にいたるまでシャー

さらにこの周縁性は、シャーマニズム現象を総体

マニズム概念と結び付けて論じていった。

として特徴づける包括概念にもなっている。シベリ

そして堀以降、日本ではいつの間にか、ありとあ

アのトゥングース人のシャーマニズムをはじめとす

らゆる宗教現象とシャーマニズムが結び付けられて

るシベリアのシャーマニズムも、以下の事例から周

語られる風潮が出来上がっていった。シャーマニズ

縁的な現象であるとする。すなわちハイティのヴー

ムは宗教現象を語る上でのマジックワードへと変貌

ドゥー教、中世ヨーロッパにおけるタランティズ

を遂げていったのである。

ム（舞踏病）
、アフリカのソマリにおけるサールと

こうした「シャーマニズム」概念のインフレー

呼ばれる精霊カルトなどのアフリカ一帯の諸カルト
に共通する特徴は、いずれも仏教やヒンドゥー教、

ション、あるいは概念のバブル化に対する危惧が全
くなかったわけではない。1981 年１月に国立民族

イスラム教、キリスト教といった世界宗教とのシン

学博物館において開催された「シャマニズム」に関

クレティックな宗教形態であり、共同体内外の政治

するシンポジウムの総括において柳川啓一は、シャ

的・経済的・社会的状況の変化を鋭敏に反映すると

マンあるいはシャマニズムをあまりに広義に、また

いうものであった。従って、シベリアのシャーマニ

包括概念として使用する場合に危険性を提議してい

ズムに対しても、ルイスは、初期の民族誌学的報告

る［加藤・中牧 1984:493-500］
。

であるシロコゴロフ［Shirokogoroff 1935］のトゥ

こうした日本同様にシャーマニズム概念がインフ

ングース・シャーマニズムの研究を引き合いにだし

レ化していたアメリカにおいては、「シャーマニズ

て「仏教によって活気づけられたシャーマニズム」

ム」概念の使用そのものを含めて脱構築がなされる

であるとする［ルイス 1983］。すなわちルイスは、

ようになった。アメリカにおけるシャーマニズム

トゥングース人の伝統的宗教としてのシャマニズム

に関する人類学的研究史を総合したアトキンソン

自体、仏教の影響によって成立した周縁の宗教形態

［Atkinson 1992］によると、２～ 30 年ほど前には

であると断じたのである。
今考えると、
「古代のエクスタシーの技術」か

アメリカの人類学において興味の失せた問題となっ
てしまっていたのだという。

「周縁カルト」か、と時間軸概念と空間軸概念を混

ギアツは、宗教民族誌学者たちがデータから生気

同させて議論していたのは奇妙なことである。ただ

を奪うことで風味のない無味乾燥したカテゴリーの

し、ここで注意しておきたいのは、両者の議論がと

ひとつだと考察したし、スペンサーは、シャーマニ

もにシャーマニズムを世界的に普遍的な現象と捉え

ズムを学問分野上の「ゴミ箱」へと送り込んだ。

ていた点においては共通しているということである。

タウシグは、シャーマニズムは近代西洋による捏

いずれにせよ、エリアーデ以降、エスニック・ター

造されたカテゴリーであり、共通点の全くない実践

ムであった「サマン」あるいはそのロシア語なまり
である「シャマーン」は、欧米に入ると「シャーマ

を巧妙に具体化したものであり、フォークロアを強
奪した、とまでいうのである。ところが、1980 年

ン」とアクセントが前半につけられて発音され、世

代に入ってから、シャーマニズムに対する学問的

界に普遍的に存在するがゆえに分析概念として広
まっていった。

状況はルネッサンスと呼ばれるほど再燃していると
いう。アトキンソンによると、このような現象は、

日本において、シャーマニズム研究は、柳田國男

シャーマンの意識の状態や治療のメカニズムに対す

や折口信夫ら民俗学者によって創められた「ミコ研

る学際的関心と霊性（spirituality）の別形態に対す
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る大衆的関心により再び息を吹き返したのであると

など］が、「憑依」や「呪医」という用語は使って

のことである。

も「シャーマン」という用語を使用しない研究者が

しかし、このような再活性化の反面、人類学の分
野ではシャーマニズムというカテゴリーは脱構築
されている。それは文化人類学者たちの間で、一
般理論に対する広範な不信感が存在するからである
［Atkinson 1992:307-308］。

多くなってきている。もはや「シャーマニズム」の
普遍性は、神話となってしまったのだろうか。

２．北方ユーラシアの狩猟・牧畜文化としての
「シャマニズム」

またヨーロッパにおいて、shaman がシベリアの

一方、北欧の宗教学やソ連の民族誌学において、

愚昧な野蛮人の信ずる「邪教」の司祭として植民地

shamanism（ロシア語では shamanstvo）は、北方

の侵略者たちによって報告され、そうした偏見が学

ユーラシアの狩猟・牧畜文化の中に位置づけられて

問世界にいかに継承され、逆にロマンティサイズさ

理解されてきた。

れていったかは、グローリア・フラハティによっ

例えば 1925 年に出版した著書で、ニオラッツェ

て詳細に検討され、その西洋的な価値観で理解さ

［1943］は、ラドロフを引用しながら、中央アジア

れていったことが明らかにされている［フラハティ

に歴史上 shamanism が存在したことを認めながら

2005（1992）］。

も、議論をシベリアの諸民族にまで限定している。

こうした潮流を受けてか、日本においても宗教学

フィンランド人学者で 19 世紀から 1930 年代にいた

者の池上良正は、東北のイタコやカミサマ、沖縄の
ユタなどの宗教者につき、「シャーマン」「シャーマ

るまでのシャマニズム研究を総合したウノ・ハル
ヴァは、その 1938 年の大著の中で、やはりアルタ

ニズム」という概念で包括することによって、「あ

イ系諸民族における宗教現象として shamanism を

たかもそれが完結した本質的実態であるかのような

捉えている［ハルヴァ 1989］。このハルヴァの著書

印象を与え、無用な概念論争に巻き込まれると同時

には、「shaman」の定義に関する考察がない。おそ

に、研究全体を静態的に固着化させてしまう危険性

らく、宗教体系としての shamanism の総合に関心

がある」［池上 1999:21-22］として、「民間巫者」と

があり、シャーマン自体はシベリア・中央アジア

いう用語を使用している。

の宗教的職能者として自明のものであったからで

また、人類学者の浜本満は「シャマン」という用

あろう。こうした本質化した「狩猟文化」あるい

語の使用が日本語の「侍」という語をその脈絡から

は「遊牧文化」という枠組みの中で、「古代的」な

切り離して、マサイの「侍」やヨーロッパの「侍」

狩猟民の世界観や儀礼、神話、機能的な供犠といっ

といった使い方で用いることに等しい「グロテスク

た諸要素を記述するというハルヴァやニオラッツェ

な実践」であると批判している［浜本 1997 : 117］。

の研究は、フィンダイゼン［1977（1957）］などに

もちろん浜本の批判は、ヨーロッパ出自の用語の

引き継がれ、シャマンを機能的な説明［Hultkrantz

みが普遍的な用語となりうる可能性を認めていると

1973,1978,1992］ す る 研 究 や、 象 徴 論 的 な 解 釈

いう点において極論と言わざるを得ない。「マサイ

［Hoppal 1993, ホッパール 1998］をほどこすといっ

の侍」はだめでも「マサイの soldier」なら妥当で

た研究へと進んでいった。しかし、こうした北欧や

あるという主張になりかねない。

ハンガリーの研究は、狩猟・牧畜文化の枠組みに縛

かつて日本の代表的な「シャーマニズム」研究者

られたがゆえに「シャーマニズムの持つ政治的・社

である佐々木宏幹は、シンガポールやマレーシア、

会的状況に柔軟に対応し、変化する態様を説明する

台湾の「童乩」と呼ばれる職能者を「シャーマニズ

理論の構築に失敗している。

ム」の枠組みで理解したが［佐々木 1984 など］、現
在、東南アジアの「シャーマン」を扱う研究者は、

ちなみに戦前の日本における北方アジアの研究
において、shamanism は、「シャマン教」あるいは

一般的に「霊媒（medium）」という言葉を使用する

「薩満教」と表記するのが主流であった。しかしそ

ようになっている。また、アフリカ研究において
も、阿部敏晴による西ケニア・ルオのジャジュオギ

の後、ハルヴァの翻訳者・紹介者でもある田中克彦
［田中 1989：531］は、ツングース語源であるこの

と呼ばれる憑依しながら治療や占いを行う職能者を

語は、
「シャマン」
「シャマーン」と表記するのが、

シャーマンとして捉える研究があった［阿部 1986

至当であると主張する。そして、ロシア語、ドイツ
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語、フランス語等すべて「シャマーン」を語基とし

によって《前近代の遺物》
［Manzhigeev 1961,1962;

ているのにもかかわらず、英語のみが「シャーマ

Mikhaiov 1962,1987 etc.］
、あるいは《ラマ教以前の

ン」とし、日本の辞書もそれに従っているとするこ

信仰（dolamaistskoe verovanie）
》
［Zhukovskaya 1969;

とを「耳障りな呼び名」「耐え難い気持のする表記」

Galdanova 1987］といったラベルが貼られた。しか

と感情的に批判する。
用語の語源を考えるならば、確かに田中の主張は

しその一方で、その否定的な扱いとは裏腹に、民族
誌データとして熱心に収集され、「科学的」な研究

正しいであろう。しかし、究極的に語源にこだわる

の対象となったことに注目したい。

のなら、シャーマン shaman という語は、満州語の

ソ連時代の民族誌学的調査旅行の調査報告書を閲

「saman」にその起源を求める説［バンザロフ 1971

覧していると、驚くことに無神論を標榜する社会主

（1942）：46］や、パーリ語の samana が中国語化し

義体制下の 1960 年代初頭にも、さまざまな民間信

た shamen（沙門）を経て伝播したものだという説

仰や仏教における儀礼が行われていたことが窺われ

［Shirokogoroff 1935］がある以上、「サマン」「サマ

る。民族学者たちが民具や仏像、精霊人形といった

ナ」
「シャメン」などと呼んでもよさそうなもので

現在進行形で使われていたものを収集（≒没収）す

ある。

ることで、郷土誌博物館が形成されていったらし

いずれにせよ、田中の翻訳と解説が功を奏したの

い。すなわち、現地の少数民族にとって現在進行

かは不明であるが、現在、日本における北方ユーラ

形であった「民族文化」が、民族学者（場合によっ

シア地域研究者たちの多くは、この地域の狩猟・牧
畜文化における信仰体系を「シャーマニズム」では

ては非ロシア系の現地人研究者）たちの手によって
「前近代の遺物」として創造された蓋然性が高い。

なく「シャマニズム」と表記している。この節に

社会主義末期の 80 年代になると、今度は逆に、

おいては田中に従い、北方ユーラシア地域の信仰

「前近代の遺物」としてのシャマニズムは、ネイ

とその宗教的職能者を指す表記として「シャマン」

ティブ研究者によって肯定的な意味を持つ「民族の

「シャマニズム」を使っておこう。

伝統文化」に置き換えられて研究されるようになっ

とはいえ、日本においては、北方ユーラシア研究

た。社会主義崩壊以降は、この傾向は継承されてお

者による「シャマン」と堀一郎の訳した「シャーマ

り［Gombozhapov 2006; Shaglanova 2007 etc.］、

ン」という異なる使い分けが行われるようになった

また、シャマン自身が学位を得るという現象すら見

がゆえに、北方ユーラシア以外の地域に拡大解釈さ

られている。それと時期を同じくして、一般の人々

れた「シャーマニズム」と北方ユーラシアの狩猟・

においても、シャマニズム的「伝統」を理想化する

牧畜文化における信仰体系としての「シャマニズ

動きが出てきたのである。

ム」を区別して論じるという議論の整理が可能と
なったのである。
無神論的立場に立つソヴィエト民族学も、基本的

つまり、旧ソ連圏においてシャマニズムに代表さ
れる「民族文化」は、いわゆる「伝統の創造論」的
なナショナリズム形成とは少し異なる、「前近代の

にシャマニズムを北方ユーラシアの狩猟・牧畜文化

創造（invention of pre-modern）
」という屈折した

における信仰体系として扱ってきた。しかし重要な

「伝統の創造（invention of tradition）
」が行われた

のは、ソヴィエト民族学は、シャマニズムを社会主

といえよう。そしてポスト社会主義時代となると、

義的近代化がなされる以前、すなわち前近代の「遺

ネイティヴ研究者たちによってシャマニズムは、ナ

物（perezhitok）
」として扱ってきたということであ

ショナリズム形成の文化資源として、あからさまに

る。

利用されるようになった。

例えば、南シベリアに居住するモンゴル語系の言
語を話すブリヤート人のシャマニズムを事例に挙

モンゴルにおいては、社会主義時代、
「シャマ
ニズム」は仏教浸透以前の古代の宗教であるとさ

げよう。20 世紀初頭、バイカル湖以東に住むブリ

れ［Dalai1959］、またソ連によってチンギス・ハー

ヤート人にとって、シャマニズムとは、さして珍し
くもない日常的な、そして仏教の浸透によって衰退

ンの名前も口に出すことは禁じられていた［島村
2017］
。しかしポスト社会主義時代になると、シャ

の一途をたどっている民間信仰であった。ところ

マニズムはチンギス・ハーンの時代から受け継がれ

が、社会主義的発展史観の下、民族誌学者たちの手

た「民族独自の宗教」として語られるようになった。
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その代表的な言説として、O. プレヴによる『モン

ほとんど使われていない。それにもかかわらず、

ゴルのシャマンの宗教』と題された一連の著作群が

堂々と「モンゴル・シャマニズム」やその「世界

挙げられる［Pürev 1998,2000,2002 etc.］。彼自身、

観」が語られる。モンゴルのシャマニズム研究は、

シャマニズムで有名なダルハドというマイノリティ

真正なる「モンゴル文化」の表象を巡って、それぞ

の出身である。ダルハドは、モンゴル国の北部辺境
に住み森林狩猟文化を色濃く残すとされる少数エス

れの地域や集団に属する現地人研究者が奪い合って
いる傾向が強く、いわば民族文化の正統性や真正性

ニック集団である。彼らは国民の大半が仏教徒であ

を巡る競合の場として立ち現れているのである。

るモンゴル国においてシャマニズムが根強く残って
いる集団として知られてきた。
プレヴは、モンゴル民族独自の生来の宗教は、仏

３．北方ユーラシアの政治・社会的状況の中で
生まれた「シャーマニズム」

教ではなく、何千年も前から中央アジア高原におけ

旧ソ連のシベリアおよびモンゴルのシャマニズム

る遊牧文明の深層から形成された「シャマンの宗教

研究の特徴は、社会主義期からポスト社会主義期に

（böögiin Shashin）１」であるとし、歴史資料やのほ

よって「前近代の遺物」から「民族の伝統文化」と

か、フィールド資料としては、ダルハドとツァータ

いったラベルの張り替えは行われるものの、歴史性

ン（民族としてはトゥヴァ）のシャマニズムのみの

や社会的コンテキストを排除した静態的かつ本質化

事例を使い、あとは内モンゴルなどの事例を補うこ

したシャマニズム像を描いてきたという点において

とで、シャマニズムの「世界観」や「教義」から、
祈祷歌、儀礼、衣裳と道具にいたるまで総花的に論

は一貫していた。こうした静態的な狩猟・牧畜文化
の信仰体系としてのシャマニズム像は、北欧の宗教

じることで、「モンゴルのシャマニズム」の再構成

学やハンガリーの民族学におけるシャマニズム研究

を行った。

にも通底する傾向であった。

しかし現在、モンゴル国の人口の 80 ％強を占め

しかし、現実の「シャーマニズム」は、シベリア

るエスニック集団のハルハ人（ハルハ・モンゴル）

やモンゴルにおいても、もはや狩猟・牧畜文化の信

の多くは仏教を信じており、シャマニズム自体はモ

仰体系と言えないものとなっている。社会主義時代

ンゴル人の宗教としては主流派ではない。しかも、

に密かに実践されていたシャーマニズムも、やはり

シャマニズムが存続していたのはダルハドだけでは

もっと生々しい、近現代史における政治的および社

ない。ブリヤートやアルタン・オリアンハイといっ

会的状況の中で変容を遂げながら存続してきた。

たエスニック集団の間にも存続しており、社会主義

ここでは、前述のダルハドのシャーマニズムと、

時代も密かにシャマニズムの実践が続けられてい

ブリヤートのシャーマニズムおよび首都ウランバー

た。しかし、プレヴの研究はそれらの集団の事例を

トルでの感染病のようにシャーマンが増えている現

見事に捨象している。

象を扱った事例から考察してみよう。

ブリヤートのシャマニズムに関しては、プレヴは
仏教と融合した結果、本来的に「モンゴル独自」の

3-1．ダルハドにおける「森の呪い」

性格が失われたものとみなした。そして仏教的要素

ダルハド（Darkhad）に関しては、モンゴルの民

が外部からは見られないダルハドのシャマニズムこ

族学者バダムハタン［Badamkhatan1965］や S. ド

そが、チンギス以来の伝統文化を今に伝える純粋な

ラ ム［Dulam1992］、 先 述 の プ レ ヴ の 研 究 が あ る

「モンゴルのシャマニズム」であるとみなしたので

が、私はモンゴル国フヴスグル県において 1997 年

ある［Shimamura 2008b, 2004b］。

～ 1998 年にかけて断続的にフィールドワークを

その後、モンゴルで出版されるシャマニズム研究
本の類は、著者の出身のエスニック集団の文化に偏

行った。
プレヴが描き出した真正なる「モンゴル・シャマ

らせながら「モンゴル文化」としてのシャマニズム

ニズム」の継承者としては意外なことだが、ハルハ

を語るという傾向が強い。また国境を隔てた中国内
モンゴル自治区においても、シャマニズムに関する

人を多数派とするモンゴル社会において、あまり
「モンゴル人」だとみなされていない。彼らダルハ

研究書において使われている民族誌的情報が中国内

ド人たちは、ハルハの人々から「人を呪う人々」だ

モンゴル地域に偏重しており、モンゴル国の情報が

と恐れられている。また、実はダルハド人自身も居
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住するフヴスグル県のダルハド盆地から外へ出るこ

仏教化をすすめた。当然にして、文化を否定され自

とを「モンゴルへ行く」と言い慣わすくらい、モン

由を奪われた狩猟民たちは何度も反乱を起こすが、

ゴル人としての自意識が低い集団であり、その出自

事あるごとに鎮圧される。その反乱のリーダーで

はハンガリーの研究者 Diozegi によると、トゥヴァ

あったり、敗者の恨み節の語り部となったりしたの

人である可能性が高い［Diószegi 1963］。

がシャーマンだったのである。

一方、私の調査で明らかになったのは、ダルハド

９つのハイルハンにおける最古の精霊であるテン

のシャーマニズムは、チンギス・ハーン以来の伝

ギスィン・ハイルハン（Tengisiin khairkhan）の主は

統どころが、モンゴルの多数派であるハルハ・モ

18 世紀末～ 19 世紀初頭においてハルハ・モンゴル

ンゴル人や彼らの信仰する仏教に対する、非モンゴ

と清朝に戦いをいどんで敗れた森の民オリアンハイ

ル系の狩猟民たちの「怨霊信仰」とも呼べるもの

の兵士の霊魂をまつることでシャーマンになったの

だったのである。逆説的ではあるが、現在のダル

だと伝えられている。

ハド・シャーマニズムは反作用的ではあるが、仏
教の影響を受けて成立したとも考えられる［島村

主は、息子と娘をハルハ王侯及び仏教ラマに殺され

（Shimamura）1998, 2000, 2003］。

またアガリン・ハイルハン（Agaryn khairkhan）の
たことを恨み、死後強力な復讐の神になったとのだ

現在、彼等のシャーマニズムにおいて核をなすの

という。アガリン・ハイルハンのたたり伝承は、

はモンゴル語で「オンゴド」と呼ばれる精霊に対す

二十世紀以降の社会主義時代になっても、なくなる

る信仰である。そもそも彼らの「オンゴド」は、こ

どころか、その力を増幅させていった。なぜなら彼

の地域におけるタイガの狩猟民の動物霊的存在で

らの家畜を奪い社会主義的集団化を行ったのも、無

あった、と考えられる。

神論を標榜し、彼らの信仰するハイルハン、すなわ

ところが、現在のダルハドの精霊「オンゴド」は

ちシャーマンの霊所を廃棄するようにせまったのも

「死んだシャーマンの霊」としてのみ概念化されて

ハルハ・モンゴル人だったからである。現在も彼ら

いる。また、彼等の「オンゴド」は、内部的にも

はシャーマンに憑霊してくる怨霊たちの語りに耳を

外部的にも「報復する」「人を呪う」精霊（vengeful

すまし、日頃の相談を行うことで集団として一体感

spirits）として怖れられている。しかし、ハルハを

を保っている。

中心とするほとんどのモンゴル系集団が仏教化した

すなわち森林狩猟民が、18 ～ 19 世紀の「チベッ

のに対して、なぜダルハドにシャーマニズムが根強

ト仏教化」
、生業の「牧畜化」
、政治的帰属の「モン

く残ったのか。

ゴル化」、そして「社会主義化」をすすめた多数派

彼らのオンゴドで最も古いといわれる「ダルハド
の９つのハイルハン（Darkhadyn 9 Khairkhan）」は、

集団であるハルハ・モンゴル人に対する「恨み」を
軸とした宗教をもつことで、「ダルハド」として集

18 ～ 19 世紀における仏教浸透の過程で仏教ラマや

団アイデンティティを形成してきたといえる。

ハルハ人との戦いに敗れて死んだシャーマンの霊で
あった。

3-2．モンゴル・ブリヤートのシャーマニズム

ハイルハンとはモンゴル語で「聖なる山」をさす

もう１つの事例としてロシア、モンゴル、中国に

語であるが、ここではその山の主としてかつて実在
していたシャーマンたちが設定されているというわ

跨って居住するブリヤート（Buryat）人のシャーマニ

けである。なぜ彼らは恨むのか。そして呪わねばな

2011, 2009, 2006, 2005, 2004a, 2004b, 2002 など］。

らないのか。

フィールドワークは、1999 年～ 2002 年にモンゴル

ズムの事例を挙げよう［島村（Shimamura）2014b,

実は 1727 年、露清間で結ばれたキャフタ条約で

のドルノド県を中心に行ったが、1999 年に中国内

国境が定められたものの、国境周辺のタイガで移動

モンゴル自治区フルンボイル盟（当時）で、2002 年

生活をする彼らは、毛皮の貢納を巡ってロシア・外

にはロシアのアガ・ブリヤート自治管区（当時）で

蒙古の間でその帰属が争われることとなった人々で

も短期の調査を行った。

あった。外蒙古のハルハ王侯と活仏は、そのような

「増殖するシャーマン」といったのは、対象とな

「まつろわぬ民」である森の民を支配下におさめる

る人々の間で、精霊が憑霊する「シャーマンが人口

ために草原に移住させ牧畜に従事させると同時に、

の１％に至るほど増え続けている」という不思議な
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現象に由来する。このシャーマン増殖現象を通じ

る「ルーツシンドローム」とも言える状況にあるの

て、私はモンゴル国に居住する少数集団であるブリ

は、ポスト社会主義におけるモンゴルの社会的混乱

ヤート人（モンゴル・ブリヤート）のエスニックな

と深く関わっていると言ってよい。

帰属意識がいかに再構築されているのかを読み解い

「民主化」
「市場経済」という標語の下に、国営農

ていった。
そもそもブリヤートは、バイカル湖周辺地域に居

場や牧畜協同組合といった社会システムは解体の道
をたどり、人々は社会的な紐帯を一挙に喪失した。

住していたモンゴル語系の言語を話す集団である。

また、急激な民営化政策が実施され、多くの失業者

20 世紀初頭、彼らはロシア人による牧草地の収奪

や貧困を生み出すこととなった。このような社会的

やロシア革命による混乱を避けて、その一部が集団

混乱の中、仕事の能力の低い者は、純血のモンゴル

で国境を越え、外モンゴル（現在のモンゴル国）に

人（すなわちハルハ・モンゴル人。モンゴルで人口

移住、亡命を図った。しかしモンゴルに移住後、

の 80 ％を占める多数派の彼らは、自分たちこそが

1930年代後半のスターリン粛清によって、ブリヤー

純血の「本物のモンゴル人」だと認識している）で

トは反革命・日本のスパイという理由で、男性人口

はないからだという解釈が、モンゴル全土を蔓延し

のおよそ半分が逮捕され、銃殺刑に処された。

始めたのである。

ロシア側に残ったブリヤート人は、ソ連の下で

その結果、モンゴル人として「純血」ではないと

「モンゴル人」とは異なる別の、しかも「文化的に

された非ハルハや漢民族などとのハーフたちは「混

高位」な「民族」として制度化、想像されることと

血」と呼ばれ、社会的に周縁に追いやられることと
なった。こうした動きは、モンゴル・ブリヤートた

なった。
一方、モンゴル人民共和国では、ブリヤート人た

ちの居住する地域では、ブリヤート純血主義という

ちは「モンゴル民族」内に属する少数エスニック集

形をとった。つまりブリヤート人としての「純血

団だとされた。実は社会主義以前、モンゴルに移住

性」を疑われる多くの人々が仕事を解雇され、学校

してくる前のアガ・ブリヤートの人々はほとんどが

でも排除の対象となったのである。

仏教徒だった。すなわち、シャーマンの増殖現象

しかし現在のモンゴル・ブリヤートの中には、粛

は、伝統の復活ではなくて、全く新しい現象だとい

清期の男性の虐殺によって男性不足となり、中国人

えよう。

やハルハ人、ロシア人などとの通婚が進んだ結果、

彼らは、好き好んでシャーマンになっているわけ

「混血」となってしまった者も少なくない。実はこ

ではない。大抵の場合、肉体的、精神的に不調が理

のような「混血」たちが、社会から排除された結

由で病院などを訪れるが、原因がわからない。そし

果、「気がおかしく」なり、シャーマンとなってい

て万策つきたとき「患者」は、シャーマンを訪ね

たのである。シャーマンとなって新たに「ブリヤー

る。これに対してシャーマンは「おまえは、オグに

ト人」としてのルーツを創造することで、彼らは

ねだられているのだ。はやくシャーマンにならない

「偉大なブリヤート・シャーマンの霊」を受け継ぐ

と命はないぞ。」と宣告するのである。

正統なブリヤート人という形でエスニシティを再構

ここでいう「オグ（ug）
」とは、英語でいう《ルー

築していた。しかも彼らは「ハルハ・モンゴル人」

ツ》に近いニュアンスをもった語である。
「オグに

のルーツ霊を見つけて呼び出したりもする。つま

ねだられる」とは、偉大なルーツである先祖シャー

り「私はブリヤートのシャーマンでもあり、ハルハ

マン霊が、
「患者」にシャーマンになることを要求

のシャーマンでもあるのだ」という語りが可能とな

して病気や不幸をもたらしているという意味であ

る。すなわちシャーマンたちは、自身の内部に宿す

り、それを恐れて人々は次々にシャーマンとなって

異種混淆性をブリヤート性に読みかえていると同時
にその逆（ブリヤート性＝異種混淆性）とならしめ

いっているのである。
そもそもモンゴル・ブリヤート人たちは、この

ていた。つまり、彼らの探求し、再想像しているエ

「オグ」を「父系系譜」やクラン名に関する知識と
いう意味で使っている。現在、ブリヤート人はお

スニシティは、モンゴルやソ連が社会主義時代に制
度化した「民族」とは異なる、境界が開かれた「開

よそ７～９代に及ぶ父系系譜の知識を持っている

放系」のエスニシティであると言えよう。

人が多い。しかし、彼らが必要以上にルーツに拘

さらにこうしたシャーマンの増殖は現在、国境を超

8

●人間文化

「シャマニズム」から「シャーマニズム」へ ―北方ユーラシアの狩猟・牧畜文化における信仰の 過去と現代を接合する試み

えた現象となっている。つまりロシア側のブリヤー

気の吸引を強要し、弟子が死にいたるという事件も

ト人が、モンゴル側のブリヤートのシャーマンのも

起きた。また、高額なイニシエーション料金をとっ

とに修行にやってきているのである。彼らはシャー

て師匠から弟子へ弟子から孫弟子へと次々シャーマ

マニズムを通じて、モンゴル・ブリヤートを「真正

ンが生み出されていることから、マルチ商法ではな

なブリヤート文化」を維持している人々」と理解す
るようになっていた。一方でモンゴル側のブリヤー

いかという批判もある。
つまり現代モンゴルにおいて、シャーマニズムは

ト人たちは、自らのルーツの地であるロシア側のブ

深刻な社会問題としてたちあらわれているのであ

リヤート人居住地域にある聖地を巡礼する。つまり

る。その一方、現地の文化人類学者の“監修”の下

シャーマンたちは、国家制度によって線引きされた

でシャーマニズム情報誌が創刊され、ゴールデンタ

エスニックな境界線に滲みをいれたといえよう。モ

イムにシャーマニズムについての情報番組もテレビ

ンゴル・ブリヤートの人々は、シャーマニズムを通

放映されるなど、シャーマニズムは「モンゴルの伝

じて、ネーションのような明確な境界をもった「想

統宗教」として社会的に認知されるようにもなって

像の共同体」とは異なる、境界のあいまいな、《脱

いる。

領土化したエスニシティ》を再構築しているのであ
る。

ここで問題なのは、モンゴルの人々自身も感染病
のように広がるシャーマニズムの理由を図りかねて
いるという点である。かれらがこんなにもシャーマ

3-3．首都ウランバートルに“感染する”シャーマ
ニズム

ニズムに傾倒する理由はいったい何なのだろうか。
そもそも仏教が支配的な宗教であるモンゴルにお

一方、こうしたモンゴル国ドルノド県のブリヤー

いて仏教以前の“古い信仰”であるシャーマニズム

ト人における「シャーマン増殖現象」は、2000 年

残っていたのは、フブスグル県のダルハド（人口約

代から徐々に首都へ伝播していった［島村 2016,

１万５千人）やヘンティ県・ドルノド県のブリヤー

2015a, 2014］。

ト（人口約３万人）といった地方のマイノリティに

シャーマンの数は、劇的に増加しており、現地メ
ディアの情報によると、人口約 300 万人のモンゴル

限られていた。かれらは 20 世紀の社会主義による
無神論を乗り越えて密かにその信仰を維持してきた。

国において、その数は１万５千～２万人に達すると

そうした中、社会主義の終焉と同時にシャーマ

言われている。シャーマンは、エスニシティや年

ニズムがとりわけ活性化したのは、ドルノド県の

齢、ジェンダー、貧富に関わらず、日に日に増え続

ブリヤート人たちの間においてであった。かれら

けている。驚くべきことに一般の人々のみならず、

は、1930 年代の粛清（大虐殺）によって失われたエ

有名な俳優やミュージシャン、モデルといった人々

スニック・アイデンティティを取り戻すための装置

から、果ては幾人かの国会議員にいたるまでシャー

としてシャーマニズムを選んだのである。

マンとなっている。こうした現象は、現地では「ま

モンゴル国に住む多くのブリヤート人たちの間で

るで感染病のようにシャーマンが増えている」と語

は、1930 年代の血の粛清によって多くの男性を失っ

られることも少なくない。

た。その結果、外婚が密かに進み、現在ではロシ

こうしたシャーマンたちの活動はカルト宗教的で

ア人やハルハ人、中国人などとの「エルリーズ（混

すらある。2010 年の冬には、あるシャーマンは干

血）」が多く含まれている。彼らは 1990 年代初頭の

害を防ぐために 18 歳の少女の心臓が必要だと主張

社会混乱の中、地域社会内部で「純血のブリヤート

し物議をかもした。別のシャーマンは 2011 年の春

人ではない」とされ、魔女狩りのように差別や排除

に首都での大地震を予言し、それを信じた一部の市
民が大挙して首都を脱出するという騒ぎも起きた。

の対象となった。こうした「混血」の人々の苦しみ
は、シャーマンによって「ルーツにねだられてい

このシャーマンは「マヤ暦」に基づいて 2012 年 12

る（偉大な先祖霊によってシャーマンになれと要求

月 23 日に世界が滅びることを予言したが、その日
が過ぎるまで「世界の滅亡」を信じる市民も少なく

されている）」と解釈された。そこで混血の者たち
は新たにシャーマンになることによって偉大なブリ

なかった。また、あるシャーマンのイニシエーショ

ヤート人のルーツを持つ「ブリヤート人」として、

ンにおいて師匠シャーマンが沸騰したアルコール蒸

自らのエスニックなアイデンティティを取り戻して

人間文化●
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いたのである。

クス」という意味となる。まさに彼らは自らの「名

こうしたブリヤート人たちの間で活性化した

誉」をかけてしのぎを削っているのである。しか

シャーマニズムは、2000 年代中ごろから首都ウラ

し、かれらのプライドの欲望が完全に満たされるこ

ンバートルを中心に多くの地域に伝播しはじめた。

とは決してない。財産や社会的地位にのみプライド

ただし現在多くの人々に「感染」しているのは、ブ
リヤートのシャーマニズムそのものではない。伝

を見出す限りにおいては、際限なく「上には上がい
る」からである。

わったのは、個人に何らかの災厄が降りかかると

とまれ、こうした競争に疲れ傷ついたかれらのプ

「ルーツにねだられている」と解釈するブリヤート

ライドを癒してくれるのがシャーマニズムであっ

由来の説明様式（災因論）である。

た。たとえば、あるシャーマンに憑依してきた“先

このルーツ災因論がウランバートルに伝播した結

祖霊”は、妹が自慢げに持っていた高価なスマート

果、病気や交通事故や仕事がうまくいかない、家庭

フォンを「こんなものは本物のモンゴル人に必要な

内の不和といった悩みがあると、人々はほぼ自動的

い」と破壊してみせることで溜飲を下げた。また、

に「ルーツにねだられている」と発想し、シャーマ

ある女性歌手は売れなくなった頃から酒浸りとなっ

ンになる道を選択しているのである。

たが、その後シャーマンへの道を歩み始めることで

現在、新たにシャーマンとなった者たちは想像上

自尊心を取り戻した。

の社会的地位を獲得することで、親族や信者から

最近では、地下資源の開発が進む中、鉱山周辺地

崇敬と畏怖の念を得ている。たとえば、かれらに
憑依してくる霊は、かつての「王侯貴族」や伝説

域においてもシャーマンの増殖が見られる。新たに
シャーマンになっているのは、貧富の差が拡大する

上の英雄だとされることが多い。中には失業者で

鉱山都市において鉱山の利権に預かれない貧しき者

あった 20 代の高卒の若者がシャーマンとなること

や鉱山による環境汚染の被害にあっている者たちで

で「名誉教授」「博士」といった称号を名乗るとい

ある［島村 2015b，Shimamura2014a］
。こうした感

う事例もあった。また、父親との不和に悩んでいた

染するシャーマニズムは、急激な経済発展の陰で競

大学教授の息子がシャーマンとなることで、「偉大

争に喘ぐ人々の「苦悩のメタファー」だということ

なシャーマン」であるとして父親にかしずかれるよ

ができるだろう［島村 2016, 2015a, 2014］
。

うになったという笑えない話もある。つまりかれら

以上、私の調査からダルハドとブリヤートおよび

はシャーマンになることで、社会的な力関係を逆転

首都ウランバートルの事例を挙げた。シベリアの

させているのである。

事例を出すならば、山田孝子は、サハ共和国（旧ヤ

こうした現代モンゴルのシャーマニズムは、もは

クーチヤ）におけるシャーマニズムと彼らのアイデ

や伝統的な狩猟・牧畜社会を支える信仰形態ではな

ンティティの再構築との関連を論じている。サハで

いことは確かである。また、イギリスの人類学者

は政府が、環境のバランスがとれた国家と国家アイ

I.M. ルイスが唱えた、社会的に周縁の者がシャーマ

デンティティの両方を再構築するために、シャーマ

ンになるという『周縁のカルト』といった概念でと

ニズムに代表される伝統文化の復興を戦略的に企図

らえきれない現象でもあろう。なぜなら、貧者や女

した。こうした中、サハのシャーマンたちは伝統的

性といった社会的弱者あるいは「周縁者」のみが

治療者、伝統儀礼の祭司としての役割を担うだけで

シャーマンとなっているわけではないからだ。

なく、自然との共生（symbiosis）の意義を発信する

現在のモンゴルでは、資本主義的価値観が急速に

メッセンジャーとしての役割を果たしている。同時

浸透する中、見栄えのする大型の自家用車や最新

にサハの人々は、科学の助けを借りて、シャーマン

の携帯電話、高い社会的地位などを他者にひけら
かすことによって自らのプライドを満たそうとする

の説く「自然との共生」という伝統的な世界観をエ
スニックなシンボルとして利用しているのである

傾向が非常に強くなっている。現代モンゴル社会

［山田（Yamada）1998, 2002, 2004, 2007a, 2007b］
。

は自らの象徴財や社会的地位を巡って常に他人と争
う「プライド競争社会」であるといっても過言では

おそらくもはや、社会的コンテキストを排除した
静態的な、北方ユーラシアの狩猟・牧畜文化の信仰

ない。こうしたプライドのことをモンゴル語で「ネ

体系としてのシャマニズムは、現実として存在して

ル・トゥル」という。直訳すると「名前のポリティ

いないだろう。ならば、北方ユーラシアの狩猟・
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牧畜型「シャマニズム」は、普遍モデルとしての

このようなオープン・システム論と北方ユーラシ

「シャーマニズム」といかに接合しうる / しえない

ア狩猟・牧畜民の「シャマニズム」を接合する可能

のだろうか。

４．オープン・システムとしてのシャーマニズ
ム─狩猟・牧畜文化から現代へー

性のある理論が、フランスの人類学者ロベルト・ア
マヨンのシャマニズム論である。
まず、北・中央アジアでヨーロッパ人たちに「発
見」されたシャマニズムは、北方の森林狩猟文化に

現 在、 モ ン ゴ ル や シ ベ リ ア で 実 践 さ れ て い る

根ざしたものと南方の草原牧畜文化に根ざしたもの

シャーマニズムを、
「狩猟文化」や「遊牧文化」と

に区別できるということを注意しておきたい。シャ

いった閉じた世界の中での宗教現象として説明でき

マニズムという名で、その両者の違いがあいまいな

ないことは明らかである。しかしシャーマンたちの

まま、論じられる研究も未だに多いからである。

外見は、今なお十九世紀以前の民族誌に登場するよ

前者は、16 世紀以降、シベリア東進を続けてきた

うな野生獣の毛皮をかぶり、シカや猛禽類の姿をし

ロシア・コサックたちとキリスト教宣教師たちに

た「古代的」な獣人の姿をとっている。こうした

よって「発見」されてきたシャマニズムのであり、

シャーマンが、なぜ現代的な社会変化のなかでも活

「シャーマン」の語源となったトゥングースのシャ

性化しているのかは、従来の狩猟・遊牧文化論での
枠組みのシャマニズム論からは説明しがたい。

マニズムもこの森林狩猟文化の範疇にはいる。
アマヨンはこの区分を明快に論じた［Hamayon

この理解の手掛かりになるのは、日本を代表する
宗教人類学者、竹沢尚一郎［1992］のオープン・シ

1990, 1994］。アマヨンによると、シャマニズムと
は、諸動物の精霊がいる自然界の精霊と人間の象徴

ステム（開放系）論である。

的な交換と協調の体系として成り立っている。すな

竹沢は、ルイスが明らかにした「憑依カルトがと

わち、狩猟民は、動物の命を奪い食することによっ

りわけ社会的・文化的危機のなかで頻出すること」

て生活する。動物から命を奪う以上、動物霊の代

と「そうした状況に効果的に対応するための柔軟性

償（交換）として、人間の病気や死がある。狩猟と

を備えている」という指摘に賛意を表する。そのう

は、諸動物の精霊がいる超自然的世界との命の交換

えで、シャーマニズムにおいても、外部の精霊を無

を原則として成り立っているのである。したがって

数にとりこむことが可能だとする。さらに、シャー

狩猟民にとっての動物あるいは動物霊は、人間に食

マンへの召命は、個人の能力へとゆだねられている

を与える提携者と、人の命を奪うこともする交換の

ため、その職能は出自や起源には無関係に、万人に

相手、という二重性をもつこととなる。

開かれている。それゆえ、シャーマニズムはすなわ

それをうまく調整するのがシャーマンの役割であ

ち、精霊の数と種類、精霊と結びつく回路、職能者

り、シャーマンは儀礼的に動物の霊と婚姻関係を結

の果たす機能の三点において開かれたオープン・シ

ぶことで、動物の世界から、うまく獲物を引き出

ステムなのだという。

し、また病気や死といった人間の側の災厄を少なく

それゆえ、シャーマニズムは、古代的・原型的宗

するよう努める。シャーマンは、動物霊の姻族とし

教形態というよりは、むしろ変動期に頻出する移行

て鹿の角を持ち獣皮やヘビの装飾を身につけ、跳

的な宗教形態であり、政治的変動などにも対応した

ね、吼えることで動物や蛇や鳥の仲間になろうとす

宗教活動となる。竹沢によるとキリスト教のイエス

る（写真１）。したがって、シャマニズムとは、自

やイスラームのムハンマド、仏教のブッダといった

然界の精霊と人間の象徴的な交換と協調の体系なの

人々も社会が大きく変化したときに脱魂や憑依の

である。だから、アマヨンは、狩猟民にとって精霊

技術を身につけた人々であると考えられ、そうし
た「預言者」が神と対話する回路を独占することで

は、「崇拝する」存在ではなく「恐れる」存在であ
る、とする。自然に対しても同様に、
「人間に栄養

「世界」宗教は成立したのだという。さらに言うな

を与える中心あるいは環境（nutritious milieu）
」と

らば、オープン・システムとしてのシャーマニズム
は、日本の幕末～明治期に次々と生まれた新宗教に

解釈される［Hamayon 1990, 1994:76-89］
。
北アジアのシャーマンたちが、なぜ獣人のような

おける教祖の誕生の過程の説明する枠組みともなっ

姿をとるのか、なぜ治療者としての役割を果たすの

ているのである。

か、といった理由が簡潔に了解できる解釈である。
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写真１：1705 年 ロシア宮廷に仕えていたオランダ人
外交官ニコラス・ヴィトセンが描いたトゥングース族の

写真２：モンゴル・ブリヤートのシャーマン。2000年
者撮影。モンゴル国ドルノド県。

筆

シャーマン

そして、南方の草原牧畜文化におけるシャマニズム

然界の精霊と人間の象徴的な交換と協調の体系」で

に関しては、家畜という人間の管理下に動物がおか

もなければ、連続的な象徴構造をもつ首尾一貫した

れることで、狩猟のように動物の世界との交換は必

ものでもないと批判する。ハンフリーによると、多

要なくなった。牧畜社会においては、重要なのは、

くのシャーマニズムが何かを表現するようなものと

牧草地に対する権利を有することを確立するといっ
た正当性の証拠を築くため「人間化した精霊」、す

しての象徴を含むというより、世界中において感覚
的・呪術的行為によってなりたっており、その一部

なわち先祖霊であるという。そして、出自集団の領

は、他の宗教的諸活動との関係において実に早く変

土を見下ろすことができる山が、集団の領土の地理

化するものである。また内陸アジアのシャーマニス

的な印や先祖の住む場所として観念されるように

トたちは、外部からの信仰や考え方の影響を受けや

なったのだという。

すいものでありつづけた。この事実を考慮しなけれ

また人間は家畜にエサを与えることで、超自然的

ば、なぜすべての内陸アジア社会において数種類の

存在との交換の過程で精霊たちの食料となることを

シャーマンたちとシャーマンと同時に存在するほか

回避するようになる。したがって、空間の垂直化と

の宗教的実践者を有し続けているのか、異なる歴史

諸関係の階層化をともないながら、生を与える超

環境の中で有効な行為主体としてのシャーマンたち

自然的な範疇としての人間存在の出現は「祈る人」

の幅はなぜ変化するのか、といった問いに答えるこ

の発展と家畜の供犠を同時に生み出すこととなる

とはできない［Humphrey & Onon1996:50-51］
。

［Hamayon 1990,1991,1994］。

また彼女は、北アジアには古典的なシャーマニズ

しかしアマヨン理論の限界は、生業の変化による

ムが存在すると仮定されてきたが、憑霊の宗教実

シャマニズムの変容は説明できても、政治・社会状

践は、決して社会コンテキストから独立して存在

況によるシャマニズムの変容を説明できないという

するものではなく、時には大帝国の権力の中枢と結

点にあった。

びつく宗教実践であったことを論じる。また、権

実際、イギリスの社会人類学者キャロライン・ハ

力の中心との関係性の中で儀礼実践が行われてきた

ンフリー［Humphrey and Onon1996］は、シャー

ことなどを指摘し、シャーマニズムは、歴史的状況

マニズムというものが、アマヨンのいうような「自

や政治権力の推移によって変化してきたと主張する
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［Humphrey 1996: 191-225］。そして象徴的にこう語

ものと人間、そしてその間にたって交換を行う仲介

る。
「研究者は北アジアのシャーマンが動物や鳥を

者としてのシャーマンの三者によって構成されると

模した衣装を着ることを記録してきたが、シャーマ

しよう。人間は、願望の実現のために（それが生業

ンが、それ以上に象徴的な武器を持ち、鎧を着た戦

に根ざすものであろうと、近現代における複雑化し

士の姿をとっていることを無視してきたのである
［Humphrey 1996: 224］」、 と。 そ の 一 方 で ハ ン フ

た欲望であろうと）不可知の存在を設定し、なんら
かの儀礼的な交換を行う。この不可知の存在は、生

リーは、ポスト社会主義のブリヤート共和国で実践

業の変化や、政治・社会的状況などによって変わり

される都市のシャーマニズムを事例に、シャーマン

続ける、開かれた（オープン）な存在である。した

たちは、コンテキストの中で生きる存在であるだけ

がって、こうした変数としての交換の対象は、その

でなく、新たな社会コンテキストをも創造する存在

生業の変化や歴史的・政治・社会的な環境あるいは

である［Humphrey 2002: 203-204］とも論じている。

状況によって、森の精霊から、祖先霊や「歴史を語

こうしたハンフリーの問題意識は、竹沢同様ルイ

る語り部」やエスニック・アイデンティティを保証

スの問題意識を受けたものである。ただしハンフ

するようなルーツ霊へと変容しながら、登場しつづ

リーは竹沢と異なり、シャーマニズムを定義する

ける。まとめると、シャーマニズムとは「自然環境

ことを回避し、「シャーマニズムを通常この用語に

や生業、政治・社会的状況によって変化する「不可

よって言及される宗教的な生活をもつ広範な地域に

知の存在」と人間のあいだにおける象徴的な交換と

ついて記述のために便宜上、「シャーマニズム」と
いう言葉を残しておく」［Humphrey & Onon 1996:

協調の体系」であるといえよう。
この自然や生業、政治・社会的環境あるいは状況

51］というに留めている。

の変化に対して、オープン・システムにおける仲

こうした流れの中で、近年のモンゴル・シャーマ

介者であり、中核的な定数として登場するのが、

ニズム研究では、シャーマンを巡る正統性に対する

シャーマンである。精霊の数や種類、精霊との回

葛藤こそがシャーマニズムの常態なのだとする研究２

路、シャーマンの職能などは、状況によって変容し

［Pederson 2011; 趙 2014］やマージナルな存在であ

ていく。したがってシャーマンは、「古代」的な獣

るシャーマンが儀礼を通じてかろうじて限定的な周

人のような「伝統衣装」をまとっていようと、とき

囲の人々に対して権威を獲得するが地域レベルでは

には伝統の破壊者ともなるだろうし、またときには

マージナルな存在であることに変わらないことを示

未来の創造者としての役割を果たすのである。

した研究［Hangartner 2011］といったシャーマニ

象徴的なのは、20 世紀の初頭の西ブリヤートで

ズム内部の宗教的共同性を疑うような研究も増えて

は、軍人の姿をしたシャーマンがいることが報告さ

いる。

れているが、帝政ロシアの軍帽やコート、軍靴と

そこで、アマヨンの理論を竹沢のオープン・シス

いった「シャーマンの衣装」は「力」の象徴だっ

テム論に基づいて、読みかえてみよう。確かに、ア

たのだという（写真３）
。現代のウランバートルの

マヨン理論をそのまま現代のシャーマニズムに適用

シャーマンたちは、資本主義的競争が激化する中、

はできないだろう。なぜなら、これまで論じたこと

敗者たちがシャーマンとなることで想像上の社会的

からもあきらかのように、北方ユーラシアにおける

地位（自身に憑依する霊が王侯貴族や貴人女性）を

現代の「シャマニズム」は、著しく政治社会状況を

獲得していた。したがって、彼ら現代のシャーマン

反映したものであり、アマヨンの言うような「自然

の衣装の中には、大モンゴル帝国時代や清朝時代の

界の精霊と人間の象徴的な交換と協調の体系」とは

王侯貴族の衣装を模した姿をとるものすらいるので

言い難い変容を遂げているからである。
しかし、アマヨン理論と融合した新しいオープ

ある（写真４）
。
現代のシャーマンは、決して「古代的」な存在と

ン・システム論は、この人間が儀礼的な交換をおこ

はいえまいが、外見上は、古代的であり、周縁的で

なう対象を、時代や状況によってかわる変数として
理解する。

あり、なおかつ予言を行うような未来的な存在でも
あるという、一見矛盾した様相をはらんで立ち現れ

まずシャーマニズムは、我々が超自然的存在、超
人間的存在、あるいは精霊などと呼び習わしている

るのである。
オープンシステムとしてのシャーマニズムにおいて
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は、世界観、儀礼の方法などもシャーマンに憑霊し
てきた「精霊のお告げ」によって、如何様にも変化
しうる。したがってシャーマニズムの世界観やパン
テオン、儀礼の方法などを事細かく論じるのは、あ
まり意味がないといえる。重要なのはシャーマニズ
ムがそれぞれの地域において、政治・社会的状況の
中で如何なる役割を果たしているのかを解明するこ
とである。
現在、ダルハドのシャーマンたちは、政治的敗者
たる「怨霊」の語り部として、猛禽類の姿をしなが
らも彼らの苦難の「歴史」を語り継いでいる。モン
ゴル・ブリヤートの人々のシャーマニズムは、ポス
ト社会主義という社会の混乱期の中で、ルーツの宗
教ともいえる様相を呈していた。
それもこれも「シャマニズム」そのものが、そも
そもオープン・システムであったがゆえに、可能で
写真 3：1902 年バイカル湖のオイホン島で撮影されたブリ
ヤート・シャーマン。軍服が霊力を持つものとして理解されて
いた。ロシア科学アカデミーシベリア支部所蔵 No ７-1765

あった変容であるとはいえないだろうか。
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きシャーマニズム」の有り様を呈示した。彼に
よるとこの「アグサン」こそが、ポスト社会主
義の兆候を表しているというよりも、むしろダ
ルハドが歩んできたポスト社会主義的世界観の
もつれと 20 世紀以前の仏教の聖職者制度、そ
して 20 世紀のソヴィエト的集団化の遺産と社
会主義崩壊以降の遺産の再分配や福祉国家の撤
回といった現象を、ダルハドの風景の中で長き
に渡って結ばれてきた人間と非人間（霊的存在）

《中国語文献》
岛村一平（包路芳・时春丽訳）
2006「阿加 - 布里亚特人的寻根活动 : 萨满教新的
阐释」『世界民族』2006 No.4 P.53-59、中国
社会科学院。

の関係の中で一直線に結び付けうる「シャーマ
ンなきシャーマニズム」の形態なのだとする
［Pederson 2011:39-41］
。その結果、ダルハドの
シャーマニズム実践は、あたかも存在しないか
のようにほとんど描かれていない。
しかし、筆者が 97 年～ 98 年にかけてダルハ
ド盆地で調査をしたときすでに 7 人のシャーマ
ンを確認している［Shimamura 2000］
。また、

註
１

２

ペダーソンの数年後（2002 年～ 2004 年）にダル
プレヴが「宗教（shashin）」という言葉にこだわっ

ハドで調査を行ったスイスの人類学者ユディッ

たのは、シャマニズムが宗教未満の原始的な宗教

ト・ハンガートナーはシャーマニズムの儀礼を

現象だとするソ連の学者たちによる、発展史観に

実践する 60 人近いシャーマンと出会っている

基づいた言説に対する反論からである。したがっ

［Hangartner 2011:2］
。ペダーソンの研究は、

て彼にとってシャマニズムは、野蛮な存在として

地元の「アグサン」との「冗談関係」の中で生

の「シャマニズム」ではなく、キリスト教や仏教

まれたジョークに過ぎないのかもしれない。一

などと並ぶ文化レベルの「シャマンの宗教」でな

方、趙の研究［2014］はシャーマンの日常実践

くてはならなかった。一方、ロシア語のシャマニ

を描きながらも、シャーマニズム内部の「本物

ズム（shamanizm）は社会主義時代のモンゴルでは、

のシャーマンではない」という多様性を描き出

「シャーマンの拝み（böö mörgöl）」と翻訳されてき

した点において、ペダーソンの記述よりリアリ

た。

ティが高い記述となっているといえよう。ちな

ペダーソンの「シャーマンなきシャーマニズ

みにハンガートナーは、ダルハドの置かれたポ

ム」は前提条件からして疑わしい。彼は、90 年

スト社会主義の社会環境の中でいかにシャーマ

代末からモンゴルで最もシャーマニズムが有

ンが生み出されていくかを分析した。そこでは

名なフブスグル県のダルハドのシャーマニズ

ポスト社会主義のリスクの高い経済状況下でク

ムを研究すべくフィールドに入ったが、そこ
には「本物のシャーマン」が残っていないと

ライアントとの相互行為やシャーマンを巡る伝
説や噂話の中で形成されるダルハドのシャーマ

いう「現実」に直面し、シャーマン的な霊感

ン儀礼を読み解いている［Hangartner 2011］
。

（susceptible to the local nonhuman entities）を
持つが「本物のシャーマンではない」とされる
「アグサン（agsan）」と呼ばれる人々─彼らは
多分に酔っ払いや冗談好きだったりするトリッ
クスター的存在なのであるが─を対象とするこ
とで、ポスト社会主義期の不安定な社会におい
て、地域社会内部のポリティクスとオカルト的
思考が混在した中で展開される「シャーマンな
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IN THE WAKE OF VILMOS DIÓSZEGI
Problems of Shamanism in Mongolia in the 1960s and Nowadays

David Somfai Kara
Institute of Ethnology, Hungarian Academy of Sciences

Introduction

our colleague, István Sántha, who also researched

Vilmos Diószegi（1923-72）graduated in Alta-

Diószegi’
s materials and started to publish his

ic（Manchu-Tungus）Philology in 1946 from the De-

diaries and correspondence（Diószegi 2002）by

partment of Inner Asian Studies of Eötvös Loránd

permission of Diószegi’
s widow, the late Judith

University（ELTE, Budapest）under the guidance

Morvay（1923-2002）. Here I would like to concen-

of Professor Lajos Ligeti. Then he worked at the

trate on Diószegi’
s fieldtrips in Mongolia. He only

Hungarian National Museum of Ethnography

wrote two articles about this trip（Diószegi 1961

（1947-1963）, and wrote his PhD（1958）about
‘Shamanism in Hungarian Folklore’（see Hoppál
1998）. He was one of the founding members of the

and 1963）.

１. Short description of his trip

Research Group of Ethnology at the Hungarian

Diószegi was invited to Mongolia by B. Rin-

Academy of Sciences（1963）which later became

chen（1905-1977）who obtained his doctorate at

the Institute of Ethnology（1967）. Between 1957

the Hungarian Academy of Sciences in 1956 and

and 1964 he conducted six fieldtrips（see Diószegi

became the head of the Institute of Language and

1968）to Southern Siberia

. He

Literature（1958）. Diószegi arrived to Ulānbātar

also founded the‘Shamanic Archive’of our Insti-

on May 13, 1960 after Rinchen had already been

tute, which unfortunately had no catalogue due to

removed from his position on charges of national-

Diószegi’
s premature death in 1972. Diószegi’
s ar-

ism. First he was accompanied by ethnographer

chive materials remained unpublished and without

S. Badamkhatan. On May 15 they set out for a

a reliable register or catalogue.

fieldtrip to the Aga-Buriads of Dornod Aimag and

１

and Mongolia

２

When I began to work at the institute forty

they visited Bayan-ūl sum（May 19-23/5 days）

years after Diószegi（2003）, I was assigned to make

where he met the great female shaman（udgan）

that catalogue, to digitalize his materials and to pub-

Shemed abgai of the Sharaid clan who refused to

lish them. In order to do that, one has to speak not

talk to him fearing persecution by the local author-

only Russian but also about eight various Turkic

ities. He also met Pürew of the Sharaid clan and

and Mongolic languages and dialects . I graduated

Osor of the Khamnigan（Tungus）clan, but they

in Mongolic and Turkic Philology in 2000（ELTE）

were never initiated as shamans. He returned to

and conducted fieldwork ４ among the Turkic

Ulānbātar on May 25 with no recordings since his

groups of Southern Siberia to study their language

tape-recorder was broken.

３

and folklore and visited most of the villages where

His next fieldwork started four days later

Diószegi collected his materials between 1995 and

on May 29 also accompanied by Badamkhatan.

2005. I also made fieldtrips to the Tuva（Tofa/

He went to Mörön, Khöwsgöl and later visited

５
Toha）
groups of Mongolia between 1996 and

the Arig-Uriankhai in Tsagān-Üür, East of Lake

2008. In 2009 I have completed the digitalization

６
Khöwsgöl（ June 2）
, where he recorded mate-

and registration of his manuscript legacy（Somfai

rial from the Uriankhai shamans: Shijrē, Jujūnai,

2008, 2012）on shamanic research in Southern

Luwsandorj and Dolgor, the mixed Khalkha ７

Siberia and Mongolia. There are 13 folders of his

Gunggājaw. They returned to Mörön ８ on June 6

fieldtrip materials. Some of his recordings were

and worked with a Darkhad shaman Damdin who

also digitalized with the help of the Institute of

was imprisoned there（June 7-8）. In Bulgan he al-

Musicology. A great contribution was made by

so met another mixed Khalkha-Khotogoid shaman

人間文化● 19

IN THE WAKE OF VILMOS DIÓSZEGI Problems of Shamanism in Mongolia in the 1960s and Nowadays

Dagwa dzairan（June 10）. They left for Ulānbātar

that acculturation of the Buryats of Mongolia（be-

on June 11.

coming Khalkha）was also an interesting problem.

On his last fieldtrip he flew to Mörön（June

Another problem he mentions is the influence of

20）and then further to Rinchenlkhümbe Sum the

Buddhism and Islam（among Khotons and Turkic

following day. He was accompanied by Dawā, a
half-Russian interpreter. From June 22 until July

Kazaks）.

5（14 days）he conducted fieldwork by the rivers

３. Problems of Fieldwork

Kharmain-gol and Shigshid-gol among the Dark-

In the case of Diószegi’
s research he was

hads and Tofas. He met female shamans Khorol

facing several problems regarding his fieldwork

and Barī, male shamans Shagdar and Baljinnyam,

among the various ethnic groups:

and he visited several shamanic burial sites（asar
onggon）.
He returned to Ulānbātar

1）These groups either spoke very distinct
dialect from the official Khalkha dialect（Buriad,

where accom-

Darkhad）or spoke a Turkic language（reindeer-

panied by Rinchen he visited the famous Khoto-

keeping Tuva or Tofa）. But Diószegi could not

goid shaman Togosīn Nandzad（July 15-16）and

speak Khalkha only Russian and his interpreters

recorded 22 shamanic songs from him.（Slide 5）

were also Khalkha Mongols（e.g. Badamkhatan

These songs were studied but never published
by Magdalena Tatár（Oslo, Norway）although she

and Dawā）with sometimes limited knowledge of
the local dialects or Russian.

９

published other materials（Tatár 2006）.

２. Manuscript legacy

2）Another difficulty was that Diószegi was also
often accompanied by the local secret police which
made it impossible to collect sincere information

The typed texts of his manuscript legacy

about the activities of shamans. Of course he could

only contain material from the first two field-

never take part in a real shamanic ritual where he

work accompanied by Badamkhatan. Altogether

could study the situation or context of these tradi-

61 pages have been preserved in the archives of

tions. But Diószegi’
s data is still valuable because

our institute. On the recordings we find mostly

it was collected in a period of religious repression

the Khotogoid shaman Nandzad’
s invoking songs

when almost nobody managed to conduct field-

（dūdalga）but there are also recordings from Uri-

work in Mongolia. Although shamanic traditions

ankhai, Darkhad and mixed Khalkha shamans10.
Before Diószegi’
s fieldwork very few data

of pre-revolution times lost their significance but
they were secretly preserved among small groups

had been published about the shamanic traditions

in Mongolia free from the effects of modernization

of the various ethnic groups in Mongolia. Diószegi

（urbanization, new ethnic and religious move-

immediately noticed that there are great differences between the traditions of these ethnic groups
（Buriad, Darkhad, Khotogoid, Oirat, etc.）. Diószegi

ments）.

４. Aftermath of Diószegi’
s Fieldworks

further noticed that the clan systems of these par-

In 2007 and 2008 I joined the project‘Col-

ticular ethnic groups also show very complex pro-

lecting dialects and folk beliefs’started by the

cess of formation（called ethnogenesis those days）
which makes the question even more complicated.

Department of Inner Asian Studies（ELTE）and
Research Group of Altaic Studies（HAS）together

He found elements of Turkic and Tungusic ori-

with the Mongolian Academy of Sciences（Institute

gin among the various Mongolic groups who also
mixed with each other11. Diószegi believed that

of Language and Literature, Xel-dzoxiolīn Xürēleng）.
My goal was to visit all the sites of Diószegi’

these processes can be best described by analyz-

s fieldwork in Mongolia（1960）and collect reliable

ing the elements of shamanic traditions. He said

data related to his material and his informants
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（shamans）.

noon. During the night he invoked various spirits

I traveled to Dornod on August 6, 2007 and

and also put up the Abgaldai mask. At the end of

reached Bayan-ūl two days later. Here I found

the ritual he cleansed（ugālga）the participants by

out that Shemed abgai had been indeed a famous

the water of arashān and they carried the deco-

female shaman（udagan）and she continued to
conduct rituals even until the middle of the 1970s

rated（zuramlahan）birch trees three times around
the house before they burnt them.

secretly because the local secret police harassed

I returned to Bayan-ūl where I managed to

her. I met a so-called shamanic interpreter（Buriad

collect Khamnigan dialect from an old lady. She

tulmāsha）Serenkhuyag who venerated Shemed

was one of the Khamnigans who could speak and

abgai as an onggon spirit. I managed to photograph

sing in her ancestor’
s Mongolian dialect. I also

her old picture on an altar together with a felt

wanted to go to Ereen village but I only reached

bag. It contained the protecting idol（haxiuhan）

the nearby place of Kharkhirā where the Seren

Būral Ezhī made by the female shaman was also

zārin’s adopted son Oyūnbātar（Balogh 2007）was

held. Shemed abgai’s son was also a shaman but

holding shanar initiation（Shimamura 2014: 197-227）

died without a child or student. Now people are

rituals for all kinds of young‘neo-shamans’
mostly

awaiting the root spirit（ug）of Shemed responsible

form Ulānbātar .

for shamanic ability to choose someone from the
clan to become shaman. There are many young

Next year I travelled to Mörön（Khöwsgöl）and to Tsagān Nūr sum on July 25. I went

shamans in the village and I interviewed one of

to Kharmain-gol where Diószegi had spent two

them. Two shamans（zārin）with the highest rank

weeks collecting material about Darkhad and Tofa

（shanar）live in the neighboring sum of Bayan-Dun

shamanism. I visited the burial places（asar ong-

since the famous Seren zārin passed away. But lo-

gon）of some famous Darkhad shamans also visited

cals told me that Seren zārin was from Khentī and

by Diószegi. On the first day of the New Moon I

they do not recognize his authority as a local Aga-

visited a local Darkhad shaman Nergüi who per-

Buriad shaman. In Bayan-ūl Buriads mostly speak

formed a healing ritual for an old Tofa lady. He

Khalkha so I left for Dashbalbar to collect the

also showed his onggon pictures. Some of them

Aga-Buriad dialect.

he inherited from his father-in-law Shagdar, who

There locals were holding an obō ritual con-

even sang a shamanic song to Diószegi when they

ducted by the Khamnigan zārin from Bayan-dun.

met in 1960. Because I wanted to compare Dark-

In Dashbalbar I also met an udagan who was sick

had and Tofa shamanic rituals I borrowed a horse

so she only showed her Abgaldai mask inherited

from the shaman and with a Tofa family I visited

from her great grandmother who was also a sha-

the West Taiga of the reindeer-keepers. I already

man. The Khamnigan zārin invited me to his house

had visited the East Taiga twice and had met fe-

in Bayan-dun. He invoked the spirit of Abgaldai

male shaman Sende, daughter of the famous Suyā

（Diószegi 1968b）who was a powerful Khamnigan

but unfortunately both of them died since. So I

（Tunguz）black shaman and sold his children for

went to two shaman brothers Kostā and Ganzorig

tobacco and vodka.

of the Balykshy clan in the West Taiga. Kostā was

Later I was also invited to a farmer’
s house
by the Ūlzain-gol River, where his clan（Khargana

ill but Ganzorig performed an obō sacrifice for us.
Later I have found out that the famous

omog）held a ritual to worship their ancestor spirit

Tofa shaman mentioned by Diószegi, Gombo of

（ug xündel-）. The shaman who conducted the
ritual was Khalkha, but he received shamanic abil-

the Soyan clan also passed on his shamanic ability（dös）to a young man Khalzan, whose mother

ity（ug bari-）through his Buriad mother. The ritual

was his sister. I interviewed Khalzan who also had

started in the evening and lasted till the following

Gombo’
s onggon（Tofa ēren）and a special kind of
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three-headed stick（üsh dayak）too（See Diószegi

Buriad and Khamnigan

Darkhad and Uriankhai

1968: 238-241）. Nowadays the younger generation

（Evenki/Tungus）
Male shaman böö

（Tuva/Tofa/Soyot/Karagas）
Male shaman dzārin

Female shaman udgan
High ranked shaman zārin
Distinction between

Female shaman udgan

of Tofas speaks Darkhad and Khalzan learned
Tofa only to be able to talk with his onggon. I have
found him an interesting informant and decided to
witness his spirit invoking ritual rather than the
old shaman’
s to observe how the younger generation thrives but preserves old shamanic traditions
too.

５. Arising problems of shamanic traditions
in Mongolia Nowadays
Ⅰ）Difference between Buriad and Darkhad shamanic traditions:
Diószegi has already noticed the influence of Turkic and Tungusic shamanic traditions among various Mongolic ethnic groups. If we compare the
two main shamanic traditions existing in Mongolia
we realize that they are not connected to any
particular ethnic or linguistic group but rather regional traditions.
Ⅱ）Turkic and Tungusic influences, interethnic cultural relations:
1）Western Mongolian: Darkhad and Tuva traditions
2）Easter Mongolian: Buriad and Khamnigan traditions
Even though nowadays people often talk about
Mongolian or Buriad shamanism these are the
products of modern ethnic movements（nationalism, ethnicity）while traditionally they were the
product of interethnic cultural relations between
groups that also mixed with each other through
exogamy. Comparison of Darkhad and Buriad shamanic traditions:
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（Tuva kham）
No distinction

Black and white shamans
Different devices
and garments
Initiation rituals
All together 13 rituals
（highest rank）
Black shamans: shanar
White shamans: shandrū
The use of shamanic tree for
initiations
Khamnigan tūrū
（Evenki turu）
Period of shaman rituals
Usually 9th, 19th, 29th day of
the lunar month
（yühenggöö xexe）

No initiation rituals
（only initiation for the drum
xenggereg, Tuva dünggür）

No shamanic tree

Usually during the newmoon（sarīn shine）of the lunar
month（Tuva ay chāzï）No

shamanic rituals during the
old-moon（sarīn khūchin）
Daytime and night rituals
Usually night rituals
Daytime white rituals（ances- Daytime rituals rarely
tor spirits）
without drum（tayag, khūr）
Night black rituals（demons） Usually night rituals
Daytime rituals rarely
without drum（tayag, khūr）
The shaman’
s body is merely The shaman’
s body
incorporated by spirits
（onggon orūlaxa）

is incorporated by spirits
but it also travels to sacred

No worshipping
by shamanic tombs
（arangga）
Shamanic paraphernalia

sites of ancestors
Worshipping by
shamanic tombs
（asar onggon）
Shamanic paraphernalia

Black shamans:
drum（xese）
drum（xenggereg）
drumstick（toibūr）
drumstick（orwo, Tuva orba）
crown（orgoi）
three-branched staff
horse-headed staffs
（morin horib）（tayag, Tuva dayak）
mask Abgaldai（Tungus origin）
White shamans:
staff and whip
（bayag and bardag）
Receiving ability
Receiving ability
from the ancestor spirits
from ancestor spirits（ug）only
（udxa-uzūr, ug）from the Sky
（neryēr lightning）
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Ⅲ）Difference between Turkic and Mongolic

anthropologists

shamanic tradition:

Shamanic traditions are now being commercialized

The major difference between these two linguis-

since most of the shamans moved into Ulānbātar.

tic groups is the experience of trance or ecstasy:

They have founded several associations of sha-

shamanic journey and possession. Shamans among
Southern Siberian Turks（Altay, Khakas, Tuva）

mans（e.g. Golomt, etc）. I have visited some of
these associations where they receive patients like

as well as Darkhads experience shamanic journey

in an ordinary clinic.

where the soul（Mongolic sünesün, Turkic kut）trav-

3）Neo-shamanism tightly connected with urban

els to the spiritual world（emic term for trance

shamanism

is Tuva sünezin/kut ün-“soul leaves”）. Mongolic

It is a serious business connected to shamanic tour-

shamans（Buriad, Khamnigan, Bargu, Daur）expe-

ism with the participation of urban shamans and

rience possession trance where the shaman’
s body

shamans of different regions（Khöwsgöl, Altai, etc.）.

is possessed by a spirit（onggon）and act as a me-

Many psychological and medical problems of post-

dium between the spirit and the clan（emic term

communist Mongolia are being treated by these

is onggon or-“spirit/sacred enters”）.

neo-shamans who move to Ulānbātar and other
smaller towns to increase the number of patients.

Ⅳ）Continuous but changing shamanic traditions
Forty years after Diószegi I found reviving sha-

Shamanic initiation is often offered as a mean for
healing these problems regardless of the clan or

manic traditions among the Aga Buriads of Dor-

ethnic background of the patient. Khalkha patients

nod but these shamans can be divided in three

also have to come up with an ancestor spirit（ug）al-

groups:

though they have lost their clan system during the

1）Traditional Buriad shamanism

Manchu Era（1690-1911）. Some Khalkha people be-

They are hiding and suspicious shamans living in

lieve that they are the only pure Mongols so they

poverty working inside one clan. Traditionally the

originate from Chinggis-khan’
s clan the Borjigid

ancestor spirit（ug）of a clan（obog）was responsible

also called the Golden Clan（altan urug）.

for someone to become a shaman（ugtai）in most
cases. These spirits were treated with a lot of taboo and would not be invoked by the shamans of

References:

other clans.

Balogh, Mátyás（2007）: Shamanic Traditions, Rites

2）Traditional but revitalized‘modern’Buriad

and Songs among the Mongolian Buriads: Meet-

shamanism

ing a Shamaness and her Assistant. Shaman 15:

Shamans take their shamanic rituals to other clans
and villages if requested. Modern Buriad shamans
as noticed by other scholars（Buyandelger 2013,
Shimamura 2004, 2014 etc.）use shamanic tradition

87-116.
Buyandelger, Manduhai（2013）: Tragic Spirits: Shamanism, Memory and Gender in Contemporary Mongolia. University of Chicago Press, Chicago.

to strengthen their ethnic identity thus they do

Hoppál, Mihály（1998）: Introduction: The Life and

not limit their activity to their own clan. By ignor-

Works of Vilmos Diószegi. In: Shamanism: Selected Writings of Vilmos Diószegi. Akadémiai Kiadó,

ing this restriction shamans can initiate unlimited
number of disciples who can work for various
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Buriad clans as well as other Mongolic groups, es-

Diószegi, Vilmos（1961）: Problems of Mongolian

pecially the Khalkha majority. Buriads of Mongolia
have a double identity so they also identify them-

Shamanism. Acta Ethnographia 10. pp. 195-205.
（
- 1962）: "Tuva Shamanism: Intra-ethnic Dif-

selves as being generally Mongols.

ferences and Interethnic Analogies." Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae 11.:

3）Shamans performing for tourists and western
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from Hungarian by Anita Rajkay Babó）. Ooster-
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s expedition to Mongolia in 1960

hout: Anthropological Publications.
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: "The Origin of the Evenki Shamanic
Instruments（Stick, Knout）of Transbaikalia." Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae
17: 265-311.
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- 2002）: Halkuló Sámándobok. Diószegi Vilmos
naplói, levelei. [Fading Shamanic Drums: Vilmos
Diószegi’
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Fig.2 Diószegi visiting the great Khotogoid shaman
Nandzad with academician B. Rinchen in 1960
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Fig.3 Shemed abgai the Buriad female shaman（udgan）
whom Diószegi met in 1960
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Chart1. Shamans met by Diószegi

1

Buriads and Abakan Tatars（Sagais）, in 1958

① Buriad and Khamnigan Dornod, Bayan-ūl

among Tofas（Uda River）, Tuvas and in 1964 to

Name and age

Clan

Sex

Shemed*

Sharaid

female

Pürew

Sharaid

male

Damdin**

Khöwdüüd

male

Bold**

Khaliban

② Khalkha

Bulgan

Mijigīn Gungājaw, 60
Pürwīn Dagwa

Kharūl
--

③ Khotogoid

Töw aimag

Togosīn Nandzad

--

④ Arig Uriankhai

Khöwsgöl, Tsagān-üür

He conducted fieldwork in 1957 among Bulagat-

male

Altay Turks（Kumandy, Telengit）.
2

He did fieldwork in 1960 among Aga-Buriad,
Khamnigan, Khotogoid, Arig-Uriankhai. Darkhad,
and Tofa.

3

Turkic: Tuva and Tofa（Toha）, Altay, Khakas（Agban Tatar）as well as Mongolic: Khalkha, Bulagat
and Aga-Buriad, Darkhad

4

I visited in 1995 Altay-kizhi, Telengit and Tuvas,
in 1998 Abakan Tatars and Tuvas, in 2002 AltayKizhi, Telengit, Kumandy, in 2005 Tuvas.

5

Reindeer-keeping Tuva groups（tsātan）pronounce

6

Diószegi’
s unpublished diary ends on June 2.

male
male

their ethnonym as Tofa or Toha.
7

These Khalkha shamans were of mixed origin,
Khalkha father and Uriankhai mother but the root
spirit（ug）of their shamanic ability could be inher-

male

ited from their maternal side.
8

According to his letters he spent only five days

9

His correspondence ends on July 8.

among the Arig-Uriankhai.

Damdinī Dolgor, 53

--

male

Pürewīn Luwsandorj, 49

--

male

Jujūnai

--

female

⑤ Darkhad

Khöwsgöl, Rinchenlkhümbe

Öwgīn Baljinnyam, 75

Tsagaan khuular

male

Süren***

Tsagaan khuular

female

Dzügderīn Shagdar

Tsagaan khuular

male

Tsewenī Khorol*

Ulaan（khar）khuular

male

Jambīn Damdin, 53

Ulaan（khar）khuular

female

Dugarīn Barī

Ulaan（khar）khuular

male

10 All together there are 52 songs mostly sang by
Khotogoid shaman Nanzad（34 songs）. Others are
recorded from Uriankhai shamans Dolgor（1 song）
and Luwsandorj（ 3 songs）, Khalkha shamans
Gunggājaw（2 songs）and Dagwa（1 song）, Darkhad shamans Damdin（3 songs）, Shagdar（2 song）,
Barii（ 2 songs）and Tsewendorj（ 3 songs）, who
was not a shaman and sang the songs of his late
wife.
11 For example the Darkhad and Tuva, as well as
the Buriad and Khamnigan（see Diószegi 1967 and
1968b）.

* Diószegi met them but they refused to give information
** He met their sons Damdinī Bawuudorj and Boldīn Jadamba
*** He met her husband Tsewendorj（Soyod male）
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論文

人間文化 , vol.43, pp. 26-36（2017）

三階蔵に見る独立柱の役割に関する
考察
久保

奈緒子

人間文化学研究科地域文化学専攻博士後期課程

１．はじめに
三階蔵とは文字通り３階建ての土蔵のことで、最
も古い建築では江戸時代初期にまでさかのぼる。
多層階住宅が奢侈禁止令の対象となっていたこと

るとともに、独立柱を持つ三階蔵についても詳述す
る。

３．白峰地区について

から、一般的な平屋建てや２階建ての土蔵と比較し

石川県白山市白峰地区は、集落全体に非常に多く

て、三階蔵は「富の象徴」とされてきた。三階蔵は

の多層階養蚕農家住宅が残る。当該地区は、福井、

全国に散在し、個別の事例として報告されているも

石川、富山、岐阜の４県にまたがる白山の麓にあ

のもある。しかし、全体の分布状況や傾向、特徴な

る。手取川と大道谷（おおみちだに）川に挟まれた段

どはこれといって把握されておらず、未だ不明な点

丘上に所在し、すぐそばまで険しい山が迫る。こう

が多い。

した地形から、白峰地区には耕作地がほとんどない。

三階蔵の中には独立した棟持ち柱を持つものがあ

現在の白峰地区一帯は明治の初めごろまで「牛首

る。独立した棟持ち柱とは、地棟の直下に建ち地棟

村」と呼ばれ、経済の中心地となっていた。主な生

を支える、外周の柱からは独立している柱のことで

業は農業、養蚕業、林業およびそれらの加工品生産

ある。本稿では、これまで現地で調査をおこなった

で、集落内での日用品販売を行う商家もあった。こ

三階蔵や、報告書等を基にし、特に「独立した棟持

の地域で生産される紬は地域の名前から「牛首紬」

ち柱を持つ」三階蔵について考察をおこなう。な

と呼ばれ、16 世紀中頃には生産が始まっていたと

お、本稿ではこれ以降「独立した棟持ち柱」を指し

される。

て「独立柱」と表す。

２．三階蔵における独立柱に関する研究
2-1．先行研究と拙稿に関して
独立柱を持つ土蔵について考察した平山育夫氏の
論文１（以下、「平山論文」と記述する）では、国指

京都や金沢といった絹織物の需要が高い地域を要
する近畿・北陸地方では、養蚕に力を入れていた集
落が多くみられ、それに伴い住居も巨大化した例が
数多くある。白峰地区はまさに養蚕で栄えた地域で
あり、現在でもその名残として多数の多層階建築が
残っている。

定重要文化財となっている土蔵のうち、「梁行 5.5 ｍ
（３間）以上」で、尚且つ階数が増えるほど独立柱

3-1．白峰地区に現存する三階蔵

の使用率は上がるとしている。また同論文では、新

白峰地区には５棟の三階蔵がある。多層階化され

潟県内の重要文化財となっている土蔵のうち、梁行

た主屋は非常に多く見られている一方で、土蔵の多

３間以上で２階建ての土蔵はすべからく独立柱を持

層階化は主屋のそれほどではない。同じ付属屋で

つ、ともしている。

も、作業空間として養蚕に使用していたという納屋

拙稿２にて独立柱を持つ三階蔵に関して平山論文

などとは異なり、土蔵はあくまで収納空間として利

と比較考察をおこなったが、論拠に不十分な点が

用されていたことが要因であろう。とはいえ、同一

あった。本稿では、新たに見つかった独立柱を持つ

地区内に５棟もの三階蔵が現存する例は他の地域に

三階蔵の考察も含めて、改めて検証をおこなう。

はなく、特徴的である。詳細と図面に関しては、
現地調査および当該地域に関する調査報告書３を基

2-2．独立柱を持つ三階蔵

に、その特徴について考察をおこなう。

これまでに現地調査や資料収集をおこなった三階
蔵のなかで、独立柱を持つものは５棟であった。こ

3-1-1．久司敏麿家

れに加えて、新たに三階蔵の現地調査を行った白山

久司家は、主に耕作や木材の伐採、麻布などの生

市白峰地区でも、独立柱を持つ三階蔵が現存した。

産を行っていた。当家は明治 13（1880）年に大火で

ここでは、白峰地区における三階蔵について考察す

家を失ったため、家屋は既存建築を購入したもので
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写真１

図１

久司家住宅三階蔵

久司家住宅三階蔵平面図５

ある。主屋は２階建てだが、増築の際に棟が移動し
たことで棟高が変わり、小屋裏の空間が当初より広
く、高くなっている。その小屋裏には、養蚕を行っ
ていた際に蚕棚を取り付けていた貫の痕が束に残っ
ている。
三 階 蔵 を １ 棟 所 有 し て お り、 桁 行 約 5.1 ｍ（ ３
間）
、梁行約 3.2 ｍ（２間）、棟高（本稿では地面から
熨斗積み上部までとする）約8.8ｍである。棟方向は
東西におき、屋根は置き屋根、入口は妻入りとなっ
ている。当初は平入りであったが、約 50 年前に主
屋との接続を考え土蔵の入口が変更された。現在の
入口には下屋があり、主屋からは廊下でつながって
いる。蔵内側の壁板には時計回りに番付が記されて
おり、床板には和釘が使用されている。なお壁板は
横向きに配されている。入り口は引き戸のみで、観

図２

久司家住宅三階蔵断面図４

音開きの扉はない。入り口変更の際の影響か、１階
から２階への階段は現状では入ってすぐ右手にあ
る。２階から３階への階段は、写真から、窓の前に

ある。蔵の規模や特徴から、この空間では養蚕は

平壁と平行に取り付けられていることがわかる。窓

行っていなかったと考えられる。

は２階、３階のそれぞれ南側平面、階段の横に位置
をずらして各階１つずつ設けられている。

3-1-2．山岸十郎右衛門家住宅

白峰地区に関する報告書 の久司家の三階蔵断面

材木の卸売りや生糸の卸売りなどを主な生業とし

図によると、地棟は一見、棟持ち柱が支えるように

ていた山岸家は、加賀往来（旧幹線道路）沿いに大

見えるが、同ページ右隣の小屋組みの辺りを映した
写真では、妻面の柱は梁で止まり、位置を少しずら

きな敷地を所有し、３階建ての主屋と３棟の三階蔵

して登り梁まで伸びている。妻面ごとに異なる小屋

主屋は切妻造り妻入り、桁行９間半、梁行６間の

組み構造を持つとは考えにくい。そのため、妻面で

３階建てに加えて小屋裏空間を持つ。２階から屋根

は３階部分の柱は一旦この梁で止まり、梁から伸び

下までは土壁になっており、登り梁は、柱が直接受

る柱が登り梁と地棟それぞれを支えていると考えら

ける折置組で組まれている。主な居住空間は１階

れる。

で、２階および３階は床板の一部が簀の子になって

４

登り梁は側柱上に架けられた桁が支える京呂組で

を持つ。

いるなど、養蚕のための空間であったと考えられる。
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写真２
図３

山岸家住宅米蔵・板蔵

山岸家家屋配置図６

山岸家には３棟の三階蔵の他に、養蚕を行ってい
た３階建ての大納屋があったとされるが、現在は土
台のみを残して建物は現存しない。
①米蔵・板蔵
３棟の三階蔵のうち、最も規模が大きい蔵であ
る。切妻造り平入りで２つの入口を持ち、桁行約
14.9 ｍ（８間）
、梁行約 7.3 ｍ（４間）、棟高約 10 ｍ、
地棟は南北におく。屋根は置き屋根で、３本の独立
した棟持ち柱（以降「独立柱」と記述する）が建て
られている。現状では内部を仕切る壁は無いが、独

図４

山岸家住宅米蔵・板蔵平面図７

立柱に残る貫の痕跡から、元は中央の独立柱を境
に、桁行の北側半分が米蔵、南側半分が板蔵であっ
たと推測されている。なお、２階および３階には貫
などの痕跡がないことから、当初より仕切りは無く
１つの空間として使用されていたと推測される。
１階の板蔵には、明治４年に八右衛門と茂八とい
う大工が床板を敷き直す施工を行ったことを記す墨
書があるほか、鍵の板札に弘化２（1845）年の文字
があり、この頃の建築の可能性があるという。な
お、大工の名前に関してはこの集落にある八坂神社
の棟札に加藤八右衛門と、水上茂八の名前があり、
年代が近接していることから、それぞれ同一人物の

図５

山岸家住宅米蔵・板蔵断面図７

可能性も考えられる。
写真から２階の床面は、中央の３本の独立柱に架
けられた梁の上に、桁行方向に桁が載り、桁と平行
に中引梁がかかり、その上に根太が梁行き方向に架

確認されており、この蔵でも例に漏れず、同じ手法

けられている。独立柱のある蔵では、中引き梁や根

が用いられている。

太を使用して床を支える構造をとっているケースも
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②酒蔵（味噌蔵）
切妻造り平入り、桁行約 5.2 ｍ（３間）、梁行約 4.2
ｍ（２間）
、棟高約 8.6 ｍ、地棟は南北に置く。中央
部に１本の独立柱を持つ。屋根は置き屋根で、図面
によれば妻面の柱は１階からの通し柱となってお
り、妻面の５本の側柱がそれぞれ登り梁と地棟を直
接支える構造となっている。梁を用いずに直接、屋
根構造を支える方法は、筆者の修士論文８で取り上
げた三階蔵の中で比較的規模の小さい三階蔵に見ら
れる特徴である。
中央の独立柱に対しては、２階および３階の床組
構造として、桁行方向に中引き梁を架け、その上に
根太をかけ、床板を載せている。この点は米蔵・板
蔵のそれと同じ手法である。
階段配置は、１階から２階への階段が入口すぐ左
手、妻壁と平行に西から東へ向かって上るよう配置
されている。２階から３階への階段は断面図に表れ
ておらず、また平面図もないため詳細は不明だが、

図６

山岸家住宅酒蔵（味噌蔵）平面図９

少なくとも桁行中央部より北側の位置に配置されて
いると推測される。
１階にある墨書には、明治９（1876）年に壁の塗
り替えを行ったこと、妻壁の破風板を替えたことが
記されていることから、建築年代はこれ以前にさか
のぼると考えられる。米蔵・板蔵の墨書に名前が
あった八右衛門と茂八の名が、ここでも確認されて
いる。

図７

山岸家住宅酒蔵（味噌蔵）断面図９

③浜蔵
浜蔵の語源は、牛首川に面した急斜面の呼び名
「浜」に由来するという。当家では宝蔵とも呼ばれ
ていたようで、儀礼用の道具類や文書の保管に用い
られていた。土台には湿気をはじく性質をもつ赤石
砂岩が使用されており、川が近いことによる湿気の
流入に配慮したと考えられる。
切妻造り平入り、桁行約 9.5 ｍ（４間）、梁行約 7.4
ｍ（３間）
、棟高約 11 ｍ、地棟は東西方向に置く。
写真３

山岸家住宅酒蔵（味噌蔵）

図面によれば、妻面の柱は１階からの通し柱となっ
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図９

山岸家住宅浜蔵断面図 10

手、妻壁と平行に南から北へ向かって上るよう配置
されている。２階から３階への階段は、桁行中央部
写真４

山岸家住宅浜蔵

より東側の位置に北側の平壁と平行に西から東へ上
るよう配置されている。
唯一、屋根の構造のみ異なる。他の２棟と違い、
置き屋根ではなく「ツカセ」と呼ばれる、壁から伸
ばした斜材で補強しながら支える構造をとってお
り、厚みが薄い。外壁の板壁は２階の天井部分まで
となっている。鍵の板札より、慶応２（1866）年頃
の建築と考えられている。
3-1-3．松原酒店
松原酒店にある三階蔵は、桁行約 11.7 ｍ（６間
半）
、梁行約 5.3 ｍ（３間）
、棟高約 7.6 ｍの土蔵で、
この集落に現存する蔵の中では山岸家の米蔵・板蔵
に次いで大きな蔵である。元は旅館が所有する蔵で
あった。
屋根は置き屋根で、入り口は２箇所あり、１つは
北側の妻壁に、もう１つは東側の平壁にある。内部

図８

山岸家住宅浜蔵平面図 10

ており、妻面の７本の側柱がそれぞれ登り梁と地棟
を直接支える構造となっている。中央の独立柱に対
しては、２階および３階の床組構造として、梁行方
向に大引きを架け、その上に根太をかけ、床板を載
せている。屋根構造、床組の特徴、どちらも先の２
棟の三階蔵と一致する。
階段配置は、１階から２階への階段が入口すぐ左
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は北寄りに桁行２間（約 3.6 ｍ）のところで区切られ
ており、北側が味噌蔵、南側が米蔵となっている。
味噌蔵は３階建てで、米蔵は２階建て。味噌蔵の３
階部分へは米蔵の２階から上がるという、いわゆる
「ロフト」のような構造になっている。このような
形で土蔵内部を仕切っている例は、三階蔵の調査で
は他に例がなく、非常に興味深い。
米蔵にはかつて、年貢米を保管していたという、
１階中央には独立した柱が建っているが、棟持ち柱
ではなく、２階床部分で途切れている。２階では１

三階蔵に見る独立柱の役割に関する考察

床組に関しては、平面中央に独立した柱はあるもの
の、中引き梁や根太は用いられていない。これは、
この独立した柱が、構造材として地棟を支える棟持
ち柱ではないことが理由ではないかと推測される。
3-2．白峰地区の三階蔵に関する考察
白峰地区は主屋こそ多層階化するが、土蔵は養蚕
を目的とした多層階化はしなかったようである。蔵
ではなく納屋が作業空間として多層階化することは
あったようだが、土蔵にはあくまで、米や木材、家
財道具の保管場所としての特性が認められるばかり
であった。
主屋の多層階化は目立つものの土蔵まで３階にし
ている例はそれほど多くない。この傾向と現存する
当該地区の三階蔵から考えられることは、付属屋で
ある土蔵の多層階化が一定以上の財力がある家に
限って行われた、という可能性である。加えて、複
数の建築物の棟札などに記されている大工の名前が
同じであったことから、同一の大工、または家系や
図 10

松原酒店土蔵平面図 11

地域が同一の大工が好んで用いる工法の一つであっ
たという可能性も考えられる。

４．考察
4-1．独立柱の役割に関する考察
独立柱を持つ三階蔵については、現存する三階蔵
を対象とした調査で、兵庫県の小林家住宅（墨書に
よると明暦２（1656）年建築 12）、岡山の井上家住宅
（墨書によると宝暦３（1753）年 13）、新潟の旧目黒家
住宅中蔵（明治４（1871）年再建 14）、和歌山のＯ家
住宅（大正 14（1925）年 15）、滋賀県のＮ家住宅（江戸
時代）の５棟を確認している。これらの蔵が独立柱
を持つ要因としては、江戸時代中頃までに建てられ
た成立年代の古い土蔵であること、あるいは平面規
図 11

松原酒店土蔵断面図 11

模が大きいこと、積雪の多い地域にあることなどが
考えられた。とりわけ、小林家とＯ家の三階蔵で
は、地棟を一本の材で用意することができなかった

階の独立柱と桁行方向で異なる位置に、２本の独立

のか、独立柱の頂部で２本の地棟を継いでいた。こ

柱が建てられている。１階の独立柱には仕切り板が

のことから、独立柱は地棟を支えるために用いざる
を得なかった材である、という可能性が浮上した。

はめられていたと見られる痕跡が残っているようだ
が、２階の独立柱については詳細不明である。
また断面図は米蔵側のみで、３階建てになってい

今回取り上げた白峰地区の５棟の三階蔵は、内３

る味噌蔵の図がないため、３階部分についても詳細

棟が同じ所有者で、いずれも独立柱を持っている。
１棟は桁行８間×４間と平面規模が大きく、梁行中

不明である。米蔵の構造に関して言えば、小屋組み

央、地棟と平行に３本の独立柱が建てられている。

は側柱が直接、登り梁や地棟を支えている。２階の

桁行の８間という数字は三階蔵の中では最大値であ
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写真５

小林家住宅三階蔵の小屋組み

写真６

独立柱の頂部に、２本の地棟を架けている

Ｏ家住宅三階蔵の小屋組み

小林家住宅三階蔵同様、独立柱の頂部に、２本の地棟を架け
ている

る。平面規模が大きく、桁行の規模だけで見ても、
同じ独立柱を持つ新潟の旧目黒家住宅中蔵の 1.5
倍、和歌山のＯ家住宅の２倍もある。一方、山岸家
の残り２棟の蔵は、酒蔵（味噌蔵）が桁行３間×梁
行２間、浜蔵が桁行４間×梁行３間と、いずれも平
面の大きさで言えばごく一般的である。墨書から、
米蔵・板蔵の建築に関わった大工と同じかあるいは
同じ系統の大工によるものと考えられる。このこと
から、白峰では三階蔵の規模や地棟との関係とは別
の役割のために、独立柱を建てていた可能性がある。

図 12
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小林家住宅三階蔵平面図および断面図
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図 13

Ｏ家住宅三階蔵平面図および断面図

4-2．独立柱をもつ土蔵の先行研究について
平山論文によれば、桁行と独立柱の相関関係は無

図 14

Ｎ家住宅三階蔵平面図および断面図

梁行と階数が独立柱の使用率と関係していると述べ
ているが、その根拠が不確かである。

いが梁行３間を超える土蔵と独立柱には相関関係が

また平山論文では、同じ敷地内とはいえ独立柱が

あり、後者に関してはさらに階数との相関関係があ

すべてにあるわけではないことを根拠に「地域性」

るとしている 16。

を否定している。しかし白峰地区に照らしてみれ

しかし、この論文で根拠とされている梁行5.5ｍ・

ば、4-1．独立柱の役割で述べたとおり、山岸家の

２階建ての旧笹川家住宅雑蔵や、梁行 6.4 ｍ・平屋

板蔵・米蔵は梁行４間、浜蔵は３間、酒蔵（味噌蔵）

建ての同家米蔵、梁行 5.5 ｍ・３階建ての旧目黒家

は２間だが、いずれも独立柱がある。その地域で大

新蔵にはいずれも独立柱がない。また、同論文では

工を生業としていた同一人物、ないし家系などを同

旧目黒家新蔵を「２階建て」としているが、この蔵

一とする大工らによって、「独立柱の使用」という

は実際には３階建てである。同論文では独立柱と階

建築上の特徴が表された可能性は否定できない。

数の相関性が高まるといった記述があることから、
この事例が３階建てであることは、むしろ相関性を
低くするものと言える。

4-3．内部を仕切る三階蔵の例
白峰地区の三階蔵には、山岸家の米蔵・板蔵と松

新潟県内の国指定重要文化財となっている土蔵

原酒店の味噌蔵・米蔵で内部を用途によって仕切る

（１階～３階建て）では７割に独立柱があるとし、

例が見られる。とりわけ松原酒店の味噌蔵・米蔵は
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ただ仕切るだけでなく、米蔵部分は２階建て、味噌
蔵部分のみ３階建てにしている。１- ２階の階段は
それぞれに設けているが、３階への階段は米蔵の２
階から味噌蔵の３階へと架けている。壁でしっかり
仕切った上、階段もそれぞれの空間に備えておきな
がら、３階への動線だけがかなり特殊である。
そもそも、現存する三階蔵で内部空間を仕切る例
はあまり見つかっていない。新潟県の石田家住宅三
階蔵では、桁行中央部に壁を作り、内部を二部屋に
しながら、行き来するための引き戸を設けている 17。
内壁には吊り棚を設け、階段は１- ２階と２- ３階で
それぞれの空間に分けて設置しており、あらかじめ
収納や動線を考えて設計されたことが窺がえる。
土蔵とは元来、１階あたりを１つの空間とし、異

写真７ Ｎ家住宅三階蔵の２階天井（３階床組）
独立柱に中引き梁と大引きが直交するように架けられ、その
上に根太と床板が載っている。

なるものを収納する場合は長持ちなど個々を箱に入
れて整理することが一般的であった。そういった意
味では、土蔵の内部を仕切って異なる用途や機能を
持たせたり、階段の付け方を工夫したりすること
は、比較的新しい年代に建てられた土蔵の特徴の１
つかもしれない。
4-4．独立柱と床組
松原酒店の土蔵は特殊な造りであると言える。桁
行の３分の１が３階建てで、残りが２階建てとなっ
ており、２階建ての部分には中央に柱が建ってい
る。蔵全体の棟高は同じであることから、内部の階
高だけが異なるようである。２階建ての米蔵には平
面の中央に柱が建っているが、地棟までは届いてお
らず、また２階部分では位置をずらして建てられて

写真８ 小林家住宅三階蔵の１階天井（２階床組）
独立柱に中引き梁と大引きが直交するように架けられてい
る。２階床に使用されているのは長く細い丸木で、大引きに
渡すように桁行方向に架けられている。

いることから、地棟を支える以外の理由で用いられ
た柱だと考えられる。

を通し、その上に大引き（梁行方向）を載せ、場合

独立柱は「独立した棟持ち柱」として定義してき

によってはさらに大引きと直行方向に根太を載せ、

たが、中には棟持ち柱まで届いていないものもあ

桁行と直行方向の向きに床板を載せる方法などがあ

る。元は棟持ち柱であったものの、２階から３階へ

る。前者の場合、梁行方向の長さに応じて必要な大

増築する際に棟持ち柱でなくなったと考えられる事

引きの長さも変化する。

例が、滋賀県のＮ家住宅の三階蔵である。Ｎ家住宅

平面規模が大きい蔵、階数が多い蔵は多くの木材

の三階蔵は、矩形でない平面形式が特徴で、複数の

が必要である。それに合わせて大きく長い材を手に

側柱に増築される際に継いだと思われる継ぎ手や仕
口が見られる。土蔵の中央部には独立柱が立ってい

入れなければならないが、木材を組み合わせ、架け

るが、その頂部は、３階の床板下わずか１センチほ

も構築することができる。

どの、床組までで止まっている。
土蔵における床組には、１間ごとに架けられる

多くは、中引き梁（桁行）、大引き（梁行）、根太を

大引きに、床板の長手方向を桁行と平行の向きに

組み、その上に床板を載せている。この方法では、

して直接載せる方法や、中引き梁（桁行方向）の材

中央部に１本柱があることで、そこを一つの基点と
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合わせることで、場合によっては大きな材でなくと
Ｎ家住宅三階蔵を始め、独立柱を用いている蔵の
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して材を架け、床組を強固なものにしたり、短い木

と、材を重ねて床組を構成する傾向があり、床組の

材も材料として使用したりすることができる。独立

使用材や強度などとの相関関係がある可能性を示唆

柱には床組構造の一端を担う役割も付されているの

している。

ではないだろうか。

以上より、独立柱が用いられる要因としては、単

地棟を支えることが独立柱の役割であるとするな
らば、Ｎ家住宅三階蔵の独立柱は側柱を継いだのと

純に梁行の規模が条件になっているわけではなく、

同様に、継ぐはずである。つまり、この蔵での独立

していると考えられる。事例を集めることで、独立

柱の役割は地棟を支えることではなく、他にある。

柱を用いる要因や、あるいは階数との関係について

敢えて３階の床組付近まで独立柱を残した理由は、

も更なる事実が見つかる可能性はある。引き続き、

床組にこそあるのではないだろうか。

類例を調査するとともに考察を試みる。

屋根構造や床組、資材入手の環境などの要因が関係

５．さいごに
平山論文では、国指定重要文化財となっている土

註

蔵のうち、
「梁行 5.5 ｍ（３間）以上」で、尚且つ階

１

平山育男「長岡市山古志東竹沢関家住宅土蔵

新潟

数が増えるほど独立柱の使用率は上がるとしてい

県における土蔵の独立した棟持柱について」（『日本

た。また論文内で取り上げられている新潟県内の重

建築学会北陸支部研究報告集』第 51 号 pp.425-428、

要文化財となっている土蔵のうち、梁行３間以上で
２階建ての土蔵はすべからく独立柱を持つとしてい

2008）
２

る。しかし、報告されているリストの内、梁行３間

2012 年度日本建築学会関東支部研究報告集』2013

で２階建てとされている旧目黒家住宅新蔵は実際に
は３階建てであり、独立柱も持たない。さらに梁行

久 保 奈 緒 子「 独 立 柱 を 持 つ 三 階 蔵 に つ い て 」（『
年 3 月、日本建築学会）

３

の距離が短いものでは最小４ｍ（２間）でも独立柱

石川県白山市教育委員会『白山市白峰 伝統的建造
物群保存対策調査報告書』（2010 年 3 月）

を持ち、反対に梁行が３間以上で３階建てであって

４

同 p.91

も独立柱を持たないものもある。

５

同 p.90

このことから、独立柱の有無を決定づける要因と

６

同 p.72

して、梁行３間以上であることと階数を基準に据え

７

同 p.74

ることは早計と言える。

８

そもそも、なぜ独立柱は必要なのか。土蔵自体の
規模が、その土蔵が独立柱を持つ条件であると言い

９

切ることができない以上、独立柱自体に課された具
体的な役割を検討する必要がある。

久保奈緒子『修士論文 三階蔵に関する基礎的研究』
（2013 年 3 月）
石川県白山市教育委員会『白山市白峰 伝統的建造
物群保存対策調査報告書』（2010 年 3 月 p.76）

10

同 p.77

独立柱が必要な理由には大きく分けて、①地棟を

11

同 p.68

支えるため、②床板を支える材を架けるため、この

12

多淵敏樹「『小林家土蔵』について

２点が考えられる。
①の例としては、桁行方向に１本で架けられる地
棟用の材木を用意することができなかったことが挙

p.925、1990）
13

げられる。独立柱を持つ土蔵の中には、桁行のほぼ
中央部で異なる地棟が独立柱上に架けられているも
のがある。典型的な例としては兵庫県の小林家住宅

財団法人文化財建造物保存技術協会編『井上家住宅
調査報告書』（倉敷市教育委員会、p.48、1998）

14

財団法人文化財建造物保存技術協会編『重要文化財
旧目黒家住宅 中蔵 新蔵 修理工事報告書』
（守門村、

土蔵や和歌山県のＯ家住宅土蔵が挙げられる。

1983）

②の床板を支える材に関しては、梁行・桁行とも
に規模が大きくなればなるほど、床板を並べる距離

15

は長くなり、床面積は大きくなる。Ｎ家を始め、独

16

立柱を用いる三階蔵では中引き梁、大引き、根太

明暦2年に建っ

た三階蔵」（『日本建築学会大会学術講演梗概集』

文 化 庁・ 文 化 遺 産 オ ン ラ イ ン（http://bunka.nii.
ac.jp/heritages/detail/178656）
平山育男「長岡市山古志東竹沢関家住宅土蔵

新潟

県における土蔵の独立した棟持柱について」（『日
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本建築学会北陸支部研究報告集』第 51 号 p.428、
2008）
17

加茂市教育委員会「石田家住宅（土蔵）」
（『歴史的建
造物調査報告書』、p.1-4、株式会社グリーンシグマ、
2005）

Comment
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崎

一

志

人間文化学部地域文化学科教授

建築の３要素を「用・強・美」としたのは古代

たどることは不可能である。開口部の位置、扉の形

ローマの建築家ヴィトルヴィウスである。建築に機

状、階段の位置と形状などの細部意匠を検証しなが

能性、耐久性、芸術性を求めた言葉である。通常の

ら、編年を試みたり、建築の意図や改築の意図を読

二階建ての蔵はこの条件をよく満たしている。厚い

み取るしかないのが現状である。

壁と扉で大切なものを温湿度の変化の少ない環境で

こうした中で、久保氏は三階蔵の独立柱に注目

守る機能性と、半間置きに立つ柱と厚い壁による耐

し、その特徴を明らかにしようとした。独立柱も解

久性、漆喰塗りの壁や鏝絵に見る芸術性など枚挙に

釈の困難な蔵の構成要素である。独立柱は構造を支

いとまがない。

えるという意味では耐久性を担うが、山岸家住宅蔵

ところが三階蔵になると少し話が違ってくる。狭

や小林家住宅蔵のように、梁行２間の蔵に独立柱が

い階段を三階まで垂直移動することや、階段の配置

立つと機能性は阻害される。N 家住宅三階蔵のよう

にも法則性がなく動線が冗長であることなどから、

に梁行３間であり独立柱を設けるが、独立柱は２階

機能的にできているとは言いがたい。高さが高いだ

までで、３階にはない。独立柱の必要性を否定する

けに重心も高く、さらに二階建ての蔵に三階を増築

ような架構である。こうした様々な事例を詳細に観

した蔵もあり、耐久性にも疑問がある。富の象徴と

察しながら導き出したのが、独立柱は屋根構造や床

も言われてきただけに、屹立する立ち姿は芸術性を

組み、資材入手状況などの要因に左右されるという

うかがわせるものの、施主の意向や大工の嗜好の影

結論である。

響を強く受けて建てられている。こうしたことから

江戸時代前期から建てられ続けている三階蔵が長

三階蔵を、
「用・強・美」の視点から合理的に考察

い年月の中で多様化しており、開口部や内装、屋根

し、多様性に富む三階蔵から建築の意図を探るのに

形状など様々の要素と組み合わせて考察し、三階蔵

は困難をともなう。

の持つ様々な特徴の分析や編年、その三階蔵の建築

また、二階建ての蔵を含め、蔵の研究が進んでい
るとは言いがたい状況にある。蔵は平面形が極めて
単純で通常は単室からなり、平面形からその変遷を
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意図の探求を進めていくことが今後の大きな課題で
ある。

論文

人間文化 , vol.43, pp. 37-45（2017）

精神看護学実習に学生が抱く不安や
偏見についての文献検討
田中俊明／松嶋秀明
人間文化学研究科生活文化学専攻博士課程／滋賀県立人間文化学部生活文化学科教授

要旨

学生はそれまでの学校で学んだ知識・技術・態度

本研究の目的は、精神看護学実習において看護学

の統合をはかりつつ、看護方法を習得する。波多

生がもつ不安や偏見の特徴と、それを指導教員や実

野（2002）４）は、
「実践に不可欠な援助的人間関係を

習現場の対応を含めてどのように取り扱っているの

形成する能力や、専門職としての役割や責務を果た

かを知ることであった。2001年から2015年の間で、

す能力は、看護サービスを受ける対象者と相対し、

医中誌・CiNii・など主要な検索サイトによって抽

緊張しながらも看護行為を行う過程で生まれていく

出された精神看護学実習における学生の不安など

もの」と言っている。つまり、波多野の言う講義に

についての先行研究 111 件のなかで「不安」「偏見」

おいて知識を得ることや、実践的な演習授業のなか

のキーワードに焦点をあてた35件の論文を抽出し、
そこから重複等を除いた 21 論文について、文献検

で患者について考えていくこととは違い、臨床の場
での患者と直接に相対する看護学実習において最も

討を行なった。その結果 A【学生個人要因】、B【大

培われることが期待される実践的能力といえる。ま

学教員要因】、C【社会的環境要因】の 3 要因へとま

た、学生にとってはこれまで受けてきた教育の集大

とめることができた。A は、学生が精神看護学実習

成の意味合いもあり、看護師を目指すものとして大

において、学びの対象となる精神障がい者に不安や

きく成長する場でもあると考えられる。

偏見をいだく背景にある、未来への過剰な懸念や、

このように看護実践能力を高めるうえで重要な意

精神障がい者についての情報不足、あるいは精神障

味をもつ看護学実習であるが、その完遂には多大な

がい者とのコミュニケーションが不足していること

る困難が待ち受けているものでもある。逸話的に

といった、個人が備えている属性についてのもので

は、看護学実習を実践するうえで、学生がストレス

ある。次に B は、そうした学生の指導にあたる側

や不安などの困難をかかえ、時に実習を遂行できな

である大学教員に関わるものである。すなわち、現

い事態に陥ることは、看護師教育に関わるものであ

在の大学のなかではマンパワーが不足するため、実

ればほとんどが耳にすることである。具体的な文献

習指導の役割を十分に果たすことができない現状が

のなかでも千田・堀越（2011）29）は、成人看護学実

ある。C は学生が精神障がい者に対するイメージを

習における看護学生の抱える困難感を分析するなか

形成するにあたって、それを阻害する社会的要因に

で「学生は、多大なるストレスや不安等の困難感を

ついてである。学生の身の回りにおける友人及び家

抱えながら実習に取り組んでいる」と言っている。

庭環境においては、まだまだ健全な認識に至ること

実習の場は、どの領域においても学生にとって慣れ

が難しいことがあげられた。

ない環境であることから、実習全般に関して高い緊

実際の論文記述に即して詳細に分析した結果、こ

張感をもつこともあるだろうし、実習に望むにあ

れら３要因は相互に関連しあっていることが明らか

たって習得しておくべき知識の不足を改めて感じる

となった。こうした要因間の関係について考察した
ことによって、今後の精神看護学実習において不安

こともあるだろう。また、なによりこれまで理論
的、あるいは抽象的なかたちで学んできた患者の病

や、偏見をもつ学生に対して、より効果的な実習指

理像と、実際の現場において直面する現実をどのよ

導をおこなうための一助にする知見がえられたと思

うに結びつけたらよいのかという戸惑い、すなわち

われる。

看護のリアリティを体験することによるショックが

Ⅰ . 問題及び目的

大きな意味をもつことが推測される。
このような看護学実習全般に対して指摘される事

一般に「看護学実習」とは、看護師の養成課程に

柄は、そのまま精神看護学実習においても同様にあ

おいて、学生と看護職者が行う実践のなかに身をお

てはまる。文部科学省看護基礎教育における看護教

き、看護職者の立場でケアをおこなうことである。

育が、定めたところによれば精神看護学も、他の主
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要領域と同じく２単位（90 時間）が割り当てられて
おり、この領域を専門とする看護師を目指すうえで
かなりのウェイトをしめるものである。その一方
で、精神科看護学領域は、他の領域とは異なり、精
神科に入院する患者が呈している病状が、一見して
わかりにくいものであることが、その特徴としてあ

及ぼしうる人物であり、社会防衛の観点から強制的
に医療施設に隔離すべきだという世間一般の認識を
反映したものである。こうした意見については、精
神障がい者の支援にかかわる多方面からの反論が相
次いでおり、精神障がい者が危険なものであるとい
うイメージは必ずしも実態に即したものではない。

げられる。そもそも、精神看護学の歴史自体、比較

とはいえ、日常生活のなかで精神障がい者との接点

的浅い。それまでは成人看護学の一部として捉えら
れてきたが、精神障がい者の自立と社会参加の促進

のイメージが先行してしまうことは無理からぬこと

をうたった「精神保健福祉法」が 1995 年に制定さ
れ、入院医療中心から、地域におけるケア中心へと
実践の位置づけが変更されたことにともなって 1997
年に独立したという経緯をもつ（東中須 , 2009）13）。
わが国の精神医療や福祉的支援施策は、国民の偏見
や誤解の中で、他科と比べると遅れていた。2004 年
の「精神保健医療福祉改革ビジョン」の中では、
「精神疾患を正しく理解、国民意識の改革」のため
に指針が示されてきたが、いまだに、誤解や無理解
に基づく社会的偏見は、根強い。このことは障がい
者看護の援助を目指す看護学生にとっても例外では
ない。したがって、杉森・舟島（2001）27）が提言する
「精神に障がいをもつ人とその家族を理解し、看護
の必要性を学び、人間を尊重する態度を養う」とい
う目標を達成することは、例えば、他の領域の代表

の少ない学生にしてみれば、こうした報道からの負
である。
では、精神障がい者に対して偏見による不安をも
つ学生に対して、教員はどのように関わっていけば
よいのだろう。斉二・石田（2006）26）は、「精神看護
臨地実習前後の意識は、実習 1 週目では、恐怖は肯
定から否定へ、親近感は否定から肯定へと変化する
ために、教員はタイムリーな指導の工夫が必要でも
ある」と言っている。どのようなものがより効果的
であるのか、現状ではまだまだ明らかとなっていな
い。そこで本稿では、精神看護学実習におけるイ
メージに関する先行研究を検討することを通して、
精神看護学実習に学生が抱く不安と偏見をもつ特徴
を知ることとしたい。そのことは、学生が精神看護
学実習に対してどのようなレディネスをもってお
り、それがいかに維持・増強されているのか、或い

的看護領域である成人看護学領域と比べても、看護

は、緩和されているのかを知ることにつながるだろ

学生自身がその大変さを実感しにくかったり、反対
に過度に否定的な感情を抱いてしまったりすること

いるのか、また、精神看護学実習では、どの様な思

が生じるという意味でも、難しく感じるだろう。
実際のところ蘓原（2014）28）は「2008 年秋葉原無
差別殺傷事件以後、実習前の予備調査として、看護
学生に調査した結果約７割以上の回答に、事件後危
害を加えられそうなイメージが強くなった多くの学
生がいる」と言っている。一般に看護学生は、看護
教育のなかで得た知識をたよりに、何らかのイメー
ジ作りをするが、精神看護学領域の場合は、これに
新聞、テレビなどのマスコミでの報道による影響
や、家族や近親者からの偏見に基づく意見や噂話に
よって得る影響も少なくない。平成 28 年に、津久
井やまゆり園でおこった大量殺人事件においても、
その犯人とされる人物がなんらかの精神疾患を抱え
ており、措置入院を経験していたことが大きく報道
されていた。報道の内容としても、措置入院を解除
した医師の判断の妥当性を批判的に検証するものが
多かった。これらは精神障がい者が社会的に害悪を
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う。学生は、不安や偏見をどう捉えて現在に至って
いになっているのかを知ることが大事である。
そこで本研究では、実習をより効果的なものにし
ていくことを目標としてさだめたうえで国内誌を対
象とした文献レビューをおこなうこととする。ま
ず、実習に臨む学生が、精神科に入院する患者に対
してどのような偏見をもち、どのように実習への不
安を感じているのかを明らかにする。続いて、実習
地となる病院における指導者の関わりを含めた実習
環境の現状、そして、看護大学教員の関わりの現状
について明らかにする。

Ⅱ．方法
1. 研究期間：2015 年 9 月～ 2016 年 2 月
2. 研究対象：国内のデータベース（CiNii・医中誌
Web 版 Ver.5,J-dream Ⅲ ）に お い て、2001 年 か ら
2015 年「精神看護実習」に関する先行文献 111 編
中、
「不安」
「偏見」をキーワードとしてヒットした

精神看護学実習に学生が抱く不安や偏見についての文献検討

原著・報告・資料は 35 編あった。そこから重複して

はしているが、イメージの変化はいまだにネガティ

いるものを除いた21編が検討対象となった（表１）
。

ブなイメージの学生が多い」と報告している。

3. 分析方法：以下の手順に沿って分析した。

学生は、発達段階に位置づければ、青年期であ

１）対象論文は「論文テーマ」をもとに整理し、

り、迷いや不安は、決してネガティブな意味だけを

発行年順に並び替えた。また、文献番号は引用
文献における番号と同一とした（表１）。

持っている訳ではない。学生にとってネガティブな
イメージは、いたずらに回避させたり、悩みを解消

２）対象論文に含まれる内容を概観し、記述され

させたりするのではなく、むしろそれらに直面し

ている意味内容の共通性・相違性を検討しなが

て、自らの道を切り拓く姿勢を貫けるように、環境

らカテゴリ－化した。

を与えるのも教員の役割であろう。青年期について

4. 分析方法の信憑性

エリクソン（Erickson, 1968）1）は、
「青年たちが心を

カテゴリー化においては、逐一当該論文の文脈に

奪われるのは、自分が感じる姿よりは、他人の目に

戻って、分類と分析を丁寧に繰り返すことで、分析

映る自分の姿である」と述べている。つまり、青年

の信憑性の確保に努めた。

にとって重要なのは、自分が他者からみてどのよう

5. 倫 理 的 配 慮： 倫 理 的 配 慮 に 関 し て は、Green

に評価されうるのかということであり、そこで他者

Book「科学の健全な発展のために」に基づき実施

として目に映される人物の中に、存在の大きい教員

した。

の姿勢が重要視されることは必然的である。

Ⅲ．結果と考察

一方で、小平（2011）9）は、精神障がい者家族に
よって作成された闘病記の形式をもつコミックエッ

分析対象となった 21 件（表：１）の論文を、内容

セイ（漫画）の精神障がい者への偏見低減効果を明

に応じて分類、整理した結果、A【学生個人要因】、

らかにする研究をしている。看護系大学生に漫画を

B【大学教員要因】、C【社会的環境要因】の３つの

読書前後に精神障がい者に対する能動尺度（ADM

カテゴリーにわけることができた（図１）
。以下で

尺度）を用いアンケート調査比較後、下位尺度であ

は、それぞれについて詳述する。

る社会的距離では、偏見低減がみられたと報告して
いる。患者家族の様子が漫画化されることで、学生

１）A【学生個人要因】

14･12･15･38･9･11･39 （文献番号）

看護学実習終了の学生は、実習期間中の経験を振

は精神障がい者家族の生活をより明確に理解するこ
とができるわけである。

り返り、学生自身が直面する看護援助状況に疑問や

学生は、問題が明確に形になることにより、精神

不安を持ちつつも、自らなしえたことについて意味

障がい者の看護援助に関心が向きやすくなり、援助

づけを行っていくことが求められる。教員には、学

方法が示しやすくなると考えられる。なぜなら、精

生のもつ能力を認め、支えつつも、同時に看護理論

神看護学において重要なものは、目に見える技術的

に基づいて、意味づけていくなどのケア援助に伴う

なものというよりも、むしろ、対象者とのコミュ二

計画立案などの看護展開ができ、また、学生の学び

ケーションを行うプロセスの中に存在し、それだけ

と自己の気づきができる教員のセンスが求められる。

に評価もしづらい。学生にとっては、自分が何も援

水渓（2001）20）は、
「実習体験をする中で不安は軽

助をしていないのではないかと不安を感じ、戸惑う

減している」と報告している。そのために学生は、

ことになりやすいからだ。

患者に関心をもち、教員との関係を構築すること

武井（2005）34）は、「学生がよく口にする無力感

で、実習に対する目的・目標が、一致をする学生・

は、万能感の裏返しである」と言っている。すなわ

教員双方の関係構築が、実習体験をする中での不安
は軽減するのであろう。

ち学生は、熱心に看護援助すれば、患者は良くなる
という認識を持つ傾向があるが、精神症状をもつ患

また教員は、患者と看護師との関係性のモデルと

者の多くは、長期入院による陰性症状を持つことは

なる必要がある。学生にとっての看護師モデルとな
る教員の姿が、安心を与える意味でも重要である。

少なくない。つまり、武井が言う現状の中で、２週
間という短期間の精神看護学実習では、看護学生が

守屋（2009）21）・結城（2009）38）は、「精神障がい者に

手ごたえを感じられるような変化がない。また、受

対しての認識は、実習などの体験を通して疾患理解

け持ち患者に対しても何もすることがないと感じて
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しまうこともある。

になるのは必然的である。

柳川（1998）37）も「学生が他科における看護過程

また、教員が指導者任せになることで、指導を十

と同様な展開を考えて精神看護学実習に望むなら

分に受けることのできない学生が、患者対応に戸

ば、場合によっては患者との溝を深めてしまうこと

惑っていても直ぐに対処できず、教員は、現状に無

になりかねない」と指摘している。
精神障がい者の援助には、疾患だけに焦点をあて

力感を抱くことも少なくないであろう。
教員は忙しいために、看護学実習が煩雑となるこ

るのではなく、生活場での患者視点で捉え、生活上

とが予測され、安易な説明や指導となる危険性があ

の困難さ、しづらさをどのように補うかを患者と一

る。煩雑となった実習環境での学生は、不安と戸惑

緒に考えていくプロセスが重要である。鼓 , 辻 , 西

いを感じる実習環境となっているだろう。

井 , 他（2012）32）は、
「従来とは異なり未治療であっ

谷本（2013）33）は「教員から精神看護実習中の体

ても、人生を回復し、社会に貢献できる役割をも

験への意味づけの難しさがあり、戸惑いを感じるこ

ち、その人らしく生活ができることを支援する視点

とがある」と言っている。つまり谷本が言う、精神

が重要である」と言っている。しかし、不安が強く

看護学は、他の領域と比べ遅れて科目として独立し

表面的なコミュニケーションに終始する実習では、

たために、教員不足と臨床経験不足の教員が多いこ

学生は、患者のことを理解しないままとなり、学生

との要因が大きい。

にとって実習の理想と現実においての乖離を生みや

看護学実習において、学生と教員が観察する事実

すく、看護展開する上での何もすることがないとい
う無力感が、学生と患者との間に溝をうむ結果とな

は、多種多様であり、様々な現象の中から本質と相
関的な関係がある現象を選択し、本質の原理・原則

る恐れがある。

の理解に向けた看護展開をすることが、精神看護学

さらに、小坂・文（2013）10）は「精神看護学実習

における学びと言える。

前の偏見と特性不安との関連において特性不安の高

日本看護系大学協議会事業活動報告（2011）17）に

い学生は高い傾向がある」と言っている。小坂・文

よれば、1992 年以降看護系大学が急激に増えたこ

が示す特定不安とは、その人の性格などに由来する

とにより、看護系大学全体で教員が不足している」

不安になりやすい傾向のことを指す。そのため特性

と報告している。

不安は、比較的安定しており、また個人差によって

精神看護学について田中（1998）31）は、
「精神看護

も変化する特徴がある。つまり、ここでの学生が感

学は、科目として独立して日が浅いために他領域に

じる「不安」とは、その裏に未来への過剰な懸念、

比べて一層教員不足が深刻である」と言っている。

情報不足・コミュニケーション不足などの不健全な
心理的防衛が働いているとも考えられる。

つまり、田中が言う現状に対して、厚労省や看護
系協議会は、教員不足という構造的な問題を認識し
ながらも具体的な解決策をとるには至っていない。

２）B【大学教員要因】23･35･30･19･8（文献番号）
谷本（2013）33）は、現在の大学教員の人数不足に
よって、会議及び講義の担当が重複する業務過多が
生じて、指導者任せの臨地実習になると予測する」
と言っている。

今後、国は看護系大学の新設を許可する前には、
何らかの教員養成システムを充実させる政策となる
ことであろう。
また、ネガティブイメージに関して学生が抱く、
偏見の低減に関して、中島（2007）15）は、
「もっとも

つまり、谷本が言う要因には、「実習に関して

効果的なのは、偏見の対象になっている集団成員と

は、実習先が複数個所に分散し、遠方である現状が

密接な個人的体験することであり、対象者と実際に

一要因である。また、講義・会議等などと、学内業
務等の両立が困難な状況に関連にしたアンケート調

接するポジティブな面に出会うからである」と言っ
ている。また、柳川（1998）37）の不安・偏見の軽減

査では、53 ％以上の教員が業務過多」「会議及び講

調査によると「実習前に比べて、実習後の学生は、

義等の学内行事などの両立は、マンパワー的にも困
難」と報告している（谷本 ,2013）33）。

患者と関わりを通して患者理解が深まった」と報告
している。しかし、普段関わりの少ない学生が、精

谷本が言う、マンパワー不足の現状であれば、十

神障がい者に対して、学生に偏見を軽減させること

分な看護学の実習指導は不可能であり、指導者任せ

は、難しいだろう。だが、綿密な個々の接触体験を
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学生に行うことが、精神障がい者に対し、好意的な

境が整備されていることではないだろうか。

方向へと変化することが可能となることが推測でき

しかし、学生が、精神障がい者に対して、社会的

る。もっとも、これには条件があり、教員が手本と

偏見による不安と緊張が高い環境であれば、学生の

なることで、学生に安心を与えることができ、綿密

感情を素直に表現することに抵抗を感じるだろう。

な患者との接触体験を得られるようにした場合であ
る。

このような状況であれば学生は、コミュニケー
ションを通して患者の心理的な理解や入院前の背景

谷本（2013）33）は、
「精神医療が病院中心から地域

と、そこから見えてくる病状や家族関係などを全人

生活支援にシフトしていく中で精神看護においても

的な理解と学びは少ないと示唆される。

地域看護や在宅看護の視点が重要になってくること

石川（2007）7）は、
「バチャールな体験や実習体験

から、統合実習において精神看護の果たす役割は大

者からの調査では、精神障がい者に対して共感はで

きい」という。教員が精神科の臨床経験が少ないう

きたが、偏見は残る」と報告している。

えに、教員不足という現状を考えるならば、満足な

また、野中（2010）18）も実習前と後のアンケート

統合実習の役割を果たすには、今後も精査を続けて

調査により分析し、実習後は偏見に対しては減少し

いく努力が必要であるといえる。

たが、対応に困り、嫌な印象が残る」と報告がある

さらに、服部（2000）3）は、「自尊心が低く、自信

など、体験を通して理解し、共感できる部分では、

のない学生は過敏に反応するとも考えられ、自尊心

減少するが、偏見やネガティブな感情は、全ての人

は親や教師や年上の人の励ましや承認を受けること
により獲得される」と言っている。つまり、服部が

の感情のなかで、持つことはいけないと思いつつ、
それとは反対のネガティブなイメ－ジが、賦活され

言う教員などの年上の関わりが、自尊心の獲得を得

る結果との思いのなかで、揺らぎが生じることであ

ることにおいても重要である。看護教育にとって、

ろう。

看護学実習における教員の役割が重要であり、教員

鈴木（2002）25）は、「学生への教育で大事なこと

不足による指導者任せの看護実習では、学生の些細

は、自分の感じたことと、言いたいことを素直に相

な反応を見逃すことであろう。

手に伝えることが言える環境は、建設的な方向で話

学生が教員に、安心出来る実習環境を提供される

し合える能力を育てることでもある」と言ってい

ことにより、学生が安心して患者と関われること

る。まさに、精神看護学実習の場では、人的な環境

が、看護学実習の意義でもある。

要因と大きく関係している。これは、看護学実習に
おける学びに、大きく左右する要因であることが伺

３）C【社会的環境要因】22･23･5･16･7･6･36･18･10（文献番号）

える。

看護実習において学生は、患者とよりよい人間関

教員は、看護を対象とする看護観、学生に対する

係もつために、意思疎通を図る努力をはらうこと

教育観を教材となる患者を通して培っていることが

が、期待される。

前提になる。また、教員が介入し、間接的な関わり

しかし、先入観をもつ学生にとってこのことは、
難しいことが予測される患者の価値観や個別性を重

の中で、精神障がい者に対して関心が持てる環境調
整が必要となるだろう。

視した看護実践が重要となる。この様な実践を行

中村・川野（2002）14）は、
「精神障がい者に対する

なっていくうえでも、学生が安心できる環境を提供

態度は必ずしも直接的な接触によって肯定的に変容

することが教員には求められる。

するわけでもなく、むしろ間接的な精神障がい者に

また、東中須（2009）13）においては、「学生が看護

対する接触思考や関心の高さが拒否的な態度の軽減

者として成長していくためには、看護の体験を体験
で終わらせるのではなく、学生自身が理解し自分

につながる」と言っている。
学生は、精神看護援助論を始めとする講義を２回

自身の経験を積み重ねていくことが大切であると」

生で学び、専門領域に関する実習は、１年後の３回

言っているが、コミュニケーションを通して、対象
者と関わる体験も学生にとって必要である。このこ

生である。この１年の経過過程で、本来存在してい
るネガティブイメージに加えて、外部情報が加わる

とを進めるためには、条件がある。それには、教員

ことにより精神看護実習の不安感は増強するだろ

が密に関わり、タイムリーな教育的助言ができる環

う。中島・梅津（2010）16）は、「学生の思いには根深
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図１：看護実習を構成する３要因の相互関係と学生の実習成功／失敗
＊図内の番号は文献番号をあらわす。

くまだ、対応によっては、被害感を持たれる感じが

ない状況に学生が陥ることになる。

ある」「予測不能な思いがあるので心配」「自分の世

精神障がい者に対する社会的要因で、中村・川野

界をもっていそうな感じがする」などの不安の思い

（2002）14）は、
「影響力を示す要因は、精神障がい者

があると言っている。
つまり中島・梅津が言う、精神障がい者の社会的

に関するマスコミ報道に関心をもって見分すること

要因によるイメージには、健康的な認識は、残念な

と、精神障がい者に対する積極的な関心の高さが、
通院治療・生活可能な因子の高さに関連し、隔離・

がら、まだまだ少なくないのが現状である。

蔑視因子と異質感・接触不安の低さにも関連してい

中島・山川（2007）15）は、看護学生の精神障がい

る」と言っている。

者への偏見と対人不安の関連を明らかにした報告に
よると、
「危険である・関わりたくない・対人不安

態度は、必ずしも直接的な接触経験によって肯定す

に対する緊張がある・対象者を解ろうとするが、コ

るものではない。むしろ間接的であっても、学生ら

ミュニケーションがとれない・怖いなど対人面で消

の積極性・能動的な関心の高さが、精神障がい者に

極的行動傾向にある学生は、対人不安傾向にあるな

対する否定的な態度を改善することにつながり、結

どと、社会的不安な要因が学生には、まだまだ残っ

果的に、安心感ともなることであろう。

つまり中村・川野が言う、精神障がい者に対する

ている」と言っている。
さらに大島（1992）24）は、「主体的な接触体験が、
社会的距離を縮小させ、外的な接触経験は社会的距
離に影響しない」とも言っている。

５）A,B,C, のカテゴリ－の関連から
今回の文献検討では、看護学実習に望む学生が、
現状において、精神科を受診する患者に対してどの

つまり大島が言う、学生の意思によって、積極的

ような偏見をもち、そこからどのように実習への不

に精神障がい者と関わることが、精神障がい者に対

安を感じているかの学生個人要因、実習地の病院に

するネガティブなイメージの抑止になると考えられ

おける指導者を含めた実習環境要因、さらに、看護

る。しかし、環境が増悪すればやがて中島が言う、

大學教員要因といった 3 要因が明らかとなった。こ

対人面で消極的行動傾向にある学生は、対人不安の

の 3 要因は、精神看学実習における学生が抱く不安

ために、慣れない指導者・患者の「人的環境」と病

と偏見が、【学生個人要因】,【大学教員要因】,【社
会的環境要因】から構成された人的環境の中でうみ

院実習という「物理的要因」と重なり、実習に行け
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だされていることがわかった。学生個人の要因が前

善することになり、実習の成否にも影響を及ぼすだ

面に出過ぎないように適宜指導し、精神看護実習の

ろう。

環境が、学生にとっては特殊な環境であり、不安な
気持に揺らいでいることを理解しながら、この環境

Ⅴ . 本研究の限界

にうまく適応できるように環境側にも働きかけるな
ど、両者のバランスをとれるよう調整することが実

今回の文献検討では、実習に望む学生が、現状に
おいて、精神科に入院する患者に対してどのよう

習担当となる教員の重要な責務であることがわかる。

に、不安や偏見をもつのかに焦点をあてた。今回の

このことは、教員がうまく学生のバランス補正が

研究方法である文献検討の結果、学生が実習への不

できなければ、実習環境が増悪し、実習の失敗につ

安を感じる環境要因が示唆された。しかし、文献検

ながりやすいことを示唆している。このような環境

討ではこれ以上の示唆を得ることは限界であった。

であれば学生は実習に行けなくなることは必然であ

今後は、さらに幅広く看護学実習に対応できない

り、単位未習得となり、やがて休学や退学と発展す

学生への理解を深める工夫が必要であろう。例え

ることが予測されるのである。

ば、近年看護系大学での教育現場では、コミュニ
ケーションの未熟な学生が多いと言われている。そ

Ⅳ . 結論

の要因には、発達での凸凹した癖と言われてきた

柳川（1998）37）は、
「学生は、不安・偏見が大きい

要因と障がいとの関連性が明確となりつつあり、教

場合、対象者と向き合う姿勢が消極的となり、看護
計画に創意・工夫や自己決定ができる働き掛けでき

育現場での指導が難しくなっている現状がある。今
後、教員の在り方として、学生の特性をふまえなが

ない傾向がある」と言っている。そして、対象者に

ら、さらなる工夫が教員には不可欠となり、今後も

ネガティブイメージを持った学生は、関わりを持つ

精査していきたい。

ことで背一杯であると推測する。このような時期
には、学生は実習のなかでの気づきや、自らの気持
ちに耳をかたむけていくことが変化をうむことにつ
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作業療法臨床実習における学生の学び
に関する状況論・文化心理学的分析
─「クライアント中心の作業療法」実践施設における臨床実習を例として─

嶋

川

昌

典

滋賀医療技術専門学校作業療法学科専任教員

問題と目的

導者は臨床経験が 3 年以上あること、学生と指導者
との対比は２対１程度が望ましいとされている。実

本論では作業療法士の養成教育のなかでも重要な

習期間中の養成校教員の関わりは、１もしくは２回

ものとして位置付けられる「臨床実習」のフィール

の状況確認の訪問が定例で、実習中は実習地の指導

ドワークを通して、この実践がどのようなもので、

者の指導方針に一任する形となっている。その為、

学生は何をどのように学んでいるのかを明らかにす

指導者によっては、指導方法で悩む者、自分が指導

る。状況的学習論（レイブとウェンガー、1993）や、

された方法論でしか指導できないといった問題があ

複線径路等至性モデル（サトウ、安田ら、2015）を

る。また、現場レベルの話では、「評価の基準がわ

理論的視座とすることで、臨床実習における学生の
学びを、学生個人の知識・技能の獲得としてのみで

からない」
、
「施設によって基準のバラツキがある」
といった学生の意見、実習地と養成校での学生評価

はなく、社会－文化－歴史的にこれまで構築、蓄

のズレもよく聞かれる。このような状況を踏まえ

積、洗練されてきた教育環境（実習体制、あるいは

2013 年から日本作業療法士協会は、臨床実習指導

実習で用いられている種々の道具）と切り離すこと

施設の認定制度や指導者研修会を実施している。ま

なくとらえなおすことを試みた。そのことを通し

た、指導方法をクリニカルクラークシップ（clinical

て、作業療法士の臨床実習のあり方、養成教育のあ

clerkship：CCS、中川、2013）に変更することが謳

り方をとらえなおす視座を獲得したい。

われている（例えば、會田、2015）。これは従来ま
でのレポート偏重主義の指導ではなく、指導者が学

作業療法士の養成課程がおかれた文脈とその問題
まず、現在のわが国における作業療法士という専

生に具体的なやり方を見せ、そして見守りの中で実
施させ、学ばせる教育手法である。

門職が置かれた状況と、養成教育課程において何が

このように作業療法の養成教育は臨床実習を重要

目指されているのかをみるところからはじめよう。

としながらも、その実情は実習地任せになってお

病める人に作業活動を介して、その権利の復権を目

り、教育の質の均一化が難しい現状にある。作業療

指す作業療法は、精神障害の対象者から始まり、二

法の対象領域の多様性も重なり、臨床実習において

度の世界大戦後の傷痍軍人に対するリハビリテー

何を教えるのか、どのように教えるのかという基本

ションによってその職域は拡大していった（鎌倉、

的な方針ですら不明瞭なことが多く、ガイドライン

2004）。その中で、多くの医療分野での従事者は、

も少ないのが現状であると考える。よって、作業療

還元的に対象者を捉える認識論と作業療法本来の包

法教育において何をおさえ、どのような教育をおこ

括的に対象者を捉える認識論との間でディレンマを

なっていくのかを定めることは急務であると考え

抱えながら職種アイデンティティを構築していっ

る。その為に、まず、必要となるのは逆説的に、臨

た（例えば、田島、2012、Mackey、2007）。地域包
括ケアが中心となっている昨今は、本来の作業療法

床実習の過程において実際に学生たちが何を学んで
いるのか、その過程をつぶさに観察し、その事実を

のあり方が求められる社会環境となり、「クライア

もとにして実際に何が学ばれているのかを明らかに

ント中心の作業療法」が有力なアプローチとされて

することと考える。というのも、従来の臨床実習の

いる。養成教育は、養成校での学内教育と臨床実習

分析は学内に戻ってから臨床実習での出来事を聞き

の二本柱となっており、客観的臨床能力試験、問題

取る半構造化インタビューや質問紙法を用いたもの

解決型学習、クリニカルリーズニングといった臨床

が多く（例えば、西井ら、2013、四元ら、2015）
、

実習での学びに繋がる教育方法が取り入れられ、臨

実際の場面でどのようなやり取りが行われていたか

床実習での学びを重要視していると言える。臨床実

が明確になっていないことが多いからである。すで

習の制度的枠組みは、次のように決まっている。指

に述べたように、作業療法の臨床実習における学び
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の過程は受け入れ施設ごとに多様であるがゆえに、

臨床実習に参加した一人の学生の約 2 ヶ月におよぶ

指導者にとっても教え方に一定の解がさだまらな

実習の経過をモデルとしてとりあげ、当該施設の作

い。それぞれのやり方で、さまざまな学生の学びが

業療法の実施形態、実習指導者、職員のふるまい、

あるという多要因が複雑にからみあう現場において

学生自身の行為と意味づけなどをふまえて、臨床実

は、まず、議論の対象となる「事実」の集積こそが
求められるのである。

習においてどのようなことがどのように学ばれてい
るのかを総合的に考察するという方法をとった。

本研究の理論的視座

者が対象施設への参与観察によって、施設の教育実

具体的には、１）モデル学生の臨床実習前に調査
以上のことから、本研究は、臨床実習の「学び」

践の特徴の概略を明らかにすること、２）モデル学

を学習者と環境との社会的相互作用から捉える状

生の臨床実習中は定期的に参与観察と半構造化イ

況的学習論１（レイブとウェンガー、1993）に依拠す

ンタビュー、記録物（デイリーノート、ケースノー

る。臨床実習における学生と実習地の環境との相互

ト、事例報告書など）から、学生が実習期間中にど

作用、とりわけ学生と指導者とのそれに焦点をあて

のような情報にふれ、それをどのように意味付け、

学びの特徴を考察していく。状況的学習論は、これ

また、どのように行為したのかを時系列にそって記

までに助産師（ジョーダン、2001、高木、2006）、

述すること、３）モデル学生の学びの特殊性と普遍

看護師（香川ら、2006、2007）などの養成課程に新

性の検討として、対象施設での実習経験者を選定

しい視点をもたらしてきた。この視点をとることで
学生の学びの横断的側面をとらえることができると

し、
TEM での学びの径路分析を行うこと、とした。
尚、相互作用のデータ収集方法は、直接観察では

思われる。ただし、同じ学習機会があったとして

なく、モデル学生のインタビューを基に実習中に行

も、そこからどのような内容を、どのような過程で

われたとされる学生と指導者との相互作用を推察す

学びとっていくのかということについては学生に

るという方法をとった。このような方法になったの

よって様々であることも確かである。学生の個別

は、直接観察に規制がかかった為であった。実習地

性を認識しつつ、学びを縦断的にみていく必要が

にそのような形で参与し、研究したものがないこと

あるだろう。複線径路等至性モデル （Trajectory

が大きな理由であった。よって、データ信頼性向上

Equifinality Model：TEM、荒川ら、2012、安田ら、

の為に、関連職員にインタビューすることでデータ

2015）は、非可逆的に進行する実習の過程において

の信頼性向上に努めた。

２

遭遇するさまざまなことを、当事者の視点からどの
ように理解され、どのような分岐が生じるのかを描
き出すことに優れた方法である。この方法を用いる

対象施設、学生の選定基準

ことで、臨床実習における学びを、指導者側がなに
をどのように提供するかということだけではなく、

協会が提唱する作業療法の形をある程度忠実に実施

学習者側がそれをどのようにうけとり、総体として

ライアント中心の作業療法」を実践し、その枠組み

どのような学びに結びついていくのかが捉えられる

が整っている身体障害分野の一施設を選定した。

対象とした実習地の選定基準は、日本作業療法士
している施設とした。条件を満たす施設として「ク

と考える。本研究では、以上のような視座を援用す

モデル学生（以下、A 子）は、対象施設の選定基

ることで、臨床実習での学びをダイナミックな過程

準を優先し、そこで実習を受ける一学生を選定し

として描きだすことにする。このことによって、作

た。養成校での教育内容を把握する為、調査者が情

業療法の養成教育に新たな示唆を得ることもできる

報収集をしやすい養成校という点も考慮した。両者

だろう。

を満たす条件から、調査者が所属する 3 年制の専門
学校の 3 年生の女性を選定した。尚、調査者のバイ

方法
研究デザイン

アスを減らす為、養成校での学生の実習地配置の会
議に調査者は参加していない。
TEM 分析の学生の選定基準は、対象施設で実習

ある一つの臨床実習受け入れ施設における臨床実

を経験し、調査の趣旨に同意した 5 名を選定した。

習を研究対象とした。なかでも、その施設における

内訳は、2 名は A 子とほぼ同時期に実習を経験した
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者で、A 子と同一の養成校から 1 名（B：20 代女性）、

法に関する学びはより詳細に状況を聞きとること

他の養成校（４年制大学）から１名（C：20 代女性）

で、調査者が早合点しないようにつとめた。

であった。残りの３名は、実習を経験したが他施設

このほかインタビュー後には、その週に実習地

に就職した者１名（D：20 代女性）、実習を経験し入

との間で交わした記録物（デイリーノート、ケース

職した者２名（E：30代男性、
F：20代女性）であった。

ノート、事例報告書など）の内容を確認した。参与
観察は９回、半構造化インタビューは実習期間中に

データ収集方法と収集期間

９回、実習後の振り返り１回の計 10 回であった。

実習地の実習概要について：データ収集は参与

TEM 分析の学生について：対象者が希望する安

観察法によった。収集期間は、2016 年４－７月で

心できる個室にて半構造化インタビューを行った。

あった。具体的には、調査者が作業療法助手もしく

A 子と同じく、臨床実習中の学びの状況、作業療

は見学者の立場で施設での業務を手伝いながら、施

法に関する学びはより詳細に聞き取るようにした。

設で実習生が感じること、予測される行動を詳細に

この調査時も、臨床実習への批判的な意見を聴取で

フィールドノートに記載した。情報収集は調査者自

きるように A 子の時と同様の語り口を使った。 イ

身の観察だけでなく、実習指導者や職場の主任、職

ンタビュー回数は基本的に１回であり、B のみ２回

場構造の鍵となる職員にインタビューを行った。

であった。

また、元職員へのインタビューや職場内の環境調査
（職員間の連絡、連携方法、ルールなど）、職場のマ
スメディアの紹介記事、新聞記事、インターネット
での情報収集も行った。

分析方法
参与観察・インタビュー調査：実習地の実習概要
については、参与観察で得たデータと関連職員への

A 子と実習地との相互作用について：A 子の実習

インタビューデータを基に時系列で整理した。次

期間（2016 年５－７月）において参与観察①と半構

に、A 子と実習地との相互作用について知るため

造化インタビュー②を行った。それぞれの具体的な

に、インタビューはすべて文字起こしされ、それを

手続きについては以下のとおりである。

もとにエピソード単位で切片化し、ラベルづけし

①参与観察は、実習地から「実習期間中は 15 分

た。ラベルは“指導者との相互作用”、“指導者以外

程度とし、A 子への関与は少ない方がよい」

の職員との相互作用”、“学生同士の相互作用”に

と指導者からの打診があり、遠目からの観察を

わけた。また“指導者との相互作用”は、
“個別指

基本とすることで週１回の継続性を保つことが

導”
、
“集団指導”
、
“ケースバイザーの指導”
、
“ツー

出来た。尚、参与観察は、調査者が見たい現象

ルの支援”に分類した。

（例えば、指導者とのやり取り、学生同士のや

TEM に よ る 分 析：TEM 図 の 作 成 は、 荒 川 ら

り取りなど）を希望して見ることは実習地との

（2012）を参照して、①インタビューデータは逐語

取り決めから出来なかった為、時間帯をずらし

録を作成し、エピソード単位で切片化した。②経験

て、なるべく多くの時間帯での A 子の様子を

の流れを時間軸で並べ、同じような経験を揃え、

観察できるようにした。

ラベルをつけた。③分岐点、それに働く等至点に

②半構造化インタビューは、実習期間中に週１回

近づける社会的ガイド（Social Guidance：SG）
、等

を基本とし、養成校の個室にて実施した。実施

至点から遠ざけるように働く力を社会的方向づけ

日は、実習への配慮から実習の休前日とした。

（Social Direction：SD）を記した。④事象をつなぐ

インタビューにおいては調査者が、当該学生の教

線を引き、両極化した等至点への線を引いた。デー

員であり経験も豊富であることから、回答を誘導し
たりする危険性があった。その為、「実習の中で大

タの中に実際に通った径路は実線、データの中にそ
の径路を通った人はいなかったが、実際にはいる可

変なことは多くなかったか」、「私だったら～という

能性が想定できる径路は点線で引いた。また、デー

側面はしんどいと思うが、あなたはどう感じたか」
といったように実習に批判的な意見がでやすい語り

タにはなかったが経験としてあり得るものを点線
で囲んだラベルとして加えた。⑤参与観察や実習

口を用いたり、「臨床実習で何を学んだか」を聞く

指導者、ケースバイザー、実習指導教員のインタ

ことを主眼においた質問を心がけた。また、作業療

ビュー、学生の記録物も見直し、個々人の変遷が追
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えるかを確認した。

資料 3-1：実習地の様子

倫理的配慮
本研究は、滋賀県立大学の倫理審査に申請し、承
認された（承認番号 502 号）。本研究の協力にあたっ
ては、自由参加でいつでも辞退が可能であること、
匿名性の保持を含めた倫理的配慮と研究の趣旨を口
頭及び文章で説明し、同意が得られた者を研究協力
者とした。

結果と考察
以下では、結果への理解をスムーズにするため
に、背景情報（対象施設、A 子、養成校）、実習地
の実習概要と A 子の実習概要、実習地への A 子の
参加、他学生との比較、の順番に記述する。また、
紙幅の関係上、実習指導者（SV：supervisor）、受
け持ち対象者の担当であるケースバイザー（CV：
case visor、なかでも A 子担当は CV-A）、実習指導
教員（指導教員）と略記する。A 子の 1 回目インタ

（実習地から許可を得た資料から抜粋）

ビューは（A 子 1）、指導者や職員へのインタビュー
は（SV データ）といったように記述した。

リハビリテーション部の職員は熱心に働く者が多
く、常に何かに向かって行動している雰囲気の職場

背景情報

であった。勤務後も毎月、チームに分かれた勉強会

対象施設：臨床実習の舞台となったのは、ある地

を実施していた。SV は、リハビリテーション部（作

方病院の作業療法室であった。母体病院は、1970

業療法部門、理学療法部門、言語聴覚士部門）の統

年代の湯治を利用したリハビリテーション病院の設

括長でもあった。経験は 30 年以上あった。臨床実

立ブームの中で開院した病院であった。開院からリ

習の学生教育の責任を全て担っていた。基本的に全

ハビリテーションに力を入れた施設であった。調

ての実習生の指導を SV が行っていた。経歴の中で

３

査時は、回復期リハビリテーション病棟 に力を入

１年半ほどの教員経験もあるが、現場で教えること

れ、地域医療での連携パス開発に積極的に関与して

に価値を見出していた。職場での仕事ぶりは何時も

いる施設であった。2016 年度のリハビリテーショ

忙しなく動き、生涯現場主義といった雰囲気があっ

ンに関わるスタッフは約 60 名であった。臨床実習

た。

の主となる現場である作業療法室は、和室や裸足で

A 子：実習当時は 20 歳の女性であった。３人姉

歩ける場所、一般的な台所、食卓テーブル、ユニッ

妹の長女であり養成校入学と同時に、実家をはなれ

トバスなどがあり、在宅復帰をイメージしたモノが

て一人暮らしをしていた。生活面では、片付けなど

多く見られた。また、手工芸、紙細工、編み物、陶

はしっかりできておらず、自炊はするが、面倒と感

芸、園芸などの作業活動が数多く完備されていた。
電鋸、ボール盤なども完備しており一角は作業場の

じると食べないことがあった。対人関係面では、女

ような雰囲気があった。ドライビングシュミレー

好きな男性と過ごすことを選択していた。男性と過

ターによる運転訓練、高齢の対象者でもノート型パ
ソコン、Ipad の使い方を訓練していた。対象者の

ごすといっても異性とつきあうといったニュアンス

作品も数多く展示してあった。場は、親しみやすさ

いような未熟な面を有していた。全般的にコミュニ

や明るく楽しそうな雰囲気があった（資料 3-1）。

ケーション面で苦手意識を持っていた。担任の評価

性同士のつきあいは苦手であり、それよりもアニメ

ではなく、多くの学生から異性として意識されにく
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は、発言が少ないこと、自己主張面での課題がある

中心にし、慣れてくると職員に申し出て病棟での

為、それらがマイナス的な評価に繋がると認識され

訓練（トイレ動作や入浴動作など）にも参加してい

ていた。２年時の臨床実習（評価実習、精神障害分

た。施設での治療方針の流れ（クリニカルパス）が

野）は、指導者に自分の思いを上手く口頭で表現で

明確で、特に作業療法の流れを中心に記した資料や

きず、課題も不十分な形で提出し、実習不合格と指
導者に言われたが、教員の介入により及第点での合

「クライアント中心の作業療法」の基本的概念であ
る OTIPM ６ を説明する講義が頻繁に学生に行われ

格となった。臨床実習前のインタビューでは、「実

ていた。

習で関わることになる疾患の勉強は出来るが、作業
療法についての予習は難しい」と話した。養成校

担 当 す る 対 象 者 が 決 ま っ た 後 は、COPM ７ や
ADOC ８での初期面接、3 日間での評価、作業を使っ

は、A 子のコミュニケーション面の課題が今回も

た治療プログラムの実施と流れは概ね決まってい

生じると捉えており、なんとか上手く切り抜けてく

た。学習を円滑にする為の作業シートや「山の図」

れればそれで良しという思いで実習地に送っていた。

シートといった実習地独自のツール（後述）も用い

養成校の特徴と臨床実習の特質：養成校は、2016

られていた。また、リハビリカルテに学生は常時ア

年度からは WFOT の認定校、生活行為向上マネ

クセスが可能であった。これは、学生が担当するこ

ジメント５の推進協力校として認可されていた。臨

とになる回復期リハビリテーション病棟の全対象者

床実習は 2015 年度から CCS の形に準じる形態を

の入院前情報、スクリーニング評価が記載されたも

とっていた。教員は、比較的若い集団で教育に熱心
であったが、臨床実習は、学生に何をどのように、

の（SV が概ね記載）であった。担当した対象者の自

４

宅への外出訓練に学生が同行することもあった。

どれくらい教えるかの養成校と実習地間の共通見解

以上から、実習地の臨床実習は、CCS と言うよ

は明確になっていない面があった。対象施設とは、

りは従来からよく行われていた学生が担当する対象

歴史的に母体施設が関連施設であったことや A 子

者を中心に評価、治療を実施していく形態であっ

の指導教員が元職員であったことから、比較的好意

た。それを円滑にする為のクリニカルパスの講義、

的に実習を引き受けていた。しかしその反面、実習

学習を支援するツール、リハビリカルテによる支

地の指導方針に準じて臨床実習を行って貰う、ある

援、実習の流れ（作業療法の手順）が明瞭といった

意味では養成校の思いを伝え難い関係性となってい

特徴があった。SV が学生指導を一手に引き受けて

た。

いること、集団フィードバックで学生をみているこ
とは特殊であった。また、SV に中央集権している

実習地の実習概要と A 子の実習概要

職場と考えられた。
A 子の実習概要：A 子は、２〜４人の学生（女性

実習地の実習概要：実習地には、独自の実習要
項、学生の評価表やルールが存在していた。実習
指導の統括は SV であった。複数の養成校から学生

のみ）と実習を経験した。同時期に過ごした者には
後述する C もいた。主となる A 子が担当する対象

が来ており、概ね３〜４人が同時期に実習を行って

者（以下、X 氏）は、80 代の脳梗塞の男性であった。

いた。SV の指導は、学生全員に集団で指導を行う

左片麻痺、左半側空間無視、注意障害による遂行機

形（以下、集団フィードバック）が基本であった。

能障害を呈する方であった。趣味は自宅隣の畑で妻

必要があれば個別指導を実施していた。学生は、自

と一緒に家庭菜園をすること。在宅復帰に困難とな

分が担当する対象者が決まると相談役のような形で

る障害は、左側に注意が向かないこと、そのことへ

CV とも個別で関わることになった。回復期リハビ

の意識が低いことでの活動能力、参加できる行動範

リテーション病棟の対象者を１名以上担当すること
が必須とされていた。

囲の低下であった。基本的に A 子は X 氏に対して
終始、陽性の感情を抱いており、X 氏との関係作り

実習中の学生は新人作業療法士と同じように動く

での問題は生じなかった。X 氏が CV-A の愚痴を自

ことが求められ、掃除、片付けを積極的に手伝うこ
とが決められていた。また、作業療法士職員の治療

分に言うと関係が上手くいっていると認識し、X 氏

場面にも積極的に見学に入ることが求められてい

氏の言葉をそのまま鵜呑みにする面があった。最終

た。慣れるまでは作業療法室に来る対象者の見学を

的に事例報告書を３例分書き上げ、実習課題として
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は十分な量をこなした。
A 子の臨床実習の評価は、養成校の評価と実習

（A 子 4）
A 子：

地独自の評価のどちらも合格点であったが、その内
容は次のように分かれた。SV、「内容はさておき、
十分な経験をした」
、CV-A、「ここでの作業療法の
手順は理解できたが、他施設では苦労するかもしれ

われて
調査者： ST ？
A 子：

と二等分されて hh、何してくれるんだ、この

われたことが楽しかったレベル」であった。尚、A
ケーション面での課題も大きな問題とはならなかっ
た。10 回のインタビューで、実習地に対しての不

人って hh 思いました
調査者： hhhh、なるほど、で、hh どうしたのそれから
A 子：

れは、養成校側が予測していた、「躓きながらも何
とか乗り切って欲しい」といった結果ではなく、む
しろ実習地に好かれる形で実習を終えたと捉えられ
た。この結果は、養成校側にとっては意外な好結果
であった。

それを SV に伝えたら、あのおっさんやってくれ
たなって言われて、紐９を使って、もう一回取り

満（対象者への関わり含め）が語られることは一切
なく、終始「楽しかった」という意見であった。こ

はい。〔X 氏は〕で、これな、縦にやったら出来
るんやでって言って、紙を縦にして hh、ちゃん

ない」、指導教員、「X 氏に治療的に作業を通して関
子自身は十分に満足のいく実習であり、コミュニ

…次の日は、二等分の検査とかしたんですけど、
〔X 氏は〕これ ST〔言語療法〕の時やったと言

直しって言われたんで、取り直そうと思います。
調査者： ふ：ん、そうか、先生もあの：笑ってはったの？
A 子：

笑ってはりました。

※〔 〕内は、調査者による補足。…は略、hh は呼気
音「笑い」、：は音声の引き伸ばし、？は疑問符、以下
これに従う。

以上のことから、A 子の臨床実習は、彼女自身
の満足感、達成感のあるものであり、実習地にも気

このデータからは次のことが分かる。検査時に X

に入って貰えるものであったと言える。次に、この

氏は用紙を縦にして、つまり直線を垂直にして印を

ような結果に至った A 子の実習地への参加の過程

つけるといった検査のやり方を無視した行動をとっ

を見ていく。

た。そのことに A 子は呆気にとられながらも、面
白いと感じ、SV に報告した。SV は、X 氏にして

実習地への A 子の参加

やられたと思い、A 子と一緒に笑った。この相互

ここでは、特徴的な A 子と指導者との相互作用

作用について SV は、「A 子は、実習全般を通して

の場面を取り上げる。SV と「笑い」を共有した相

楽しんでやってくれている、X 氏とも上手く関係が

互作用、作業活動の捉え方の視点変化を促す CV-A

築けている」と褒めていた。

との相互作用、そういった相互作用を助けたツール
について検討していく。

以上のことから、X 氏の「線分二等分検査」につ
いての A 子と SV の相互作用は、二人の間で「笑

SV と「笑い」を共有した相互作用：X 氏の半側

い」が共有されたものと考える。このような笑いの

空間無視の評価の為に「線分二等分検査」の実施報

共有は、二人の関係を親密で和やかなものにする為

告をした際の A 子と SV の相互作用を取り上げる。

に役立っており、A 子の「楽しい」という実感を

この検査は、半側空間無視の評価ではよく用いられ

支えるものである。しかしながら、この過程をつぶ

る。検査内容は、200 ㎜の線分を中央に配した A4

さに振り返ると、指導者の笑いは、検査としては失

用紙を提示し、被験者に線分の中央だと思う位置に

敗であるものの、そこでの対象者の機転に感心して

印をつけさせる。その際に指や筆記具で寸法を測ろ

なされた笑いであるのに対して、A 子のそれは単

うとした場合は「あくまでも自分量で」と教示す
る。その上で、正しい中央の位置から被験者の印ま

に X 氏が突拍子もないことをしたという実感に基
づいて、SV の笑いに追随するというものである。

での偏位の程度を測定する検査である。

この相互作用を「専門職者となるべき学生」という

次のトランスクリプトは調査者による４回目のイ
ンタビューの一部である。A 子は X 氏に実施した

視点に基づけば、A 子には、検査からの逸脱行動
を面白いと思える専門的な視点の存在は予感されて

検査の中で、次に取り上げるエピソードが印象に

おらず不十分である。しかし、A 子の学びを実習

残っていたようで、調査者に生き生きと話してきた。

後も続く長い学習過程として捉え、とにかく学びを
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継続してもらいたいという視点からすれば、この時

このデータからは次のことが分かる。作業活動を

点での A 子の思考を SV が「まあ、この程度で良

初めて治療的に使うことでの A 子の無邪気な高揚

し」として、それ以上掘り下げた相互作用を取らな

感である。普段何気なく行っている作業活動が視

いこともありえる選択肢であると考えられる。それ

点を変えることで、治療的な道具として A 子に映

が、A 子の実習地の学びを継続させることに役立っ
たとも考えられる。このような相互作用が、A 子

り、そのことへの感嘆である。このことから、ここ
での A 子と CV-A との相互作用は楽しく行われて

の実習地での参加を促進させたと考えられる。

いたと考える。

作業活動の捉え方の視点変化を促す CV-A との相

ここで大切なことは次の点である。つまり、ここ

互作用：X 氏に対して作業活動を治療的に使うこと

での相互作用も先述した「笑い」の共有と同じく、

を検討する場での A 子と CV-A との相互作用を取

CV-A が A 子の特性を把握して、深遠まで考えさ

り上げる。実習地には、学生と CV との明確な役割

せずに止めたことである。思考を深められる学生で

分担があった。それは、学生は作業活動を使った治

あれば、作業活動を治療的に使う際の長所と短所、

療を考え、それを実施する、CV は在宅復帰に向け

例えば、単純な反復動作を行う機能訓練よりも目的

ての起居・応用動作の訓練を担うというものであっ

を持った作業活動の方が意欲は上がる、しかし、作

た。A 子と CV-A は、X 氏に陶芸や将棋を使った

業活動の中で標的とする動作は一部分であり、効果

治療的介入を考え、検討した。その際の相互作用を

判定の立証としての難しさ、を考えさすと考えられ

取り上げる。尚、A 子と CV-A との関係性は、SV
と同じく良好であった。CV-A の方が、A 子のコミュ

る。実際、CV-A は A 子にも、そのような機会を
設けていたが A 子の反応は悪く、X 氏の外出訓練

ニケーション面の課題を気にしていたが、それが関

時に X 氏と家族の退院後の生活に関してのギャッ

係性に影響を与えるほどではなかった（CV-A デー

プがあっても、敢えてそのことを考えさせないよう

タ）
。

にしていた（CV-A データ）
。これは、CV-A の A 子

次のトランスクリプトは調査者による 6 回目のイ

に対しての評価「ここでの作業療法の手順は理解で

ンタビューの一部である。CV-A は、陶芸でコップ

きたが、他施設では苦労するかもしれない」とも

を作る際の粘土を捏ねる動作が麻痺側の伸展動作を

合致する。CV-A は、まずは学生に作業活動を治療

促す効果があること、これを使うことで麻痺の改善

的に使うことの体験を重要視していたことから、こ

を図れるのではないかと助言した。また、将棋は

こでは A 子の専門職としての長い学習過程を考慮

A 子が X 氏の左側に座り、将棋を教えて貰っては

し、「この程度で良し」として関わっていたと考え

どうかと助言した。それにより、左側に注意を向け

られる。それが A 子の実習地への参加を促進させ

ることや意欲の向上に繋がるのではないかと助言し

たと考えられる。

た。このような作業活動の使い方を指導されたこと
を A 子は調査者に次のように話した。

相互作用を支援したツール：先述した指導者との
相互作用により A 子の実習地での参加は促進され
たと考える。ここでは、その相互作用を円滑にした
ツールとして、実習地で独自に使われている作業

（A 子 6）
調査者： CV-A とそういう話をするのはどうですか？

シートと「山の図」シートを取り上げる。これらは

A 子：

そういう風に作業を使えるんだと思って、楽しみ

作業療法士としての観察力をつけたり、文章力を補

だなって

う為のツールである。

調査者： なるほどね。
A 子：

X 氏にも来週から遊びましょうねって言って、
hh

調査者： 彼はどう返していたの？
A 子：

ああ、そうか、hh、なんか、多分、あんまり意
味わかってないん、hh、やと思います。それだ
けでちゃんと説明してないんで、hh

作業シートは、作業療法士としての観察力を身に
つける為のツールである。学生はシート内の項目に
沿って記入していく。その項目には、「対象者を観
察した際の活動」
、
「その活動の対象者にとっての重
要な理由」
、
「その活動を健常者がする場合の工程の
分析」がある。これにより、取り上げた活動の対象
者にとっての意味や活動を行う際の工程の分析を学
生が考えるように導く。作業療法の臨床実習でよく
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用いられる SOAP10 記載と比較すると、作業シート

し】、そこでしっかりと【自己課題と対峙する】こ

の方が作業活動面から対象者を見ていくように促し

とで、実習地で【積極的な行動】をとり、
【職員か

ていると考える。SOAP 記載は、対象者の問題点の

ら承認】され、【実習地の作業療法を学びたい】と

分析に導くような項目となっており、作業シートの

思う径路がある。これは、C、E、F の径路である。

方が作業療法士として押さえなければならないポイ
ントを押さえながら記述できるという特徴がある。

この径路の中で、自己課題に向き合うもその深さは
浅く、指導者との相互作用やツールの支援により、

このシートへの記入は A 子自身、「書きやすい」と

作業療法は【楽しい】と思う径路が A である。
【疑

いう実感を当初より持てており（A 子 2）、６つの作

問を感じる】の径路では、その中で【自己課題を思

業活動の記載を行った。SOAP 記載を A 子に指示
すると「作業の視点がなくなる」と CV-A は話して

い出し】、目の前の課題をこなすことに精一杯にな

いた。

地への不満】を抱きながら、実習地の周縁的な職員

「山の図」シートは、対象者の全体像をとらえ、
文章力を補う為のツールである。シートの背景に

り、なんとか実習を乗り切った B の径路と【実習
や学生同士の相互作用により乗り切った D の径路
がある。

「山」の絵が描かれ、次のような項目に記載するよ

ここでは B、C、D 其々の心理的葛藤、その分岐

うな枠組みとなっている。山の頂に対象者の思いを

点から何とか折り合いをつけて実習を切り抜けた各

反映した在宅での「役割」、その下には役割を実行

径路を説明し、最後に A 子の径路と対比し、その

する為に必要な「課題」、「活動」、「能力」、「機能」
を麓まで記していく。これは事例報告書の「統合と

特徴を見ていく。
B の径路：B は、実習地の作業療法のやり方に触

解釈」11 にあたる項目を文章ではなく、箇条書きに

れる中で心理的葛藤を感じていた。特に抜き打ちの

して書き記すツールである。SV は A 子の文章力の

スクリーニングテスト 12 が行われたこと、実習形態

低さの為、半日マンツーマンで文章指導を実施して

が養成校で聞いていたことと異なることで心理的に

おり（A 子 5）、その中でこのシートを活用し、A 子

揺れ動いた。B の特徴的な思いを抜粋して記す。

の能力を補正していた。そして、最終的には A 子
の記載内容には一応納得していた（SV データ）。

（B データ）

このようなツールがあったことで、A 子の能力

「…何故なんだろうっていうか、なんか、やっぱ、まずは

（観察視点が曖昧、文章が書けない）が補正され、
ネガティブな側面を過大に見てしまう指導者と学生

見学してっていうのを思ってたから、何故、見学もしない

との相互作用になることを防いでいたと考えられ
る。このようなツールが利用されていたことも、実
習地での A 子の参加を促進させていたと考える。

ままに、そうやって放り出されるんだろうっていう気持ち
が凄くありましたね …」

スクリーニングテストは、
B の実習が評価実習（期
間が 17 日間と他学生よりも短い）であり、短期間で

他学生との比較

現場での評価技術を身につけさせないといけないと

ここまで A 子と実習地との相互作用を中心に見

いう思いが SV 側に働いていた。また、SV 自身が

てきたが、ここでは他学生の学びの径路と比較検討

基本的な評価技術は養成校で学んでくるものという

することで A 子の学びの径路の特殊性、普遍性を

認識があった（指導教員データ）
。このようなこと

検討する。まず、それぞれの学生の学びの径路、

から、SV の指導は B には自力で解決することが求

TEM 図の概要を記す（図 3-2、表 3-3）。

められているように映り、養成校で聞いていた形と

先行不安を抱えて臨む学生（A 子、B ら）は、実習

の違いもあり、実習地への不満となっていた。この
分岐点で、B は同級生に不満を吐露したり、面倒見

地で求められる新人職員としての役割、作業療法士

のよい職員に不甲斐ない自分の悩みを聞いて貰って

職員の対象者への関わりに触れるといった【実習
地の作業療法のやり方に触れる】中で、【やるしか

いた。最終的に B は、SV が望む到達レベルには達
していないことを自覚していたが、自分の頑張りは

ない】
、
【疑問を感じる】といった径路を辿る。【や

認めてくれたのではないかと思い、頑張れた自分に

るしかない】の径路の中では、【自己課題を思い出

満足して実習を終えていた。

実習地に対して期待を持って臨む学生（D、F）、
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図 3-2

TEM 図“実習地での学びの径路”

（太字の径路が A 子、点線はデータにはなかったが仮想的に存在する径路）
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表 3-3

TEM 図“実習地での学びの径路”のデータ概要

概念
分岐点
（ある選択に
よ っ て、 各 々
の行動が多様
に分かれてい
く地点）

下位分類のラベル名
（発言者）

発言例（発言者）

【実習地の作業療法のやり 「ことあるごとに SV には、パスとかをパワポで教えてもらいました」
（A 子）
方に触れる】（全員）
「今のような明確な資料は未だなかったが、それに準ずる資料で教えて貰っ
た」（E）
【自己課題を思い出す】
（A 子、B、C）

「前の実習で課題物を提出できていなかったんで、今回は少しでも出せるよ
うにしようと思っています」（A 子）
「前の実習で対人面のことを指摘されてきた。その時は、馴れ馴れしいとい
うことを言われていた」（C）

【実習地への不満】（B、D） 「CCS と聞いていたが全く違うじゃないかって、見本はほとんど見てない
し」（B）
「あなたの考えるやり方でいいと CV–D に言われたが、もう少し CV–D の意
見を言ってくれてもいいのにと思った」（D）
【やり方を取り入れる】
（A 子、B、C）
等至点
【実習地への期待】（D、F）
（多様な経験
の径路がいっ
た ん 収 束 す る 【実習地への先行不安】
地点）
（A 子、B、C、E）

「〔「山の図」シートでまとめることを指導され〕あっ、こうやってまとめれ
ばいいんやって思いました」（A 子）
「何でもやらしてくれる施設であると〔実習経験者から〕聞いていたので、
楽しみにしていた」（D）
「学校の先生からクライアント中心の作業療法を学べると聞いていた」（F）
「どんなことをやるのか心配で、
評価実技の練習を事前にやっていました」
（A）
「発達分野に興味があり、ほとんど身障の評価は分かってなかったんです。
元々、身障分野は自分には出来ないと思っていて…」（C）

【やるしかない】（A 子、C） 「CCS と違う所もあるんですが、やるしかないかなって…」（A 子）
「ADOC や COPM があって、本人の思いにたどり着きやすかった」（C）
【疑問を感じる】（B、D）

「突然 SV に呼ばれて、はい、そしたらこの人の関節可動域と筋力と麻痺な
どを15分時間あげるから評価してって言われて…」（B）
「興味がある対象者って何？…担当を決めるのに時間がかかった」（D）

【自己課題と対峙する】
（C） 「
〔担当する対象者の次施設への報告書をまとめる時に SV、
CV が不在となり〕
私一人でやらないといけなくて、フィードバックの時に大泣きしました」
（C）
【割り切る】（D）

「実習はやらないといけないことに追われているから CCS のことは疑問にも
思わなかった…実習はその組織に染まることなので」（D）

【やり方に沿う】（D）

「〔事例発表について SV の評価は〕お墨付きは貰えたわけではないですけど
一応発表できました」（D）

【積極的な行動をとる】
（C） 「SV や CV には何でも聞ける雰囲気があり、何でも聞けた」（C）
【作業療法は楽しい】
（A 子、B）

「〔陶芸、将棋の治療的な使い方について〕そういう風に作業って使えるんだ
と思って、楽しみだなって…」（A 子）
「明確には分からないんですが、何かを掴みました」（B）

【職員からの承認に気づく】 「このままの自分でもいいということを思え、
自信に繋がった実習でした」
（C）
（C）
【自分が承認されてないこ 「気に入った学生には〔就職の〕声がかかるみたいなんですが、私にはかか
とに気づく】（D）
らなかったんです。私の同時期の人もなかったみたいで…」（D）
【実習地の作業療法を学び 「心身機能面は PT がして、活動面を OT がやる。がつがつやるのは活動面、
たいと思う】
基本の心身機能面はPTがやっている。
トップダウンのイメージが変わった」
（C）
（A 子、B、C、E、F）
「担当の対象者は元大工で、また何かを作りたい思いがあった。私は作業を
通しての関わらせてもらった。この役割分担に感銘を受けた」（F）
【一つの形と認識する】
（D） 「特殊な職場なので、これで本当にいいのかなって思って、もっと他にやる
こと、機能訓練とかもあると思うんで…」（D）
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B の径路では、学生として求められる評価技術の

神的に成長したと考えられる。SV が C に次施設へ

手際やその知識の繋がりを SV が問い、B がそれに

の申し送り書の作成を任せたことは、自分で考え、

上手く応えられないといった相互作用が多々あった

自分で判断していく作業療法士としての責任を持っ

と考えられる。そこでの不満を友人や職員との相互

た行動を身につけて欲しい為と考えられる。このよ

作用、学習を支援するツールによって、何とか切り
抜けた径路であったと考えられる。いわゆる実習で

うな相互作用を通し、学生が精神的に成長していく
ことが実習地で求められる本道の学びの径路であっ

しごかれた、目の前の課題をこなすことに終始した

たと考えられる。

学びの径路であったと考えられる。

D の径路：D は、B と同様に実習地の作業療法の

C の径路：C は、対人距離についての心理的葛藤

やり方に触れることで心理的葛藤を感じていた。D

を感じていた。C は、以前の実習地で対象者に気さ

は、実習地の指導法や担当する対象者の決め方につ

くに話しかける面を距離が近いと指導されたことを

いての不満を感じていた。しかし、疑問を感じなが

思い出していた。実習地では、その面は SV に良い

らも学生同士の交流で上手く立ち振る舞う術を共有

面と評価され、期待もかけられていた。その中で、

していた。SV と距離をとっていた職員に励まされ、

次のような出来事を経験した。C が担当した対象者

なんとか実習を乗り切ろうとしていた。D の特徴的

は、自宅復帰して認知症の夫の介護を考えていた

な不満、担当の CV-D の指導法への思いを抜粋して

が、嫁は認知症の祖父を引き取り、代わりに対象者

記す。

をその施設に入所させる思いがあった。その思いの
ギャップを知るのは医療関係者のみで、C は対象者

（D データ）

への関わり方を悩んでいた。その時に運悪く担当の

「…CV-D のフィードバックがそんなに盛んにあることも

CV-C が長期不在となり、悩みを一人で抱えた。こ

なかった…レポートも“読んだよ、質問ある”っていう風

の時の C の思いを抜粋して記す。

に聞かれて…〔CV-D が考える対象者の〕障害像は教えて

（C データ）

仕方がないから、あなたの考えるようにやればいいと思う

「…リハビリの時間とかで〔SV、CV-C に〕相談にはのっ
てもらってたんですが、
〔対象者の〕退院日は近づいてく
る、機能面でのアップは難しい…で、本当に、CV-C がい
ないから、次の施設への申し送り書っぽいものも作ってと

いただいたと思うんですけど、それは私と考えが違っても
という形で、教えては頂いたかな？、って思うんですけど、
今、〔他施設に〕就職してみて、先輩からフィードバックと
か貰っていると、もう少し CV-D から言ってくれることも
あっても良かったのかなと思った…」

〔SV に〕言われて、メンタル的にも意外と追い込まれてい
る時期があって、…SV の考えは、学生はいい意味で出来る
と思ってなかったと思うんですが、まあ、やってみたらと
〔私は〕よく言われてて、困って、どうしようもないのに、
やってみてと言われて、もう分からへんわって感じで、結
構しんどかった時があって…」

D が実習中に経験した相互作用は次のように考え
られる。D から見れば、作業療法士としてどう考
えるのかを CV-D に具体的に示して欲しいという思
いがあった。CV-D から見れば、学生自身が何か一
つでも自分で考えて関わって欲しいという思いがあ

C は、対象者の思いだけでなく SV の思いにも応

り、D の考えを引き出す関わりをした。そして、お

えないと行けないと思っていた。また、SV は C で

互いの思いは上手く交流することが少なかったと考

あれば頑張れるであろうという思いがあった（SV

えられる。最終的に、D は自分自身の思いを実習地

データ）
。C の径路の相互作用は、そういった思い

では上手く表現できることが少なく、割り切り、実

をお互いが抱き、C は上手く頼れなかったと考えら
れる。最終的に C は、集団フィードバック中に大

習地のやり方も作業療法の一つの形と捉えた。

泣きし、それ以降は、SV や CV-C の助けを素直に

少し批判的に捉えるところがあったと考えられる。

受けられるようになった。このような経験を経て、
C は実習地の多くの職員から責任感が強いと認識さ

また、その思いや疑問は素直に表現してはいけない
と思っていたと考えられる。そこに、学生に考えさ

れ、そして認められた（SV、複数の職員のデータ）。

すような敢えて曖昧な表現での語り口での指導が

C は、実習を通して自己の内面と深く対峙し、精

あったことで、今ひとつ掴めない、実感や充実感に
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繋がり難い相互作用を多く経験したと考えられる。

疑問を感じながら何とか乗り切った径路、目の

実習を終えることが出来たが、何かを学べたという

前の課題をこなすことに終始した径路が明らか

点では実感の少ない径路であったと考えられる。

になった。それらと比較すると A 子は、心理

A 子 の 径 路 の 特 性：B、C、D は そ れ ぞ れ が 心
理的葛藤を抱きながらも、職場の中心にいる職員
（SV）や周縁的な職員との相互作用、学生同士の相

的葛藤をあまり抱かずに楽しんで終える径路で
あった。
④

③の各径路を支えるものとして、①にあげた指

互作用、そしてツールの支援を受けて実習を乗り

導者との相互作用があり、指導者の関わり方に

切っていた。このような径路と比較すると A 子の

は、実習期間内で学生の成長を求める視点と、

径路は、実習地で学生が感じるような心理的な葛藤

これから長く続く専門職として学生の成長を求

が少ない特殊な学びの径路であったと考える。つま
り、作業療法士としてどう対象者に関わるかを考え

める視点、これらの混交が見られた。
⑤

本研究での視点で臨床実習を捉えること、そし

た C であったからこそ、それに呼応をして SV は申

てより精緻化した相互作用のデータ分析をする

し送り書を C に任せたが、A 子には対象者と楽し
く過ごしているので良しとした相互作用をとった。

ことで、臨床実習における作業療法の学びのガ
イドラインを検討できる可能性があると考えら

D のように疑問に感じることも、A 子は「実習地

れた。

にいる時は楽しかった」と発言したように少なかっ
たと考えられる。また、B のように出来ない自分に

本研究で取り上げた A 子は、従来の学習論、学

向き合い、実習地への不満を表出することもなかっ

習を個人の能力として理解すると出来の悪い学生

た。このように A 子の学びの径路は、一般的に学

であると言える。しかし、実習地での A 子の学び

生が実習地という新しい環境で感じる心理的葛藤を

は、個人としての能力は低いと捉えられてはいた

感じることが少ない特殊な径路であったと考えられ

が、作業療法士になる上での十分な経験をし、A 子

る。そして、専門職としての思考の深まりに対して

自身にとっても満足の行く実習であった。また、課

指導者らが指導をスルーしたことが A 子の径路の

題となると考えられたコミュニケーションの問題も

特徴であったと考えられる。指導者らは、A 子の学

大きく取り上げられることはなかった。このような

びを長期的なものとして捉え、臨床実習の中でこれ

結果に至った過程を状況的学習論の視点で見ると、

だけは体験してもらいたい、そういう点を重視した

指導者との「笑い」の共有の相互作用、作業活動を

相互作用をしていたと考えられる。その意味では、

治療的に使うことを検討する相互作用があり、そこ

臨床実習で多くの学生が経験することが望まれる普

での指導者の関わり方が重要であったと言える。つ

遍的な側面を含んだ学びの径路であったとも考えら

まり、指導者がその相互作用において、A 子に対し

れる。

てどのようなことを求めていたかである。それは、

総

括

作業療法の学びの過程を臨床実習という期間の中で
考えるのか、それとも今後長く続く作業療法士とし
ての経験の一期間として捉えるのかである。SV、

本研究の結論として次のことがあげられる。

CV-A 共に後者の視点で A 子の学びを捉えていた
と考えられる。この相互作用、学びの過程を支えた

①

②

③

A 子の実習地での学びの過程には、指導者と学

ものとしてのツールの存在も重要であった。

生との「笑い」を共有した相互作用、作業活動

また、TEM の分析結果からは次のことがわか

を治療的に使うことを検討する相互作用があっ
た。これらが A 子の実習地への参加に影響を

る。例えば、B は、実習期間が短いことによって
SV が評価技術のスキルを求めたことで、できてい

与えていた。

ない自分に直面することが多かった。C は、前実習

①の相互作用を円滑にするものとして作業シー
トや「山の図」シートといったツールの働きが

地で対人面を問題視されたが SV からは好評価を受

あった。

が、そのプレッシャーに悩み、一時自らを追い込ん

TEM 分析により、精神的な成長をした径路、

でいた。D は、実習形態や CV-D の曖昧な表現での

け、頑張ろうとした。その期待に応えようとした
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フィードバックに悩み、自分の思いを上手く表出で

習地施設、学生、養成校の調査対象者の皆様には、

きなかった。このように、その学生がどのように指

感謝の念にたえません。本当にありがとうございま

導者に捉えられ、そこでどのような相互作用を行う

した。

かによって、実習地での学びはプラスにもマイナス
にも働くことが分かった。臨床実習での学びに影響
を与えるのは、そこでの指導者との相互作用である

註

と言える。つまり、指導者側の学生の捉え方、学生

１

学習とそれが生じる状況に焦点をあて、学習を社会

の学びのどの点を重要視しているかを明らかにする

的実践、つまり実践共同体への参加の中に捉える。

ことが出来れば、それが臨床実習における学びのガ

実践共同体とは「あるテーマに関する関心や問題、

イドラインに繋がると考えられる。本研究の結果か

熱意などを共有し、その分野の知識や技能を、持続

ら考えられることは、次のことである。臨床実習の

的な相互作用を通じて深めていく人々の集団」を指

学びにおいて重要視することは、学生が対象者に正
確な検査を実施することなのか。それとも、対象者

す。
２

の行動の解釈の幅を拡げることなのか。また、学生
が作業活動を提供することが楽しいという解釈に

人間の発達や人生径路の多様性・複線性の時間的変
容を捉える分析・思考の枠組みのモデルである。

３

2000 年 4 月に導入された病棟基準である。急性期を

なったとしても、まずは治療的に使う経験をさせる

脱した対象者が、在宅復帰を目的に日常生活動作の

のか。観察力や文章力が低いことを指導することよ
りもツールを使い、補正できるものは補正するの

４ 世界作業療法士連盟（World Federation of Occupational

改善を重点的に行う病棟である。

か。このように臨床実習の学びにおいて、優先され

Therapists）の略。

るべきことは何かを検討していくことであると考え

５

日本作業療法士協会が推奨する作業療法の形。

る。これらを検討する中で、より深く考える学生の

６

Occupational Therapy Intervention Process Model

場合の関わり方、これだけは経験してもらわないと
いけない学生への関わり方が明確になってくると考

の略。
７

える。このような議論を養成校と臨床実習地とで協
議することが求められることと考える。

て用いられていた。
８

本研究の限界

Decision-making in Occupation Choice の略）。
９

養成校での調査を基にした知見であることである。
検討してきた相互作用のデータは、信頼性という問

対象 者の ニ ード を聞 き 取る 時に 可 視化 し た項 目
の 中 か ら 選 択 を し て も ら う 評 価 ツ ー ル（Aid for

本研究の限界は、「クライアント中心の作業療法」
という特殊な作業療法実践施設と特定の作業療法士

Canadian Occupational Performance Measure の
略。ここでは、対象者のニードを聞き取る方法とし

検査が上手くいかなかった時に用いられる代替案で
ある。

10

観察事象を対象者の主訴（S：Subjective Data）、医

題は抱えていることは言うまでもなく、それを精緻

療者が見立てた所見（O：Objective Data）、S 及び

化することが当然必要となってくる。また今後、複

O からどのように考えたのか（A：Assessment）、

数の病院や地域の作業療法の実践施設、他の養成校

A に基づいて導いたケアプラン（P：Plan）の枠組み

での調査を実施し、その違い、違いが生じるとすれ

で記入する。医療業界の中では幅広くこの記載方法

ば、その原因を検証していく必要がある。

が用いられている。
11

対象者の全体像をまとめる項目で、論理的な文章力
が求められる。学生が事例報告書作成において一番

謝辞
本稿は、2016 年度滋賀県立大学にて受理された
修士論文に加筆修正したものです。本稿の作成にあ
たり、終始適切な助言を賜り、また丁寧にご指導し
て下さった松嶋秀明教授に感謝の意を表します。そ
して、本研究の趣旨を理解し快く協力して頂いた実
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苦労する項目である。
12

定型的な作業療法の評価（関節可動域測定、運動麻
痺の評価、筋力や感覚の評価など）を 15 〜 30 分間
で行うもの。

作業療法臨床実習における学生の学びに関する状況論・文化心理学的分析

引用文献

ニカルクラークシップのすすめ 第2版 . 三輪書店 .

會田玉美 .（2015）. クリニカルクラークシップに基

西井正樹・出田めぐみ・酒井ひとみ・大歳太郎・倉

づく作業療法臨床教育の実際（第 1 回）–– クリニ

澤茂樹 .（2013）. 実習指導者が学生に望む社会的

カルクラークシップに基づく臨床教育とは . 作業

交流技能に関する研究 –– 臨床実習において要求

療法ジャーナル , 49（11）,1114-1120.
荒川歩・安田裕子・サトウタツヤ .（2012）. 複線径

される技能 . 作業療法教育研究 , 13（1）,27-34.
ブリジット・ジョーダン（著）, ロビー・デービス –

路・等至性モデルの TEM 図の描き方の一例 . 立

フロイド（改訂・拡張）, 宮崎清孝（訳）, 滝沢美津

命館人間科学研究 , 25,95-107.

子（訳）.（2001）. 助産の文化人類学 . 日本看護協

香川秀太・茂呂雄二 .（2006）. 看護学生の状況間移

会出版会 .

動に伴う「異なる時間の流れ」の経験と生成 ––

Mackey,H.（2007）.‘Do not ask me to remain the

校内学習から院内実習への移動と学習過程の状況

same’
：Foucault and the professional identities

論的分析 . 教育心理学研究 , 54,346-360.
香川秀太・櫻井利江 .（2007）. 学内から臨地実習へ

of occupational therapists. Australian Occupational
Therapy Journal,54,95-102.

のプロセスにおける看護学生の学習の変化：状況

安田裕子・滑田明暢・福田茉莉・サトウタツヤ編 .

論における「移動」概念の視点から . 日本看護研
究会雑誌 , 30（5）,39-51.
鎌倉矩子 .（2004）. 作業療法の世界 –– 作業療法を知
りたい・考えたい人のために 第2版 . 三輪書店 .
高木光太郎 .（2006）. 実践への参加と専門家養成教
育 –– 助産師教育における臨床実習を視野に入れ
ながら . 助産雑誌 , 60（12）,1026-1031.

（2015）. TEA

理論 –– 複線径路等至性アプロー

チの基礎を学ぶ . 新曜社 .
四元祐子・簗瀬誠・渡裕一 .（2015）. 臨床実習指導
者が求める作業療法学生の能力 –– 内容分析を用
いて . 作業療法 ,34（6）,651-660.
ジ ー ン・ レ イ ヴ， エ テ ィ エ ン ヌ・ ウ ェ ン ガ ー .
（1993）. 状況に埋め込まれた学習：正統的周辺

田島明子 .（2012）. 作業療法学における理論化の動

参 加 .（ 佐 伯 胖 , 訳 ）東 京： 産 業 図 書 .（Lave,J.

向 –– 特 に 1992 年 以 降 に 着 目 し て . Core Ethics,
8,245-256.

&Wenger,E.（1991）. Situated learning:Legitimate

中川法一編 .（2013）. セラピスト教育のためのクリ

peripheral participation. New York,N. Y:Cambridge
University Press）

人間文化● 59

人●間●文●化●通●信
■新任教員メッセージ
赴任にあたって─大学という現場をつくる

大

野

光

明

人間文化学部人間文化学科

この 4月から、人間文化学部人間関係学科に着任
しました大野光明です。自宅のある京都市内から滋賀
県立大学のキャンパスまで、最初は遠いなあと感じた
移動時間も、季節のうつりかわりを感じる車窓からの
眺め、遠くに広がる山々、そして、ときおり姿をのぞ
かせる琵琶湖に目を奪われ、あっというまに過ぎてし
まうようになりました。
私の専門は歴史社会学で、軍事基地問題に関する
沖縄・日本「本土」・海外における社会運動の歴史、
なかでも1960 年代後半から70 年代初頭の沖縄返還
をめぐる社会運 動について調査・研究をしてきまし
た。また、京都府京丹後市丹後町宇川での米軍基地
建設問題や、沖縄県名護市辺野古や東村高江での米
軍基地・施設の建設問題など、現在進行形の社会問
題とその現場にも足をはこび、調査を進めています。
研究と並行して、2001年から2011年までの10 年間、
アジアやアフリカ、中東地域などへの政府開発援助
（ODA）の仕事にも従事していました。
「コーヒー発祥
の地」とも呼ばれるエチオピアには約２年半赴任し、
農業や保健・医療の分野にかかわりました。社会運
動とはだいぶ異なる活動ですが、政府や国家というレ
ンズから地域社会とそこに生きる人びとがどのようにみ
えているのかを、実務を通じて学んだように思います。
このような研究をしていると、日常生活をおくってい
るだけでは目に見えにくい、社会的な矛盾や圧倒的な
暴力に向き合うことになります。さまざまな時代と土
地で、人びとの意見は蔑ろにされ、選挙結果は無視さ
れ、金をめぐってコミュニティの分断がつくられ、そし
て、人間の自由や尊厳は暴力的に踏みにじられてきま
した。史料を読んでいるとき、書き手の怒りと悲しみ
が、時を越えて、自分の感情を激しく揺さぶることが
あります。
社会の矛盾や暴力は、特定の土地で局所的にのみ
あらわれているようにみえます。そして、そのように語
られてきました。基地問題といえば「沖縄問題」とさ
れ、
〈沖縄の人びとが抱えている、あの島＝沖縄の問
題〉と理解されることが多くあります。けれども、研
究をとおして気づくのは、矛盾や暴力がなだらかなグ
ラデーションをみせながら、社会のあらゆるところに
存在しているという点です。たとえば、何もかもがお
金におきかえられ、能力を査定され、競争のもとで評
価されるような社会を私たちは生きています。私たち
の生きづらさ、ふと口から出てくるため息、ぐっと飲
み込まれていく声のなかに、社会の矛盾や暴力が顔を
60
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のぞかせているように思います。局所的にみえたもの
が、実は遍在し、面的に広がっているのだと気づくと
き、ことの大きさと根深さにうちひしがれ、この社会
構造は変えようのないものに見えることがあります。
しかし、私が研究を通じて関わってきた社会運動
の現場では、社会構造のどうしようもなさではなく、
この世界の豊かさと人間の力を痛感することが多くあ
りました。米軍基地のフェンスのかたわらで、原子力
発電所のゲートの目の前で、あるいは首相官邸前や国
会議事堂前で、見ず知らずの人たちが集まり、言葉を
かわし、時間をともにする。どこからともなく持ち込ま
れた飲みものや食べものがシェアされ、即席のコミュ
ニティがつくられていく。そして、自分はなぜここに参
加しているのか、どんな思いなのか、いくつもの語り
合いのサークルが生まれ、ギターやジャンベの音にあ
わせて、身体を揺らし、踊り始める人たちの姿。一人
一人が集まり、語り、聞き、時間をともにするなかで
自信と尊厳は取り戻されていく……。──路上という
現場には、お金や地位ではなく、それぞれの思いやア
イデア、信頼関係や相互扶助によって織りなされる自
律的な人間関係のダイナミズムがあふれています。息
苦しいと思われた世界には裂け目がうまれ、一瞬であ
れ、別の〈社会〉が姿をあらわすのです。
大学という場も、私にとってはそのような現場で
す。いま、大学には、お金や能力で人とその営みを
評価する眼差しや制度が、強度を増して浸透している
ように思います。どんなに明るいキャンパスのなかに
も──あるいは、明るいキャンパスだからこそ──、
違和感やため息が深く沈み込んでいるようにみえま
す。しかし、同時に、大学には地位やお金や立場とは
かかわりなく、人と人とが思いをかわし、それぞれの
尊厳を確認し合い、コミュニティを守り、社会構造を
つくりかえていく知恵と実践が、豊かな水脈となって
流れていると思います。
そのような大学の姿は、私が調査や研究を通じてみ
てきた、路上という現場とどこか似ているように思う
のです。路上だけでなく、大学においても、
〈いつか・
どこかに〉ではなく、
〈いま・ここ〉で、人びとの尊厳
や生命や自由が守られる社会がつくられ、実践されて
きたと思います。その大切な水脈に触れながら、学生
の皆さん、教職員の皆さん、そして地域コミュニティ
の皆さんからたくさんのことを学ばせていただき、私
にできることを見つけ、実践していきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

人●間●文●化●通●信
赴任メッセージ

後

藤

崇

志

人間文化学部人間関係学科

2017 年４月１日より、人間文化学部人間関係学
ご とう たか ゆき

科に赴任いたしました後藤崇志と申します。大分県

るのか、といったことを悶々と考えながら研究を進
めています。

で生まれ育ち、大学から京都に移り住んできまし

また、先述のように卒業研究では縦断の質問紙調

た。専門領域は心理学です。どうぞよろしくお願い

査を計画して行ったのですが、この研究方法も現在

申し上げます。

の私の研究のスタンスに繋がっているようにも思い

私の研究関心は、主体的なふるまいにまつわる心

ます。私の出身の学部は、当時は主に認知心理学を

の働きです。私が初めて行った研究は、2010 年３月

専門とする先生が多かったので、統制された実験室

に京都大学教育学部に卒業論文として提出した「自

環境の中で人の心の仕組みを調べる、というのが主

己制御の失敗による後悔の時間的変化」です。大学

流でした。しかし卒業研究に臨む当時の私は、実験

生活の中で、試験やレポートの直前は勉強をしなけ

室を飛び出して、日常生活の中で長い時間、人の行

ればならず、友達と遊んだり娯楽を享受したりする

動や考えを追いかけなければわからないようなこと

ことは、たとえ「遊びたい！」という願望が生まれ
ても我慢する、というようなことが多々あります。

を知りたいと考え、先述のような研究を行うに至り

しかし、それは本当に正しい選択なのだろうか、試

ました。実験室実験も重要だと考えていますし、興
味も持って行っていますが、こうした思いは今も

験の直後には「ああ、よく勉強した」と満足できて

持っており、人々の日常生活での感情や考えを描き

いても、少し時間が経ってから振り返ると「もう少

出す経験サンプリング法を使った研究や、長期にわ

し遊んでおけばよかった」という後悔が湧き上がっ

たる縦断調査研究にも取り組んでいます。最近は社

てくることもあるのではないだろうか。またその逆

会的ネットワークや文化的産物に着目した研究手法

も然りであり、少し遊んでしまったことを悔やんだ

などにも興味を持っており、人のふるまいを多角的

としても、後にして思えばそんな後悔は消失してし

に捉えられるように目的のために常に最善を尽くす

まうのではないだろうか。先行研究にもこの疑問を

ため、日々新しい方法論も学び続けていきたいと

支持する研究があったことから、大学生を対象に縦

思っています。

断で質問紙調査を行い、後悔の時間的な変化を検討

人の心の仕組みを知ることは、人がよく生き、よ

しました。ある行為の選択を中心に、その前後の主

く育つための環境を設計するためにも重要だと考え

観的経験を広くとらえたいという関心から、こうし

ています。多くのことを自ら学び、自ら考えて行動

たテーマを設定していたと記憶しています。

できるようになるには、どのような教育が効果的な

この卒業研究の後、私は、人が「やりたいこと」

のか。人がそれぞれの個性を発揮し、充実した人生

「やらなければならないこと」で迷ったり、どちら
かを選択したり、自分の選択を振り返ったりする際

を送るには、社会はどうあるべきなのか。あるい
は、自分や身の回りの人々が幸せに過ごすためには

にどんなことが起きているのかを考えつづけていま

どうすればいいのだろうか。学生がこれからの人生

す。同じ課題でも「やりたい」と思う場合と「やら

でこうした問いに直面したときに、心理学の視点か

なければならない」と思う場合では取り組み方に差

ら考えることができるようになるような心理学の教
育ができればと考えています。また、私自身、多様

が現れるのだろうか。「やりたいこと」「やらなけれ
ばならないこと」で迷ったら、どう対処するのがよ
いのだろうか。そもそも、「やりたいこと」「やらな

な専門家の集うこの学部で様々な考え方に触れなが

ければならないこと」といった価値観はどのように

がないかを考えながら、実践的な取り組みにも挑戦

獲得され、変化していくのだろうか。心理学の用語

していきたいと考えています。

ら、心理学の視点から教育や社会に貢献できること

でいえば自己制御・セルフコントロール・動機づ

まだ至らないことも多く、手探りの日々ではあり

け・意思決定・後悔・規範といったような概念を交

ますが、みなさまに支えていただきながら少しずつ

えながら、人が主体的に何らかの行為を選んで実行

滋賀県立大学での暮らしにも慣れてきました。これ

に移すというときに、個人の中ではどのようなこと

からも新しいことを学びながら邁進していきたいと

が起きているのか、また、そうした行為の選択は社

考えております。どうぞご指導ご鞭撻のほど、よろ

会との間のどのような相互作用として位置づけられ

しくお願い申し上げます。
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■人間文化セミナー
☆演題☆

JDA-DAT 絆プロジェクト

～大規模災害時に栄養士が出来ること～
と

き：平成 29 年 6 月 7 日㈬ 13：10 〜 14：40

場

所：滋賀県立大学

対

象：学生・教職員および一般

講

師：下浦佳之氏（日本栄養士会常務理事）

日 本 栄 養 士 会 で は、 平 成 ３（2011）年 ３ 月 11 日

交流センター

ホール

も大人気でした。

に発生した東日本大震災をきっかけに、大規模自

昨年の熊本地震でも、支援物資の運搬や被災地で

然災害発生時、迅速に、被災地での栄養・食生活

の食事の提供に大活躍をした、日本栄養士会所有の

支 援 活 動 を 行 う た め に「 日 本 栄 養 士 会 災 害 支 援

災害支援医療緊急車両「JDA-DAT 号」の展示もあ

チーム（JDA-DAT:The Japan Dietetic AssociationDisaster Assistance Team）を 設 立 し て い ま す。

わせて行われました。これから管理栄養士になろう

JDA-DAT は、大規模自然災害等の発生時に、被災

がら活動するその取り組みの広さと専門性を、改め

地で栄養・食生活の面で人的支援、物的支援を行う

て実感できる講演だったのではないでしょうか。
（文責 小澤惠子）

ことを目的とした、管理栄養士・栄養士で構成され
る災害時における栄養支援チームで、災害が発生し
た場合、被災地都道府県の栄養士会や厚生労働省な
どから要請を受け、発災 72 時間以内に支援に向け
て活動を開始します。
兵庫県立尼崎総合医療センター栄養管理部に次長
として籍を置く下浦氏は、臨床現場の現役管理栄養
士。その傍ら、自身が経験した阪神淡路大震災の被
害者の立場から、日本栄養士会の災害支援活動に、
統括として誰よりも強い思いで取り組みをされてい
ます。
講演では、災害発生によりパニック状態に陥った
状況の中、管理栄養士・栄養士がどのようなかかわ
りが出来るのかを、平成 28 年発生の熊本地震に対
する日本栄養士会の活動を通して、紹介して下さい
ました。栄養面、衛生面への取り組みはもとより、
アレルギーへの対応、離乳食・幼児食の提供、高齢
者への食形態の工夫など、「専門的トレーニングを
受けた栄養支援チーム」の具体的な活動報告に、い
かなる時も「生きるための食」がいかに大切である
かということを、改めて考えさせられました。
講演の中で、学生も参加をして作った、備蓄用の
α化米に、災害時貴重となる水を使わず、支援物資
として多く届けられる野菜ジュースを使った炊き込
みご飯は、まるでピラフのようで、若い学生たちに
62
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とする学生たちにとっては、「人」を身近に感じな

■『人間文化』編集・投稿規定■
【編集規定】
１．本 誌は、滋賀県立大学人間文化学部の機関誌
であって、原則として年２回発行する（10 月末、

・３月末発行のとき、原稿の締切は１月末とする。
・投稿予定者は、投稿の意思をそれぞれ７月末お
よび12月末までに、編集委員に伝えるものとす

３月末）。
２．本 誌は、論文、研究ノート、翻訳、資料、講

る。
・なお、締切日までに原稿が提出されなかったと

演記録、エッセイ、人間文化通信、その他で構
成される。

きは、投稿を放棄したものとみなす。
３．人 間文化学研究科院生は、指導教員を通じて

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

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

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

沙沙貴神社の春祭り

本号では在職中、在学中の方々に限らず、卒業生た
ちや本学に関連のある先生方からの投稿がありまし
た。編集作業を通じて、多くの方々からの投稿に対し
て大変ありがたいと感じる反面、予算削減という流れ
の中、ページ数の制限もあり、投稿数が多いとすべて
掲載できないかもしれない不安感という、ある種のジ
レンマのようなものがありました。予算の都合といっ
た理由で研究活動の発表の場が失われていくことのな
いよう、多くの方に読んで頂き、改めて大学紀要に対
する評価、理解を得ることが重要なのではないかと感
じております。次号以降も多数の方に投稿していただ
けることを期待しております。

回廊での座の様子
近江八幡市安土町常楽寺の沙沙貴神社は、古代には佐々貴山
公の祖神として、また中世には近江に勢力をふるった佐々木氏
の氏神として知られる。しかしながらこの神社の祭礼やそれを
支える組織については、ほとんど研究もなく知られていない。
４月１日の宵宮には随分前から製作されてきた大松明が、常楽
寺集落から神社まで曳かれる。このとき道中で道化のような化
粧をした拍子木役のものがおどけた調子で走りまわり、続いて
大きなしめ縄をつけられた手桶をもった若者２名が踊る所作が
みられる。これは手桶踊りと呼ばれている。また大松明はヨシ
で作られ、長さは約10ｍ、直径は２ｍ程度もある巨大なもので、
これを車にのせて若者たちが引っ張っていく。大松明の上には
各町の若者が乗り、かけ声をあげる。神社に着いた大松明は参
道の横にたてられ、日が暮れるとそれに着火される。巨大な松
明が一挙に燃え落ちる姿は圧巻である。
翌日の本日では回廊に12ある座のメンバーが着座し、宴会が
行われる。そのときには神社からカワエビと大豆の煮物が各座
に配られる。それが終わると回廊前に張られた幕が上げられ、
同時に楼門から若い衆が境内へと入ってくる。若い衆は太鼓や
神輿を担ぎ、境内で鉦にあわせて太鼓踊りも繰り広げられる。
この祭礼では座の祭りと、太鼓や神輿、松明といった若者の祭
りが共存しているが、幕を上げることによってその転換が図ら
れているのである。
市 川 秀 之

（森

紀之）
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