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● 青竜山遠望 ●

　滋賀県立大学人間文化学部の造形演習室から東に望む青竜山は
滋賀県の湖東に位置してある。標高333.7メートルとさほど高い山
ではないが山字形の小富士といった美しい独立峰である。古代よ
り現代に至るまで歴史と文化、自然景観など豊かに彩られている。
　同大学から湖西に位置する嶽山（46号表紙絵）。また南に望む荒
神山。湖北の伊吹山や山河の美しい景観が見られる場所でもある。
　さらにまた青竜山は天台五山の山でもある。五山はいずれも竜
神信仰から崇拝されてきたようだ。

サイズ　27.2㎝× 24.2㎝
画　材　画仙紙、墨、顔彩
絵と文／安土　優

人間文化　47号
滋賀県立大学人間文化学部研究報告　47号	

発行日　2019年12月10日

発　行　公立大学法人滋賀県立大学人間文化学部

〒522−8533	滋賀県彦根市八坂町2500	TEL0749−28−8200㈹

発行人　宮本雅子

版下制作　サンライズ出版株式会社

印刷　サンライズ出版株式会社
本誌は再生紙を使用しています。

■編集後記■
　2019年度最初の『人間文化』をお届け致します。刊
行が大幅に遅れたことにつきまして、皆さまに深くお
詫び申し上げます。
　今回は論文５報、研究ノート２報のご投稿をいただ
き、充実した紙面とすることができました。今回の号
は人間文化学部・人間文化研究科を卒業・修了された
方からのご投稿が多いのが特徴で、人間文化学研究科
で学位を授与された大橋松貴氏、そして地域文化学科
卒業生の米山美沙紀氏、人間関係学科卒業生の廣野優
一郞氏と、３人の方々がその研究成果を執筆されてい
ます。今後のさらなるご活躍をお祈り致します。

（武田　俊輔）

編集委員■
武田俊輔・面矢慎介・畑山翔・松嶋秀明・橋本周子

米原市清滝の大松明行事

完成した松明
　米原市清滝で毎年８月15日の夜におこなわれる大松明行事
は、、清滝山の山頂からおろしてきた種火で巨大な松明に火を
つけ、中腹の水のみ場からムラの墓地までおろす勇壮な盆行事
である。行事の準備は２月から大繩つくり、青竹の準備、道作
りなどが段階的におこなわれる。大松明行事にはしゃぎりと呼
ばれる笛・鉦・太鼓・ほら貝からなる囃子がつくが、８月に入
るとその練習も始まる。15日の朝から大松明作りがおこなわれ、
長さ７ｍ、直径50センチを超える松明が昼前に完成する。
　16時に若者を中心とした実行委員会のメンバーが鐘搗堂附近
に集合し、鐘の音を契機に清滝山に登る。山頂で地蔵に参拝し
一同休憩となるが、19時になると事前に用意されていた柴に火
がつけられ、メンバーは水のみ場に向かう。この道中ではしゃ
ぎりが奏され、ところどころで伊勢音頭も歌われる。水のみ場
に一同が到着するころには、近くの墓地に各家から人が集まり、
それぞれの家の墓の前におかれた小型の松明に火がつけられ非
常に賑やかになる。点火された大松明は水のみ場と墓地の間を
３往復し、４回目で棒と松明をつなぐ縄が切られる。松明は墓
地の前にある焼香場の広場にたてられ、そこで地区内の寺院の
僧侶によって読経がおこなわれる。この行事のあと21時より集
落内で、青年が仮装しておどるにわか踊りがおこなわれる。
　県内には松明を山にたて先祖を他界から迎え送る行事がいく
つかあるが、清滝大松明はその中でもとりわけ大規模な行事で
ある。
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巻　頭　言
宮　本　雅　子
　人間文化学部　学部長

　今年度、学部長を拝命した。本学での在職期間は短期大学も含めると学部内で最も長い
と思われるが、教授歴は５年ほどの新米である。今年度は、いろいろと過渡期的に変化が
生じており、難しい時期に大役が巡ってきた。
　大学内で今年度大きく変わったことは、出退勤管理システムの導入と専任助教の講師へ
の昇格人事が行われたことであろう。これまで、すべての大学教員は自分の裁量で仕事を
することができる裁量労働制のもとで働いているものと考えていたが、助手、助教はこれ
に該当しないということである。また、裁量労働であっても深夜 22 時から５時までと休
日の残業時間が労働基準を超える場合は問題がある。大学教員も働き方改革の影響を受け、
時間管理をしっかりして仕事をしろということだ。
　しかし、１年の大半を自分の研究と関わって生活している者は多いだろう。どこまでが
仕事でどこまでが私的な行為かなど、区別ができないことも多いと思われる。良い例えか
どうかわからないが、私の場合も私的に街に出てもついつい街の中に見られるバリアフ
リーや景観に目が行き、資料になりそうだなどと写真に撮ってしまうということもしばし
ばである。
　また、人間文化学部教員は、大学内で主に研究している者、自宅で主に研究している者、
屋外で主に研究している者と様々なスタイルで研究活動を行っている。それをひとくくり
にして管理することには疑問を感じざるを得ない。
　年々、学務が増えている気がしている。来年度から始まる予定の教教分離によってさら
に会議等の学務が増えるのではないかという懸念があるが、先日のコンプライアンス研修
会で業務の 16％程度はなくても良い業務という話があった。一度業務内容を見直す必要
もあるだろう。
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地域企業の海外展開に向けた経営戦略
─滋賀県彦根市・井上仏壇店の製品開発─

論文

大　橋　松　貴
元滋賀県立大学博士研究員

１．問題の所在
　彦根仏壇は、その高い技術や品質が高く評価され
ているわが国の伝統的工芸品である。彦根仏壇を生
み出している滋賀県彦根市を中心とした彦根仏壇産地
は、鹿児島県の川辺仏壇とともに仏壇産地としてはじ
めて国の伝統的工芸品の指定を受けた地域である１）。
このように、彦根仏壇産地でつくられる仏壇が高い
評価を受けている要因の１つに高度に分業化した生
産体制があげられる。彦根仏壇は工部七職とよばれ
る職人がそれぞれの工程を分担し、仏壇店がそれぞ
れの工程で完成した部品を検品、組み立てるという
流れでつくられている。しかしながら近年、彦根仏
壇産地は消費者の生活様式や価値観の変化などに
より、厳しい事業環境にある。このような状況に
あって、同産地で活動する井上仏壇店２）は彦根仏壇
の製造技術３）をいかした製品開発を行い、海外で通
用するものづくりを進めている。これらの内容を踏
まえ、本稿では同店の海外展開に向けた活動のう
ち、2016年に創設された「INOUE」についてみて
いく。同ブランド４）は彦根仏壇の製造技術を複数、
場合によってはそのすべてを製品に取り入れている
製品シリーズである。ここでは、井上仏壇店がどの
ようなプロセスを経て彦根仏壇の製造技術をいかし
た製品開発を行っていったのか、また製品の強みや
課題にはどのようなものがあるのかといった点につ
いてみていく。
　以下、本稿の構成について述べる。第２章では、
地域企業の戦略について井上仏壇店の事例に即した
形で概括する。具体的には地域企業概念、地域企業
の経営戦略、地域企業の３つの経営戦略について検
討する。第３章では、「INOUE」の製品概要や販売
にいたるまでのあゆみについてみていく。第４章
では、「INOUE」の製品開発プロセスについて確認
し、そのうえで製品特性や課題についてみていく。
第５章では、結語と今後の課題について述べる。

２．地域企業の経営戦略
　本章では、金井（2016）の議論をもとに地域企業

（regional company）の戦略について本稿の事例に

即した形で概括する。

2.1本稿における地域企業概念の検討
　金井によれば地域企業とは「本社を特定の地域に
置き、主としてその地域の多様な資源を活用した
り、その地域独自のニーズを持つ製品やサービスを
提供するなど、地域に立地する優位性を活かしてい
る企業（一般的には中小企業が多い）」であるとし
ている（金井 , 2016 : 264）。この定義から、地域企
業をあらわす重要なポイントとしては⑴本社を特定
の地域に置くこと、⑵当該地域の多様な資源を活用
したり、その地域独自のニーズを持つ製品やサービ
スを提供するなどの活動を行うこと、⑶地域に立地
する優位性をいかしていることなどがある。
　本稿の調査対象である井上仏壇店は⑴活動拠点
を彦根仏壇産地の中心部（彦根市の「七曲がり」）に
構えており、⑵彦根仏壇産地に存在する多様な資
源（主に工部七職の職人といった人的資源）を活用
し、⑶彦根仏壇産地の強みをいかした製品開発を
行っていることから、本稿では井上仏壇店を地域企
業としてとらえる。

2.2地域企業の経営戦略についての検討
　金井（2016）は、地域企業の戦略の一般的な特徴と
して⑴地域独自のニーズに関わる事業を行うこと、
⑵地域の資源を活用すること、⑶ネットワーク５）の
創造（活用）による連携戦略を行うこと、を挙げて
いる。⑴はこれまで満たされていなかった地域の潜
在的需要を掘り起こして、その機会に柔軟かつ細や
かに対応していくというものである。⑵は当該地域
における有形無形の資産（天然資源、気候、人的資
源、地域の文化、技術など）を効果的に活用して競
争上の優位性を獲得していくというものである。⑶
は自社の経営資源の制約を克服したり、事業展開の
スピードを速めるために地域のほかの企業、大学な
どの研究機関、地方政府などのアクターと協力しな
がら事業展開を行っていくというものである６）。井
上仏壇店の「INOUE」に関する戦略についてみて
みると、同店の特徴は⑵および⑶にあると考えられ

人間文化 , vol.47, pp. 2-12（2019）
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る。まず、同店は「INOUE」を立ち上げるにあた
り、彦根仏壇の製造技術の活用をブランド・コンセ
プトとして据えている。そのため、井上仏壇店は彦
根仏壇産地における有形無形の資産（この場合は職
人などの人的資源および職人が保有している技術）
を活用しており、金井のいう「地域資源の活用」に
該当すると考えられる。また、同店は職人だけでな
く、デザイナーや海外とのパイプをもつ会社などと
も連携しながら製品開発を行っている。このよう
に、井上仏壇店は地域に活動拠点を置くアクター以
外にもネットワークを構築しているが、自社単独で
はない活動を行っていることから「ネットワークの
創造（活用）による連携戦略」に近い活動を展開し
ていると考えられる。

2.3地域企業の３つの経営戦略
　金井（2016）は、地域企業の高付加価値化戦略、
コストダウン戦略、新市場・新事業の創造といった
３つの経営戦略について検討している。高付加価値
化戦略とは製品を高度化することで付加価値を高
め、外国と比較して相対的に高くなった産業コスト
を吸収しようとするものである。コストダウン戦略
とは高付加価値化戦略とは逆に高コスト構造の要因
に直接作用して対処しようとするものである。具体
的な方法として伝統的なコストダウンや生産プロセ
スの変化によるコストダウンといったものがある。
前者は主に自動化などの推進による稼働率の増加、
部品の共通化や部品点数の削減など、設計変更に関
するものであり、後者は主に海外への生産拠点の移
転や国内と海外で生産プロセスを分業化するなど、
国際間のネットワークの構築に関するものである。
新市場・新事業の創造とは企業が連続的にニッチ市
場７）を開拓し、それに沿った製品を開発、事業化し
ていくというものである８）。
　井上仏壇店の「INOUE」は海外の富裕層に向け
た製品であり、彦根仏壇の製造技術を数多く取り入
れているため、製品自体のクオリティは非常に高
く、価格もそれに見合ったものに設定されている。
そのため、「INOUE」に関する活動から地域企業と
しての井上仏壇店の経営戦略をとらえると、金井の
いう高付加価値化戦略に該当すると考えられる。次
章では、「INOUE」の具体的な内容についてみてい
く。

３．「INOUE」の概要
　本章では、彦根仏壇産地に活動拠点を置く井上仏
壇店の「INOUE」の概要についてみていく。具体
的には、同ブランドの製品概要や販売までのあゆみ
について確認する。

3.1「INOUE」の製品概要
　最初に、「INOUE」の製品概要についてみてい
く。表１は同ブランドの製品概要を示したものであ
る。
　現在、「INOUE」の製品ラインアップは５種類で
ある。以下、それぞれの製品の概要について確認す
る９）。
［SHIHOU ─四方─］
　この製品は、立方体であるワインダーのシェルに
なるように設計されたものである。「四方」の特徴
は、周囲４面を漆で塗り、全体に蒔絵を施している
点にある。
［HAFU ─破風─］
　この製品は、組小型で三角形の形状をしており、
日本の伝統的な意匠である「破風10）」をイメージし
たものである。「破風」は、前面に黒漆を塗り、正
面に金の金細工を取り付けている点にその特徴が
みられる。また、製品のフレームワークには組子11）

技術が用いられている。
［KUDEN ─宮殿─］
　この製品は、彦根仏壇の宮殿の技術を額縁代わり
に使用したものである。「宮殿」の大きな特徴は、
日本建築の技法である「宮殿枡組み12）」という技法
によって周囲が覆われている点にある。この製品
の扉には青貝を用いる螺鈿13）技法（漆工芸技法の１
つ）と金の薄い延べ板を用いる平文14）技法が用いら
れており、日本の伝統的な意匠を表している。
［DAN ─壇─］
　この製品は、彦根仏壇の七職すべての技術が詰め
込まれたものであり、木目出し塗りを施した最大
サイズのワインダーケースである。この製品の特
徴は仏壇型のワインダーであること、腕時計だけ
でなくジュエリーなど装飾品全般を収納すること
ができる、といった点にある15）。なお、この製品は

「INOUE」では最も多い16個のワインダーが収納
可能となっている16）。
［KISSHO ─吉祥─］
　この製品17）は、日本の古来からの文様である吉
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祥柄18）をアレンジして取り入れ、機械時計のゼンマ
イを自動的に巻き上げるケースとして開発されたも
のである。「吉祥」の特徴は、ワインダーに直接装
飾することによる低価格化・コンパクト化の実現に
ある。この製品は、蒔絵のオーダーメイドも受け付
けており、家紋や企業ロゴなど顧客の要望に応じた
さまざまな柄への対応が可能である。なお、この製
品は井上仏壇店とウォッチワインダー（swisskubik）
の日本輸入代理店が共同で開発している19）。

3.2「INOUE」の販売までのあゆみ
　ここでは、井上仏壇店の海外展開に向けた製品
開発（「INOUE」）のあゆみについてみていく。表２
は、「INOUE」の販売にいたるまでのあゆみについ
てまとめたものである。
　井上仏壇店が海外展開に向けた製品開発（のちの

「INOUE」）を開始するのは2012年の後半である。
この時期から、井上は海外展開に向けた製品開発を
行うにあたり、必要なキャッシュを確保するため、
各種補助金の申請に向けた活動を開始する。
　補助金の交付にめどが立つようになると、井上は
対象マーケットとして考えていたシンガポールでの

先行調査を実施した。井上は３泊４日のスケジュー
ルで、現地で活動するさまざまな機関・組織・企業
へ出向き、予定しているプロジェクトについて説明
した。具体的には、現地にショールームや流通を持
ち、日本の物産販売の支援を行う企業（以下、現地
企業）、現地の旅行会社、高級店、日本大使館内に
ある JCC（Japan Creative Centre）、JETRO（シン
ガポール事務所）などである。
　その後、井上は2013年６月に補助金の交付が正
式に決定したことを受け、現地での展示会に独自
ブースを設けて出展することになる。この展示会
は「NATAS Holidays 2013 シンガポール（旅行博）」

（以下、NATAS）20）と呼ばれるものであり、2013年
８月16 ～ 18日の期間にシンガポール EXPO のジャ
パンパビリオン内で開催された。ここで、井上は来
場者や現地の旅行会社に対し、彦根仏壇の製造技術
や構想中である工房見学・工芸体験（以下、ツアー）
といったものをアピールした。この機会をいかすべ
く、井上は事前に壁面ポスター（B1サイズ）２枚、
彦根仏壇の工芸紹介映像（DVD）９枚、チラシ（A4
両面）400枚を準備し、DVD とチラシについては来
場者や旅行会社へ配布した。さらに、井上は現地の

製品名 価格帯 伝統技法 Winder
（数） 製造期間 販売開始期

SHIHOU
（四方） Ｂ

木地
漆塗り
蒔絵

１ ６ヵ月 2016年
（11月）

HAFU
（破風）

Ｃ
（TYPE ONE ）

Ｃ
（TYPE THREE）

木地
塗装

（含漆塗り）
錺金具

（含メッキ）
蒔絵

１
（TYPE ONE）

３
（TYPE THREE）

６ヵ月 2016年
（11月）

KUDEN
（宮殿） Ｂ

木地
漆塗り
錺金具
蒔絵
宮殿

10 ６ヵ月 2016年
（11月）

DAN
（壇） Ａ 七職すべて 16 10 ヵ月 2017年

（２月）
KISSHO
（吉祥） Ｃ 漆塗り １ ２ヵ月 2017年

（９月）

表１　「INOUE」の製品概要

注） 価格帯については、当該ブランドの特性（高価格路線）上、便宜的に1,000万円以上を「A」、500万円以上1,000万円未
満を「B」、500万円未満を「C」と表記した。

※当該表は、井上仏壇店への聞き取りおよび同店提供資料により筆者が作成。
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表２　「INOUE」の販売までのあゆみ

年 月 主な出来事

2012年 後半 新製品の開発に向け、動きはじめる
（補助金の申請などの活動も開始する）

2013年

５月
シンガポールでの先行調査を実施
３泊４日のスケジュールでシンガポールにあるさまざまな機関・組織・企業へ出向き、予定し
ているプロジェクトの説明を行う

８月

現地で開催された旅行博で PR 活動を行う
（彦根仏壇の工芸や工房見学・工芸体験ツアーの PR）
「NATAS Holidays 2013 シンガポール（旅行博）」
（８月16 ～ 18日、シンガポール EXPO ジャパンパビリオン内）

11月 第１回 工房見学・工芸体験を実施
（実施日：11月19日）

12月 第２回 工房見学・工芸体験を実施
（実施日：12月26日）

2014年

３月
工房見学・工芸体験の HP を開設

新製品のカテゴリーを「ウォッチワインダーケース」に決定

12月

第１回 体験型旅行を実施
（実施日：12月17日）

第２回 体験型旅行を実施
（実施日：12月30日）

2015年 

２月 第３回 体験型旅行を実施
（実施日：２月22日）

10月 シンガポールでの個別ヒアリング調査を実施
新ブランドの名称を「INOUE」に決定

11月 ウォッチワインダーケースの HP、Facebook を開設

11 ～ 12月 国内の高級ホテルギャラリーにおいて展示会「刻─ KOKU ─」を開催
（11月28日～ 12月13日、ホテル椿山荘東京内ギャラリー）

2016年

10月 シンガポールでの展示販売会開催に向け、現地での活動を行う
（10月４～６日）

11月

シンガポールでの展示販売会
「The Encounter of Japan's Traditional Crafts and Design」を開催
（11月17 ～ 19日、JCC〔Japan Creative Centre〕）

ここで「INOUE」の展示・販売を行い、同ブランドの販売が正式に開始される

※当該表は、井上仏壇店への聞き取りおよび同店提供資料により筆者が作成。
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声を聞くためにアンケート調査を実施した。
　次に、井上は構想中であるツアーの実現に向けた
活動を開始する。このとき、井上は新製品のター
ゲット層である海外の富裕層にツアーに参加しても
らい、「実際にどのような製品が欲しいと思うのか」
についての情報を得ることが重要であると考えてい
た。そのため、井上は富裕層を顧客に持つ現地旅行
会社の協力（ツアーの実施）を取り付けることを目
的に、NATAS期間中に現地の旅行会社３社と接触、
NATAS 終了の翌日にアポを取り、ツアーについて
の詳細な説明を行った。そのような活動が実を結
び、実際にそのうちの1社がツアーを実施した21）。
このツアーは2013年11月と12月に行われ、金箔押
し工房の見学と蒔絵の体験が実施された。このツ
アーで、井上は参加者に対してアンケート調査を実
施するなどし、次の製品開発にいかすためのリサー
チを行っていた。さらに、井上はツアーの参加者や
旅行会社にパンフレット400部や彦根仏壇の工芸紹
介映像（DVD）50枚22）を配布し、新製品開発のため
のリサーチだけでなく、彦根仏壇産地の PR 活動も
行っていた。
　2014年３月にはツアーの HP23）を開設し、情報発
信に関する活動も開始するようになる。このころに
なると、現地の富裕層だけでなく、それ以外の一般
消費者・時計業界からも製品開発に有益な情報を多
く得るようになっていく。井上はそれらの情報をも
とに、新製品のカテゴリーを「ウォッチワインダー
ケース」に定めた。この製品は高級腕時計を収納す
るケースであり、彦根仏壇の製造技術を複数、場合
によってはそのすべてを取り入れるというものであ
る。また、前年と同様にツアー（ただし、このとき
は名称が「体験型旅行」となっているため、以下、
体験型旅行）を実施し、新製品開発のためのリサー
チと彦根仏壇産地の PR 活動についても行った。体
験型旅行24）は2014年12月、2015年２月に行われ、
蒔絵実演見学と金箔押し体験が実施された。さら
に、井上は現地での協力企業（現地企業）とともに
販路を開拓するため、2015年10月にシンガポール
で個別ヒアリング25）調査を実施した。この調査で
は、さまざまな分野の関係者と会い、試作品26）を
見せたうえで、新製品の可能性についての情報を得
ていった。具体的なヒアリング先は、現地の高級
腕時計店、ギャラリー、宝石店、葉巻専門ショッ
プ、日本大使館（JCC）、ワインダー代理店、美術館

兼ギャラリー、時計専門雑誌社、インテリア・建築
関係者、時計のコレクター、ワインダーショップな
どである27）。また、新ブランドの名称が「INOUE」
に決定したのもこの時期である。そして、翌月に井
上 は「INOUE」 の HP と Facebook を 開 設28）し、
情報発信を強化していった。
　このころから、井上は海外の富裕層というター
ゲット層をメインにしつつも、国内でのマーケット
も意識するようになる。その理由は、やはり伝統的
工芸品である彦根仏壇の製造技術の活用という観点
からみて、国内市場でも活路があるのではないかと
いう思いや、シンガポールで試作品が高い評価を受
けたことなどがある。そのため、井上は2015年11
月から12月にかけてホテル椿山荘東京内のギャラ
リーで展示会を開催し、富裕層のエンドユーザーや
販路関係者29）に向け、試作品に関する市場調査を
実施した。ここでは、工芸技術やデザインについて
高い評価を受けた。また、ものづくりの背景やス
トーリー、職人の実演などを披露することで、価格
についても来場者の納得を得ることができた。この
展示会において新製品の試作品30）は全体として高
い評価を受けたことにより、井上は新製品の開発を
さらに進めていく。
　2016年には、シンガポールでの展示会31）を開催
するにあたり、これまでとは異なる補助金を申請
し、交付が決定した。この補助金の交付を受け、井
上は同年10月にシンガポールへ行き、展示会場の
視察や展示会開催に向けた具体的な打ち合わせを実
施した。そして、翌月に展示会を開催した32）。この
展示会は各種メディアに取り上げられ、展示会は一
定の成果を収めることができた33）。なお、このとき
に新製品の販売も行われ、そこから「INOUE」の
正式販売が開始された。

４．「INOUE」の製品開発
　本章では、「INOUE」の製品開発プロセスについ
て確認する。そのうえで同ブランドの製品特性や強
み、課題について概括する34）。

4.1「INOUE」の製品開発プロセス
　ここでは、「INOUE」の製品開発プロセスについ
てみていく。井上は、2012年の後半から「chanto」
を超えるブランドを手掛けてみたいと考えはじめる
ようになる。「chanto」は、彦根仏壇の製造工程に
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おける七職のなかでも漆塗りの技術を活用したカ
フェ用品シリーズであり、販売から１年ほどしか
たっていないこの時期においてすでに多くのメディ
アに取り上げられるなど、大きな注目を集めてい
た。井上は、この「chanto」が一定の成果を収めた
ことを受け、今度はこのブランドを超えるものを生
み出したいと思いはじめるようになる。
　新ブランドを手掛けるにあたり、井上は彦根仏壇
産地の活性化につながるようにとの思いから⑴彦根
仏壇の製造技術を積極的に活用したもの、⑵より大
きなマーケットである海外を主戦場とすること、⑶
彦根仏壇産地という伝統産地の歴史や専門性の高い
職人の技術といったバックグランドにも理解を深め
てもらえるようなもの、などの点を重視していた。
これは、製品に七職すべての技術を取り入れること
で職人への仕事を増やしたいということ。そして、
より多くの人に彦根仏壇産地についての理解を深め
てもらうことで、製品の販売を増やし、産地全体の
発展につなげていきたいという思いがあったためで
ある。
　そのような思いを抱きつつ、井上は2013年８月
にシンガポールの展示会に出展した際、製品開発に
有益な情報を集めるためにアンケート調査を実施し
た。調査では日本の工芸に対する理解は低いもの
の、良いイメージを抱いている人が多く、デザイン
は日本的なものが好まれる傾向にあることなどが明
らかになった。それ以外にも、この年に井上は現地
での市場調査やツアーでのアンケート調査を実施
し、製品開発をより具体的なレベルで行うための情
報収集に力を注いでいく。これらの調査では、壁掛
けや置物などのインテリア、カップやトレイなどの
テーブルウェア、そしてのちの「INOUE」となる
ウォッチワインダーケースなどの製品が候補として
挙がっていた。ここから井上のなかでウォッチワイ
ンダーケースが新製品の重要な候補として浮上して
いく。
　翌年の2014年にはツアーの HP を開設し、情報
発信についても強化していく。この年には、現地で
の市場調査も継続しつつ、新製品を腕時計収納庫で
あるウォッチワインダーケースに決定し、現地の評
価や販売ルートなどについての調査も開始した。ま
た、このころになると、現地での販売について具体
的な指針を示すことが必要になるため、試作品の製
作に取りかかった。このときつくられた試作品は次

の３種類である。１つ目は単体のワインダーケース
（のちの「SHIHOU ─四方─」）、２つ目は組子型の
ワインダーケース（のちの「HAFU ─破風─」）。３
つ目が宮殿型であり、壁掛けを意識した10個入り
のワインダーケース（のちの「KUDEN ─宮殿─」）
である。
　2015年にはウォッチワインダーケースの HP や
Facebook を開設し、情報発信をさらに強化して
いくとともに、これまでと同様にツアーでのアン
ケート調査や現地での市場調査などの活動を継続
していった。これらの調査でも、新製品への評価
はおおむね高いものであり、「INOUE」は完成へと
近づいていく。また、この年から井上は従来の海
外の富裕層だけでなく、国内の富裕層にも目を向
けるようになる。そのため、井上はこの年の11 ～
12月に国内での初の展示会を開催し、そこでの評
価も参考にしつつ、製品化を実現させていく。ま
た、この時期に井上は前年度の試作品３種を完成
させた。このときにこれら３種類の製品名が決定
した。これら３種類の製品名は⑴「SHIHOU ─四
方─」、⑵「HAFU ─破風─」、⑶「KUDEN ─宮
殿─」である。そして、これら製品のブランドで
ある「INOUE」は、2016年11月に開催したシン
ガポールでの展示販売会から正式に販売されるよ
うになる。なお、「DAN ─壇─」は2017年２月、

「KISSHO ─吉祥─」は同年９月に販売が開始され
ている。

4.2「INOUE」の製品特性と課題
　今回取り上げた「INOUE」は、井上仏壇店の彦
根仏壇産地における商部としての強みをいかしたこ
とにより誕生している。そのため、同ブランドの製
品特性や強みは彦根仏壇産地における商部という特
性や役割と深い関わりがある。彦根仏壇産地におい
て商部とは「検品／組立／販売」といった役割を担
うポジションである。このポジションの特性は仏壇
の各工程の検品や組立といった「工部七職」という
職人に近い役割をこなしつつ、販売などのいわゆ
る「販売店」としての役割も同時にこなしている点
にある。そのため、商部は仏壇の製造工程の全体を
把握しなければならないのと同時に、小売店や一般
消費者といった買い手の嗜好など、消費者心理につ
いても精通していなければならない。前者がどちら
かといえば彦根仏壇産地の「内側」、後者が「外側」
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図１　「INOUE」の製品開発プロセス

注）「WC」は「ウォッチワインダーケース」を指す。
※当該図は、井上仏壇店への聞き取りおよび同店提供資料により筆者が作成。
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に関わるものである。
　前者の特性により生まれる強みとは⑴七職すべて
の技術を広く浅く把握している、⑵七職の職人との
信頼関係が醸成されているため、円滑なコミュニ
ケーションが可能である、というものである。⑴は
すでに述べたように、商部の「検品」や「組立」と
いった作業に関連するものである。商部は彦根仏壇
の製造について各工程が終了すると、その工程でつ
くられた部品を検品し、次の工程へと進めてよいか
どうかを判断し、組立てることで製品は完成する。
そのため、商部は各製造工程でどのような技術がど
のように活用されているのか、そして製造するのに
どれくらいの期間を必要とするのかについて「皮膚
感覚的」に理解している。もちろん、商部は工部七
職の役割をそのまま果たすことはできないが、各工
程の特徴や製造期間といったものは理解しているた
め、新製品の開発（今回の事例でいえば「INOUE」）
に役立てることが可能になる。
　⑵についても商部の検品や組立といった作業に関
連するものであるが、これは作業そのものというよ
りも作業プロセスと関連が深いものである。彦根仏
壇は各工程がそれぞれ高度に分業化しているため、
担当する工程が異なれば同じ七職の職人でも分から
ないことが多い。そのため、彦根仏壇を完成させる
には製造工程全体を見渡すことができる商部の役割
が大きなものになるが、その役割を果たすには日常
的に濃密なコミュニケーションを交わしていること
が必要になる。また、彦根仏壇産地は歴史的に商部
が職人に安定して仕事を回してきたという経緯があ
る。これらのことから、商部（井上仏壇店）が彦根
仏壇の製造技術をいかした製品開発を行う際に職人
からの協力を得ることが可能になる。
　また、後者の特性により生まれる強みとは⑴消費
者の嗜好を製品に反映させやすいノウハウを保有し
ている、⑵多様なアクターと連携して製品開発を進
めることができる、というものである。⑴は商部の
販売の業務に関連するものであるが、井上仏壇店の
場合、創作仏壇である「柒＋」やカフェ用品シリー
ズの「chanto」といった製品も扱っているため彦根
仏壇に関連したものはもとより、異分野の製品につ
いても販売実績がある。そのため、この強みはさら
に大きなものになる。特に「chanto」については、
海外での展示会への参加などグローバルレベルでの
販売促進活動を行っていたため、「INOUE」の場合

でもそのノウハウを十分に生かすことが可能な状況
にある。
　⑵については商部というよりも、これまでの井上
仏壇店の商部としての活動から生まれてきた強みで
ある。同店は「chanto」プロジェクトにおいて職人
だけでなく、デザイナーや滋賀県工業技術総合セン
ターといったバラエティ豊かなメンバーとともに製
品開発を行ってきた。のちにこのブランドは伝統的
な仏壇の製造技術をいかしたカフェ用品として多く
のメディアに注目されるが、それは多様なアクター
との連携をうまく実現させたということが大きい。
このとき、井上仏壇店は効果的な製品開発を行う
には自分たち（彦根仏壇産地のアクター）だけでな
く、デザイナーなど多様なスキルをもったアクター
とコラボレーションすることの重要性に気がつい
た。そのため、「INOUE」を立ち上げるにあたり、

「chanto」のときと同様にデザイナーをはじめ、さ
まざまな分野の専門家とともに製品開発を進めて
いったのである。これらのことから、井上仏壇店は

「chanto」プロジェクトでの経験をいかし、さまざ
まなアクターとコラボレーションしながら製品開発
を行うことで「仏壇のよさをいかした仏壇ではない
デザインの製品」を生み出すことを目指しており、
その実現の土壌は整っているとみることができる。
　このように、井上仏壇店は「INOUE」を開発す
るにあたり、彦根仏壇産地における自身の商部とし
ての強み、そして、主に「chanto」プロジェクト
で得た経験をいかしていることがわかる。最後に

「INOUE」が抱える課題についてみていく。
　同ブランドの課題は「製品のデザインとコスト
とのバランス」にある。これは「INOUE」に取り
入れる彦根仏壇の製造技術の数と密接に関わって
いる。「INOUE」の場合、彦根仏壇の製造技術を複
数、場合によってはそのすべてを製品に取り入れる
というコンセプトのもとに開発がはじまっている。
しかし、製品に取り入れる技術を増やせば増やすほ
ど、製品のデザインは限定されたものになり、コス
トも増加していく。そのため、同店の今後の課題と
しては、活用する技術の絞り込み、製品デザインの
洗練化、そしてそれにともなう製造コストの削減お
よび価格の見直しが必要になると思われる。

５．結語と今後の課題
　本稿は、地域企業の海外展開に向けた経営戦略に
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ついて滋賀県彦根市で活動する井上仏壇店の事例を
取り上げ、その製品開発（「INOUE」）についてみて
きた。最初に、金井（2016）の地域企業の戦略に関
する議論をもとに、本稿の事例に即した形で概括し
た。具体的には、地域企業概念や地域企業の経営戦
略、地域企業の３つの経営戦略である。次に、井上
仏壇店の高価格路線ブランドである「INOUE」の
製品概要、同ブランドの販売までのあゆみについて
確認した。そのうえで、「INOUE」の製品開発プロ
セスを概観し、製品の特性と課題について検討した。
　「INOUE」はもともと彦根仏壇の製造技術を結集
した魅せるブランドとして誕生したものである。た
だし、このブランドは海外展開を目指すにあたり、
消費者の視点を軽視していたわけではない。最初の
市場をシンガポールに定めてからは、現地企業に市
場調査を委託しただけでなく、同店代表の井上が現
地へ何度も足を運び、ターゲット層から生の声を得
ている。さらにツアーや体験型旅行を何度も開催
し、そこでも海外の富裕層、一般消費者から製品開
発に有益な情報を得ながら製品開発を行ってきた。
このことから、井上仏壇店は単に高付加価値の製品
を製造・販売するのではなく、海外市場で商機を見
込めるような製品デザインを強く意識していたこと
がうかがえる。
　このような経緯で販売にいたった「INOUE」で
あるが、彦根仏壇の製造技術を多く取り入れると、
その分製品自体のコストが高くなりすぎてしまい、
製品デザインの幅が狭まるといった課題を抱えてい
る。そのため、今後は取り入れる技術を絞り込むこ
とで製造コスト（価格）を引き下げることや、デザ
インをさらに洗練させていくことが必要であると指
摘した。
　本稿では、地域企業の海外展開に関する経営戦略
について、井上仏壇店の「INOUE」の製品開発を
取り上げたが、同ブランド誕生のきっかけである

「chanto」もまた海外展開を意識して開発されたも
のである。そのため、今後は「chanto」も含めた事
例の分析が必要であると思われるがこれについては
今後の課題としたい。

注
１）上野輝将ほか６人（2015:545）。
２）井上仏壇店は個人事業者としての同店と、㈱井

上により構成されているが、ここでは便宜上、こ

れら２つの組織をまとめて「井上仏壇店」と表記
している。

３）西口／カスパリは「中小企業の生存能力を決定
づけるキーファクターは技術である」と述べてお
り（西口／カスパリ , 2001:186）、本稿でもこの点
を重視している。

４）ブランドとは「ある売り手の製品を他の売り手
のそれと識別するための名前、用語、デザイン、
シンボルをはじめとする特徴およびそれらの組
み合わせのこと」である（和田充夫・日本マーケ
ティング協会［編］, 2005:191）。

５）ネットワークという用語については、論者
に よ っ て そ の 意 味 が 大 き く 異 な る（ 西 口 編 , 
2003:46）。西口はネットワークを「直接的な命令
系統によって限定された、組織の枠にとらわれず
に、必ずしも常にというわけではないが、しばし
ば組織の境界を越えて、調整された、二人以上の
人間の、活動や諸力の体系」と定義しており（西
口 , 2007:63-4）、本稿でもネットワークをそのよ
うにとらえている。

６）金井（2016:267-80）。
７）ニッチ市場とは「特殊なニーズをもつ小規模市

場」のことを指す（沼上 , 2008:97）。
８）金井（2016:276-9）。
９）本 節 に お け る 記 述 は、2018年12月14日、12

月27日、井上昌一（井上仏壇店代表）への聞き
取 り（100分〔12月14日 〕、60分〔12月27日 〕、

「『INOUE』の製品概要について」ほか）をもとに
したものである。なお、本稿では各製品の名称を
日本語で表記している。ただし、正式名称として
表記する場合には日本語と英語の両方の名称を用
いている。

10）破風とは「屋根の妻側において山形に取り付け
られた板、およびその付属物の総称」である（彰
国社編集 , 1993:1347）。

11）組子とは「格子や建具などを構成している細い
部材」のことである（彰国社編集 , 1993:435）。

12）『建築大辞典 第２版〈普及版〉』（1993）によれ
ば、枡組み（同辞典では〔斗組、升形〕と表記さ
れている）は「斗

と

栱
きょう

」ともよばれ、「本来は柱上
にあって軒を支える装置。方形の斗

と

と肘
ひじ

木
き

とに
よって構成され、両者を交互に組み合わせて前方
に持送りとして突き出し、深い軒を広く支える。
両者のほかに尾垂木と支輪とが加わることもあ
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る」とされている（彰国社編集 , 1993:1178-9）。な
お、彦根仏壇を製造する際には、この技法をミニ
チュア化して応用している（2018年12月27日、
井上仏壇店代表井上昌一への聞き取りによる〔60
分、「彦根仏壇と宮殿枡組みについて」ほか〕）。

13）螺鈿とは「漆工芸技法の一。夜光貝、鸚
お う む

鵡貝、
蝶
ちょう

貝などの光彩に富む部分を磨き、平らにして
文様に切り、漆器または木地にはめ込んだもの」
である（彰国社編集 , 1993:1718）。

14）平文とは「漆塗りの一。金銀の薄板を文様に
切り、漆面に貼って漆で塗り埋め、その部分を
剥ぎ現すか研ぎ出したもの」である（新村編 , 
1991:2194）。

15）なお、腕時計だけでなく、ジュエリーなどの装
飾品全般を収納できる製品は「INOUE」ではこ
の「壇」だけである（2018年12月時点）。

16）これは、製品販売時点（2016年11月）のことで
ある点には注意が必要である。

17）この製品は、現在「Uzu-Chidori ─渦千鳥─」、
「Hana-Shippou ─花七宝─」、「Nami-Uroko ─波
鱗─」の３種類があり、価格はすべて同じである

（「吉祥」〔パンフレット〕）。
18）吉祥柄とは縁起のいい柄のことである（2018年

12月14日、井上仏壇店代表井上昌一への聞き取
りによる〔100分、「吉祥柄について」ほか〕）。

19）ここで表記した「INOUE」の５つの製品のう
ち、この吉祥のみが井上仏壇店とこの日本輸入代
理店との共同開発によって誕生した製品である。
ただし、この製品も井上仏壇店のオリジナルブラ
ンドである点には注意が必要である（2018年12月
14日、井上仏壇店代表井上昌一への聞き取りに
よる〔100分、「『INOUE』ブランドにおける『吉
祥』の位置づけについて」ほか〕）。

20）このイベントの総来場者数は62,744人である。
なお、井上が接触した日系の現地旅行会社は３
社、アンケート調査を行った人数は145名であっ
た（井上仏壇店提供資料より）。

21）2014年３月31日時点での情報である点には注意
が必要である。なお、ツアーの詳細は次の通りで
ある。第１回目：2013年11月19日に実施、場所
は井上仏壇店、金箔押し工房、七曲がり三軒茶屋

（蒔絵体験会場）、参加者は５名。第２回目：2013
年12月26日に実施、場所は彦根商工会議所（仏
壇工芸説明、金箔押し実演、蒔絵体験会場）、参

加者は15名。
22）このパンフレットと DVD は NATAS のときの

ものとは異なる点には注意が必要である。
23）なお、この HP は日英２言語に対応している。
24）体験型旅行の詳細は次の通りである。第１回

目：2014年12月17日に実施、場所は彦根商工会
議所（仏壇工芸説明、金箔押し実演、蒔絵体験会
場）、参加者は10名。第２回目：2014年12月30
日に実施、場所は井上仏壇店（仏壇工芸説明、
金箔押し体験会場）、参加者は３名。第３回目：
2015年２月22日に実施、場所は井上仏壇店（仏壇
工芸説明、蒔絵実演見学、金箔押し体験会場）、
参加者は11名。

25）本稿では、井上仏壇店の提供資料の表現に沿っ
て「ヒアリング」と表記している。

26）このとき見せた試作品は「四方」と「破風」で
ある（2018年12月14日、井上仏壇店代表井上昌
一への聞き取りによる〔100分、「シンガポール
に持参した試作品について」ほか〕）。

27）このとき、ウォッチワインダーケースの試作品
について、ヒアリング先の多くは好印象を持ち、
特に美術館兼ギャラリーについてはすぐにでも展
示して販売したいという打診があったという。ま
た、価格や彦根仏壇の工芸技術、日本的なデザイ
ンについても高い評価がなされた（2018年10月
18日、井上仏壇店代表井上昌一への聞き取りに
よる〔120分、「2015年10月時点でのシンガポー
ルにおけるウォッチワインダーケースの評価につ
いて」ほか〕）。

28）な お、HP は 日 英 ２ 言 語 に 対 応 し て い る。
Facebook については日本語のみである。

29）この展示会では日本人の富裕層（エンドユー
ザー）、日本の販路関係者をメインにしていた

（2018年12月27日、井上仏壇店代表井上昌一へ
の聞き取りによる〔60分、「椿山荘での展示会開
催について」ほか〕）。

30）この展示会で出品した試作品は「四方」、「破
風」、「宮殿」、「壇」の４種類である。ただし、こ
の時点では「壇」の製品名は決まっておらず、試
作品も完成していない点には注意が必要である。

31）この展示会は、「INOUE」としては初の海外で
の自主開催形式によるものであった（2018年12月
27日、井上仏壇店代表井上昌一への聞き取りに
よる〔60分、「『INOUE』としてのはじめての海
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外での自主開催形式による展示会について」ほ
か〕）。

32）展示会の開催内容については以下の通りであ
る。⑴新製品である「ウォッチワインダーケー
ス」の展示。⑵蒔絵師による実演。⑶製品化の背
景、作業工程を説明する職人の道具やパネルの展
示。⑷職人の作業工程を撮影した動画放映、各
種パンフレットの配布。⑸すでに開発している

「chanto」の展示。この展示会への総入場者数は
100名、蒔絵実演については21名、蒔絵体験は30
名が参加した（井上仏壇店提供資料より）。

33）具体的には現地における最大手の中国語新
聞やインテリア雑誌、日本大使館や京セラの
Facebook などに掲載された（2018年10月18日、
井上仏壇店代表井上昌一への聞き取りによる

〔120分、「展示会における新製品の注目度につい
て」ほか〕）。また、展示会終了後の11月21日に
は、井上仏壇店と現地企業がシンガポールの実店
舗を訪問し、今後の商談に関する活動を行ってい
る。

34）本 章 に お け る 記 述 は、2018年10月18日、11
月29日、井上昌一（井上仏壇店代表）への聞き
取 り（120分〔10月18日 〕、85分〔11月29日 〕、

「『INOUE』の製品開発について」ほか）、2018年
11月1日、井上隆代（同店取締役）への聞き取り

（120分、「『INOUE』の製品開発について」ほか）
をもとにしたものである。
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間接的な要求は直接的な要求と同様
に服従を引き起こすのか
─ Stanley Milgram の実験パラダイムを用いた「忖度」の心理学実験１

論文

廣野優一郎／細馬宏通／後藤崇志
株式会社京都新聞 COM ／早稲田大学　文学学術院／滋賀県立大学　人間文化学部

問題
　昨今、「忖度」という語がメディア等で用いられ
ている。辞書をひいてみると、例えば新明解国語辞
典 第六版（2005年発行）では、忖度は「『他人の気
持をおしはかる』意の漢語的表現」と定義されてい
る。しかし、メディア等で「忖度」の語とともに報
じられる事例は、自分よりも立場が上の他者の意図
を推測した上で、その人の意図に従ったかたちでふ
るまうものであり（朝日新聞 , 2017）、特に社会的に
好ましくないふるまいや、他者に対して損害や不利
益を与えるようなふるまいが多い傾向にある。
　こうした事例を目にしたとき、社会心理学につ
いて学んだことがあるものが思いつくのは Stanley 
Milgram によって行われた一連の服従に関する実
験研究であろう。Milgram（1974）は一連の実験結
果から、立場の上の人からの命令を受けることで他
者に対して危害を加えるような好ましくないふるま
いをとってしまうことは、特定のパーソナリティを
持った人に限らず、誰にでも起こり得ることを論じ
ている。実際に報道の中では、「忖度」の事例につ
いて、服従実験を参照した考察も見られている（例
えば、栗原 , 2017; ハフポスト日本版 , 2018）。確か
に服従実験と近年語られる「忖度」の事例には、立
場が上の人の意図に従って他者に対して好ましくな
いふるまいをするという共通点があるが、その意図
が明示的な命令によって伝えられるか、非明示的な
文脈の中で行為者が推測するかという点で異なって
いる。この違いは些細なものとして、服従と「忖
度」を同列に扱ってもよいのだろうか。本研究で
は、明示的に命令が下される状況と、非明示的な発
言の中から行為者が意図を推測する状況とを設定
し、それぞれの状況における行為者のふるまいと認
識の違いについて検討を行う。

服従実験
　服従実験が行われた背景には、1933 ～ 1945年の
間に行われたナチスドイツによるユダヤ人虐殺の裁
判があった。第二次世界大戦後、イスラエルにて、

ホロコーストに関与したことで裁判にかけられた
アイヒマン（Eichmann, A. O.）は「命令に従っただ
け」と主張した。その裁判を傍聴していたアーレン
ト（Arendt, H）は『ザ・ニューヨーカー』誌にてア
イヒマンを「ごく普通の人間」と評した（Arendt, 
1963）。これはイスラエル検察が「アイヒマンはサ
ディストで、極悪な人間だ」という主張を否定する
ものであった。ユダヤ人迫害をやっていたのは、悪
魔のような人間ではなく、ヒトラーの意思に服従し
た「ただの人」であったと捉えられた。
　Milgram（1963;1965）が行った一連の服従実験の
結果からは、実験参加者の多くが抗いつつも最終的
には実験者の命令を聞き、他の実験参加者に強い電
圧の罰を与えたという結果が報告されている。例え
ば２つ目の実験にはアメリカのイェール大学に集
められた20代～ 40代の労働者、ホワイトカラーや
専門職など40名と、同じように集められたという
説明の下で、実験協力者であるサクラが実験に参加
した。実験の内容は罰が記憶に与える効果を調べる
ために、学習実験を行い、間違えたら電撃を浴びる
というものだった。参加者は問題を出し、間違えた
ら電撃を加える先生役を、サクラは問題に答え、間
違えたら電撃を加えられる学習者役を担当した。参
加者の目の前には電撃発生装置が置かれ、レベル１
を15V、レベル30を450V とした30個のボタンが
あり、加えられる電撃のレベルはサクラが問題を間
違えるごとに上がった。実際にはサクラには電撃は
与えられておらず、サクラは電撃を与えられて苦痛
を感じているかのような演技を行っていた。レベル
10（150V）からサクラは抗議を始め、実験中止を懇
願するが、参加者は実験者の「続けてください」と
いう命令を聞き、最終的には参加した40人中の25
人がレベル30（450V）まで与えてしまうという結果
であった。この結果はアーレントの主張に科学的な
根拠を加えることになり、「誰もがそのような場面
で服従しうる」ということは社会的にも大きな驚き
を与えた。
　Milgram が服従実験の結果を公表して以降、

人間文化 , vol.47, pp. 13-22（2019）



間接的な要求は直接的な要求と同様に服従を引き起こすのか─ Stanley Milgram の実験パラダイムを用いた「忖度」の心理学実験

14 ●人間文化

世界各国でいくつかの追試研究が行われている。
Milgram の実験手続きにはいくつかの倫理的問題
があったため、Burger（2009）は上限値を450V か
ら150V まで下げるなどいくつかの配慮を加えて追
試実験を行った。この電圧の変更は Milgram（1963, 
1965, 1974）において79% の参加者が最初の抗議の
ある150V より高い電圧を学習者に与えていたた
め、この150V のラインを超えたら服従したと判断
でき、参加者に過度なストレスを加えないように
するためであった。この実験で最大電圧（150V）を
与えたのが28/40人であったと報告されている。以
下、同じような実験設定のもとで Doliński, Grzyb, 
Folwarczny, Grzybała, Krzyszycha, Martynowska 
and Trojanowski（2017）では72/80人が、本邦で行
われた釘原・寺口・阿形・内田・井村（2017）では
13/14人が実験者の指示のもとで最大電圧を与えた
ことが報告されている。このようにほとんどの実験
で Milgram（1963, 1965, 1974）と同じか、もしくは
それ以上の高い服従率が示されている。服従は、現
在においてもなお、多くの社会で頑健に見られる現
象であると言えよう。

服従と要求意図の明示性
　Milgram は細かな条件を変えながら体系的に複
数の服従実験を行い、服従の生起する要因につい
て検討を行っている。彼が特に強い要因として挙
げているのが、権威ある実験者の「続けてくださ
い」といった発話による「明示的な命令」である

（Milgram, 1974）。Haslam, Loughhan and Perry
（2014）は Milgram の一連の実験についてメタ分析
による再分析を行っており、権威ある実験者から高
い電圧の電気ショックを与えるようにという直接的
な命令のない条件では、服従の生起率が低下するこ
とを追認している。
　一方で、人が他者に特定の行動をとってもらいた
いと依頼や命令をする際に、明示的に意図を含んだ
発話をするとは限らないこともよく知られている。
例えば「仕事を手伝ってほしい」という意図がある
ときに、明示的にその意図を伝えるのであれば「仕
事を手伝ってくれ」と発言することになる。しかし
日常場面では「最近仕事が忙しいんだ」のように、
明示的に「仕事を手伝ってほしい」という意図を伝
えることを避けながら、他者に「仕事を手伝う」と
いう行動をとってもらうことを期待した発言をする

ことがある。このように、明示的に要求の意図を含
まない発話をすることで、他者に要求意図を伝達し
ようとすることは間接的要求と呼ばれている。
　間接的要求の機能は、意図が明示的に示された直
接的な要求とまったく同一ではない。間接的要求が
要求として成立するためには、要求の受け手が発話
内容について文脈を考慮しながら推論を行うことが
必要である。従って、間接的な要求は、直接的な要
求に比べて要求意図の伝達効率が低くなる。また、
間接的な要求は、要求の受け手に対して、直接的な
要求とは異なる印象を抱かせる。例えば、平川・
森永（2014）は間接的な要求から受ける印象につい
て、直接的な要求、および丁寧な要求との比較を
行っている。その結果、丁寧な要求より優れている
ような結果は示されなかったものの、間接的な要求
は直接的な要求に比べて要求の話し手へ抱く感情を
好ましい方向に変え、明確に断られる可能性を低下
させることが示唆された。さらに、間接的な要求に
は、要求の話し手自身が行動の責任を回避すること
ができる機能がある可能性も論じられている（福田 , 
2013）。従って、間接的な要求は、その要求意図が
受け手に理解される必要があるものの、話し手自身
が行動の責任を回避しながら、直接的な要求と同様
に（あるいは直接的な要求以上に）要求に従わせる
ことが可能であると考えられる。
　では、間接的な要求によって他者を服従させよう
とする発話はどのような帰結を導くのであろうか。
Haslam et al.（2014）のメタ分析に従えば、直接的な
要求の有無は服従の生起の重要な規定因であり、直
接的な要求を欠くと服従の生起確率は低下すると予
測される。一方で、間接的な要求に関する一連の研
究からは、間接的な要求であっても直接的な要求と
同様に要求に従わせることが可能であると予測され
る。しかしながら、Milgram の一連の実験の中で
は間接的な要求意図を含む発話は扱われていない。
また、間接的な要求の印象について検討した平川・
森永（2014）で扱われていたシナリオは引っ越しの
手伝いや、電車賃、専門書の貸与であり、要求に従
うことで話し手と受け手以外の第三者が損失を被る
ような好ましくないふるまいをする状況は扱われて
いない。従って、間接的な要求によって服従が生起
するかについて、先行研究からでは確からしい予測
をすることは難しい。
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本研究の目的
　本研究の目的は、間接的な要求によって、直接的
な要求がある場合と同様に、他者が損失を被るよう
な服従行動を示してしまうかを検討することであ
る。Milgram（1974）からは、服従とはたとえ命令
される人間自身の信念に合わないことでも目上の人
に命令されると実行しまうことであると捉えられ
る。また、服従する際には、人が自分を別の人間の
願望実行の道具として考えるようになり、自分の行
動に責任をとらなくていいと考えるようになる傾向
も見られたとも報告されている。従って、間接的な
要求が直接的な要求と同様に服従行動を生起させた
と見なせる場合は、参加者は他者が損失を被るよう
な行動をとることをネガティブに捉えながらも、自
らの責任ではないと認識しつつ、要求に従って他者
が損失を被るような行動をとる場合であると考えた。
　本研究では Milgram（1974）の実験パラダイムに
沿いながら、いくつかの倫理的問題に配慮して修正
した実験手続きをとる。Milgram が実施した服従
実験は多くの心理学の概論書でも紹介されるよう
に、実験参加者に苦痛を与える点や、実験参加者の
意思を十分に尊重していないという点で倫理的な
問題があることが指摘されている（例えば、三浦 , 
2017）。これを踏まえ、Burger（2009）はいくつか
の実験手続きの修正を行っている。まず、Milgram
の実験ではサクラが実験者に何度も抗議を繰り返す
中で実験参加者が要求に従って電気ショックを与え
続けるかを検討していたが、Burger（2009）の実験
では実験参加者のストレスを最小限にするために、
サクラが実験者に対して最初に実験を中止するよう
に抗議した時点で、参加者が実験者の要求に従って
電気ショックを与えるかを重要なポイントとして焦
点を絞っている。また、Milgram の実験では参加
者から３回中止の要求があった場合に実験を終了さ
せるように設定されていたが、Burger（2009）の実
験では１回でも中止の要求があれば、実験は終了さ
れている。さらに、Burger（2009）では実験終了時
の手続きにも配慮がなされており、実験が終了する
と同時に即座にデブリーフィングを行い、参加者か
らの質問に答えることで、参加者の心理状態の回復
を図っている。本研究ではこれに加え、電気ショッ
クを与えるという設定は心理的な負担が大きいと考
え、後述のように辛口ソースを含んだ飲料を飲ませ
るという手続きに改変して実験を行った。

方法
参加者
　実験参加者は大学生39名（女性29名、男性６名、
無回答４名、平均年齢19.89歳、範囲18─23歳、SD 
= 0.93）であった。参加者は無作為に直接的要求条
件（19名、女性14名、男性４名、無回答１名、平均
年齢20歳、範囲19─21歳、SD = 0.84）か、間接的
要求条件（20名、女性15名、男性２名、無回答３
名、平均年齢19.76歳、範囲18─23歳、SD = 1.03）
のいずれかに振り分けられた。

サクラ
　大学生４名（男性１名、女性３名）がサクラとし
て実験に協力した。参加回数については、サクラＡ

（男性）は19実験（直接的要求条件９実験、間接的要
求条件10実験）、サクラＢ（女性）は９実験（直接的
要求条件５実験、間接的要求条件４実験）、サクラ
Ｃ（女性）は５実験（直接的要求条件２実験、間接的
要求条件３実験）、サクラＤ（女性）は６実験（直接
的要求条件３実験、間接的要求条件３実験）であっ
た。

手続き
インフォームドコンセントと実験設定の教示
　実験には実験参加者１人とサクラがともに実験参
加者であるという設定の下で参加した。まず先に参
加者に入室してもらい、その後でサクラが入室し
た。実験参加者とサクラは香辛料と記憶成績に関す
る実験であるという偽の説明書を読み、同意書を記
入した。このとき、実験者は参加者に学習実験の意
図を理解してもらい、もっともらしい実験と信じて
もらうために次のような教示を行った。まず、実験
の目的については、唐辛子の辛味は記憶力を増す効
果があり、特に人に勧められた場合に記憶力が高ま
ると言われており、この追試研究を行うと説明し
た。参加者には２つの役割があり、問題を出し、間
違えたら唐辛子ドリンクを勧める先生役と、問題を
解き、間違えたら唐辛子ドリンクを飲む学習者役の
いずれかを担当してもらうと述べた。なお、実験室
の間取りは図１に示した通りであり、サクラのふる
まいは演技であることが参加者に伝わりにくいよう
に、先生役と学習者役の間には顔が見えないような
仕切りが置かれていた。この理由について、実験説
明の段階では、表情の効果を遮断し、声と動作の効
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果に限定した検討を行うためであると説明された。
　同意書に記入後、無作為に役割を決めたように見
せるためにくじを引いてもらった。ただし、くじに
は両方とも先生役と書いてあり、参加者は「先生
役」と答え、サクラは参加者にくじの中身が見えな
いように「学習者役」と答えるようになっていた。
それぞれの役割を明確化するため、参加者とサクラ
は座席に着席した後、「先生」「学習者」と自分の役
割が書かれている名札をつけた。

偽の学習課題の設定
　実験では、参加者とサクラはパソコンを使った
記憶の再生課題に取り組むよう教示された。参加
者（先生役）のキーボード操作により、参加者とサ
クラ（学習者役）に向けられたモニタに複数個の単
語が200ミリ秒間隔で続けて表示されるようになっ
ていた。実験者はサクラに対して文字が表示され、
消えてから10秒以内に表示された単語を全て再生
するように指示された。参加者はサクラの回答が正
しいかを判断し、正誤に応じて異なる対応をするよ
うに指示された。もしサクラの回答が正解だった場
合、参加者は「正解です」とサクラに伝え、チェッ
ク表にチェックを入れて、次の問題に進んだ。もし
サクラが全ての単語を再生できずに誤答した場合、
参加者は「不正解です」とサクラに伝え、参加者か
らみて机の１番右端にあるドリンクを押し出すよう
に「どうぞ」と言って、唐辛子ドリンクを差し出し
た。サクラはドリンクを差し出されたら、即座に飲
み、飲み終えると受け取った位置にコップを戻し、

「飲みました」と伝えるように求められた。参加者
はコップが返ってきたのを確認したら、間違えた問

題を繰り返し、サクラに回答してもらった。サクラ
が正解するまでこのプロセスを繰り返した。

唐辛子ドリンク
　辛口ソースを飲みやすくするためにソースは
ジュースに混ぜてあるという設定のもと、カゴメ
紫の野菜ジュース15ml にタバスコを１滴入れたも
のをレベル１とし、10滴入れたものをレベル10と
して、辛さの段階が異なるドリンクを用意している
と教示した。ただし、レベル１～５はサクラが実際
に飲むため、一切タバスコは入れていなかった。実
験設定の確からしさを高く認識してもらうため、タ
バスコの辛い臭いがするようにレベル６以降のドリ
ンクには実際にタバスコを入れておいた。また、学
習実験の全ての教示を終えた後、実験開始直前に実
際にタバスコ２滴を入れたレベル２のドリンクの匂
いの体験をしてもらった。唐辛子ドリンクについて
は、辛味があるために舌の痛みやしびれはあるが、
長期的な影響はないと強調した。

学習課題中の段取り
　実験中、サクラは実際に唐辛子ドリンクを飲んで
いると参加者に信じ込ませるために以下の演技を行
うように指示された。サクラは３問目で間違え、レ
ベル１を飲み、つらそうに「あ～」と発言をした。
続いて、６問目で間違え、レベル２を飲んでむせる
演技をした。９問目で間違え、レベル３を飲んで、
咳を１回する演技をした。11問目で間違え、レベ
ル４を飲んで、咳を２回する演技をした。13問目
で間違え、レベル５を飲み、咳を２回して、実験者
に水を要求する演技をした。
　その後、サクラは14問目で間違え、参加者から
不正解と伝えられた。この時、レベル６を差し出さ
れる直前に、サクラはこれ以上実験を継続すること
を望まないことを参加者に伝えるために「もう無理
です。しんどいです」と発言した。この発言後、実
験者は続けて、要求意図が明示的な直接的要求か、
要求意図が非明示的な間接的要求かのいずれかの発
言を行った。発言後の対応について、10名の予備
実験を行った際に要求に従ってドリンクを差し出す
ことも実験終了を申し出ることもなく、無言のまま
でいる例が観察された。これを踏まえ、本研究で
ははじめの発言（発言１）に対して無言であった場
合、次にもう一度発言（発言２）を行い、発言１・

図１　実験室の配置

16 
 

 

図 1. 実験室の配置 

  



間接的な要求は直接的な要求と同様に服従を引き起こすのか─ Stanley Milgram の実験パラダイムを用いた「忖度」の心理学実験

17人間文化●

発言２のいずれかに対する反応までを観察・記録す
ることとした。発言内容と対応の手順は次に示すと
おりであった。
　まず、直接的要求条件では、発言１として実験者
は「うーん、辛いんですけど、長期的な影響はない
ので差し出してください」と発言した。その後、参
加者がドリンクを差し出した場合、服従行動が生起
したと見なした。もし実験終了を申し出た場合、服
従行動は生起しなかったと見なした。無言であっ
た場合、あるいは「差し出していいんですか」な
どの質問があった場合には、実験者は発言２とし
て「あ、差し出してください」と発言した。ここで
参加者がドリンクを差し出した場合、服従行動が生
起したとみなした。参加者が実験終了を申し出た場
合は、服従行動が生起しなかったとみなした。ま
た、ここでも参加者が無言であった場合も、服従行
動は生起しなかったとみなした。ここで参加者から

「続けてもいいですか」などの質問があった場合に
は「はい」と答え、ドリンクを差し出した場合には
服従行動が生起したとみなした。服従行動が生起し
た、あるいは服従行動が生起しなかったと判断した
時点で実験は終了した。
　他方の間接的要求条件では、発言１として実験者
は「うーん、辛いんですけど、まだレベル６なので
もう少しデータ欲しいんだよなあ」と発言した。そ
の後、参加者がドリンクを差し出した場合、服従行
動が生起したと見なした。もし実験終了を申し出た
場合、服従行動は生起しなかったと見なした。無言
であった場合、あるいは「差し出していいんです
か」などの質問があった場合には、実験者は発言２
として「あ、まだレベル６なので」と発言した。こ
こで参加者がドリンクを差し出した場合、服従行動
が生起したとみなした。参加者が実験終了を申し出
た場合は、服従行動が生起しなかったとみなした。
また、ここでも参加者が無言であった場合、服従行
動は生起しなかったとみなした。間接的要求条件で
は「続けてもいいですか」などの質問に対して明示
的な意図を示す回答ができないため、服従行動は生
起しなかったとみなした。服従行動が生起した、あ
るいは服従行動が生起しなかったと判断した時点で
実験は終了した。

質問紙と実験終了後の手続き
　実験終了直後、参加者にはドリンクを差し出した

理由を問う質問紙を１枚記入してもらった。質問は 
４問構成で、服従行動をとった参加者には「最後に
あなたが学習者にドリンクを飲むよう勧めた理由と
して、以下に書かれたことはどれくらい当てはまる
か」という教示のもと、①「実験者が促すような発
言をしたから」②「あなた自身が実験を続けたかっ
たから」③「学習者が間違えたから」という４つの
項目について「1. 全く違うと思う」から「6. 強く
そう思う」の６件法で回答を求めた。加えて、④

「その他」として自由記述での回答も求めた２。
　その後、実験の真の目的と手続きについて述べた
実験説明書を渡し、デブリーフィングを行った。こ
こでは、参加者にサクラが実際には唐辛子ドリンク
を飲んでなかった事を説明した。サクラ自身にも参
加者と会話をしてもらい、唐辛子ドリンクを飲んで
いないことを伝えてもらった。
　デブリーフィングの後、実験中に感じたことや実
験中の行動の責任を帰属する程度を尋ねる事後質問
紙に回答を求めた。まず、操作チェックとして、①

「サクラが辛味を食べていると思ったか」・②「サク
ラが嫌がっていると思ったか」の２項目について、

「1. 全く思わなかった」～「6. 強く思った」の６件
法で回答を求めた。続いて、実験中に感じていた感
情状態について、③「その時あなたはどう思いまし
たか」という項目に対して「1. 非常に不快だった」
～「6. とても愉快だった」の６件法で回答を求め
た。また、要求意図の認識について、④「実験者の
最後の発言（差し出してください or もう少しデー
タ欲しいなあ）に実験継続の意図を感じたか」とい
う項目に対して「1. 全く感じなかった」～「6. 強く
感じた」の６件法で回答を求めた。最後に、行動の
責任を帰属する程度について尋ねるため、Milgram 

（1974）を参考に、⑤「全体を通して、参加者がサ
クラにドリンクを勧めた責任は実験者・参加者・サ
クラにそれぞれどれくらいあるかを全体を100% と
し、回答してください」という教示のもとで、責任
帰属の程度を実験者・参加者・サクラの三者につい
て評定してもらった。

結果
データの除外
　直接的要求条件と間接的要求条件において、実験
者が発言をする前に唐辛子ドリンクを差し出してし
まった参加者が１名ずついた。また、間接的要求条
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２に示してある。

条件間での質問紙の回答の比較
　まず、操作チェックを含め、実験中に参加者が感
じていた内容（実際に辛味を食べていたと思うか、
サクラが嫌がっていたと思うか、参加者の感情状
態、実験継続の意図の認識）について条件間の比較
を行った。条件ごとのそれぞれの項目への評定値の
平均値と SD は表１に示したとおりである。項目ご
とにｔ検定を行ったところ、いずれの評定値にも条
件間で平均値に有意な差は見られなかった。評定値
の平均値も含めて解釈すると、いずれの条件でも、
参加者はサクラが実際に唐辛子ドリンクを飲んでお
り、嫌がっていたと思っており、実験中はやや不快
な感情状態にあり、実験継続の意図は少し感じてい
たと解釈できる。
　続いて、服従した参加者が服従行動をとった理由
をどのように認識していたかを検討した。それぞれ
の理由についての評定値の平均値と SD は表２に示
した通りであった。項目ごとにｔ検定を行ったとこ
ろ、いずれの評定値にも条件間で平均値に有意な差
は見られなかった。従って、服従行動をとった参加
者が自身の行動の理由をどのように認識していたか
は条件間で差があったとは解釈できない。
　最後に、全ての参加者が、実験中にサクラが唐辛
子ドリンクを飲んだ責任をどのように帰属していた
かについて検討した。責任帰属の評定値を従属変数
として、条件（直接的要求条件・間接的要求条件の
参加者間２水準）×帰属対象（実験者・参加者・サ
クラの参加者内３水準）の２要因混合計画にて分散
分析を行った。条件と帰属対象ごとの責任帰属の評
定値の平均値は図３に示したとおりであった。評定
値は全体合計が100になるように割り振られている
ため、必然的に条件の主効果は非有意となった。帰
属対象の主効果は有意であったが（F（2, 66）= 42.50, 

件において、実験者が発言をする段階に至る前に実
験終了を申し出た参加者が２名いた。これらの参加
者のデータは分析から除外したため、最終的に分析
対象となったのは直接的要求条件18名、間接的要
求条件17名のデータであった。

条件間での服従しやすさの比較
　直接的要求条件においては、参加者18名中16名
が服従行動をとった。他方で、間接的要求条件にお
いては、参加者17名中８名が服従行動をとった。
直接的要求条件と間接的要求条件との間に服従する
確率の差の有意性を検討するために、服従したかど
うか（服従した＝１、服従しなかった＝０）を従属
変数とし、条件（直接的要求条件＝ -0.5, 間接的要求
条件＝0.5）を独立変数としたロジスティック回帰分
析を行なった。その結果、条件の効果が有意であ
り、直接的要求条件に比べて、間接的要求条件の方
がドリンクを押し出す確率は有意に低かった（b ＝ 
-2.20, SE = 0.89, Z ＝ -2.46, p < .05）。推定された係
数値をもとに得られた服従確率の95% 信頼区間は
直接的要求条件で［0.635, 0.974］、間接的要求条件
で［0.249, 0.705］であり、間接的要求条件であって
も95% 信頼区間の下限値は０を含まず、低くはな
い値をとっている。従って、生起確率は直接的要求
より低いものの、間接的要求においても低くない確
率で服従が生起しうることを示す結果であると解釈
できる。
　ただし、直接的要求条件と間接的要求条件では服
従しなかったものの反応が異なっていた。直接的要
求条件では、服従しなかった２名はともに、実験者
に対してこのまま実験を続けても大丈夫かという質
問を重ね、発言２までの反応では服従行動をとろう
としなかった。一方で、間接的要求条件では服従し
なかった９名のうち、２名はサクラの身を案じる発
言をして服従行動をとらなかったが、残りの７名は
実験者に対して実験を継続してもよいかを確認する
ような発言（「続けてもいいですか」など）あるいは
身振りをとっていた。つまり、いずれも服従は生起
しなかったとコーディングされているが、明確に実
験を中止させるような言動があったものは直接的要
求条件で18名中２名、間接的要求条件では17名中
２名であった。従って、両条件ともに、明確に実験
中止を申し出る言動はほとんど生起しなかったとも
解釈できる。以上の条件ごとの反応数については図

図２　条件ごとの反応数（括弧内の数値は割合）
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p < .05, ηp
2 = .56）、加えて、条件と帰属対象の交互

作用効果も有意であった（F（2, 66）= 3.30, p < .05, 
ηp

2 = .10）。単純主効果について検討したところ、
帰属対象間の平均値差は直接的要求条件（F （2, 34）
= 41.18, p < .05, ηp

2 = .71）、間接的要求条件（F（2, 
32）= 12.89, p < .05, ηp

2 = .45）ともに有意であった。
条件ごとに多重比較の検討を行ったところ、直接
的要求条件では実験者（M = 67.7, SD = 21.7）への帰
属得点は参加者（M = 28.5, SD = 19.2）とサクラ（M 
= 3.8, SD = 8.3）への帰属得点よりも高く、参加者
の帰属得点はサクラの帰属得点よりも高かった。一

直接的要求条件 間接的要求条件
t 検定（ n = 18） （ n = 17）

平均値 SD 平均値 SD

サクラが辛味を食べていると思ったか１ 5.72 0.57 5.47 1.07 t（24.24）= 0.86, p = .40
サクラが嫌がっていると思ったか１ 5.28 1.23 5.29 1.16 t（33）= 0.04, p = .97
その時あなたはどう思いましたか２ 2.33 1.50 1.94 1.03 t（30.25）= 0.91, p = .37
実験者の最後の発言に実験継続の意図を感じたか３ 3.00 2.09 2.18 1.51 t（30.96）= 1.34, p = .19
注１．選択肢は「1. 全く思わなかった」～「6. 強く思った」
注２．選択肢は「1. 非常に不快だった」～「6. とても愉快だった」
注３．選択肢は「1. 全く感じなかった」～「6. 強く感じた」

直接的要求条件 間接的要求条件
t 検定（ n = 18） （ n = 17）

平均値 SD 平均値 SD

実験者が促すような発言をしたから 5.50 1.26 4.55 2.11 t（14.92）= 1.34, p = .20
あなた自身が実験を続けたかったから 2.06 1.24 3.09 1.76 t（16.67）= 1.68, p = .11
学習者が間違えたから 3.50 1.67 3.91 1.81 t（20.46）= 0.59, p = .56

表２　服従行動をとった参加者の理由の認識についての条件ごとの評定平均と基準偏差

方の間接的要求条件では、実験者（M = 51.8, SD = 
28.3）への帰属得点と参加者（M = 43.5, SD = 27.4）
の帰属得点は学習者（M = 4.7, SD = 20.7）の帰属得
点より高かったが、実験者の帰属得点と参加者の帰
属得点に有意な差は見られなかった。従って、直接
的要求条件では、サクラが損失を被った責任を実験
者に帰属し、参加者自身へは責任を低く帰属してい
た一方で、間接的要求条件では実験者と参加者自身
に対して同程度の責任があると帰属していたと考え
られる。

考察
　本研究の目的は、間接的な要求によって、直接的
な要求がある場合と同様に、他者が損失を被るよう
な服従行動を示してしまうかを検討することであっ
た。具体的には、Milgram（1974）の実験パラダイ
ムを基に倫理的な問題に配慮しながら服従の生起を
検討できる実験状況を設定し、要求意図が明示的な
直接的要求のあった場合と、要求意図が明示的でな
い間接的要求のあった場合とで、服従の生起しやす
さや、服従行動の責任を帰属する程度などに違いが
見られるかを検討した。
　まず、服従行動の生起に着目する。操作チェック
を含んだ質問紙の分析結果から、間接的要求・直接

図３　条件と対象ごとの学習者役（サクラ）が唐辛子ドリン
クを飲んだことについての責任帰属の評定の平均値（エラー
バーは標準誤差）
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表１　実験中に参加者が感じていたことについての条件ごとの評定平均と基準偏差
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的要求のいずれの条件においてもサクラが嫌がるよ
うな唐辛子ドリンクを飲ませるということを不快に
感じていながらも、実験者の要求意図を認識し、そ
の意図に従うという服従行動が生起していた。要求
意図が明示的な発言であろうと、要求意図が明示的
でない発言であろうと、発言に応じて第三者が損失
を被るような行動をとってしまう可能性があること
が示された。ただし、明示的な要求と非明示的な要
求との間には服従の生起率に差があり、明示的な要
求に比べると、非明示的な要求の方が服従の生起
確率が低いことも示された。これは Haslam et al. 

（2014）等で論じられた明示的要求の有無は服従行
動の生起の重要な要因であるという知見と、平川・
森永（2014）等で論じられている間接的要求も直接
的要求と同じように特定の行動の要求を承諾させう
るという知見とを、いずれも満たす形の結果である
と言える。
　ただし、要求意図が非明示的であった間接的要求
条件において、服従行動が生起しなかった状況にお
いても参加者から明示的に実験中止を申し出た例が
少なかったことは考慮する必要がある。本研究では
倫理的な問題を最小限に抑えるため、また、要求意
図が非明示的な状況設定を徹底するために、参加者
から実験継続について問われても実験者は明確な返
答を返したり、より強く行動を促すような発言をし
たりはしなかった。しかし、現実の社会集団におい
ては必ずしも倫理的な問題を最小限に抑えようとす
る集団ばかりではなく、行動が生起するまで意図を
示唆するような言動が続けられたり、意図に従わな
いことで成員が罰せられるような規範を持っていた
りする場合もある。明確に服従しない、すなわち要
求意図に従わないことを主張できない参加者が多
かったという結果は、本研究の実験状況以上の働き
かけがある場面では服従行動が生起してしまう可能
性があることを示唆する。事例の検討や、倫理的な
配慮をしつつもより生態学的に妥当性の高い状況を
設定しての実験的検討を行うことなどにより、要求
意図が明確でない発言が、受け手に第三者へ損害を
与える行動を促すに至るまでの詳細なプロセスを明
らかにすることができるだろう。
　直接的要求と間接的要求の間には、服従行動の生
起以外にも行動の責任帰属の面でも違いが見られ
た。本実験にて「非明示的な命令」で服従した方
が、参加者自身への責任を高く帰属する傾向にある

というのは、官僚やスポーツ界において生じた「忖
度」の事例にも通じるところがあるように見える。

「非明示的な命令」で服従すると参加者の主体性が
あるため、「非明示的な命令」を出した者に責任を
押し付けにくい心理が働いている可能性がある。そ
の結果、立場が上の者（すなわち、命令・要求を出
した者）の責任が曖昧になり、立場が下の者（すな
わち、命令・要求に従った者）が自身を責め、悔や
むという事態に繋がっているのかもしれない。
　以上のように、本研究は社会問題として注目を集
めた「忖度」という現象を理解し、現実社会で起こ
り得る服従と関連した行動を捉える上で有用な示唆
を与えるものであるが、一方でいくつかの限界点も
ある。第一に、実験者は実験を通じて同一の人物で
あったため、実験者の細かな言動が参加者の行動に
影響を与えてしまった可能性がある点である。第
二に、参加者数が少ないために、服従行動の生起
確率や責任帰属の分散を説明する個人差変数につ
いて、十分に検討ができなかった点である３。例え
ば Bègue, Beauvois, Courbet, Oberlé, Lepage, and 
Duke（2014）では、服従のしやすさと Big Five の
協調性得点、勤勉性得点に正の相関がみられてい
る。直接的な要求による場合と、間接的な要求によ
る場合とで、服従行動を起こす確率や責任帰属の程
度に影響を与える個人差が共通しているのか、異な
るのかという点については、より大きなサンプルに
より検討する必要があるだろう。さらに第三の限界
点として、参加者が大学生に限られていたために、
より幅広い層において同様の傾向がみられるかとい
う見当ができておらず、知見の一般化できる範囲が
限られてしまう点があげられる。これらの限界点を
解消するひとつの手段としては、複数の研究室で共
同しつつ共通の実験プロトコルを使ってデータを収
集するような体制をとることが挙げられる。様々な
研究室がつながりを持つ研究フィールドを活用しな
がら実験の追試を続けていくことにより、知見の頑
健さが検討されるとともに、「忖度」という現象を
説明するための年代や個人差特性も含んだ精緻なモ
デルを構築することにもつながるだろう。最後に、

「忖度」は日本文化に特有な現象であると認識され
ている風潮があるが、服従や間接的要求に関する研
究は他の文化圏でも行われていることから、文化を
越えて普遍的に生じる現象である可能性もある。一
方で、間接的要求の理解や、社会環境に応じて行動
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を変える傾向については文化間差がある可能性もあ
り、よりマクロな次元の文化や制度が「忖度」とい
う現象の生起にどのように影響を与えているかは、
今後も検討していく必要があるだろう。
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Can indirect messages induce as much obedience 
as direct messages?
A psychological investigation about “Sontaku” 
based on the experimental paradigm established 
by Stanley Milgram

Authors
Yuichiro Hirono（The Kyoto Shinbun Co., Ltd.）
Hiromichi Hosoma（Faculty of Letters, Arts and 
Sciences, Waseda University）
Takayuki Goto（School of Human Cultures, The 
University of Shiga Prefecture）

Abstract
Recently, the word “Sontaku,” which refers to 
inferring speakers’ intention from indirect speech 
acts, has been illuminated as a process of inducing 
obedience-like behaviors. In the present research, 
we examined whether indirect messages can 
induce the same obedience as direct messages 
by referring to the experimental paradigm 
established by Stanley Milgram. University 
students participated in the psychological study 
and were asked to give a hot, spicy drink to 
another student（confederate）if the confederate 
made mistakes on a memory task. When the 
confederate refused to drink it, participants  were 
given either a direct（n = 19）or indirect（n = 20）
message regarding the experimenter’s intention 
to continue the experiment. Participants who 
got indirect messages continued the experiment 
almost half as often as those who got direct 
messages. Furthermore, they attributed the 
responsibility for such continuation to their own 
volition. We discuss what the present results 
indicate to the real-world settings of “Sontaku.”
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How to start, go on, or stop in EFL 
Communication
口頭による英語コミュニケーションの基礎を求めて

論文

井筒勝信／小熊　猛／金　容澤
北海道教育大学／人間文化学部国際コミュニケーション学科／ジョージア工科大学

０．はじめに
　筆者らが親しく交わる日本人研究者の中には、電
子メールなどでの実務上の意思疎通、私信の遣り取
りでは、大変小慣れた英文を書き、その目的をそつ
なくこなしていながら、学会の口頭発表での質疑応
答やコーヒー・ティーブレイクや懇親会での英語に
よる意見交換に強い苦手意識を感じ、実際に英語に
よるコミュニケーションを積極的には取ろうとしな
い方が思いの外多く存在することを知っている。そ
の一方で、日本語で会話をする時と同じか、それ以
上の活発さ、流暢さを持って、そうした意見交換を
楽しむ方が存在することも事実である。
　ここしばらくの間、筆者らは年に数回国際学会で
発表する機会を与えて頂いているが、そこでは自ら
の発表に対する質問に英語で答え、時にはこちらか
ら尋ね返し、他者の発表やコーヒー・ティーブレイ
クで英語を用いて意見交換を行うことを繰り返し経
験して来た。その中で、自らは上記の後者の方々の
ように流暢に英語を話し、当意即妙に受け答えをし
ているとの自惚れは微塵もないと信じたいが、先の
強い苦手意識を持つ方ほど、実際の英語によるコ
ミュニケーションにおいて不都合や困難を感じては
おらず、また英語によるコミュニケーションを積極
的に取ろうとしないというわけでもないように思う。
　確かに、著者らも英語を話す際、言いたいことを
的確に言い当てる表現が即座に思い浮かばず、口ご
もってみたり、暫し考え込んでみたりして、思った
ように言葉を発し続けることが出来ないことも少な
くない。しかし筆者らには、母語である韓国語や日
本語を話す際にも、自分の言いたいことをうまく表
現出来ず、言葉に詰まったり、言い淀んだり、言い
かけた文句を途中で切り上げて、新たに言い直し始
めたりと、ある意味では四苦八苦しながら言葉を紡
ぎ出している実感がある。そして冷静に内省してみ
れば、そうした四苦八苦を繰り返していること自体
をコミュニケーション上の困難さや不都合とは感じ
ていないように思う。もし、英語によるコミュニ
ケーションに心理的抵抗を感じるとすれば、それは
寧ろ、そのような際に沈黙せざるを得なくなるこ

と、何か言葉を発しようとしても、それ自体が滞っ
てしまうことに起因するのではないかと考えるに
到った。
　改めて振り返ってみれば、筆者らは英語で話す際
に、あまり頻繁に無言の間を置かずに何らかの句を
口にしているように思う。母語である韓国語や日本
語で話し始めようとする際、言い出しの一言や最初
の言い回しがうまく出て来なければ、jeo... geureo-
nigga... geugeon...（あの ... だから ... それは ...）とか、
eetto... maa sonoo... nan-te iu-ka... sore-tte nanka koo...１

などと言って間を繋ぎ、自分の考えや思いを漸く表
現し始めた後、またその先を続けるのに困れば、
geunde... nan yeogsi... jeo... geugeon... mweo geunyang... 
issjana... gudi malhajamyeon....（でも...私やっぱり...あ
の ... それは ... なに、ただ ... ねえ ... それこそ）ある
いは demo... yappari... anoo... sore-tte... maa... it-te mi-
reba... nee... sorekoso... などと言い繋ぎながら、言い
たいことを表現する言い回しを探そうとする。それ
と同じように、英語でコミュニケーションを取ろう
としながら、直ぐさま、言わんとすることが口を突
いて出て来ない時、先ず最初に so uhm... it’s like uh... 
you know... などと言って、言いたいことがあるとい
うことを話し相手に伝えるように思う。やがて表現
したいと思っていることを一句一句に紡ぎ始め、暫
く発話を続ける中でも、時折次なる句が瞬時には思
い付かなかったり、幾つか浮かんだ言い回しの間で
迷ったりする。そうした折々には、well... what can I 
say... you know... it’s uhm... I mean... などと口走りなが
ら、自らの考えや思いを表現するのに当座間に合わ
せとなりそうな表現を探そうとしているように思う。
　これらの表現は、一般的には流暢ではないこと

（disfluency）の特徴として受け止められているよう
だが、実際には母語話者も日常の会話においては実
に頻繁に用いている。それどころか、韓国語、日本
語、英語を外国語として用いる話者（以下ではそれ
ぞれ KFL、JFL、EFL 話者と称することとする）が
これらの表現を用いると、それを聞いた母語話者は
流暢な外国語話者であるとの印象を持つことが少な
くないと言う。この点では、外国語話者の流暢さ

人間文化 , vol.47, pp. 23-36（2019）
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（fluency）を印象付ける一大要素と言っても過言で
はあるまい。こうした内省と考察から、口頭での英
語コミュニケーション上達の一歩は、これらの表現
のマスターにあると言っても強ち的外れではないこ
とが理解されよう。
　また、冒頭で述べたような状況を受けて、ここ１
年ほどの間、英語による意見交換に強い苦手意識を
感じ、英語でのコミュニケーションを積極的に取ろ
うとしないタイプの研究者たちと日本語で会話をす
る際には、折に触れて今言ったことを英語で言うと
したら何と言うかと尋ねることを試みて来た。例え
ば、「あっ、雨降り出したね」と言うのを聞いて、
それを英語で言うとと尋ねてみる。すると、彼らは
即座に It started to rain、It began to rain などと答え
て見せるが、同時に「あ、でも It started raining の
方がいいかな」、「Oh とか Look って言ってからの方
がいいのか」、「でも、It’s raining って言った方が状
況に即してるかも」などと言って逡巡し始めること
もしばしばである。これらはもちろん、いずれも文
法的であり、どれを言っても発話の意図は聞き手に
伝わるだろう。実際、母語である日本語では、類似
した複数の言い回しの中で、そのように選択に迷う
ようなことは通常あるまい。例えば、友人と戸外に
出た話者が雨に気づいて、それを友人に伝えようと
して「あっ」と声を発した瞬間に、「雨降り出した
ね」と言おうか、「雨降って来たね」と言おうか、
あるいは「雨降ってるね」と言おうかと二の句を継
ぐのに戸惑うということがあるだろうか。そのよう
なことは通常あるまいと思われる。
　英語によるコミュニケーションにおいて、ある意
図を持って一定の事柄を聞き手に伝達しようとする
際に、筆者らはそれほど酷く躊躇することはないよ
うに思う。もちろん、時によって複数の表現が思い
浮かび、一瞬どちらにしようか迷うことはなくもな
い。そして、うまく選び損ねると、時に思い浮かん
だ二つの表現が相半ばするような表現をうっかりこ
さえてしまって、途中で言い直すようなこともある
ような気がする。けれども、基本的には思い切って
いずれかの言い回しを短時間で選択し、それをとも
かく発して聞き手に聞かせることを優先する傾向が
あるように感じる。
　ここに例をあげたような複数表現から素早く選択
して発する傾向は、一見すると粗忽で思慮の足りな
いことのように受け取られるかもしれない。しか

し、コミュニケーションが一定の流れをもって実現
するという一般的な認識に従えば、その結果、当た
らずとも遠からぬ言い回しになることが多く、相半
ばする二つの表現を発してしまって言い直すような
ことがあったとしても、それが訥弁（disfluency）と
して受け止められるとは考え難い。上で最初に論じ
た点と同様に、これもまた母語話者が日常の会話に
おいて頻繁にいわば実践していることであり、EFL
話者が言った場合、それを聞いた母語話者には寧ろ
流暢な外国語話者であるとの印象を与えることも少
なくはなかろう。従って、複数の表現が思い浮かぶ
こと自体は英語でコミュニケーションを行う上で決
して不都合なことではなく、ましてや的を射た表現
を選択出来ることすら必ずしも必要な訳ではないと
言える。寧ろ、その際とりあえず、いずれかの表現
を選んで、先ずはそれを発することが出来れば、そ
れもまた外国語話者の流暢さ（fluency）を印象付け
る一要素となると言って良かろう。口頭での英語コ
ミュニケーション上達の鍵がここにも存在すること
が分かる。
　第一に例示した種類の表現力は、対話を始め、続
け、上手に立ち止まりながらも、また首尾よく歩き
始めるための基本的なコツないしは手法と言って良
いだろう。これに対して、第二の例で説明に用い
た「自分の言いたいこと」、「自分の考えや思い」に
相当する具体的な伝達内容を英語で表現する力も必
要となる。そして、そのような表現力を支える知
識と技術は上記のコツないし手法とは幾分性質の
異なるものである（Kaltenböck et al. 2011; Heine et 
al. 2013, 2014; Kaltenböck and Heine 2014; Haselow 
2016）。通常は、前者を語用論的な要素と捉え、後
者を文法的な事柄と捉える向きが多かったが、どち
らにも文法的な要素は含まれ、いずれにもいわゆる
直示表現に相当する語用論的な項目が伴うことか
ら、それらの区別は言語形式的にも意味的にも極め
て難しい。
　こうした背景から、以下の議論は、伝達内容の等
価性に着目して、口頭による英語コミュニケーショ
ンで有意義な句の単位をなし得る度合いの高いもの
をまとめ上げる仕組みに概ね限定する。いわゆる文
法的な事項と見做される側面に関しては、具体的な
内容を表現するための核となる知識と技術を略述す
る。一方、従来語用論的な要素と見做される側面に
ついては、発話時に話し手が抱く発話場面の概念化
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（具体的には、話し手（と聞き手）自身、その意図す
る談話的機能、それを反映する行為、発話の空間と
時間などの概念化）のうち、「話し手の意図する談
話的機能」に絞って、それらを逐次モニターするコ
ツないしは手法の素描を試みる。

１．Radical Communicative Grammar
　本稿は、談話語用論的な知見を援用し、英語を母
語としない（特に西洋語ではなく日本語や韓国語な
どの東洋語を母語とする）学習者が英語のスピーキ
ングを効果的に身に付ける上で極めて重要と思われ
る観点を幾つかの文法項目に着目して提示する。そ
うした観点からやがてまとめられる、本稿が提案
する文法は、夙に Communicative Grammar と呼
ばれて来た研究を引き継ぐものとも位置付けられ
る。一方で、実用性に加えて学習の即効性をより一
層重視することから、主に書き言葉に依拠して組み
立てられて来た文法とは著しく趣を異にする側面
を伴うため、特に区別して Radical Communicative 
Grammar（以下適宜RCGとも）と称することにする。
　本稿で提案する RCG は、英語学などで提供さ
れる文法的知識ではなく、実際に英語で発話を組
み立てていく際に用いられる過程的ないし作業的
な文法的知識である。前者は、一般的に宣言的知
識（declarative knowledge）と呼ばれるものに属
するのに対して、後者は手続的知識（procedural 
knowledge）と呼ばれるものに分類される点で性質
が大きく異なる。こうした理由から、RCG が提供
しようとする文法は、静的な文法として英語の背後
にある意味・機能体系を参照しながらも、そこに見
出される意味・機能的な対立を具体的な使用のパ
ターンと個々のパターンの順序付けによって学習者
に動機付け、発見学習的な過程を大いに活用しなが
ら、使用のパターンとして動的な文法を身に付ける
ことを促すものである。
　使い古された比喩を借りれば、英語を話すと言う
ことは、ある意味で、英語を書くことよりも遥か
に、様々な人間身体技能に似ていると言え、自転車
の運転や楽器の演奏といった活動に準えることも出
来る。スピードを上げたいと思えば、ペダルを片足
ずつ踏み込み、スピードを落としたいと思えばブ
レーキを握る。奏でるコード（和音）を変えたいと
思えば、ギターのフレット側で握った指の配置を即
座に改め、あるリズムで弾いていたギターの音を止

めたいと思えば、弾いていた方の手の小指とその付
け根部分を弦に押し当てる。いわば、これら身体的
動作が運転者、演奏者の意図する機能に合わせて選
択され実現するように、母音や子音の複雑な組み合
わせで形作られる句の一つ一つは、話者が意図する
談話的機能、語用論的な目的を実現するために選択
されて実行される。従って、それら句の一つ一つ
は、英語を母語とする話者の中で、その都度組み立
てられるのではなく、既にある程度は予め一まとめ
にして蓄えられているに越したことはない２。そし
て、慣用句（idioms）や成句（set phrases）に代表さ
れるように、あるものは確かにそうした形で蓄えら
れていると見られる。しかし、その一方で、ある部
分は予め一まとめにして蓄えられている程度が高
く、また別の部分は半ばまとまりを成し得るとして
も、必ずしも母語話者の知識の中で句全体が一まと
めにして蓄えられているわけではないというものも
少なくない。
　そこで、本論では母語話者の中で予め一まとめに
して蓄えられていると見られる句、あるいは句全体
ではないにしろ、そうした一まとめにして蓄えられ
ている程度が高いと見られる部分に着目し、それら
をつぶさに拾い上げ、注意深く整理することで、実
際に英語で発話を組み立てていく際に用いられる過
程的ないし作業的な文法的知識としての RCG の姿
を素描する。そこに体現される動的な文法は、談話
的機能、語用論的目的に支えられた具体的な使用の
パターンと個々のパターンの順序付けを通して意
味・機能的な対立として体得されるものであると考
える。

２ ．英語で発話を始め、立ち止まり、続けるた
めの表現力

　先ず始めに、セクション０で「対話を始め、続
け、上手に立ち止まりながらも、また首尾よく歩き
始めるための基本的なコツないしは手法」として言
及した表現力を支える根源的要素について論ずる。

2.1 話し始め
　Tagliamonte（2019）は、冒頭で How do you start a 
sentence? という問いを立て、⑴のように文を組み
立てると一般に説明されるが、実際は⑵のように語
用論的標識（discourse marker）を前置き（preface）
することが多いことを描いて見せた。Tagliamonte
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は、更にカナダでの英語使用に関する資料を基に、
若い人ほど、それも女性の方が多く、そのような話
し始めの語用論的標識として so よりも like を用い
る傾向を示すと報告している。

⑴　Subject... Verb... Object.
　　　　　　 （Tagliamonte 2019: A slide under the 

title “How do you start a sentence?”）

⑵　a.　You know, I like cats.
　　b.　So, Sali likes cats.
　　c.　So, you know, I think my daughter likes cats.
 （ibid.）

　これらの語用論的標識は、Leech & Svartvik 
（1994）が格式張らない会話（informal talk）に典型
的に見られる特徴の一つとして挙げている false 
starts と共起しやすい３。⑶に引用したように、こ
の特徴の名称並びに定義は「話の始め方を誤った」
という印象を与えやすく、口頭によるコミュニケー
ションで避けなければならないことを含意するよう
に誤解されかねない。しかし、Leech & Svartvik
が必ずしもそのようなことを意図していないことに
注意する必要がある。

⑶・ false starts: the speaker may fail to complete 
a sentence, or lose track of the sentence and 
mix up one grammatical construction with 
another:

　　　I  mean you know what [g] getting up Sunday’s
　　　　 like anyway and － I’d － I was behind in any 

case
　　　an d I I get really erm － you know when when I’m 

trying to cook － and people come and chat I I 
get terribly put off

 Leech & Svartvik （1994: 11）

　Leech & Svartvik（1994: 10-11）が、「 書 く 際 に
は、書いたことを変更したり、確認したり、書
き直したりする時間があるが（we usually have 
time to revise, check and rewrite what we have 
written）、話す際には自分の言おうとすることを
予め準備する時間はなく、話しながら伝えたいこ
とを形作らなければならない（we have no time 

to prepare what to say in advance. but we must 
shape our message as we go along）」と述べてい
ることから読み取れる通り、false starts を含めた
informal talk に典型的な特徴は、口頭による英語の
コミュニケーションを実践する上で EFL 話者に必
要となる知識であり、技術であると言える。

2.2 言い淀み、言い惑い
　2.1で述べたように、それが false であろうがなか
ろうが、話し始めた話者は、時折言い淀みながら、
その発話を続けることが少なくない。日本語では
ee、eetto、ano、maa、sono、nanka、koo、 韓 国 語
は eo、jeo、issjanha geu、mweonga、ireon、 英 語 で
は uh、uhm、well、like などがそれに相当する。言
い淀みは、いわば話者自身が自らの思いや考えを表
現する言葉の選択に窮していることを聞き手に示し
たり、想起してはいるもののうまく言葉で描写する
ことが出来ないものを漠然と指示したりする際に生
じると一般に考えられている。言い淀みの表現は、
それ自体具体的な意味が希薄であるか、もしくは談
話語用論的な機能しか持たないものが多いと言われ
る。そのため、母語話者の中には、これらの表現を
多用すること、あるいは使用すること自体が流暢さ
を欠くことのように感じる人も少なくない。ところ
が、それとは対照的に JFL、KFL、EFL の話者が
これらの表現を使いこなしているのを耳にすると、
多くの母語話者が流暢な外国語話者であると感じる
のも事実である。
　話者が自らの思いや考えを言い表す言葉の選択
に窮していることを聞き手に示すという機能は共
通するものの、言い淀みの表現に比べてより具体
的な意味を持つ表現がある。日本語の nanteiuka、
nanteittaraiikana、dooittaraiikana、韓国語の mweora

（（go）ha）myeon joheulgga、mweora haeya joheulgga、
mweorago haeya dwaeji や英語の what can I say、how 
can I put[say] it などがその典型的な例で、言い惑い
の表現と呼ぶことが出来る。しかし、これらの表現
を多用ないし使用するために流暢さを欠くと判断す
る母語話者は、言い淀みの表現を多用する場合に
比べて、ずっと少なくなるように思われる。それゆ
え、JFL、KFL、EFL の話者がこれらの表現を使い
こなすのを目の当たりにすると、母語話者の多くは
流暢な外国語話者であると感じるようである。
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2.3 思考整理
　言い淀み、言い惑いの表現が、話者が自らの思い
や考えを言い表す言葉の選択に窮していることを聞
き手に示すという機能を有するのに対して、思考整
理の表現と呼べる語用論的標識も存在する。それら
は、言葉の選択に窮しているというよりも、話者が
自らの思いや考えをどのように扱っているかを聞き
手に伝達する機能を果たす。
　 日 本 語 の nandakke、nandaroo、ittemireba、tatoeba、
kantanniieba、yoosuruni、hayaihanasi、datte、nazekatteiuto、
dakara、sorede、demo、yappari、issonokoto、
buttyake、hakkiriitte、syooziki（itte）、hontoowa、kekkyoku
（notokoro）、syosen、aruimi（de）、韓国語の mweoyeossji、

mweoyeossdeora、mweoji/mweolgga、malhajamyeon、
yereuldeureo/yereuldeulmyeon、gandanhimalhamyeon、
yoyaghamyeon、waenyahamyeon、geureonigga、geurigo、
geureonde、geureohjiman、yeogsi、charari、soljighimalhae、
soljighimalhamyeon、sasileun、gyeolgug、eochapi、
eojjaessdeun、eoddeohgebomyeon、eoddeoneuimironeun/
eoddeoneuimieseoneun、dallibomyeon、 英 語 の what was 
that、let’s say、for example、in a nutshell、simply, in short、
that’s because、one of the reasons is that、that’s why、（and）
so、but（nevertheless）、still、I’d （rather）say、anyway、after 
all、frankly、honestly、in fact、finally、in a sense などがそ
れに相当する。これらは、見方を変えれば、話者に
よる意識の流れ（stream of consciousness）の自己
実況中継（moment-by-moment self-report）と言っ
ても良かろう４。
　言葉の選択に窮するという状況は全ての話者にあ
り、また自らの思いや考えをどのように扱っている
かを話し手が聞き手に寧ろ積極的に伝えようとする
ことも少なくない。これら自然な発話活動に見られ
る発話の方略（strategy）を JFL、KFL、EFL の話
者が使いこなせば、母語話者の多くはそれを流暢な
外国語話者であると感じるのは当然であろう。

2.4 思考・発話の実況中継
　話者は、発話を行なっていようがいまいが、絶え
間なく何らかの思考を働かせ続けている。会話に
おいては話し手と聞き手がめまぐるしくその役割
を交代することが十分にあり得ることを考えれば、
ここで言う絶え間ない思考は両者に当てはまる。
話者は、自分が発話を続けていることを相手に伝
える（signal）ために、自らの思考や発話をいわば実

況中継（live report）する。英語の I mean、I think、
I guess、let me see などの表現は、そのような目的で
用いられると考えられる。同時に、話し手はやはり
自らの発話継続を示すために、聞き手の思考も実況
中継することがある。you know、you see、you never 
guess などは、そのような聞き手の思考の実況中継
に用いられていると見ることが出来る。
　これらの表現は、that 節などの補文を従えるもの
として扱われる主節用法の場合とは異なり、思考・
発話の実況中継の語用論的標識として用いられる場
合には否定されることがないという特徴を示す。
従って、#I don’t mean、#I don’t think、#I don’t guess、
#don’t let me see、#you don’t know、#you don’t see は、
通例、語用論的標識として用いられない。
　日本語は、これらの英語表現と文字通りの意味で
重なるような思考・発話の実況中継の語用論的標識
を具備してないようである。その代わりに、いわゆ
る終助詞、文末詞と呼ばれる表現形式がそれらの役
割を担っていると考えられている（Maynard 1993; 
Onodera; Shinzato 2007; Izutsu and Izutsu 2017）。
日本語の yo、ne、sa、wa、zo、nda、no、（n）daro（o）、（n）
desyo（o）、（n）zyan（ai）は、話し手が自らの思考内容・
発話内容を話し手の想定、聞き手の想定と照らし合
わせて、その一致、食い違いなどについての含意を
聞き手に伝える役割を果たしていると考えられる。
そのため、You know, it’s raining outsideと You see, it’s 
raining outside のニュアンスの差は、日本語の soto-wa 
ame hutteru-ne と soto-wa ame hutteru-yo の違いと重な
る。これとは反対に、日本語で（n）daro（o）、（n）desyo
（o）、（n）zyan（ai）などを用いて行われる聞き手への確
認が、英語のいわゆる付加疑問文、発話末で用いら
れる right?、yeah?、huh?、you know? などと意味や機
能の面で類似性を示すことも知られている。韓国語
にも、ji、ne、gun、lgga などの終結語尾があり、こ
こで見た英語の語用論的標識や日本語の終助詞・文
末詞と類似した意味機能的側面を見せることが知ら
れている。
　これらの表現も広義の語用論的標識と考えられ、
既に前で見た表現と共に、話し手による自らの、
あるいは聞き手の、思考や発話をいわば実況中継
するような働きを担っている。本セクションの冒頭
で述べたとおり、発話に従事している者は、発話
を行なっていようがいまいが、絶え間なく何らかの
思考を続けている。これは会話であれ独話であれ等
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しく当てはまる事実であり、特に会話においては話
し手・聞き手として便宜上区別され得る発話従事者
の双方に当てはまる。この事実を前にしても、やは
り話すという行為は本来「話者自身が自らの思いや
考えを表現すること」にその中心があり、言葉の選
択に窮して言い淀んだり言い惑ったりした際に「致
し方なく、いわば間を埋めるための言葉（filler）、
言葉の選択が実現するまでの繋ぎ言葉（transitional 
expression）などを用いて時間を稼ぎ、間を持たせ
ようとするものだというのが一般的な見方ではある
まいか。
　しかし一度立ち止まって良く考え直してみて欲し
い。発話従事者は、絶えず思考を続ける中で、自ら
の思いや考えから表現したい（会話においては聞き
手に伝えたい）思いや考えを選んで、それを言葉で
言い表そうとしているというのが事実だとすれば、
話すという活動の大半は寧ろ「絶えず続く思考とそ
れに伴う実況中継を行うこと」にあり、その合間合
間で「伝えたい自らの思いや考えを表現する」こと
が行われているに過ぎないということに思い至らな
いだろうか。この理解に立脚すれば、英語が話せ
るようになるために有効なのは、絶えず続く思考
とそれに伴う実況中継を英語で行う表現力を養う
ことであると帰結される。Radical Communicative 
Grammar の立場は、話すという活動の本質を見据
え、話すという行為について、このような理解とそ
こから得られる論理的な帰結に出発点を置いてい
る。セクション０で最初に言及した「対話を始め、
続け、上手に立ち止まりながらも、また首尾よく歩
き始めるための基本的なコツないしは手法」を支え
る最も重要な要素はここに存する。

３．伝達内容を英語で言うための表現力
　本セクションでは続いて、セクション０で「具体
的な伝達内容を英語で表現する力」として言及した
知識と技術の基礎を素描する。前セクションでは、
話すという活動の大半が「絶えず続く思考とそれに
伴う実況中継」にあり、その合間合間で「伝えたい
自らの思いや考えを表現する」ことが行われている
とする見方について述べた。ここで言う「伝えたい
自らの思いや考えを表現する」という部分が上記の

「具体的な伝達内容を英語で表現する」ことに相当
するが、Radical Communicative Grammar が重要
視する実用性と学習の即効性という点から、学習の

最も初歩の段階で扱う知識と技術は可能な限り少な
く簡素なものに限定される必要がある。そのため、
本稿ではいわゆる be 動詞の理解、人称代名詞の使
用という２点に絞って以下でその概要を述べたい。

3.1 いわゆる be 動詞の理解
　be は、従来の英語学習において、人称、数、時
制の点から概略次のような分類を受けて来た。この
ような表は be には12種類の場合があるという印象
を与えかねないが、本質的な理解として、実際には
am、is、are、was、were の５種類しか存在しないと
いう事実に出発点が置かれるべきである。

現在 過去
単数 複数 単数 複数

１人称 am are was were
２人称 are are were were
３人称 is are was were

表１　いわゆる be 動詞の語形

　更に、am は主語に I 以外を取り得ないことを考
えれば、I’m（I am）は一次的に発話上一つの単位

（communicative unit）として扱うべきである。I と
am という二語として分析されるのは、あくまでも
二次的な I was との対比においてのみである。これ
に対して is と are は、主語として共起する代名詞の
可能性がそれぞれ He、She、It と You、We、They の
ように三つずつあることから、He’s、She’s、It’s（He 
is、She is、It is）、You’re、We’re、They’re を直ちに I’m
のように一単位と見做すことは難しい。それぞれの
グループに ’s と ’re という共通点が見出せれば、代
名詞と be の分析性は自ずと高まる。当然 is と are
は主語代名詞からはある程度独立した単位として受
け止められやすくなる。
　過去の場合も同様に、I was、He was、She was、
It was と You were、We were、They were が範列的な

（paradigmatic）関係で提示されれば、ぞれぞれに
おいて was ないし were が共通していることが自ず
と気づかれるに至る。つまり was と were は、それ
ぞれが共起し得る代名詞とはある程度独立した単位
として（I’m を一単位とするのと同じ分析性で）扱わ
れることになる。これによって、いわゆる be 動詞
の体系的理解は、表２に示すような五形式に集約さ
れる。
　この表には単数の you の場合が欠けているとの反
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論があり得るが、歴史的もしくは方言的形式の thou
を除けば、英語という言語の文法体系上 you に関し
ては単数複数を区別しないという事実に留意する必
要がある。便宜的な解説の可能性は複数あるが、英
語では you’re は本来複数標示の形式であり、それ
を単数の聞き手にも転用しているとするのが、言語
史にも忠実な説明ではあるまいか５。
　しかしこの時、セクション０の最後で述べた発話
場面の概念化（speech event conception）の観点か
ら見ると、概念的にも談話語用論的機能からも優位
なのは、何よりも話者自身に言及する I’m であり、
次に対話者として You’re であることは明らかであ
る。従って、スピーキングの学習においては、これ
ら二つの使用を優先し、それらを用いた表現の習熟
がある程度定着した段階で、それ以外を用いる次な
る学習段階に進むことが相応しい。
　口頭による英語コミュニケーション学習の最初の
段階に教授者から学習者に示される表現は、教授者
が自身について語る I’m... であり、次に教授者が学
習者に問いかける Are you...? となることが想定され
る。当然この段階で学習者が教授者の問いかけに答
えるためには、何らかの応答詞（responsive token）
が必要となる。教えられなくても Yes や No と答え
る学習者もいるかもしれないが、そうでない場合は
首を縦や横に振って見せながら Yes or no? と促した
りすることも可能である。
　これが定着して来たら、次は学習者から質問を発
してもらい、教授者がそれに答えるという対話の形
式に移行する。既に導入された補語の表現（いわゆ
る第二文型）を用いて学習者が Are you...? と尋ねる
度に、教授者は I am または I’m not と盛んに答えて
見せる。この繰り返しの中で学習者に気づいてもら
うことを期待しているのは、それぞれの場合に am
と not が必ず下降音調（falling intonation）を伴って
強勢を受けるという点である。ここでは、これらの
語に強勢が置かれない *Yes, I’m や *No, I amn’t が生
じないことを音韻的な内省から後に気づける可能性
にも期待をしている。

　学校のように通常個別指導を旨としない教育現場
では、I と自称する教授者が you で言及するのは多
くの場合において授業に参加する児童・生徒全員
である。このように you の指示対象が第一義的に複
数であるという点も、ここでの考察の趣旨に合致す
る。We’re や They’re との対比から You’re の are が独
立した要素として分離された際、複数主語を標示す
る be の形式としての理解が成立しやすくなるから
である。
　この時点で、I’m と You’re の対立は「話し手である
自分（単数）」と「聞き手である相手（複数もしくは単
数）」として概念化されれば、のちに am に複数主語
を立てることや、are に単数主語を立てることに概念
的な齟齬を感じ、それによって不適切な *We’m（*We 
am）, *You’m（*You am）, *He’re（*He are）などの形式は
現れにくくなるか、現れても修正しやすくなると考え
られる。一方、am が単数であるとの理解から *He’m

（*He am）, *She’m（*She am）, *It am６が生起することを
懸念する向きもあろうが、I’m がそれ以上分析されな
い一単位として認識されていれば、その分だけ、そ
うした不適切な形式の生起は避けられやすく、生じ
ても修正しやすいと思われる。

3.2 人称代名詞の使用
　代名詞は通常の発話においては、助動詞、本動詞
に寄り添う形で発せられる。セクション3.1で見た be
の場合に、I’m を一次的に、一方でそれ以外の（He/
She/It）’s, （You/We/They）’re, （I/He/She/It）was,（You/We/
They）were を二次的に一単位として扱うことを指摘し
たのも同じ音韻的な事実に依拠している。従って、
be の場合に限らず、主要な助動詞ないし使用頻度の
高い動詞とそれらの主語代名詞の組み合わせは、一
単位として記憶され、表現したいと思う内容に応じて
即座に発することが出来ることが、スピーキング力の
向上に貢献する。以下では、この一単位として記憶
される（助）動詞と代名詞の組み合わせを「主（助）動
句」と呼ぶことにしよう７。
　先ず問題となるのは、ここで言う一単位として記

現在 過去
単数 複数 単数 複数
I’m

（You/We/They）’re （I/He/She/It）was （You/We/They）were
（He/She/It）’s

表2　いわゆる be 動詞を含むコミュニケーション上の最小単位
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憶される（助）動詞と代名詞の組み合わせの中で、
I、He、She、It、You、We、They が対等に扱われる
べきかどうかという点である。結論から言えば、I’m
を第一に、You’re を第二に優先すべきと上で述べた
のと同じ理由で、I can、I’ll（I will）などを第一に優
先し、次に You を主語にとる形を優先することが
望ましい。しかし、後者の場合は、You can、You’ll

（You will）のような平叙の形式よりも、Can you?、
Will you? のような疑問の形式を最初の段階では用
いることが相応しいように思われる８。上で見た be
についても同様なことが言え、従って、ごく初期の
段階では、You’re よりも Are you? の形式を盛んに用
いることが推奨される。
　このような理由から、He［She/It/We/They］will や
He［She/It/We/They］can は、I や You を 主 語 と す る

「主（助）動句」を用いた練習が盛んに行われたの
ちに導入されることが望ましい。Will he［she/it/we/
they］? や Can he［she/it/we/they］? のような疑問形の
導入は更に遅らせて良いだろう。寧ろ、先行発話に
He［She/It/We/They］will や He［She/It/We/They］can が
用いられた際の応答（いわゆる response ないしは
backchannel）として、Oh, will he［she/it/we/they］? や
Oh, can he［she/it/we/they］? を導入するのが合理的で
あり、そのような対話練習の中で盛んに用いること
を通して定着が図れると思われる。
　こうした先行発話に対する応答練習についても、
He、She、It、We、They を伴う「主（助）動句」に
先んじて、I と You を含む「主（助）動句」を用いて
盛んに練習を積んでおくことが肝要である。具体
的には、学習者が I’m...、I will...、I can... のような
発話をする度毎に、それに対して教授者が Oh, are 
you?、Oh, will you?、Oh, can you? のように応答する
ことを繰り返すことによって、I と You を含む「主

（助）動句」によるコミュニケーションに慣れ親し
むことが出来る。こうして定着した対話のパターン
とそれに用いられる「主（助）動句」のパターンを、
He、She、It、We、They を伴う「主（助）動句」の場
合に転用することで、「主（助）動句」を用いた対話
全般に習熟する道が拓ける。
　同様な点は、本動詞を含む「主（助）動句」構造
にも言えるが、幾つかの理由から、助動詞を含む場
合とは少々手順を違える必要があると思われる。そ
の理由の一つは、I think、I see、You know、You see
のように、これらの「主（助）動句」構造には、い

わゆる語用論的標識（pragmatic marker）ないしは
談話標識（discourse marker）としての用法を持つ
ものが相当数存在することである。今一つの理由
は、仮に Oh, do you think so?、Do you know it?、Do 
you see it? のような形式を用いた練習を始めるとす
れば、それに先んじて Do you? の形式が導入されて
いる必要があるという点である。
　こうした考察から、本動詞を含む「主（助）動句」
構造を導入する際は、I know...、I have... のような平
叙の形式とそれに対する応答としての Oh, do you?
という形式を導入して、それらを用いた練習を積む
のが望ましく思われる。更に、対応する助動詞表現
I do を導入するとすれば、教授者が自然な場面に応
じて I do know... や I do have... あるいは I do like...、
I do love... のように助動詞 do を含む「主（助）動句」
構造を補助に用いることでも可能であろう。また、
学習者のOh, do you?という応答に対して、Yeah［Yes］, 
I do. と応じる姿を見せることでも、I do の使用に触
れる機会を増やすことが出来る。

４．実践的発話練習の事例
　ここでは、前セクションの二つのサブセクション
で略述した知識を用いることで実現可能となる具体
的な言語活動について考えてみたい。最も初歩的な
内容として「自己紹介と他者の紹介」を取り上げた
後、中級的な内容を扱う「趣味への言及」に進み、
更にそうした初・中級の両要素を加味した内容とし
て「方法や手順の説明」について筆者等の見解を示
したい。

4.1 自己紹介と他者の紹介
　最初に、教室などでの発話活動として、最も原初
的な自己紹介の場合を考えてみよう。⑷に例示され
るように、ごく一般的な英語の自己紹介の発話内容
としては、初対面向きの挨拶、名前、出身地、家族
構成、趣味などが考えられる。ここで用いられてい
る表現は、中学校の１年次に学習する内容でその殆
どが賄えると思われるが、それらについても自在に
用いるほどには十分に習熟していない生徒（これは
中学校はもちろん高等学校においても見られるこ
とだが）にあっては、この程度の自己紹介であって
も、先に文章を作って書き取り、それをいわば暗唱
するようなやり方でなければ、発話が実現出来ない
ということも十分にあり得よう。
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⑷　 Hi, my name is Shane, Shane Michael Peterson a...nd 
uh I’m fro...m the United States. My mom and dad 
still live in America. They live near Las Vegas! My 
sister, my little sister, she li...ves in the great state 
of Pennsylvania! And I haven’t seen her for a long 
time.... But I live in Seoul, South Korea. A...nd uh, 
I love it here. I’m having a great time. It’s just me 
and my son and uh... we’re very happy!（Learn 
Easy English--Self Introduction in English, partially 
transcribed）

　そのような条件にあっては、練習の最も早い段階
で使用する知識・技術を、ある程度絞り込むことが
やはり有効であろう。英語による会話練習を目的と
する授業であれば、先ず第一に教授者自らが自己紹
介をすることから始まり、当然、それが学習者に
とっての最初のモデルケースとなる。従って、教授
者自身が予め使用する知識・技術を絞り込んで使用
して見せることで、学習者はそれを模倣する形でよ
り簡素で少ない知識・技術による発話を身に付けや
すくなる。
　例えば、ごく初歩的な学習段階を想定した場合、
用いる表現を先ずは I’m のみに限定して、自己紹
介を組み立てて学習者に示すことが可能である９。
⑷の Hi, my name is.... は、Hi, I’m.... のように be を
使って表現することが出来るため、教授者は冒頭の
二文で示される内容を Hi, I’m Shane, Shane Michael 
Peterson and I’m from the United States. のように I’m
のみで表現して見せても良かろう。更に、I’m an 
English teacher at a junior high school. や I’m on the 
baseball team and I’m a pitcher there. のように、やは
り I’m を用いた表現を続けて見せることも出来る。
⑷の後半で発せられている But I live in Seoul, South 
Korea. も、やはり But I’m here in Seoul.... と表現す
ることが出来、その後の I love it here. に続く、I’m 
having a great time. も I’m に始まる表現である10。
　このように、自己紹介が最初の段階では I を主語
にした be の「主（助）動句」で殆どを済ませること
が可能であることから、学習者が教授者の発話モデ
ルを参照して英語で自己紹介をする段では、一先
ず I’m までを発することから始めると良い。その後
の表現が直ぐに口を突いて出なければ、セクション
２で導入した「言い淀み」、「言い惑い」、「思考整

理」、「思考・発話の実況中継」のための表現を活用
して、言葉を探し、選択し、また「具体的な伝達内
容」を表現し始めれば良いことになる。教授者は、
学習者が訥々と発する句を傾聴していることを示す
非言語的表現と共に、mhm や uh-huh あるいは Oh, 
yeah? や You are? などを軽い上昇音調で発すること
で相槌を打ったり、発話を進めることを促したりす
ることが大切である。
　次の段階に進んで、三人称の導入が可能となった
時点では、⑷の My mom and dad still live in America. 
They live near Las Vegas! My sister, my little sister, she 
lives in the great state of Pennsylvania! も同様に扱うこ
とが出来よう。これらは、be を用いて My mom and 
dad are still in America. They are [Their house is] near 
Las Vegas! My sister, my little sister, she’s in the great 
state of Pennsylvania! のように言い表すことが出来
る。⑷の最後で発せられている It’s just me and my 
son and we’re very happy! は全て be による表現であ
る。これら三人称が持ち込まれた時点で、文字通り
の自己紹介から他者の紹介という局面にも入り込ん
でいるということに注意されたい。つまり、自己紹
介で家族や親しい人、ひいては好きな歌手やスポー
ツ選手について語るとなれば、それは自己紹介であ
るのみならず、それらの人を紹介するないしは、そ
れらの人について説明をするという活動にもなり、
そのための表現の学習にも繋がるということである。
　なお、⑷の中程に現れる I haven’t seen her for a 
long time. は、完了形を含むことから中学校の３年
次まで親しみのない難易度の高い表現かもしれな
いが、それと共に学習する since を使うとすれば、
It’s a long time since she was with me. や It’s a long time 
since she and I were together. あるいは It’s a long time 
since she and I were near Las Vegas. のように be を用
いて言うことが可能である。このように三人称が導
入された後も、やはり教授者は先に触れた非言語的
表現と共に mhm、uh-huh、Oh, yeah などによって相
槌を打ち、発話を促すことに努めることになるが、
とりわけ学習者の発する句に良く耳を傾けながら、
It is?、They are? ないしは Is it?、Are they? などを適
切に選び、軽い上昇音調で発することで同様な受け
答えをしつつ、これらの主（助）動句の使用を学習
者に盛んに示すことが重要である。
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4.2 趣味（好きなこと）への言及
　自己紹介などで、いわゆる趣味について言及す
る場合を考えておきたい。これは、以上の説明で
見て来たように名前、出身地、家族構成、職業（身
分）などと並んで、自己（ないしは他者の）紹介で取
り上げられやすい項目ながら、自然な英語を身に付
けるという点では最も難しい内容の一つでもあり得
る。初学の段階ではなく学習のある程度進んだ段階
で有効な内容と言えるかもしれない。良く知られ
ているように、My hobby is.... という言い回しは、
What is your hobby? という質問と同程度に母語話者
にとっては不自然に聞こえる表現である11。これ
まで紹介してきたように、be を用いた表現に最初
の段階での使用を限定しようとすると、One of my 
hobbies is.... という、ごく初歩的な学習段階ではや
や複雑に感じられかねない表現を用いる必要が生じ
る。
　一方、EFL の話者が用いてしまいがちな What is 
your hobby? に対して、母語話者が普通用いるとさ
れる表現が What do you do in your free[spare] time?
もしくは What do you like to do? であることを考慮
すると、いわゆる疑似分裂文などに用いられる疑問
詞節を採用するのが得策のように思われる。例え
ば、One of my hobbies is.... ではなく、What I do in my 
free[spare] time is.... を用いて教授者は自らの趣味に
言及するのである。この文法項目は、I’m a teacher. 
That’s what I am. や You’re students. That’s what you 
are. のような形で自己紹介の随所に忍ばせることが
可能である。また、飼っている犬や猫などの写真を
見せて This is what I have at home. と話したり、What 
I do every morning is walking the dog. や What I like 
the best is playing with the cat in the living room Sunday 
mornings. のように自己紹介の早い段階で盛んに用
いて聞かせるのも一つの方法である。
　こうして予め導入しておいた疑問詞節を活用
して、教授者は Say what you do in your free[spare]
time. や Tell me what you do in your fee[spare]time.、
Say what you do Sunday mornings. や Tell me what you 
usually do Sunday mornings. などと投げかけて、What 
I do is playing with my cat in the living room. How about 
you? あるいは What I like is to play with my cat in the 
living room. What about you? などと続けることで、
更に多くの例に触れてもらえるであろう。この際、
教授者は学習者に尋ねている仕草を（眉毛を上げた

り、片手を軽く差し出すなど）して、一人一人の中
で What I do is.... という発話の胎動が生じやすくな
るよう工夫が必要となろう。
　更に先へ進んだ学習段階では、What I like to do 
is.... の表現を用いて教授者が趣味について導入
し、学習者もそれをモデルに自らについて語ると
いうことが想定される。教授者から発せられる
What I like to do in my free time is（to）listen to classical 
music. What about you? もしくは Tell me what you like 
to do. などの働き掛けに対して、What I like to do is 
reading books.やWhat I like to do in my spare time is（to）
see movies. などの答えが学習者から引き出せるよう
になると、いよいよ学習も深まりを見せていること
が確認出来る。

4.3 方法や手順の説明
　直ぐ上で見た疑問詞節を用いることによって表現
の範囲が大きく拓かれるのは、何かを行う方法やそ
の手順の説明であろう。このことは、物の使い方や
ゲームのルールなどを扱うことによって、英語表現
の学習と会話の練習がどのように進められ得るかを
考えてみると一層はっきりする。最初に、フォーク
とナイフの使い方を説明する場合を例に取ってみよ
う。教授者は、（5a）のように言いながら、学習者
にフォークとナイフを示し、それぞれが何であるか
を確認してもらった後、その使い方を問う。学習者
の反応がある程度出揃うまで待った後、（5b）のよ
うにいわば答え合わせをして行く。中級以上の学習
者に対しては、（5c）のような言い回しを用いるの
がより効果的であろう。

⑸ a.  Do you know this［what this is］? Yeah, it’s a knife. 
And what［how］about this? Yeah, it’s a fork. So do 
you know how to use them［the knife and fork］? 
Tell me how you use them. 

　b.  You take［have］the knife in your hand like this. This 
is how you hold it in your hand. And how about the 
fork? You take［have］a fork like this in your other 
hand. This is how you hold it in your hand. Yeah 
and you use the knife and fork together like this. 
This is how you use them.

　c.  You hold the knife in your right［left］hand. Put your 
index finger straight on the base of blunt side of the 
blade like this. So this is how you hold it in your 
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hand. And how about the fork? You hold it in your 
left［right］hand with the tines facing down like this. 
Yeah and you use the knife and fork like this. This is 
how to use them.

　実際に説明の対象となるものを手にして説明をす
る場合は、このように like this を用いて実演が出来
るのが利点である。言葉による細かい描写は全て省
いて、実際に使って見せながら、日本語で言えば

「こう」と言いたいときの気持ちで、それぞれの局
面において like this と言い添えれば十分である。こ
れにより学習者は、この実演を伴う発話に万能な表
現に慣れ親しむことが可能となる。
　更に、何か食べ物を導入して、学習者に（6a）の
ような言葉を投げ掛けるとしたらどうだろう。食
べ物を押さえる動作をして見せながら、You do like 
this. あるいは What you do with the fork is like this. の
ような反応が返ってくれば至高である。その場合
は、You cut the food. That’s what you said, right? また
は What you do is cut the food. Is that what you wanted 
to say? と応答することで、疑問詞節を含む表現に
一層多く触れてもらうことが出来る。併せて、hold
や cut のような動詞を導入したり、再確認したりす
ることも可能になる。（6b）のように答え合わせを
するのも良かろう。

⑹ a.  Here is some food. It’s what you eat. Then tell me 
what you do with a fork. And tell me what you do 
with a knife.

　b.  What I do with a fork is hold the food. I hold it like 
this. And yes, as you know, what I do with a knife is 
cut the food. I cut the food like this. And I eat it like 
this.

　ジャンケンを説明する場合はどうだろう。You 
know janken, don’t you? Could you tell me what Janken 
is? と学習者に発問することから始めてみるとしよ
う。やはり、身振り手振りを交えて、懸命に説明
しようとする学習者もいるかも知れない。What you 
are trying to say is gu, choki, and pa, right? The question 
is how you say them in English. などと促すのも良か
ろう。ある程度の時間を取って、学習者に考え
てもらった後、This is how you say gu, choki, and pa 
in English. などと言って（7a）の表現を発しながら

グー、チョキ、パーを実際に作って見せて行く。

⑺ a.  This is rock. It’s like this. This is scissors. It’s like 
this. And this is paper. It’s like this.

　b.  If you have rock and scissors, rock wins. That is, 
rock beats scissors. But if you have scissors and 
paper, scissors win. So scissors beat paper. But if 
you have paper and rock, paper wins. That is, paper 
beats rock.

　続いて、Can you tell me how janken goes?、Tell me 
who wins when? などと尋ねるのも良かろう。やは
り、学習者からジェスチャー混じりの発話が提示さ
れるのが望ましい。それらに、OK, I do know what 
you want to say. あ る い は Yeah, I do understand what 
you’re doing. などと学習者の努力に理解を示し、
OK, what you’re saying is probably this. のように前置
きした後、（7b）のようにジャンケンの概要を表現
するのはどうだろうか。これにより、「勝利する」
という意味の自動詞 win と、打ち負かすという意味
の他動詞 beat に触れてもらうことが可能になる12。

５．おわりに
　本論は、日本語や韓国語のような東洋語を母語と
する EFL 学習者が英語のスピーキング技能を効果
的に身に付けるために有効な手立てとして、RCG 

（Radical Communicative Grammar）と称される考
え方を略述した。その基本を成す具体的な内容とし
て、広義の語用論的標識並びに主（助）動句の二点
を取り上げ、それらが極めて重要であることを指摘
した後、実践的発話練習の事例として、自己紹介と
他者の紹介、趣味への言及、方法や手順の説明の三
つを取り扱った。
　英語に限らず、会話をするということは、一般に
対話（dialogue）をする合間に独話（monologue）を
発しているものと理解されている。対話を構成する
発話こそが会話の本質であり、独話を構成する部分
は本来会話にとって余分な発話であるとする見方が
一般的である。しかし、RCG は、これとは反対の
見方を取り、会話は独話を続ける合間に対話が行わ
れることによって成り立つとする立場を取る。会話
に従事する話者（話し手・聞き手と呼ばれる存在の
双方）は、発話を行っていようがいまいが、常に何
らかの思考を続けており、それを時に（話者によっ
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ては頻繁に）実況中継する。これが、いわゆる独話
的要素に相当し、多くは広義の語用論的標識で言語
化される。その合間で、話者は、そうした思考の
中から、聞き手と共有したいと思う事柄（認知言語
学で言うところの概念化）を選び、言語化すること
で、対話的な発話を発することになる。
　このように、通常とは正反対とも受け取れる見方
に依拠することによって、会話というものの本質と
現実的な有り様が捉えられる。語用論的標識を適宜
自由に操れるようになることで会話を継続する技能
を身に付けることが出来、伝達内容を紡ぎ出す上で
原初的な文法的単位となる代名詞と助動詞（ないし
は動詞）からなる、ひとまとまりの主（助）動句を駆
使することに慣れることで、英語コミュニケーショ
ンの基本的な運用力を獲得することが出来る。EFL
学習者は、これらの技能により、英語で対話を始
め、続け、上手に立ち止まりながらも、また首尾よ
く歩き始め、それと同時に、具体的な伝達内容を英
語で表現するための根源的な力を手にすることにな
る。その意味で、本稿が提案する RCG の初歩的な
要素は口頭による英語コミュニケーションの重要な
基礎を構成すると言える。
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談に乗って下さった Walter Klinger 先生、Martin 
Hawkes 先生に心よりお礼を申し上げたい。特に、
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下さった。ご教示頂いた見解および関連資料の理解
に誤解があるとすれば、偏に筆者等の責任であるこ
とを申し添えておきたい。

註
１　この日本語の表現を韓国語で表現すれば、

eo... issjanha geu... mweoralgga... geuge... mweonga... 
ireon... のようになるが、日本語の場合とは対照
的に、話者が発話内容に相当自信がないというの
でない限り、韓国語でここまでの言い繋ぎが生じ
ることは稀だと思われる。

２　「その都度組み立てられるのではなく、既にあ
る程度は予め一まとめにして蓄えられている」
句として、ここで想定されているのは、Hopper

（1998: 167）の言う“prepatterned, prefabricated 

aspects of speech”に相当する。
３　Leech & Svartvik（1994: 11）は、false starts の

他に、silent pauses、voice-filled pauses、repeti-
tions、fillers、short forms を informal talk の典型
的な特徴として挙げている。

４　ここで言う stream of consciousness は、心理
学や文芸批評などにおいて用いられる概念と無関
係ではないが、この表現を用いる際に筆者等の念
頭にあるのは、内的独白（internal monologue）と
呼ばれるものを含む、話者の意識に生起する概念
化（日常的な言葉遣いをすれば、去来する思いや
考え）の連鎖である。

５　この状況は、フランス語の二人称単数の敬称
には複数の形式（vous）が転用され、ドイツ語の
二人称単数の敬称には単数女性の形式（Sie）が転
用されること、アイヌ語でも一人称複数包括形

（an=, =an, a（n）oka（y））や二人称複数形（es=, eso-
kay）が二人称単数の敬称に転用されることと類似
している。異なるのは、英語の you が単数で用い
られる際に、以上の言語のような敬称という要素
を失っているという点である。

６　It’m は英語の音韻体系から考えて生じ得ない。
支えの母音が必要なため、It と am の共起形は It 
am に限られる。

７　ここで「主（助）動句」と呼ぶ要素がコミュニ
ケーション上の主要な一単位となるという立場
は、Halliday（1994: 72）が“Subject” と“Finite 
operator”からなる“mood”を機能的文法体系
中の“clause as exchange”の主要な要素と認
めていることと相通ずるものであると筆者等は
考える。同じ箇所で Halliday は、Subject を“a 
nominal group”の一つと定義し、nominal group
一般については6.2で詳しく述べているが、対話
による遣り取り（exchange）の本質的な側面を描
き出すために用いている例（pp.69-71）では、Sub-
ject がいずれも代名詞になっている点に注意され
たい。なお、ここで提案する主（助）動句に基づ
く教授法は、動詞とその補部（complement）が先
ずは動詞句（VP）を構成し、その後に主語とまと
め上げられて節（clause）を構成するという生成
統語論的分析と矛盾するとの議論も予想される
が、構成素の組み上がり方に融通性（flexibility）
が認められることは認知文法（Langacker 2008: 
7.4 inter alia）でも指摘されている。
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８　一人称の疑問文並びに二人称平叙文は、一般に
Can I ask you a favor?（お願いしたいのですが）「依
頼」、You can do it!（大丈夫だよ）「激励」のように、
いわゆる間接発話行為（Indirect Speech Act）と
解されるものが多数を占め、慣用表現化の度合い
が高く、文字通りの事態描写ではない。そのた
め，第三者への報告といった英語活動への展開は
出来ないのである。同じ理由で、You are so kind.
は事実を述べているとも解せる一方で、一般に
は「感謝」を伝える発話行為としての発話と理解
される。それに対して、第三者に対する She is so 
kind. という発話はあくまでも事実ないしは評価
の叙述であり、感謝を伝える発話行為とは質的に
異なるものになる。

９　学校で言えば、小学校の外国語活動のように年
少の児童が学習者となる場合、中等教育において
も、書き言葉としても英語を著しく苦手とする生
徒を対象とする場合、あるいは大人の EFL 学習
者でも一から英語を学び直すというような条件に
あっては、ここで述べることは少なからず当ては
まると思われる。

10　I love it here. は、I’m fond of it here. と be を用い
た表現で言い換えられなくもないが、fond を用い
ることで love や like に比べて簡素で少ない知識・
技術という条件を満たすとは必ずしも言えないた
め、ここでは触れない。

11　この点については、Introduce Yourself in English 
in 30 Minutes というタイトルの英語母語話者によ
る YouTube 動画の中で極めて分かりやすく説明
がなされている：

　　Many of my students say, “What is your hobby?” 
But that’s not something that native speakers will say. 
No native speakers say, “What is your hobby?” In-
stead, we ask, uh... “What do you like to do?” or “What 
do you do in your free time?” This is a much more nat-
ural question than “What’s your hobby?” The answer 
to this then is “I enjoy” or “I like” plus a noun phrase. 
So for example, “What do you like to do?,” “I like 
listening to music,” or “I enjoy listening to music.” 
“What do you do in your free time?,” “I like watching 
movies.”（10 lines You Need for Introducing の７番目
の項目 I enjoy...; 筆者等による transcription）

12　中級以上の学習者に対しては、beat の代わりに
defeat を用いることも有効であろう。いずれにし

ても、これらの動詞が win と同様に日本語や韓国
語において katsu、igida のように同じ動詞を用い
て訳されたり、説明されたりしやすいにも関わら
ず、動詞補部（complement）に競争相手を取るの
か、試合などの名詞を取る（あるいは一切取らな
い）のかという点で対照的であることを知る機会
を提供することが重要である。
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大学における性的マイノリティLGBTIXの
権利保障

論文

米山美沙紀／武田俊輔
京都府職員／人間文化学部地域文化学科

第１章　はじめに
1.1　本論文の背景と研究目的
　性的マイノリティの権利保障は、国際社会でも重
要な課題の１つである。国際連合における取り組み
としては、2006年の「性的指向と性自認に関連し
た国際人権法の適用に関するジョグジャカルタ原
則」に始まり、2008年12月に「性的指向と性自認
に関する宣言」が、国連総会で LGBT に関する宣
言として初めて読み上げられた。日本はこの宣言に
署名しており、国連 LGBT コアグループ１にも参加
している。
　日本の教育行政の面から性的マイノリティ擁護
に関わる施策を振り返ると、2012年に改正された
自殺総合対策大綱の中で、「性的マイノリティにつ
いて、無理解や偏見等がその背景にある社会要因の
１つであると捉えて、教職員の理解を促進する」と
書かれた。これを踏まえ、文部科学省は2015年に
初等・中等教育機関に対して、「性同一性障害に係
る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等につい
て」を提示し、その中で性的マイノリティとされる
児童生徒に対する詳細な対応を示した。
　教育機関において、性的マイノリティの権利であ
る学ぶ権利の保障を行う前提には、３つの法的保障
がある。１つは、憲法上の権利保障である。「性」
も「身体」も憲法13条で保障される「プライバシー
権」にあたり、あるがままの「性」や「身体」で
生きることは「幸福追求権」の1つとして保障され
る。２つ目は、2013年９月に施行されたいじめ防
止対策推進法だ。同法に基づき文科省は2017年３
月に、小中高におけるいじめ防止を定めた「いじめ
の防止等のための基本的な方針」を改訂し、「性同
一性障害や性的指向・性自認に係る児童生徒に対す
るいじめを防止するため，性同一性障害や性的指
向・性自認について，教職員への正しい理解の促進
や，学校として必要な対応について周知する。」と
の文言を盛り込んだ。３つ目は、2016年４月施行
の障害者差別解消法に基づく、「合理的配慮」の法
的義務（国公立学校・国公立大学）あるいは努力義
務（私立学校・私立大学）である。当事者の要請が

ある場合には、「性同一性障害」を「障害」、「性分
化疾患」を「疾患」としてそれぞれに応じた「合理
的配慮」を行う義務が教育機関に発生する。
　このように、法的根拠が前提としてあるために政
府は教育機関に対して指針を打ち出しているが、そ
れらはすべて初等・中等教育機関に対してのみであ
る。高等教育機関である大学については未だ文科省
からの統一方針は示されておらず、大学独自の政策
に委ねられている現状がある。そのために、2014
年の男女雇用機会均等法の改正により同性間の言動
もセクシュアルハラスメントに該当することが法に
盛り込まれたにも関わらず、大学のハラスメント防
止規定を法律の改正に伴ってフォローアップしてい
ない大学も多い。
　こうしたなかで一部の大学では、性的マイノリ
ティの学生を支援する取り組みがされ始めた。例え
ば、国際基督教大学（ICU）では、ジェンダー研究
センターが2012年に「LGBT 学生ガイド in ICU ト
ランスジェンダー /GID 編」を発行した。学籍簿へ
の性別記載変更・氏名記載変更、健康診断受診時の
配慮、体育実技やロッカー使用、誰でもトイレの設
置、就職支援など、具体例を示している。お茶の水
女子大学は2018年７月、女子大学としては国内で
初めて、戸籍上は男性でも自身の性別が女性だと認
識しているトランスジェンダーの学生を2020年度
から受け入れる方針を明らかにした。また、在籍中
に性自認２の変更があった場合も、学生の退学を強
制するようなことはないとの考えを示している３。
このように、直近の何年の間に少数の大学で動きが
見られ始めたが、未だ多くの大学において、性的マ
イノリティ学生の学ぶ権利の保障にかかわる日常
的・体系的な支援の体制が皆無、あるいは不十分な
のが現状である。
　本来、性的マイノリティの問題は人権問題として
捉えるべきことであり、全ての学生には、自己の性
的指向４、性自認、身体的性に関わる特徴に関わら
ず、学ぶ権利が保障されなければならない。そこで
大学は、在籍している性的マイノリティの学生に対
し支援を行う必要があるのである。大学で行われる

人間文化 , vol.47, pp. 37-54（2019）
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べき支援策には様々あるが、それらは大きく分類す
ると次の４つのように示すことができる。これは、
本研究で調査を行った大学それぞれで行われていた
支援をまとめ、基準としている。
ａ）当事者学生に対するソフト面での対応：通称名
の使用や性別表記の変更、各種申請書等からの必ず
しも必要とは言えない性別欄の廃止、就職支援など。
ｂ）学生が選択して使用できる施設の設備といった
ハード面での対応：「だれでもトイレ」や個室の更
衣室の設置など。
ｃ）学生・教職員に対する啓発・広報：ガイドライ
ンの作成やハラスメント防止規定の見直し、性の多
様性を学ぶ講義の全学的開講することなど。
ｄ）性的マイノリティを含むダイバーシティ５問題
に組織的に対処する体制：専門の教職員からなる支
援の施策策定のための独立した部署と、ダイバーシ
ティに関する相談全般のサポートルームの２つがあ
る。

　上記のａ～ｄの全てが大学でなされていれば、性
的マイノリティが学ぶ権利が十分に保障されている
といえると本論文では位置づける。その上で本研究
では、既に性的マイノリティ LGBTIX ６の学ぶ権利
保障のための施策を策定・実施している大学におい
て、①それらの施策がどのような過程を経て策定さ
れるのか、②どういった形で当事者の意見が反映さ
れ得るのか、そして③当事者支援を行っている大学
の中において、権利保障の充実度にどのような違い
があるのかについて考察することを目的とする。

1.2　先行研究
　現状において、日本の大学における当事者支援に
ついて論じている研究は次の３種類に分けることが
できる。第1に、支援を実施している大学の割合を
全国規模で調査したもの、第２に個々の大学におい
て性的マイノリティに関する意識調査をしたもの、
第３に大学で取られるべき支援についての提言であ
る。以下、これら３つの研究について説明する。
　第１のタイプの研究として、北九州市立男女共同
参画センター・ムーブが2014年に行った、全国の
国公私立・短期大学が対象の性的マイノリティの学
生支援についての調査が挙げられる。
　この調査からは、当事者の学生から相談があった
際、個人的に特別の配慮をしている大学は全体の約

25％であるとされている。また、過去にそうした
相談があった大学は全体の約50％、中でも国立大
学では約80％に及んでいる。しかしにもかかわら
ず、学生生活の手引きやセクシュアルハラスメント
防止のガイドライン等に性的マイノリティに関する
具体的例示を記載している大学は全体の0.5％にも
満たないという。性的マイノリティの人権をテーマ
にした大学教員・職員への研修も0.2％と大変少な
く、大学として行う支援の取り組みの必要性を感じ
ている大学も45％に留まった。
　第２のタイプの研究としては、関西学院大学が 
2015年に行った、キャンパス内でセクシュアリティ
を理由にどのような状況で困難を感じているかを明
らかにするための Web 調査の分析を挙げることが
できる（小林2016）。その結果からは、学生・教職
員からのセクシュアリティに基づく嘲笑的言動が日
常的にあることが判明すると共に、当事者と非当事
者では何が嘲笑的言動かについての認識の差がある
こと、その結果当事者が傷ついているにもかかわら
ず、そのことが非当事者に見過ごされていること
が明らかにされている。また敬和学園大学が在籍
する全学生を対象に2016年に行った LGBT に対す
る意識調査や（敬和学園大学 LGBT 人権研究グルー
プ2017）、龍谷大学で2016年に行われた調査におい
ても関西学院大学と同様の状況が浮き彫りになった

（龍谷大学人権問題研究委員会2017）。
　これらの調査からは、非当事者が性的マイノリ
ティや性の多様性に対し正しい知識がないために当
事者を無意識のうちに傷つけていること、さらにそ
れが日常化しているにもかかわらず見過ごされてい
るという大学の環境が、当事者支援のニーズが表面
化しづらい理由の１つになっていることが分かる。
その結果多くの大学でニーズの把握や支援の必要性
についての学内での共有もできず、具体的な支援の
乗り出せないことが推測できる。
　第３のタイプの研究としては、今後の大学も行う
べき施策についての提言が挙げられる。日高庸晴は
性的マイノリティ学生の安全な大学生活を支援・確
保していく上で最も危機管理が必要な事項としてメ
ンタルヘルス支援を挙げ、相談窓口や学生支援セン
ター、保健管理センターがその存在感を存分に発揮
し、性の多様性を積極的に受け入れる姿勢、その準
備があることを明確に提示する必要を説く。また性
の多様性を学ぶ機会が非常に限られていることを指
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摘し、一般教養の位置づけとして大学で科目を配置
する必要性にも触れている。さらに必要のない性別
記載欄の廃止や通称名の使用や健康診断の配慮、
だれでも（多目的）トイレの設置といった措置に加
え、ハラスメント防止規定に性の多様性をめぐる視
点を入れた形で明文化することも、大学が担うべき
重要な環境整備であると述べている（日高2014）。
　しかしこうした研究が近年少しずつ増えてきた一
方で、既に支援が行われている大学で、ではそうし
た施策が学内でのどのようなプロセスを経て可能と
なったのか、そしてそうした施策を行う上で当事者
の意見をどのように反映しうるのかについては、こ
れまでに十分に研究が行われているとはいえない。
性的マイノリティの学生や教職員の存在が明らかで
あり、またそのことを前提とした施策の必要性が次
第に知られるようになってきた現在、では各大学に
おいてそうした施策を具体的に進めていく上で、大
学においてそれを促進する要因、あるいは逆に阻害
する要因は何かを考察し、その結果をふまえて各大
学において今後とりくみを進めていくことが求めら
れているだろう。本論文は、既にそうした施策がな
され、当事者支援のとりくみが一定程度進んでいる
複数の大学を調査し、また比較することを通じて、
上記の点について論じていく。

1.3　研究対象
　以上の目的の上で、性的マイノリティ学生への権
利保障の施策を掲げている大学として、私立大学か
らは筑波大学・早稲田大学・龍谷大学・京都精華大
学、そして国公立大学からは大阪大学と大阪府立大
学の計６大学を研究対象とする。国際基督教大学の
ようにこれらの大学に先行して当事者支援に取り組
んでいる大学も存在するが、ここではほぼ同時期に
施策が策定されており、策定から２～３年目となっ
た現在においてどのように施策が運用されているか
を比較するため、この６大学を選定した。
　筑波大学は、2017年に大学として公式には初と
なる「LGBT 等に関する筑波大学の基本理念と対応
ガイドライン」を策定し、LGBT 等の相談窓口や相
談後の流れ、氏名・性別の情報とその管理や学生生
活、就活などについて現状での具体的対応と方針を
示した。
　早稲田大学は、2017年に「早稲田ダイバーシ
ティ推進宣言」をし、国内では初となる性的マイ

ノリティ学生のための「早稲田大学 GS センター
（Gender and Sexuality Center）」を設置した。具
体的な取り組みとしては、誰でもトイレへの「All 
Genders」マークの設置、講義の出席簿から性別を
廃止するなどの取り組みを行っている。
　龍谷大学は、2017年に「性の在り方の多様性に
関する基本指針」を策定した。具体的な取り組みと
しては、相談体制の充実化・性的指向でトイレや更
衣室を選べる環境整備・健康診断の配慮などがある。
　京都精華大学は、2016年に「ダイバーシティ推
進宣言」をし、健康診断の受診日時配慮や学籍簿の
氏名・性別記載変更、大学の発行する全ての証書か
ら性別記載をなくす等の取り組みを始めた。学生だ
けでなく教職員の当事者支援も充実している。
　大阪大学は、2017年に全構成員を対象とした「性
的指向と性自認の多様性に関する基本方針」を策定
した。具体的な取組としては All Gender のトイレ
サイン制作があげられる。
　大阪府立大学は、2017年に「SOGI の多様性と学
生生活に関わるガイドライン」を策定し、学生支援
の取り組みを行っている。
　なお、研究対象の選定にあたっては、文部科学省
による2018年度の学校基本調査で公表された全国
の国立大学86校、公立大学92校の計178校におけ
る、性的マイノリティ学生に対する支援の施策の有
無を各大学の公式ウェブサイトを通じて確認した。
その結果、上記の研究対象以外にも国立大学では名
古屋大学、公立大学では首都大学東京において、性
的マイノリティ学生のための支援施策が見出され
る。名古屋大学では2018年５月に『LGBT 等に関
する名古屋大学の基本理念と対応ガイドライン』を
発行した。首都大学東京では2011年にダイバーシ
ティ推進宣言を行い、2017年には「首都大学東京
における学生の通称名使用の取扱いに関する要綱」
を施行し、通称名の使用を認めた。本論文ではこの
２大学について調査を行うことができなかったが、
国公立大学ではわずか５大学でしか施策が策定され
ていない現状があり、これらの大学の取り組みがい
かに特筆されるべきものであるかが分かる。

1.4　研究方法と本論文の構成
　調査方法としては、各大学において施策の制定と
その策定過程に関与した教職員に対して、当事者
支援の施策策定の背景、策定までの議論の流れ、
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現在の状況や課題、今後の取り組みについてのイン
タビュー調査を行った。ただし筑波大学において
は聞き取り調査を実施できず、2018年12月12日に
龍谷大学で行われたシンポジウム「大学の LGBTQ
／ SOGI をめぐる課題」での河野禎之氏（筑波大学
ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセン
ター助教、当時）による説明をもとにして論じる。
　また、筑波大学・早稲田大学を除く４大学につい
ては、それぞれの LGBTs７サークルや学生団体に所
属している学生からも聞き取りを行い、施策の策定
によって学生生活がどのように変わったか、今後ど
のような取り組みがされることを期待するかについ
て調査を行った。具体的には以下の表の通りである。
　本論文の構成は以下の通りである。第２章では研
究対象となっている６つの大学についてそれぞれ、
支援の施策の策定過程、当事者の意見を施策に反映
するしくみ、当事者の権利保障のあり方について記
述する。第３章では上に述べた、大学が行う必要が
あると考えられる支援の４つの指針についてより掘
り下げた考察を行う。とともに、これらを第２章で
確認した各大学の支援の現状と照らし合わせ、各大
学の権利保障の状態や大学間の違いを明確にしなが
ら比較・考察する。結論となる第４章では、第３章
の考察を踏まえ、性的マイノリティの学生の権利保
障実現のための条件と今後の課題を述べる。

第２章　当事者支援の取り組みの現状
　以下では分析の前提として、まず権利保障に繋が
る各大学における施策の事例についてまとめていく。
　以下、大学ごとにそれぞれの取り組みについて現
在の支援体制、および実施されている施策について
述べた後、そうした施策の策定過程について述べ
る。さらに、各大学の現状における施策の学生から
の認知度と効果を述べる。当事者学生の学ぶ権利が
保障されている状態は、その前提として当事者がそ
れらの施策を認識している必要がある。どれだけ支
援が整っていても、当事者がそれを知らず、望むよ
うな学生生活を送れないならば、保障はないも同然
だろう。そのため、認知度の有無は権利保障が十分
に成されているかを分析する基準となる。
　その上で、性的マイノリティの学生団体（サーク
ル）の特徴と大学側とのかかわりについて述べる。
これは、施策が策定・実施される上で、さらにはそ
の後の大学の権利保障のための施策の検討に、当事
者の意見がどの程度反映されているのかを見ていく
必要があり、実際そのプロセスにおいてサークルや
学生団体の活動や意見が大学の施策に対して影響を
及ぼすことで、当事者の意見が反映される場合があ
るからである。
2.1　筑波大学
2.1.1　支援の組織体制、実施施策
　筑波大学では、2012年に男女共同参画室がダイ
バーシティ推進室に名称を変え、2015年より性的

日時 インフォーマント 人数
早稲田大学 2018/10/15 GS センター課長、職員 １人
龍谷大学 2018/９/27 宗教部課長、職員 １人

京都精華大学 2018/９/26 学生支援チーム、兼
ダイバーシティ推進センター、職員 １人

大阪大学 2018/９/18 男女協働推進センター、職員 ２人
大阪府立大学 2018/11/29 学生センター学生課長、職員 １人

表１　各大学における職員からの聞き取り　　　※筆者作成

日時 インフォーマント 人数
龍谷大学 2018/９/27 LGBTsサークル「にじりゅう」、メンバーＡ氏 １人

京都精華大学 2018/10/31 LGBTsサークル「セイカセクマイマイ」、代表Ｂ氏 １人
大阪大学 2018/10/25 LGBTsサークル「GSOU」、代表Ｃ氏 １人

大阪府立大学 2018/11/29 学生団体「フダイバーシティプロジェクト」、メンバーＤ氏 １人

表２　各大学における職員からの聞き取り　　　※筆者作成
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マイノリティ支援の組織体制づくりの構想が始まっ
た。2016年に学生の相談窓口として、DAC センター

（ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセ
ンター）が開設され、教職協働の支援体制が始動し
ている。2017年には、「大学」からとしては初とな
る「LGBT 等に関する筑波大学の基本理念と対応
ガイドライン」を策定した。ガイドラインにおいて
は、セクシュアリティはプライバシーであり、故意
や悪意のアウティング８はハラスメントとして対応
することが明文化されているほか、通称名使用や就
活支援についての記述もある。
　また DAC センターはガイドラインにおいて、相
談窓口における当事者のみならずカミングアウトを
受けた側や家族の相談にも対応している。さらに

「カミングアウトされたとき」シートや「カミング
アウトの前に」シートなど、相談窓口に行かず自身
で心の整理をするためのワークシートの作成も行っ
た。アウティング防止についても、配布するすべて
の文書からの性別欄廃止や、性別情報へのアクセス
を指導教員、組織長、教務担当、学生担当の職員の
みに限定するなど、防止の徹底に努めている。
　2018年には「Diversity Week」として、DAC セ
ンターが NPO と連携して性的マイノリティのカッ
プルやカミングアウトした学生の写真展を開催し
た。DAC センター・学生・NPO の協働によって、
当事者・非当事者を問わず多様性を前提としたキャ
ンパスを目指すアライ９・プロジェクトとして、ア
ライに関するシンボルマークと啓発パンフレットの
作成も行われている。こうしたとりくみが評価さ
れ、筑波大学は LGBT に関するダイバーシティ・
マネジメントの促進と定着を支援する任意団体 
work with Pride により策定された「PRIDE 指標」
において、2017・2018年と２年連続で GOLD 評価
を受賞した。これは大学初の快挙である。

2.1.2　支援の施策の策定過程
　筑波大学における性的マイノリティ支援のきっか
けは2014年の学園祭において、LGBT などのセク
シュアル・マイノリティを劣ったものとして描き、
笑いの「ネタ」として消費する「ホモネタ」で笑い
を取る「芸バー」に対しインターネット上で非難が
殺到したことにあった。この企画は大学側が介入し
て中止となったが、それまでの総合相談窓口等にお
ける性的マイノリティ学生に個別対応では限界があ

ると判断し、ダイバーシティ推進室が統一的な方針
の策定に乗りだしたという。支援体制の検討、啓
発・研修の開始、DAC センターの設置など段階を
踏み、最終的には上記のガイドライン策定となっ
た。また、DAC センターの教職員による支援体制
の検討では、大学の LGBT サークルの当事者や教
職員の当事者に話を聞く機会を設けた。

2.1.3　施策の認知度と効果
　筑波大学においては、ガイドラインの策定以前に
名簿上でのアウティング事件があった。あるトラン
スジェンダー学生は自認する性に基づいて学生生活
を送ってきたが、配布された名簿に戸籍上の性別が
表記されており、本人の望まない暴露となってし
まったというものだった。学生はこの問題を担当し
た現在の DAC センターの職員に対し、「大学に殺
された」という発言をするほどショックを受けてい
た。ガイドラインにおいて、アウティングがセクハ
ラであると表記され、また、いかなる文書からの性
別欄廃止などの取り組みがされたことで、アウティ
ングの当事者学生は「この大学にいてもいいんだ」
という安堵を感じたという。
　性的マイノリティに関する授業やセミナーへの一
般学生の積極的な参加があり、関心の高さが伺え
る。また教職員による自主的な性別情報の取り扱い
への取り組みや勉強会が実施されており、大学の性
的マイノリティ支援の取り組みがガイドラインの策
定でとどまらず、実効的に機能している。

2.1.4　性的マイノリティの学生団体の特徴と大学
側とのかかわり
　筑波大学には公認 LGBTQA サークル「にじひ
ろ」と、非公認サークル「サークル Q」の２つがあ
る。両者とも、大学内における当事者同士の交流を
目的としたサークルである。筑波大学では聞き取り
調査が一切行えていないので、サークルと大学側と
のかかわりについてはこれ以上論じることができな
い。

2.2　早稲田大学
2.2.1　支援の組織体制、実施施策
　早稲田大学における性的マイノリティ支援の組織
体制は、2016年に男女共同参画推進室がダイバー
シティ推進室に名称を変更した時から始まる。この
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推進室は、理事や学生部の職員・教員が所属する教
職協働の作業部会で、大学全体のダイバーシティ推
進施策の企画を担う部署である。その1年後、早稲
田大学がダイバーシティ推進をしていることを対外
的に宣言するために、ダイバーシティ推進室は「性
的指向」という文言を入れたダイバーシティ推進宣
言を表明した。これは後述する早稲田大学におけ
る GS センター（Gender and Sexuality Center）の
設立と重なっており、既にあった ICC（異文化交流
センター）と障がい学生支援室と合わせてこれらを
スチューデントダイバーシティセンターとしてまと
め、学生支援の実行組織としてダイバーシティ推進
室下に開設した。
　ダイバーシティ推進室は、2017年のダイバーシ
ティ推進宣言の後、主要４キャンパス全ての多目的
トイレに「だれでもトイレ」のマークを張り替え
た。また、学生ボランティアの協力で作成し、全学
に配布したユニバーサルデザインマップには、バ
リアフリー情報の他４キャンパス全ての「だれで
もトイレ」の位置等をしている。また同年、アウ
ティングを防ぐ目的で出席簿への性別記載を廃止
した。2018年には、当事者学生への対応の仕方の
他、「LGBT」や「性的指向・性自認」といった用
語解説や相談窓口、性別情報の管理を掲載した、全
教職員向けの「セクシュアルマイノリティ学生への
配慮・対応ガイド」、同様の内容を掲載した全学生
向けの「セクシュアルマイノリティ学生のためのサ
ポートガイド」を作成し、配布した。通称名使用に
ついての記述もある。
　GS センターによる、全構成員へ対するセクシュ
アルマイノリティの啓発文書作成も現在検討されて
いる。その他、講演会やアライウィークと称され
るイベント（学内でのポスター掲示キャンペーン、
ウェブ上での当事者・アライに関するストーリーの
掲載等）も毎年行われている。

2.2.2　支援施策の策定過程
　性的マイノリティ支援のきっかけは、2015年に

「Waseda Vision 150 Student Competition」と呼ば
れる学生コンペで、このコンペのために結成された
学生チームが大学側に提案した「日本初！ LGBT
学生センターをつくる」という案が総長賞を取った
ことから始まる。総長賞を取ったチームの案は実現
させるのが暗黙のルールとなっていたため、LGBT

学生センターを設立する運びとなった。その過程に
おいて、当時の学生部学生生活課長は、提案を行っ
た学生チームとの協議を重ね、このチームが訴え
た、１．学内環境の改善「学内施設の整備、LGBT
学生のためのサービス向上」２．啓発活動「学びの
機会の提供」２．LGBT 学生支援「学内の居場所づ
くり、専門職員による個別相談」という３点を、す
べて希望通りに実現させ2017年に完成した。セン
ターの名前についても、LGBT という言葉を使わ
ないなどと学生と具体的に話し合いを重ね「GS セ
ンター」と名付け、学生部学生生活課長が GS セン
ター課長に就任した。
　①に記述した「セクシュアルマイノリティ学生
への配慮・対応ガイド」の作成過程では、GS セン
ターが相談のあった具体的事例についての情報をダ
イバーシティ推進室に提供している。また、「セク
シュアルマイノリティ学生のためのサポートガイ
ド」の作成過程では、半年間の議論の中で学部ごと
にワーキンググループができた。これは、学部ごと
に対応が違っているなどの状況を脱し足並みを揃え
ることを目的としていた。

2.2.3　施策の認知度と効果
　GS センターの利用者数は、設立初年度で計956
名に及んだ｡ 新規利用者数の推移に注目すると、前
期に月平均40名、後期は月平均20名の来室があっ
たというように、コンスタントに新規利用者数がい
た。また、新規人数と利用者数を比較すると、リ
ピーターの多さが明らかになったことから、GS セ
ンターが性的マイノリティ学生にとって相談できる
場として実効的に機能していると考えられる。

2.2.4　性的マイノリティの学生団体の特徴と大学
側とのかかわり
　早稲田大学には性的マイノリティの公認サーク
ル「 早 稲 田 大 学 GLOW」「LGBT Youth Japan」

「Re:Bit」の３つがある。「GLOW」は1991年から
続く、メンバー同士の交流が目的のインカレサーク
ルである。「LGBT Youth Japan」は LGBT とアラ
イによるサークルで、活動内容は学習がメインであ
り、海外の LGBT 団体の訪問なども行っている。

「Re:Bit」は LGBT 成人式開催や出前講義、LGBT
就活応援事業などを行うサークルである。各サーク
ルで独自に活動をしており、大学側と協働して何か



大学における性的マイノリティ LGBTIX の権利保障

43人間文化●

に取り組むなどはしていない。
　「GLOW」は、その卒業生が「稲門会」というも
のを結成している。2017年には、この会が GS セ
ンターに呼びかけて代々木公園で行われる Tokyo 
Rainbow Pride に共に参加した。2018年は反対に
GS センター側が同会に参加の呼びかけを行った。

2.3　龍谷大学
2.3.1　支援の組織体制、実施施策
　龍谷大学では、性的マイノリティ学生の相談窓口
やダイバーシティ推進室は開設していない。代わっ
て宗教部が性的マイノリティに関する業務を兼任し
ている。各学部の教員で構成されている人権問題研
究委員会の助成プロジェクト「性的志向と性自認の
多様性を認め合う大学を目指して」が、日本の大学
での性的マイノリティのアンケートとしては最大規
模の調査を行ったり、アメリカの大学で調査を行っ
たりと活動をしているが、支援組織としては確立し
ていない。
　この人権問題研究委員会は、2017年「性のあり
方の多様性に関する基本指針」を策定し、「本人の
意思を尊重して合意形成を目指す」「性自認に従っ
て自らが選択できるよう、環境整備と理解の醸成を
図る」としている。また2018年には、「だれでもト
イレ」が学内65か所に設置された。全学と各学部
で毎年人権問題研修会や講演が行われている他、宗
教部は人権学習誌での特集や人権啓発パンフレッ
ト、レインボーステッカー、携帯電話用壁紙の作成
など行っている。このような取り組みが評価され、
龍谷大学は「PRIDE　指標2018」において、大学
としては筑波大学に続き２校目のゴールド評価を受
賞した。

2.3.2　支援施策の策定過程
　龍谷大学において性的マイノリティ支援が検討さ
れるきっかけとなったのは、2015年に宗教部が企
画した卒業生の僧侶による講演会で、クラスにおけ
る性的マイノリティの割合について言及されたこと
だったという。それを機に2016年に入り行われた
上記アンケートで支援のニーズが浮き彫りになり、
人権問題研究委員会による龍谷大学での性的マイノ
リティ支援の検討が本格化した。アンケートで見つ
かった課題を解決するために大学全体で統一された
指針を最初に策定する必要性があるということで、

約３か月にわたり委員会で議論が行われた。
　2016年には衆議院議員で自身も性的マイノリティ
当事者である尾辻かな子氏の大学での講演会に参加
していた学生が、後に公認 LGBTs サークル「にじ
りゅう」を結成した。このサークルと宗教部は協働
関係にあり、指針の議論の過程においても、「にじ
りゅう」に指針の草稿を持ち込み、当事者の意見を
聞きながら修正を加えていった。

2.3.3　施策の認知度と効果
　教職員の間では認知度は一定程度あり、学部にも
よるが講義の中でジェンダー論や性的マイノリティ
について話す教員もいる。一方で、「にじりゅう」
メンバー以外の学生は当事者でも知らない人が多
い。指針の策定後、宗教部へ相談に行った学生はい
ないという状況がある。指針の議論に関わった「に
じりゅう」の学生は、大学がこうした指針を出した
ことを強く評価しており、この指針があるため、教
員が不適切な発言をしたり学生が大学に何か要求し
たりする際に、これを盾にできるという。

2.3.4　性的マイノリティの学生団体の特徴と大学
側とのかかわり
　前述の「にじりゅう」は、当事者学生同士の交流
を主な活動目的とするサークルである。交流会の
他、有志による関西レインボーフェスタへの参加
や、学内外での依頼に応えて定期的に講演活動を
行っている。宗教部主催の性的マイノリティ関連の
講演では「にじりゅう」メンバーがそれを補助して
いる。また2018年には相談窓口の案内や性の多様
性についてまとめたリーフレットを作成し、それを
大学の入学式の資料と一緒に全員に配布するとりく
みを行っていた。このように宗教部と「にじりゅ
う」の協働で、性的マイノリティの啓発を行ってい
る。

2.4　京都精華大学
2.4.1　支援の組織体制、実施施策
　京都精華大学における性的マイノリティ支援の組
織体制づくりは、学生支援チームの職員の意見が発
端となって2016年に策定されたダイバーシティ推
進宣言から始まった。この宣言をいかに活かすかと
いう学生部での議論の末、翌2017年にダイバーシ
ティ推進センターが開設される。教職員で構成され
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ているこのセンターは、理事会にジェンダー関連の
施策提言を行い、必要に応じて全学アンケートを取
り、一番にとりくむべき課題に迅速に対応するため
に作られた。2017年の11月には、同センターが性
的マイノリティの問題の他にも外国人や女性の教職
員数が少ないという問題をテーマとして、ダイバー
シティに関するアンケート調査を教職員と学生それ
ぞれに対して行っている。
　京都精華大学では、この宣言以前より、大学の学
生支援チームによる通称名の使用や性別変更、全て
の書類や学籍簿からの性別記載廃止、健康診断の配
慮が行われていた。しかし、文書としてまとめられ
ていなかったため、ダイバーシティ推進宣言で改
めてこれらを明文化する形となった。また2017年
には同センターの職員の個人プロジェクト（後述）
で「みんなのトイレ」を設置し、2018年にはダイ
バーシティ推進の明確なコンセプトや具体的な推進
内容を盛り込んだ、新たな宣言文と活動方針を発表
した。加えて同年の４月より、１回生必修講義「大
学入門」で性的マイノリティについて学び、既存の
価値観にとらわれない会話を練習するグループワー
クを取り入れた。１回生に配布される『学習の手引
き』の１ページ目には宣言が掲載されており、新入
生ガイダンスでセンターの職員が説明する時間を設
けている。１回生以外も含めた学生全体へ向けた啓
発リーフレットや教員へ向けた対応ガイドなどはな
いが、学生支援チーム主催の学生へ向けた講演会や
ポスターは数多い。
　京都精華大学では、教職員への支援も制度として
確立している。通称名の使用はもちろん、履歴書も
本人の望む性別での記載を認めている。ダイバーシ
ティ推進宣言によって、新たに同性のパートナー申
請ができるようになり、それにより福利厚生として
特別休暇や弔慰金の取得が可能となった。

2.4.2　支援施策策定過程
　京都精華大学では、学生支援チームが主催するお
茶会が月に３回行われている。京都精華大学は少人
数制のコースを採用しており、その中で居場所を確
立できない学生の退学を防ぐことがもともとの目的
であるが、2015年、そこへ参加していた学生の１
人が、この会を担当している職員に対し自らが性的
マイノリティであることを打ち明けたという。ま
た、自身は大学へ相談すれば様々な対応をしてもら

えることを知っているが、周りはそうではないとい
う話をした。職員がその話を学生支援チームに持ち
帰り、協議したした結果、最終的に学長の名前でダ
イバーシティ推進宣言を出すに至ったという。これ
は今まで行われていた支援をまとめたものであり、
学生の意見を聞いて反映させるという機会は改めて
は設けていない。
　宣言を行った同年、先の職員は関連した個人プロ
ジェクトを立ち上げた。京都精華大学は、「教職平
等」という理念のもと、職員にも教員と同様の研究
費が出て、プロジェクトを立ち上げることができ
る。このプロジェクトで行われたのが「みんなのト
イレ」マークの作成であった。学生に案を作成して
もらい、それを学内の全構成員に提示し、様々な意
見を取り入れ最終的に決定した。現在このマークが
設置されているトイレの1つには、この議論の過程
を、図も交えて詳しく説明した書類が壁に貼られて
いる。

2.4.3　施策の認知度と効果
　龍谷大学と同様、LGBTs サークルではこの宣言
について全員が認識しているが、大学全体では十分
とはいえないというのが大学としての認識である。
宣言後も男女二元論を前提に話をする教員がおり、
学生による通称名使用の相談も年間１～２件で、策
定前と変わっていない。
　しかし、当事者の学生は宣言がされることによっ
て、男女二元論を前提に話をする教員に対してコメ
ントカードで指摘することができるようになった。
当事者サークルの学生への聞き取りによれば、学生
の立場でそのように指摘する気持ちが持てたのは、
大学がこの宣言を出してくれたからだという。これ
と同様の指摘は龍谷大学における当事者サークルに
おける聞き取りからも聞かれたが、大学がダイバー
シティ推進宣言を策定することは性的マイノリティ
学生にとって大きな心の支えとなり、声を上げやす
くなることが分かる。
　ダイバーシティ推進宣言後、１つの LGBTs サー
クルが公認団体化の申請を行った。申請の際は、メ
ンバーの名簿を提出する必要があり、実質的には大
学へのカミングアウトとなる。サークル側が、公認
団体になることで活動資金を得ることができ、性的
マイノリティの啓発やダイバーシティ推進に貢献で
きると考えた結果の申請であった。多くのメディア
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で LGBT について特集される「LGBT ブーム」が
あり、性的マイノリティの権利を守るという流れが
ある上に、大学が宣言を出したことで、名簿の提出
に対する抵抗が減ったとサークルの代表は述べる。

2.4.3　性的マイノリティの学生団体の特徴と大学
側とのかかわり
　京都精華大学には、公認サークル「セイカセク
マイマイ」と非公認サークル「性茶会」がある。
両者ともメンバー同士の交流を主な目的としてい
る。「セイカセクマイマイ」については、学園祭や
関西レインボーフェスタへの参加のほか、他大学の
LGBTs サークルとの交流会も行っている。2018年
５月に学生を呼ぶ際に「さん」「君」で使い分けず

「さん」で統一しようというポスターを作って、全
教員のポストへ配布するというとりくみを行ってお
り、教員へ向けた意識啓発の活動も行っている。ま
た大学に対して課題や要望を伝えて協議する場も生
まれつつあるという。

2.5　大阪大学
2.5.1　支援の組織体制、実施施策
　大阪大学において、性的マイノリティ支援のため
の組織・体制はなく、ダイバーシティ推進室も開設
していない。男女協働推進センターがダイバーシ
ティ推進の取り組みを兼務しており、シンポジウム
や講演会を主催している。
　学生部は基本的には性別欄のある全ての書類にお
いて、記載する性は戸籍上の性別しか認めていない
が、トランスジェンダー学生については2012年よ
り通称名の使用を認めており、教職員に向けた通知
を出した。男女協働推進センターは、2017年の「大
阪大学 SOGI 基本方針」の策定後、トイレの「ALL 
GENDER」マークの作成を行った。また、一般的
な男女のトイレマークは、女性または男性を可視的
と表現するマークとして、赤や青での色分けやス
カートや、ズボンなどの衣服の形象を連想するもの
が多いが、特定の性別イメージに捉われないデザイ
ンを作成した。書類の性別記載欄の有無について
は、授業料免除の書類や研究者の研究費請求の書類
からは既に廃止しており、全体的にもその方針では
あるが、全部署・学部共通の意思にはなっていない
という。男女協働推進センターによる全学へ向けた
啓発活動は思うようにできていない現状がある。

2.5.2　支援の施策の策定過程
　当事者支援のきっかけとなったのは、2017年３
月に男女協働推進センターが主催した「LGBT の基
礎知識」をテーマにしたセミナーだった。セミナー
後、参加していた当事者の教員は自身のセクシュア
リティをカミングアウトすると同時に、トランス
ジェンダーの学生がトイレの使用に困っているとい
う状況について指摘した。また社会的な情勢として
LGBT の支援に向けたとりくみが進んでいることを
踏まえ、大学としての指針を策定することとなった。
　指針の策定にあたって、学生生活委員会、人権問
題委員会、ハラスメント相談室といった関連部署の
職員と、ジェンダー法学の研究者、セミナー時に声
を上げた教員でワーキンググループが構成された。
そこから約半月間で、実際の個別事例を集約しなが
ら基本指針の内容をまとめた。議論の中で、当初
は「LGBT」を用いる予定であったが、途中から全
員が当てはまる「SOGI」に切り替えられた。当時
は、認知度が低く懸念する声もあったが、今後広
まっていくことを考えての決定だった。当事者の教
員が自分の意見を述べたほか、その教員が顧問を務
める LGBT サークルの Libra に所属する学生から
意見を聴取し、当事者の意見をワーキンググループ
に提示していた。

2.5.3　施策の認知度と効果
　指針の策定後、男女協働推進センターへ相談に
行った学生はおらず、他の関連部署に相談があった
かも把握できていないという。職員の間では一定の
認知度があり、学生の支援について学ぶことに積極
的な職員も多いのに対し、教授や比較的高年齢の教
員、特に理数系の教員における認知度、性的マイノ
リティ支援の必要性の認識の低さを感じていると、
LGBTs サークル「GSOU」への聞き取りで、代表
の学生は語っている。学生部による学生へ向けた啓
発が積極的にされないため、LGBTs サークルの学
生以外は当事者でも知らない人が多い。当事者に
とって、この指針により大きく変わったことはない
と代表の学生は述べている。

2.5.4　性的マイノリティの学生団体の特徴と大学
側とのかかわり
　大阪大学には、非公認サークルの「Libra」と

「大阪大学ジェンダーとセクシュアリティの多様性
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を考える会（GSOU）」の２つがある。「Libra」は交
流を目的とした、「GSOU」は啓発活動を目的とし
たサークルである。「GSOU」は大阪大学が指針を
策定した後にできたサークルで、この指針を武器に
大学に交渉していこうという目的がある。両サーク
ルが公認に向けた申請を行わない理由は、公認され
ることで得るメリットに反して、大学側の意向を強
く受け自由な活動ができないデメリットの方が大き
いためという。

2.6　大阪府立大学
2.6.1　支援の組織体制、実施施策
　大阪府立大学において、性的マイノリティ支援の
施策を策定するための組織体制はなく、ダイバー
シティ推進室等の開設もされていない。そのよう
な中、性的マイノリティの学生支援の組織体制づく
りは、後述の「LGBT 学生支援ガイドライン検討
部会」によって策定された、2017年の「大阪府立
大学 SOGI の多様性と学生生活に関わるガイドライ
ン」に始まった。ガイドラインの策定後、支援体
制を作る上でまずとりくんだのが相談窓口を作る
ことであった。このために立ち上げられた後述の

「SOGI に係る学生支援体制検討部会」は、議論の
末に学生部内のアクセスセンターに窓口を設けた。
　大阪府立大学では、健康診断の個別受診、自認す
る性別でのロッカーや更衣室の使用、通称名の使用
が可能である。学生課は学生へ向けた啓発活動、シ
ンポジウムなどのイベントを年に一回以上は開催し
ている。

2.6.2　支援の施策がどの様な過程を経て策定され
たのか、当事者の意見をどう反映しているか
　支援のきっかけとなったのは、2016年に当事者
学生から「自認する性別で更衣室を使いたい」とい
う申し出が学生部にあったことである。学生セン
ター課長や各学部の副学部長などで構成される、学
生の学生支援や福利厚生について議論するための学
生委員会は、ジェンダー研究を行う教員と協議を行
い、認めるべきという結論に至ったが、全学部統一
の指針がないことで学部からの協力を得られなかっ
た。そこで、学生委員会の下に位置づけられる組織
としてジェンダー研究を行う教員、支援の関連部署
となる職員、当事者の大学院生などで構成された

「LGBT 学生支援ガイドライン検討部会」が立ち上

がった。
　窓口の設置に関しては上記ガイドライン検討部会
と同様に、学生委員会の下に「SOGI に係る学生支援
体制検討部会」が立ちあげられ、そこで議論が行わ
れた。それまでアクセスセンターは障がい学生支援
を担ってきたため、性的マイノリティ学生が「障が
い」という目で見られる可能性についても議論され
たが、本来の「修学に困難を抱えた学生を支援する
センター」として位置づけを改め、そのような組織
として学生にも改めて啓発を行うことで、決定され
た。大阪府立大学にはキャンパスが２箇所あり、障
がい学生の支援について両キャンパス間での連携が
築かれていたため、新たに組織を立ち上げるよりも
そのしくみを活用した方がよいという判断もあった。

2.6.3　施策の認知度と効果
　教職員は社会学系だけでなく理系の教員の認知
度、理解度も高い。外国人の教員においては、

「Ms.」「Mr.」で学生を呼び分けする教員が多くい
たが、ガイドラインの英語版を作成し説明したとこ
ろ、「指針があるのなら」と受け入れ、改善するよ
うになった。学生においては、当ガイドラインを学
生ポータルや各棟の電光掲示板に載せる、2016年
からは新入生オリエンテーションで配布する「手引
き」にガイドラインを載せ説明する時間を取るなど
の啓発活動を行っており、認知している学生は多い
と思うが、内容まで認識しているかは怪しいと学生
課の職員は述べた。

2.6.4　性的マイノリティの学生団体の特徴と大学
側とのかかわり
　大阪府立大学には、公認学生プロジェクト「フダ
イバーシティプロジェクト」と非公認サークル「府
大セクエル」がある。前者は学生向けの意識啓発
を、後者はメンバー同士の交流を目的とする。
「フダイバーシティプロジェクト」は、ガイドライ
ン策定を承けて、SOGI の啓発を目的に作られた団
体である。学園祭では企業からレインボーグッズを
借りての展示やレインボーフラッグにメッセージを
集めるほか、2017年には訪れた人から新たなトイ
レマーク案を集めた。啓発活動をしていく中で、大
阪府や堺市からの依頼を受け講演することが増え
た。このような対外的な活動は、当初は大学を通し
たものもあったが、そのどれもが徐々に団体が直接
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外部と連絡を取るようになった。2018年に入り、
当プロジェクトがトイレマークを完成させた。この
マークが現在一部のトイレで使用されている。ま
た、何に学生が困っているかを教職員に伝えるため
のパンフレットを作成中であるなど、大学とのかか
わりがある。

第３章　大学における性的マイノリティの権利
保障
　この章では、第２章で見てきた６大学における性
的マイノリティの学生支援の施策を、権利保障のた
めの施策のａ）～ｄ）の指針ごとにまとめ、現状に
おける各大学の学ぶ権利保障の状態や大学間の差を
比較し、分析を行う。
　まず、１つ目の指針である「ａ）当事者学生に対
するソフト面での対応」について述べる。これは、
事務的な手続きの範囲内で行う支援である。具体的
には第１章で述べた通り、通称名の使用や性別表記
の変更、各種申請書等からの必ずしも必要とは言え
ない性別欄の廃止、就職支援などがある。
　通称名の使用や性別表記の変更については、当事
者の申告のみで行い、医師による診断書の提出を
前提としないことが重要である。就職支援につい
ては、性の多様性の尊重を倫理規定などに盛り込ん
でいる会社や、LGBT に関して何等かのポリシー
がある会社の情報は学生にとって励みとなる。これ
について大学がすぐに行える支援としては、トラン
スジェンダーであることが学生生活において問題に
ならなかったこと、問題が起こっていないことを明
言した推薦状を大学として用意するなどが挙げられ
る。ただし就職支援については、筑波大学が DAC
センターで当事者の就活支援を行っていることが分
かっているものの、その他５大学全てでインフォー
マントが就職支援の担当外であり確認が取れないた

め、今回は分析の対象としない。
　他の通称名の使用・性別表記の変更・性別欄の廃
止について、第２章で見てきた６大学の現状を比較
しまとめたものが次の表３である。
　筑波大学では、通称名使用と性別欄の廃止は行わ
れているが、性別表記の変更については現時点では
できていない。早稲田大学は、この３項目について
筑波大学と全く同じである。龍谷大学は、現時点で
は書類からの必要のない性別欄の廃止のみが行われ
ている。京都精華大学は３つ全ての対応ができてい
るが、通称名使用・性別表記の変更のどちらも医師
による診断書を必要している。大阪大学では、通称
名の使用が認められているが性別記載の変更はでき
ず、性別欄の廃止も一部の申告書類のみ行われてい
る。大阪府立大学では、通称名使用・性別記載の変
更が可能だが、性別欄の廃止は現状行われていない。
　以上のように、全ての項目において対応がされて
いたのは京都精華大学であった。しかし、手続き時
において診断書が必要であるため、学生の望む名前
や性別で学生生活を送るためには時間的・精神的な
負担がかかることが予想される。個人の申告書と住
民票の写しなど同一人物であることの証明ができる
書類のみの提出で受理されるよう変えることが望ま
しい。一方で、一番不十分な状況であったのは、龍
谷大学である。
　通称名や性別欄の廃止が多くの大学でされる中、
性別表記の変更が可能であるのは２大学にとどまっ
た。多くの大学が、性別記載の変更は戸籍の性別の
変更があった場合に限定している。しかし、文科省
が初等中等教育に提示した「性同一性障害に係る児
童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」
では、学校における支援の例として自認する性別と
して名簿上扱うことを指示している。そのように支
援された児童・生徒が大学に進学した際に同じ支援

通称名の使用 性別表記の変更 性別欄の廃止
筑波大学 認めている これから 行っている

早稲田大学 認めている これから 行っている
龍谷大学 これから これから 行っている

京都精華大学 認めている 認めている 全ての書類から削除している
大阪大学 認めている これから 一部の申告書のみ行っている

大阪府立大学 認めている 認めている 一部のみ行っている

表３　６大学におけるソフト面での対応
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が受けられないことは、同じ教育機関として当事者
の権利を守っているとは言えず、当事者自身を精神
的に追い詰めてしまう可能性がある。また、知人友
人に対する書面でのアウティングに繋がる可能性が
あり、本人がこれまで築き上げてきた、もしくはこ
れから築きたい人間関係を壊すことになりかねな
い。この点は、本人の性自認のみで変更できるよう
に変えていく必要があるだろう。それは今後、性的
マイノリティ支援にとりくむ大学の課題でもある。
　次に、２つ目の指針であるｂ）「学生が選択して
使用できる施設の設備といったハード面での対応」
について述べていく。これは具体的には、「だれで
もトイレ」や個室の更衣室の設置が挙げられるが、
後者は全ての大学で対応がなされていないため、
前者についてのみ比較する。「だれでもトイレ」に
ついて、特定非営利活動法人虹色ダイバーシティ
と株式会社 LIXIL が2016年に行った「性的マイノ
リティのトイレ問題に関する web 調査」によると

（特定非営利活動法人虹色ダイバーシティ・株式会
社 LIXIL 2016）、LGBT 全体では33.5％が、トラン
スジェンダー全体では38.1％が、「だれでもトイレ」
を使用したいと回答している。特に、トランスジェ
ンダーの中でも、FtX10の60.6％が「だれでもトイ
レ」の利用を希望していることが分かった。FtM11

の55.6％、MtF12の75.2％は、自由に選べるなら性
自認に従ったトイレの使用を望んでおり、トランス
ジェンダーの中でもニーズは様々であるが、「だれ
でもトイレ」の使用を望む性的マイノリティ当事者
は確実に一定数いることが分かる。そもそも使用す
ること自体がカミングアウトに繋がる可能性を指摘
する声もあるが、あくまで「だれでもトイレ」は選
択肢の１つだ。自ら望んだトイレを使用できるとい
うことも守られるべき人権であり、「だれでもトイ
レ」を設置することは、当事者学生が大学生活を自
分らしく過ごすための支援である学生支援の１つで
ある。男女の区別がないトイレと言うのなら従来の
多目的トイレでも良いのではという指摘もあるが、
多目的トイレの既存のマークは、身体障害者を表す
車いすマークが多く、身体障害のない性的マイノリ
ティ学生は使いにくいケースがある。そこで、「だ

れでもトイレ」への変更が求められるのである。
　６大学における「だれでもトイレ」の設置の状況
は以下の表４の通りであった。
　筑波大学では、性的マイノリティ学生へのトイレ
使用に関する配慮としては多目的トイレをガイドラ
インに記載しており、「だれでもトイレ」への変更
は行っていない。早稲田大学では、全キャンパスの
既存の多目的トイレを「だれでもトイレ」に変更し
た。龍谷大学、京都精華大学、大阪大学、大阪府立
大学では一部のキャンパスの一部の多目的トイレを

「だれでもトイレ」に変更した。
　このように、「だれでもトイレ」は新しく設
置するのではなく、従来の多目的トイレのマー
クを「だれでもトイレ」マークに変更し付け替
え て い る と こ ろ が ほ と ん ど で あ る。 こ の 対 応
は、大学としてはトイレ設備を新しく設置するより
コストがかからないため、比較的取り組みやすい支
援であると思われる。
　次に、３つ目の指針であるｃ）「学生・教職員に
対する啓発・広報」について述べていく。これは具
体的には、学生・教職員に向けた当事者学生に対す
る対応ガイドラインの作成や大学のハラスメント防
止規定の見直し、性の多様性を学ぶ講義の全学学生
向けの開講などがある。これらにおいて大学は、セ
クシュアリティに起因する差別や偏見、社会的排除
を許さない姿勢を示す必要がある。
　対応ガイドラインについて、ダイバーシティ推進
宣言や基本指針は大学の姿勢をあくまで示したもの
であり、当事者学生にとっては、具体的にどのよう
な支援を大学がしてくれるかが重要であるため、具
体的な事例を提示しそれらに大学がどのように対応
するかを明文化する必要がある。また、教員に対し
て性的マイノリティの問題を身近に感じさせ意識啓
発を促すと同時に、当事者に対する適切な対応の実
施を教員が行えるようにすることが重要である。
　ハラスメント防止規定の見直しについて、教育機
関における性的マイノリティに対する嘲笑的言動、
特にアウティングは重大なセクシュアル・ハラスメ
ントであると規定される必要がある。また、教員の
講義内における自身の言動を考え直させることにつ

筑波大学 早稲田大学 龍谷大学 京都精華大学 大阪大学 大阪府立大学
「だれでもトイレ」の設置 なし 全キャンパス 一部の棟 一部の棟 一部の棟 一部の棟

表４　６大学における「だれでもトイレ」の設置状況　　※筆者作成
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なげるためには、拘束力のあるものにする必要があ
る。しかし第１章でも述べた通り、現状において、
従来の「異性間」のセクシュアルハラスメント防止
策のままの大学が多い。本研究では、大学のハラス
メントガイドラインやその他の規定において、「ア
ウティング」や「同性間」「セクシャリティ」とい
う文言が明記されたものが大学にあるかを判断基準
とする。この場合の「同性間」とは、これまで「男
女」間のみにとどまった記載を、法改正を受けて

「同性」も含むように改定しているかを見るので、
性自認の性とは切り離して考えるものとする。ま
た、当事者の学生がすぐに自分の大学のハラスメン
ト規定を調べ、安心材料にすることができなければ
意味がないため、ネット上で公開されているものを
判断の根拠とする。
　一般教養の位置づけで性の多様性を学ぶ講義につ
いて、最も望ましいのは全学部の一年生が必修で履
修しなければならない講義内で性の多様性を学ぶ機
会を設けることだ。その次に望ましいのは、特定の
学部が開講する一般教養の位置づけの講義が全学部
に開放され、全ての学生が受講できることである。
学生にとって、大学の授業の一環で性の多様性につ
いて学び既存の価値観を見直す機会があることは、
ポスターなど学内掲示による啓発よりも効果がある。
　これら３つについて６大学の状況をまとめたも
のが次の表５である。筑波大学では、学生へ向け
た『LGBT+ 等に関する筑波大学の基本理念と対応
ガイドライン』を作成しており、第２章で述べた
通り、具体的な事例を挙げてそれに対する対応を細
かく説明している。また、同ガイドライン内では、
セクシャリティの揶揄や故意・悪意のアウティング
は重大なハラスメントとみなして対処すると述べて
いる。講義についても、全学部生が受講可能なダイ
バーシティの講義がある。
　早稲田大学では、教職員に向けた「セクシュアル
マイノリティ学生への配慮・対応ガイド」、学生へ
向けた「セクシュアルマイノリティ学生のためのサ

ポートガイド」を発行しており、当事者学生への対
応を詳しく記述している。また、ハラスメント防止
に関しては、ハラスメント防止委員会が2004年に
出したガイドラインにおけるセクシュアルハラスメ
ントの定義に、同性間におけるセクシュアルハラス
メント、ストーキング行為および相手方の意に反す
るその他の性差別的言動も含まれるとしている。講
義については、ジェンダーやダイバーシティに関す
る一般教養のものがある。
　龍谷大学では、基本指針を示した大学の HP 上で
支援についても紹介しているが、相談窓口がどのよ
うな場所でどのような職員がいるのかといった具体
的な記述がない。また、新しくハラスメントに関す
る具体的な大学の規定を書いたものはない。講義に
ついては、性的マイノリティに関する講義が一般教
養の位置づけで用意されている。大阪大学や大阪府
立大学でも同様であった。京都精華大学は、ガイド
ラインやハラスメント防止規定においては前の３大
学と全く同様であるが、講義については一年生が必
修で受講する講義内で、ダイバーシティについて学
ぶ機会がある。
　以上、セクシャリティなどダイバーシティに関す
る一般教養の講義は６大学全てにある。その一方
で、ガイドラインやハラスメント防止規定について
は、筑波大学と早稲田大学でしか見られなかった。
残る４大学においても、上記の指針ａ）・ｂ）で論
じた支援がされていることから、何がハラスメント
にあたるかや、具体的な支援の内容や相談窓口、手
続き方法を示したものを作成することは可能と考え
られる。
　最後に４つ目の指針である、ｄ）「性的マイノリ
ティを含むダイバーシティ問題に組織的に対処する
体制」について述べる。具体的には支援施策策定の
ための部署と、ダイバーシティに関する相談全般の
サポートルームの２つがある。
　前者は大学によって様々だが、「ダイバーシティ
推進室」「ダイバーシティ推進センター」等の名称

筑波大学 早稲田大学 龍谷大学 京都精華大学 大阪大学 大阪府立大学
対応ガイドライン ある ある ない ない ない ない

ハラスメント防止規定 ある ある ない ない ない ない
一般教養の講義 ある ある ある 必須の講義としてある ある ある

表５　６大学における学生間・教職員間の啓発
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で呼ばれることが多い。この部署がそもそも当事者
学生支援のための施策についての議論をしない、ま
たはここでの協議が実際の大学全体の施策の策定に
結びつかないという状況では当事者学生支援の組織
として機能しない。ではこうした体制が実効的であ
るためにはどのような条件を兼ね揃えている必要が
あるだろうか。ここでは以下の４点を挙げる。

　①職員とダイバーシティや性的マイノリティを専
門とする教員の教職協働であること：専門家の知見
を議論に反映できると共に、教員と職員が連携する
ことで情報の共有ができる。
　②ここでの策定が大学全体の決定となる強い権限
を持った独立した部署であること：学生部などで性
的マイノリティ学生の支援を兼ねてしまうと、他部
署と同等の権限しか持てない。それでは策定した施
策の徹底を全部署に強制できないため、独立し強い
権限をもつ組織である必要である。
　③部署そのものが施策を策定部署できること： 
策定部署であることは策定までの時間の短縮に繋が
る。権限では一歩劣るが、策定部署への施策提言の
ための部署であってもよい。ただしこの場合は、策
定部署での策定に大きな影響力を持つ必要がある。
　④学内当事者学生の意見を策定の議論に反映する
ためのシステムをもつこと：当事者学生が学生生活
を送る中でどのような問題を抱えているのかについ
て、この部署が当事者の声を反映できる形で施策
の策定を行うしくみが必要である。例えば LGBTs
サークルや学生団体などとの密接な連携・協議を行
う体制ができているかが重要ということになる。

　以上の条件をこの部署は全て兼ね揃えている必要
がある。なお、以下では便宜上こうした立場にある
べき大学内の部署を「支援組織」とするが、各大学
のそうした部署がそうした十分なしくみや権限があ
るかどうかについて比較・検討する。
　サポートルームについては、大学で組織としてダ
イバーシティ問題について取り組む上で重要とな

る。性的マイノリティ専門のサポートルームにする
と、相談に来ること自体がカミングアウトに繋がる
ので、ダイバーシティ全体に対応する部署であるこ
とが望ましい。さらには、このサポートルームが

「支援組織」と連携し、場合によっては相談を受け
た事例に対処するための施策に結びつけていく必要
がある。
　これらを踏まえて、６大学における対応を表で示
したのが、次の表６である。「支援組織」について
は、上記４つの条件全てが「揃っている」、揃って
いないが「ある」、「ない」の３つに分けている。
　筑波大学では、DAC センター内に「支援組織」
とサポートルームの両方を揃えている。学内におけ
る DAC センターの位置づけとしては、例えば理事
直轄であるというような強い権限を持つものではな
く、他の部署とあくまで同列である。早稲田大学で
は、「支援組織」としてダイバーシティ推進室とス
チューデントダイバーシティセンターが、サポート
ルームとしては GS センターがある。早稲田大学の
ダイバーシティ推進室は、理事直轄の部署であり大
学内において強い権限をもつなど、条件の全てを満
たしている。龍谷大学と大阪大学には相当する部署
がない。京都精華大学は、ダイバーシティ推進室が
あるがサポートルームにあたるものはない。同推進
室は、筑波大学と同様、他の部局と同様の位置づけ
である。大阪府立大学は京都精華大学とは反対に、

「支援組織」はないがサポートルームとしてアクセ
スセンターがある。
　以上のように、「支援組織」とダイバーシティ全
体のサポートルームの両方を設置しているのは筑波
大学と早稲田大学の２大学だけであった。また、

「支援組織」が他部署と同列にある筑波大学と京都
精華大学では、他の全ての部署が施策を徹底できる
かどうかに疑問がある。大学として性的マイノリ
ティに関する方針を示す上で、支援の施策を具体的
に策定し、それを大学全体の決定とする権限を持つ
かどうかは大きな課題といえるだろう。
　またダイバーシティに関するサポートルームが存

筑波大学 早稲田大学 龍谷大学 京都精華大学 大阪大学 大阪府立大学
「支援組織」 ある 揃っている ない ある ない ない

ダイバーシティ全般の
サポートルーム ある ある ない ない ない ある

表６　６大学における組織的に性的マイノリティ支援を対処する部署
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在すれば、これまで保健センターや学生課など複数
の部署に分散していたこの種の相談が一箇所に集中
しやすくなる。その結果、どのような相談があった
かについての情報を集約することが容易となり、連
携している「支援組織」における新たな施策の検討
にも結びつけやすい。当事者の心のケアという最も
重要な理由に加え、以上の点でもサポートルームの
設置は有用と考えられる。
　以上の状況を踏まえ、各大学の権利保障の充実度
を簡単にまとめたものが以下の表７である。ソフト
面での対応については、分析基準３つのうち全て
揃っていれば〇を、２つ以上あれば△を、１つ以下
の場合は×をつけた。ハード面での対応では、「だ
れでもトイレ」が全キャンパスに設置されている場
合に〇を、一部の棟において設置されているものを
△、従来の多目的トイレのみの場合は×としてい
る。組織的に性的マイノリティの問題に対処する体
制では、分析基準２つが両方あれば〇、１つのみの
場合は△、なければ×としている。

第４章　結論と今後の課題
　本研究では、既に当事者学生の学ぶ権利保障のた
めの施策を策定している大学において、それらの施
策がどのような過程を経て策定されるのか、どう
いった形で当事者の意見が反映され得るのか、権利
保障の充実度の違いにはどのような理由があるのか
について考察してきた。従来の研究は大学の研究者
が自身の大学における支援状況を調査したものが多
く、複数大学で調査を行ったものはない。本研究で
は６大学で調査を行うことによって、支援のための
施策が策定されている大学間の比較をすることが可
能になった。そして、これらの比較を踏まえ何が当
事者学生の支援を進ませるしくみであるのかを発見
することができた。そのしくみとは、以下の２点で

ある。
　当事者の権利を保障するにあたり最も重要だと考
えるのは、支援の指針として4つ目に掲げた、ｄ）

「性的マイノリティを含むダイバーシティ問題に組
織的に対処する体制」を作ることだ。学生を支援す
るにあたって大学に求められるのは「適切な支援の
施策がより迅速に策定されること」であり、より迅
速な策定に結びつけるためには、この組織の体制づ
くりが必要不可欠なのである。策定まで時間がかか
れば、それだけ長い期間当事者の学ぶ権利が保障さ
れない状態が継続してしまう。
　もちろんソフト面での対応やハード面での対応、
学生や教員への啓発・広報はなくてはならない施策
である。しかしそれらの施策を決定するのは「支援
組織」であり、その体制が適切なものであること
が、他の施策を十分なものたらしむる前提条件と
なる。事実、筑波大学や早稲田大学においては、
DAC センターやダイバーシティ推進室が組織され
た後に、この部署で上記の３つの施策が議論・策定
されている。第３章において、職員と専門の教員か
らなる強い権限を持った独立した施策策定のための
部署であることが、この部署が機能するために必要
な条件であると述べたが、これはまさしく学生の権
利保障をする上で重要な「適切な支援施策のより迅
速な策定」に繋がるのではないだろうか。また組織
的に当事者学生の問題について対処する点では、

「支援組織」と連携を持つサポートルームも重要で
あり、そこで得られた当事者学生の声や知見が活用
されることで、「支援組織」による優れた、かつ迅
速な施策の策定にも結びつく。京都精華大学と大阪
府立大学では、この体制のうち１つしか設置されて
おらず、支援の議論が策定に結びつかない現状があ
る可能性がある。
　次に、私が重要であると考えるのは「学生・教員

ソフト面 ハード面 啓発・広報 組織的に対処する体制
筑波大学 △ × ○ ○

早稲田大学 △ ○ ○ ○
龍谷大学 × △ × ×

京都精華大学 ○ △ × △
大阪大学 × △ × ×

大阪府立大学 ○ △ × △

表７　６大学における当事者学生支援の充実度の現状
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に対する啓発・広報」を行うしくみ作りである。第
２章において、学生の権利保障のためには大学の施
策について当事者の学生自身が認知していることが
前提だと述べたが、調査を行えた各大学に共通して
当事者学生からの認知度の低さを大学も一部の当事
者学生も感じているのが現状である。
　上記で述べた対応ガイドラインやハラスメント防
止規定、講義による啓発や広報を全て行った上で、
更に各大学での調査結果から考えられる方法として
は、当事者学生との連携がある。当事者学生との連
携は、紙面での広報以上に大学のダイバーシティ推
進に対する姿勢を直接的に示す手段となる。学生に
とっても大学にどのような支援の用意があるかが明
瞭になり、そのことが信頼関係の構築にもつながっ
ていく。またそれは、「支援組織」が機能するため
の条件の一つとして挙げた「当事者学生の意見を反
映させるシステム」につながり、また今後どのよう
な支援が行われるかについてもいち早く知ることが
できる。その意味でも大学と LGBTs 当事者サーク
ル・学生団体等との連携が図られることが望まし
い。今回の調査からは支援のための部署との連携の
ある団体、もしくは今後連携を取ろうと考えている
団体の存在が見出されたが、こうしたしくみをいか
に大学において構築できるかは、大学にとって大き
な課題である。
　最後に本研究の課題について述べたい。本論文
は、各大学の施策については大学の教職員・学生に
対するインタビューに基づいているが、当初この調
査を開始した時点では、大学として考えられる支援
のあり方について、共通したフォーマットや支援の
レパートリーを想定できていたわけではなかった。
現実にまだこうした支援に乗り出している大学が多
くはない中では、そもそも現状として考えられる支
援のあり方を仮説的に提起してインタビューに臨む
こと自体が困難である。そのため後日の調査を行っ
た大学で初めて見出された支援策については、それ
以前に調査を行った大学に関しては、その存在の有
無を十分に確認できていない場合があった。ただし
今回こうして考えられる支援のあり方について、複
数の大学にまたがってそのレパートリーを見出せた
ことで、今後こうした調査を重ねる際に、それぞれ
のレパートリーがどの程度取り入れられ、また実効
的に機能しているかについての基準を見出すことが
できたと考えられる。

　また施策の策定に関わっている教職員の自己評価
が必ずしも、当事者の評価と一致するかどうかにつ
いては、さらなる調査を重ねていく必要があるだろ
う。特に当事者については、例えばトランスジェン
ダーの中でも FtM や MtF などと分かれるように、
性のあり方はさまざまである。そうしたさまざまな
性のあり方に即して、大学に対して望む支援が異な
ることは十分に考えられる。そうした点を踏まえた
上で調査をさらに進めることは、よりきめ細かな学
生支援の可能性を考える上で重要である。
　最後に、既に学生支援の施策が策定されている大
学を調査対象とした本研究では、学生を支援するし
くみがまだ確実になっていない女子大学が調査対象
に含まれていない。現状において多くの女子大学
は、戸籍上の性別が男性で性自認が女性のトランス
ジェンダーの受け入れを拒否している。本来性自認
に即した大学生活が保障されるべきところで入学拒
否をすることは、トランスジェンダー学生に対す
る「学ぶ権利」の侵害である。この点を改善するこ
とができなければ、女子大学における当事者の権利
保障は根本的にないに等しい。また、在籍中に X
ジェンダー学生が性自認を男性に変更した場合にも
退学を強制されることがないよう、大学が入学した
学生に対する在籍を保障する必要もあるだろう。今
後は、お茶の水女子大や他の女子大学での動きを見
据えつつ、女子大学における学生支援のあり方につ
いても研究を行う必要があるだろう。

註
１　国連 LGBT コアグループとは、国連において

LGBT の課題を取り扱う閣僚級会合を主催するな
ど、LGBT の権利擁護・差別撤廃の施策の中心的
な役割を担うグループ。アジアでは日本が唯一参
加している。その他、アルゼンチン、ブラジル、
クロアチア、EU、フランス、イスラエル、オラ
ンダ、ニュージーランド、ノルウェー、米国と
国連人権高等弁務官、さらに NGO 団体ヒューマ
ン・ライツ・ウォッチ、国際ゲイ＆レズビアン人
権委員会が参加している。

２　性自認とは、性別に関する自己意識のことをい
う。

３　お茶の水女子大学のこの表明は、セブンシス
ターズと呼ばれるアメリカの伝統のある女子大学
が、2014年から2015年にかけて一斉に「誰に出
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願資格があるか」を公表した流れを受けたもので
ある。この時公表された内容は、出願時の性別を
自己申告制とし、性自認が女性であれば戸籍上の
男性も入学できるとした。また、一度入学した学
生に対しては、在学中に性自認が変わった場合で
も、学生のニーズに応じた対応や支援をしていく
というものだった。

４　性的指向とは、人の恋愛・性愛がいずれの性別
を対象とするかを表すものであり、具体的には、
恋愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛、同性に
向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛、他者へ
向かない無性愛などを指す。

５　ダイバーシティとは、人種、性別、国籍、障害
の有無など「多様性」を意味する言葉のこと。

６　LGBTIX とは、Lesbian（レズビアン、女性同
性愛者）、Gay（ゲイ、男性同性愛者）、Bisexual

（バイセクシュアル、両性愛者）、Transgender（ト
ランスジェンダー、性別越境者）、Intersex（イン
ターセックス、両性具有者）、X-Gender（エック
スジェンダー、男女の枠組みから外れる性を自認
する者）の頭文字をとった単語のこと。

　　Questioning（クエスチョニング、性自認や性的
指向が定まっていない、もしくは意図的に定めて
いない者）を含め、LGBTIQX とすることもある。

７　LGBTs（LGBT ＋）とは、LGBT だけでなく他
のセクシャリティも含まれていることを指す言葉
のこと。

８　アウティングとは、ゲイやレズビアン、バイセク
シャル、トランスジェンダー等の性的マイノリティ
に対して、本人の了解を得ずに、公にしていない
性的指向等の秘密を周囲に暴露する行動のこと。

９　アライ（Ally）とは、性的マイノリティの人々
を支援し、ホモファビア（同姓愛に対する嫌悪や
偏見を持つ価値観や、テロノーマティビティ（異
性愛が標準と考える価値観）の解消を促すための
活動を支持する人のこと。

10　FtX とは、出生時の身体上の性別が女性で、
性自認が女性・男性のいずれでもない人のこと。

11　FtM とは、出生時の身体上の性別が女性で、
性自認が男性の人のこと。

12　MtF とは、出生時の身体上の性別が男性で、
性自認が女性の人のこと。
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滋賀県立大学教職員のワーク・ライフ・
バランスと男女共同参画に関する意識
とその変化（下）

論文

武田俊輔・中村好孝

目次

７．男女共同参画をめぐって
7.1　男女共同参画に関する知識
　男女共同参画に関する議論の中で登場するさまざ
まな語句について、どの程度知られているのか、知
識の有無を「つぎにあげる語句をご存じですか。あ
てはまる番号にそれぞれ１つだけ○をつけてくださ
い」という質問文で、９つの概念・法制度名・行政
用語について尋ねた。回答は、「知っている」「聞い
たことはある」「知らない」の３件法で求めた。
　全体で、「知っている」が最も多かったのは「男
女雇用機会均等法」で、９割近くが「知っている」
と答えた（図7-1-1）。「聞いたことはある」を含める
と、回答者全員に知識があるという結果である。次
いでよく知られていたのは「ジェンダー」（生物学
的な性差を意味する「セックス」に対して社会的な
性差を指す）も、「知っている」が７割、「聞いたこ

とはある」も含めると、ほぼ全員が何らかの知識が
あった。この２つについては前回もほぼ同様である。
　「ワーク・ライフ・バランス」（仕事と生活のバラ
ンス）については、前回が知っているは47% にとど
まったが、今回は４分の３以上が「知っている」と
回答しており、この８年間で認知度が大きく上昇し
た。「男女共同参画社会基本法」についても「知っ
ている」と答えたのは前回の47.0% から57% に上昇
している。しかし一方で、男女雇用機会均等法を定
める根拠となった「女性差別撤廃条約」では「知っ
ている」はわずかに減少し（37.5% →33.3%）、安倍
政権下において制定された「女性活躍推進法」につ
いても、「知っている」は３分の１程度に過ぎない。
　また「女性研究者支援モデル育成事業」は、女性
研究者の研究と出産・育児等の両立支援に向けて、
文部科学省が2006年度に開始した事業だが、この
事業の認知は前回同様に半数弱にとどまっており、

「知っている」と答えたのは５人に１人弱だった。
「ポジティブ・アクション」は、さまざまな少数者
への差別を積極的に是正していく措置をあらわす用
語だが、日本では女性差別を是正する積極的な措置
を表す語として使われることが多い。これを「聞い
たことはある」としたのは４割強にとどまってお
り、「知っている」と答えたのは２割未満だった。
性別による差別や格差是正のために議員や公的機関
の委員の人数を割り当てる「クオータ制」につい
ては比較的知られており、４割程度が「知ってい
る」、「聞いたことがある」を合わせると認知度は６
割に達した。
　これらの知識の有無を属性別にみてみよう。そ
れぞれの回答に「知っている」＝２点、「聞いたこ
とはある」＝１点、「知らない」＝０点を割り当て
て、それぞれの平均得点を求めた。その結果が図
7-1-2および図7-1-3である。まず法律などの制度面
について、図7-1-2で見てみよう。「男女雇用機会均
等法」は、性別、年代、職種、所属部局に限らず、
全般によく知られている。「男女共同参画社会基本
法」は、属性による知識の偏差が見られ、年代別で

人間文化 , vol.47, pp. 55-73（2019）

１．調査の目的と課題
２．調査の設計
３．調査の方法と結果の概要
４．教職員の勤務実態
５．勤務をめぐる不満
６．ワーク・ライフ・バランスの実態（以上前号）
７．男女共同参画をめぐって（以下本号）
８． 男女共同参画をめぐる本学の現状をどう

みるか
９．大学として取り組むべきソフト面の施策
10．大学として取り組むべきハード面の施策
11．結論
補　 調査票「滋賀県立大学 男女共同参画調

査（教職員）調査表」（https://drive.google.
com/open?id=1C4x9454FfIVXW84d1xmt
99Y1gkKsTuF9）に掲載
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は、30 ～ 40歳代および60代以上がやや低い。職種
別にみると、教員と役員・常勤の職員にはある程度
知られているものの、非常勤の教職員の認知は相対
的に低い。所属部局による違いも大きい。人間文化
学部・人間看護学部ではよく知られているものの、
環境科学部・工学部では相対的に知られていない。
　「女性活躍推進法」については近年のトピックだ
が、全体的に必ずしも認知度が高いとは言えない。
比較的男性より女性の認知度が低く、年代別では
40代の認知度が低い。また役員・常勤の職員の認

知度は極めて高いが非常勤の職員では極めて低い。
学部では人間文化学部では高い一方、環境科学部で
は低い。「女性差別撤廃条約」は、性別のばらつき
はないが、年代別では50代で低い。職種別では非
常勤の職員で得点が低い。所属部局別では人間文化
学部で得点が高く、工学部・環境科学部・事務局等
で低いという傾向になる。
　「女性研究者支援モデル育成事業」は、全般に知
られていないが、職種別では、常勤の教員に知られ
ているのに対して、職員には知られていないという

87.3%

57.4%

35.1%

33.6%

17.6%

42.0%

80.5%

78.5%

19.5%

65.7%

12.4%

31.9%

35.5%

38.8%

26.0%

21.2%

16.3%

17.5%

25.5%

14.7%

0.0%

10.7%

29.5%

27.6%

56.4%

36.8%

3.2%

4.0%

55.0%

19.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男⼥雇⽤機会均等法

男⼥共同参画社会基本法

⼥性活躍推進法

⼥性差別撤廃条約

ポジティブ・アクション

クオータ制

ジェンダー

ワーク・ライフ・バランス

⼥性研究者⽀援モデル育成事業

LGBT

表7-1-1	 男⼥共同参画に関する知識

知っている 聞いたことはある 知らない

図7-1-1　男女共同参画に関する知識

0.00	

0.50	

1.00	

1.50	

2.00	

男
性

⼥
性

20
歳
代

30
歳
代

40
歳
代

50
歳
代

60
歳
代
以
上

常
勤
の
教
員

役
員
・
常
勤
の
職
員

⾮
常
勤
の
教
員

⾮
常
勤
の
職
員

環
境
科
学
部

⼯
学
部

⼈
間
⽂
化
学
部

⼈
間
看
護
学
部

事
務
局
等

性別 年代 職種 部局

図7-1-2 男⼥共同参画に関わる法律・制度についての知識

男⼥雇⽤機会均等法 男⼥共同参画社会基本法

⼥性活躍推進法 ⼥性差別撤廃条約

⼥性研究者⽀援モデル育成事業

図7-1-2　男女共同参画に関わる法律・制度についての知識



滋賀県立大学教職員のワーク・ライフ・バランスと男女共同参画に関する 意識とその変化（下）

57人間文化●

傾向はうかがえる。また所属部局別では、人間文化
学部・環境科学部では知られているが、工学部・事
務局等ではほとんど知られていない。
　次いで男女共同参画に関する概念についての認知
度に移る。「ジェンダー」は、かなり全般的に知ら
れているが、属性による知識の偏在が見られる。年
代別では60歳以上で知識をもたない者が多い。前
回の調査では50歳代以上にその傾向が見られたが、
そのまま時間の経過の中で10歳持ち上がった格好
である。職種別では非常勤職員では顕著に低い。所
属部局による差もあり、人間看護学部、人間文化学
部に比して、環境科学部、工学部ではこの語の知識
は他の部局に比べて少ない。
　「ワーク・ライフ・バランス」は「ジェンダー」
とかなり近いグラフの軌跡を描いている。性別の違
いはそれほどあるわけではないが、年代別にみると
60歳以上では得点が大きく落ちる。職種別では常
勤の教職員には知られているが、非常勤の職員では
その得点がかなり低い。所属部局別の違いでは、事
務局等、次いで環境科学部で得点が目立って低い。

「LGBT」は「ジェンダー」よりやや低いが、これ
また同様の傾向が見られる。
　「クオータ制」は20代では顕著に知られていな
い。常勤の職員の認知度は高いが、役員・常勤の職
員では1点前後にとどまり、非常勤の職員はほとん
ど知らない。学部別では人間文化学部のみ極めて高
いが、他は同程度である。「ポジティブ・アクショ

ン」は全体として知られていない用語だが、役員・
常勤の職員には比較的認知されている。部局別では
人間文化学部での認知度が比較的高い。

7.2　男女共同参画に関する意識
　調査では、男女共同参画に関してそれぞれの人が
抱いている意識・態度を、「つぎにあげることにつ
いて、あなたのお考えに近いものの番号にそれぞれ
１つ○をつけてください」という質問文で、６項目
に分けて、それらの意見への賛否を尋ねた。回答は

「そう思う」「どちらかといえばそう思う」「どちら
かといえばそう思わない」「そう思わない」の４件
法で求めた。

性別役割分業観
　性別役割分業に関して、「夫は外で働き、妻は家
庭を守るべきだ」という意見についての賛否を尋ね
たところ、全体に８割以上が否定的である（図7-2-
1）。「夫に経済力があれば」という条件付きについて
も同様である。
　属性別に賛否をみてみよう。「そう思う」「どちら
かといえばそう思う」とした割合をまとめたのが
図7-2-2である。まず「夫は外で働き、妻は家庭を
守るべきだ」という意見からみてみよう。性別の違
いをみると、男女ともおおむね賛成する割合は低い
が、男性の方が女性よりやや高い。年代別では、20
歳代と40 ～ 50歳代でこうした性別役割分業観に否
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定的であるのに対して、30歳代と60歳代以上では
肯定する割合が高い傾向にある。職種別では常勤の
教員はおおむね否定的で、それ以外とはやや差があ
る。所属部局間の違いも明らかで、肯定の割合が明
確に高いのは工学部である。
　「夫に経済力があれば、家事・育児は妻がやるべ
きだ」という項目は、前回の調査では前の性別役割
分業観の項目よりも全般に肯定の割合が高かった
が、今回は逆転している。男女の違いをみると、前
の項目より30歳代と50歳代において大きく肯定的
な回答が減少している。職種・所属部局による違い
は、前の項目とほぼ同様の傾向にある。

結婚・育児をめぐる意識
　「結婚は女性にとって不利になることが多い」と

いう考えには、ほぼ半数に賛否が割れている（図
7-2-3）。夫婦別姓（「結婚しても、名字をどちらかに
合わせる必要はなく、別々の名字でよい」）につい
ては、６割強が肯定的、４割弱が否定的であり、ほ
ぼ半々だった前回調査に比べると、別姓に対する理
解が進んでいる。
　育児に関して「子の世話は夫婦で協力して行うべ
きだ」という考えへの賛否を尋ねたところ、「そう
思う」と「どちらかといえばそう思う」をあわせた
肯定派は100％近い。
　これらのうち、意見が分かれた「結婚は女性に
とって不利になることが多い」および、夫婦別姓
への回答を属性別にみる（図7-2-4）。「結婚は女性に
とって不利になることが多い」は女性のほうが同意
する割合が高い。年代別の差は大きく、30代～ 50
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代では５割以上が「不利になることが多い」として
いるのに対し、20代では３割程度、60代では４割
弱である。職種別の差もかなりみられ、常勤の教員
では６割近く、また非常勤の教員・職員で５割程度
が「不利になることが多い」としているのに対し、
常勤の職員では35％未満である。所属部局による
差も大きく、環境科学部と人間文化学部では３分の
２が「不利になることが多い」とするのに対し、工
学部と人間看護学部では５割前後、事務局等では４
割である。
　夫婦別姓については女性の方がより同意する割合
が多いが、大きな差はない。年代別では20代が比
較的否定的である。職種による違いは大きく、常勤
教員は夫婦別姓に７割近くが賛成しているが、常勤
職員は34% しか賛成がおらず、意識の大きな開き
がある。部局別でも、人間文化学部では８割以上、
環境科学部や人間看護学部で３分の２程度が賛成な
のに対して工学部では半数を割る。

日本の大学の現状をどうみるか
　最後に、「日本の大学は女性の教職員が少ない」
という意見についてである。「日本の大学は女性
の教職員が少ないと思う」という意見に対して、

「そう思う」は41.6％、「そちらかといえばそう思
う」は38.8％、「どちらかといえばそう思わない」
は14.7％、「そう思わない」は4.9％だった。つまり

「少ない」と思っている人は８割近いにのぼり、ほ
ぼ前回と同じ結果である。
　属性別に「そう思う」「どちらかといえばそう思
う」の賛成の割合をみると、性別による差はほぼ
ないが、年齢については他が８割以上なのに対し

て20代だけが62.5% と極端に低かった。職種別で
は常勤教職員がいずれも８割以上そう認識している
のに対し、非常勤教職員では７割台であった。所属
部局別にみると、この意見に賛成している割合は、
環境科学部90.0％、工学部79.5％、人間文化学部
97.3％、人間看護学部64.0％、事務局等76.1%である。

８．男女共同参画をめぐる本学の現状
8.1　男女共同参画の労働環境に向けて
　男女共同参画の労働環境を実現するうえで、教職
員が現状をどう捉えているのかを、まず確認してお
く。調査では「つぎにあげることについて、あなた
のお仕事や職場であてはまる番号にそれぞれ１つ○
をつけてください」という質問文で、「性別による
処遇の差を感じる」「お茶汲みやコピー取りなどを
女性がする慣行がある」かどうかを、「そう思う」

「どちらかといえばそう思う」「どちらかといえばそ
う思わない」「そう思わない」の４件法で尋ねた。
また「つぎにあげる本学の男女共同参画の現状につ
いて、あなたのお考えに近いものの番号にそれぞれ
１つ○をつけてください」という質問文で、「女性
が働きやすい環境が整っている」「職場の男女比に
偏りがある」かどうかを尋ねた。これも回答は上と
同様に４件法で求めた（図8-1-1）。
　男女共同参画に最も遠い点として、「職場の男女
比に偏りがある」という点が挙げられる。これにつ
いては「そう思う」と「どちらかといえばそう思
う」をあわせると５割強が「偏りがある」とみてい
る。「女性が働きやすい環境が整っている」という
点では、７割近くが「整っている」と回答した。

「お茶汲みやコピー取りなどを女性がする慣行があ
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る」と「性別による処遇の差を感じる」は、「そう
思う」と「どちらかといえばそう思う」と答えたの
は２割前後である。
　では、これら４項目について属性別の回答傾向を
みてみよう。「そう思う」と「どちらかといえばそ
う思う」をあわせた割合を示したのが図8-1-2であ
る。
　まず「職場の男女比に偏りがある」に関しては、
女性よりも男性のほうが同意しているという特徴
がある。年代別では20代のみが極端に否定的であ
る。職種別にみると、子の回答には大きな違いがみ
られる。すなわち、常勤の教員では４分の３以上が

「偏りがある」としているのに対し、常勤の職員で
は「偏りがある」とみているのは３割程度、非常勤
の教員・職員では４割程度である。所属部局別にみ

ると、事務局等では「男女差に偏りがある」と捉え
ている割合がそれぞれ、３割台と比較的低いのに対
し、人間文化学部では５割程度、人間看護学部・工
学部は７割を超え、環境科学部では８割に達する。
　「女性が働きやすい環境が整っている」という点
では性別の差はほぼない。年齢については20代の
み９割が肯定的であり、他は３分の２程度である。
職種による捉え方の違いも大きい。常勤の教員で
は「整っている」と答えたのは６割弱だが、常勤・
非常勤の職員は８割が「整っている」と回答した。
非常勤教員は６割台である。所属部局別では、工学
部と事務局等で「整っている」が４分の３と高く、
それに人間看護学部が次ぐ。環境科学部で６割に達
し、一方で人間文化学部では５割を切る。
　次に「お茶汲みやコピー取りなどを女性がする慣
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E 　中学校に就学するまでの子を看護するための５
日の範囲内の特別休暇

F 　子の在籍する学校行事への参加のための、年度
内１日以内の特別休暇

G 　小学校に就学するまでの子を養育するための時
間外勤務および深夜勤務の制限

H 　介護休業
I 　介護部分休業
J 　介護を行う職員の時間外勤務および深夜勤務の

制限
K 　配偶者出産休暇
L 　配偶者の子養育休暇
M 　妊娠に関する保健指導または健康診査のための

特別休暇
N 　妊娠に伴う通勤緩和による１時間を超えない範

囲での時差通勤
O 　つわりのため勤務できない場合の、７日以内の

特別休暇
P　産前休暇
Q　産後休暇
　これら17項目の中で、認知率（「知っている」と
答えた割合）が高い順に並べたのが図8-2-1である

（以下、かぎかっこで括った用語は、正式名称でな
く通称ないし略称の場合もある）。
　「育児休業」は９割弱が認知しており、「産前・産
後休暇」も８割近くが認知している。これらが最も
認知率の高い項目群である。次いで認知率が高いの
が、「介護休業」「育児短時間勤務」「配偶者出産休
暇」で、６割から７割が認知している項目群である。
　次いで、認知率が３割から４割台のものが、「子
の看護のための特別休暇」「子の学校行事参加の特
別休暇」「育児時間」「介護部分休業」「配偶者の子
養育休暇」「育児部分休業」「妊娠の保健指導・健康
診査の特別休暇」「介護のための時間外勤務・深夜
勤務制限」「つわりのための特別休暇」「子の養育の
ための時間外勤務・深夜勤務制限」であり、最も認
知率が低かったのは「妊娠に伴う時差通勤」であっ
た。
　以下、上述の就業制度の認知率を属性ごとにみて
いくが、まず出産にかかわる就業制度として、P産
前休暇、Q産後休暇、M妊娠に関する保健指導また
は健康診査のための特別休暇、N妊娠に伴う通勤緩
和による１時間を超えない範囲での時差通勤、Oつ
わりのため勤務できない場合の７日以内の特別休

行がある」という点である。男女別にみると、男性
よりも女性のほうがこれに同意する割合が高い。年
代別にみると、20代だけが極端に低い。30代以降
については若い年代ほど同意する割合が高く、年齢
が上がるにつれて同意する割合が下がるという年齢
効果がみられる。職種別の差異はそれほど顕著でな
いが、教員に比べ職員で、こうした慣行が「ある」
とみる割合は低い。所属部局別にみると、環境科学
部でこうした慣行が「ある」とするのは７% を切っ
ているのに対して、工学部では35％近くが「ある」
と答えている。
　最後に「性別による処遇の差を感じる」かどうか
をみてみる。これについては全般的に「感じる」と
いう割合は高くないが、属性ごとでその捉え方には
若干の違いがある。男女別にみると、男性よりも女
性のほうが「感じる」とする割合がわずかに高い。
年代別の差は20代が極端に低い以外はそれほど顕
著ではない。職種別の違いはかなり大きく、常勤の
職員では「感じる」と回答したのが15% 程度であ
るのに対して、常勤の教員では４分の１近くが「感
じる」と答えている。所属部局ごとの差異も大き
い。人間文化学部で３割以上が「感じる」と答えて
いるのに対し、ほかの部局で「感じる」と答えたの
は１割から２割程度である。

8.2　就業規則に関する知識の有無
　本節では、本学法人の就業規則がどの程度知られ
ているのかをみていく。たとえ男女共同参画やワー
ク・ライフ・バランスを実現する規則があったとし
ても、それが認知されていなければ意味がないから
である。
　就業規則にはさまざまな制度が盛り込まれてい
るが、まずそれぞれの認知率をみてみよう。調査
では、「つぎにあげる本学の就業規則の内容につい
て、あなたは知っていますか。」という質問文で、
17の制度を挙げて、それぞれ「知っている」「知ら
ない」の２件法で尋ねた。回答は常勤の教職員に
限った。そこで挙げたのは次の17項目である（かっ
こ内は制度の説明。調査票でも同様の説明文を付し
た）。
A 　育児休業
B 　育児短時間勤務
C 　育児部分休業
D 　育児時間
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暇、K配偶者出産休暇（妻が出産する際の３日の範
囲内の特別休暇）の６項目について、それぞれの認
知率の傾向をみてみよう（図8-2-2）。
　認知率の高低はあるものの、これら６項目の認知
率を属性別にみると、いずれの制度に関してもおお
むね似た傾向がうかがえる。すなわち、男女別にみ
ると男性よりも女性のほうが認知率は高い。年代別
にみると、多くの項目で20代の認知率は極めて低
く、30代の年認知率が最も高い。職種別にみると、

教員に比べて職員のほうが認知率は高い。
　次に、育児に関する就業制度として、ほぼ全ての
属性で認知されているA育児休業を除き、B育児短
時間勤務、C育児部分休業、D育児時間、E中学校
に就学するまでの子を看護するための５日の範囲内
の特別休暇、F子の在籍する学校行事への参加のた
めの年度内１日以内の特別休暇、G小学校に就学す
るまでの子を養育するための時間外勤務および深夜
勤務の制限、L配偶者の子養育休暇の７項目につい
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て、認知率の傾向をみてみる（図8-2-3、図8-2-4）。
　これらの項目は男女別にみると、男性よりも女性
のほうが認知率が高い。年代別にみると、育児時間
を除けば20代の認知度は低く、30代の認知度が高
い。ただし育児部分休業については40代・60代の
認知度がより高くなる。職種別では教員より職員の
ほうが認知率は高い。
　最後に、介護にかかわる就業制度として、H介護
休業、I介護部分休業、J介護を行う職員の時間外
勤務および深夜勤務の制限の３項目について、それ
ぞれの認知率の傾向をみてみよう（図8-2-5）。
　属性別にみると、男女を比べれば、介護休業こそ
女性の認知率がより高いが、他は男女差はそう大き

くない。職種ごとにみると、教員より職員のほうが
認知率は高い。年代別の認知率は20代の認知が低
いのは同様だが、出産や育児に関する傾向とは異な
り、30歳代以降は横ばいとなる項目が多い。ただ
し介護のための時間外・深夜勤務の制限は30代に
比して40代で低く、年齢が上がると再び高くなる
傾向にある。

8.3　休業制度の取得しやすさ
　さまざまな制度の有無と並んで重要なのが、そう
した制度の実際の使いやすさである。つまり、たと
えば休業制度はあっても実際に取得しにくいとなる
と、制度が設けられている意味は大きく薄れる。そ
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こで調査では、代表的な休業制度として育児休業と
介護休業に関してその取得しやすさを尋ねた。質問
文は「つぎにあげる本学の男女共同参画の現状につ
いて、あなたのお考えに近いものの番号にそれぞれ
１つ○をつけてください」として、「男性が育児休
業を取得しやすい雰囲気だ」「女性が育児休業を取
得しやすい雰囲気だ」「男性が介護休業を取得しや
すい雰囲気だ」「女性が介護休業を取得しやすい雰
囲気だ」というかたちで、男女を分けて、「そう思
う」「どちらかといえばそう思う」「どちらかといえ
ばそう思わない」「そう思わない」の４件法で回答
を求めた。
　全体の回答の分布からみていこう（図8-3-1）。育
児休業について「男性が取得しやすい雰囲気だ」と
答えた（「そう思う」と「どちらかといえばそう思
う」をあわせた割合、以下同）のは４割程度で、

「女性が取得しやすい雰囲気」という回答が７割強
であったのと比べると、男性の取得が難しいとみて
いる人が多いのが明らかである。これは介護休業に

ついても同様で、「男性が取得しやすい雰囲気」と

答えたのはやはり４割台程度だったが、「女性が取
得しやすい雰囲気」と答えたのは５割台半ばだった。
　では、誰がこうした休業を取得しにくいと感じて
いるのだろうか。属性別にみていくことで明らかに
しよう（図8-3-2）。まず男性が育児休業を取得する
ことについては、年代別では感じ方にかなり大きな
違いがあり、20代から50代にかけては年齢が高い
ほど「取得しやすい」と答えた割合は低いのに対
し、60代はむしろ「取得しやすい」と考えている。
職種別では、非常勤の教員は取得しやすいと感じる
割合が低いのに対し、非常勤の職員は高くなる。所
属部局による違いとしては、環境科学部・事務局等
では「取得しやすい」が4割前後の一方、人間文化
学部では「取得しやすい」という回答は３割程度で
ある。
　これらに対して、女性が育児休業を取得すること
については、20代・30代よりも年齢が高い方が「取
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得しやすい」と考える者が多い。職種別の違いも大
きく、常勤教員・常勤職員・非常勤職員では「取得
しやすい」と考える者が多いのに対し、非常勤の教
員の「取得しやすい」は５割を割り込む。所属部局
ごとにみると人間文化学部では６割弱と、他よりも
かなり低い。
　男性の介護休業については、育児休業よりも比較
的「取得しやすい」が多い。男性よりは女性の方に
そう考える者が多く、年齢的には60代以上に顕著
に見られる。非常勤教員で「取得しやすい」の割合
が極めて低く、非常勤の職員に多いのは他の項目と
同じである。部局別では工学部と人間文化学部で割
合が低い。
　女性の介護休業については、全般に育児休業より
も取得しやすさは下がる。傾向は他の項目と同じで
あり、職種別では非常勤教員で低く、非常勤職員で
高い。所属部局ごとにみると、人間文化学部では

「取得しやすい」という割合がほかに比べて飛びぬ
けて低い。

９．大学として取り組むべきソフト面の施策
　本節と次節では、大学として取り組むべきだと教
職員が考える施策について、ソフト面とハード面に
分けて、調査結果をみていく。いずれも「つぎにあ
げることで、大学としてとりくむ必要があるかどう
か、あなたのお考えに近い番号にそれぞれ１つ○を
つけてください」という質問文で、回答は「必要

だ」「どちらかといえば必要だ」「どちらかといえば
必要でない」「必要でない」の４件法で求めた。

9.1　労働環境の改善
　現状の労働環境のうち改善すべき点として、時
間をめぐる問題について尋ねた（図9-1-1）。ひとつ
は「勤務時間外の会議をやめる」ことについてであ
る。学内の会議や委員会の負担は前にみたとおりだ
が、こうした負担が勤務時間外に及ぶとき、家事や
育児の時間に食い込み、結果としてワーク・ライ
フ・バランスを失することにつながる。全体とし
て、「勤務時間外の会議をやめる」ことが必要だと
考えている（「必要だ」「どちらかといえば必要だ」
をあわせた割合）のは、９割強に上っている。それ
以前に、学内の会議や委員会の負担を減らすべきと
いう声も少なくない。減らすことが必要だという割
合は、時間外の会議の削減をさらに上回っている。
こうした会議の負担ばかりでなく、労働時間そのも
のを短くすべきだという人も８割以上いる。前回の
調査に比べても、こうした声はそれぞれ約１割ずつ
増加している。
　こうした労働時間をめぐる改善要求を属性ごと
にみてみよう（図9-1-2）。「勤務時間外の会議をやめ
る」という点については、男性よりも女性に「必
要」と回答した割合が高い。年代別にみると、30
歳代と50歳代でその割合が高くなっている。職種
による違いは、非常勤教員で低いが、他はそれほど
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みられない。
　「学内委員会や会議の負担を減らす」ことについ
ては、男女でそれほど違いはない。年代は30歳代
をピークとするなだらかな山型を描いている。ライ
フステージ上、育児にかかる時間が最も長い年代で
あり、そのこととの関連を示唆する結果である。職
種による違いはそれほど大きくないが、常勤の教員
で改善を求める割合がほかの職種に比べて高い。
「労働時間を短くする」のが必要かどうかという点
については、属性による違いがきわめて大きい。年
代別にみると40歳代で9割、30代では７割強とか
なり違いがある。職種別では役員・常勤の職員で特
に９割以上が必要と考えている。部局では事務局
等・人間文化学部・環境科学部で８割を超す。

9.2　多様な働き方を保障する制度
働きやすいしくみづくり
　本学の就業制度の現状については前にみたとおり
だが、こうした制度をどのように改めていけばよ
いか、調査では次の２点について意見を尋ねた（図
9-2-1）。まず、労働負担を軽減することに効果があ
ると考えられる人手にかかわる問題である。「研究
や授業の支援員を確保する」という点については９
割近くが必要だと考えている。「勤務時間を弾力化

する」ことに対してもほぼ同様である。
　これら２点を属性ごとにみてみると、「支援員の
確保」に関しては、20代・30代・60代で要求が強
く、常勤・非常勤いずれの教員でも９割近くが必要
だと回答している（図9-2-2）。特に人間看護学部で
は100% であった。「勤務時間を弾力化する」につ
いては、女性より男性にその必要性を求める割合が
高い。年代別では、50歳代をピークとして、年齢
が上がるほど割合が増えるという傾向がみられる。
職種別にみると常勤職員がより弾力化を求める傾向
にある。

休めるしくみづくり
　休業制度の改善点として、次の４点の必要性を尋
ねた（図9-2-3）。要求が多かった順にみていくと、
まず「休業中に代替要員を確保する」ことを求め
る割合は全体で95% に上った。さまざまな休業制
度がそれなりに具備されていながら必ずしも満足に
取得されていないのだとすると、休業した自分の穴
を埋める要員がいないがゆえに、休みたくても休め
ないというという現実をうかがうことができよう。
次いで要求が多かったのは「多様な休業制度を導入
する」ことで、９割以上が必要だと回答している。

「休業中の経済的支援を整える」ことを求める声も

57.1

54.8

38.7

34.7

38.7

42.8

6.5

5.6

14.8

1.6

0.8

3.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

勤務時間外の会議をやめる

学内委員会や会議負担の減少

労働時間を短くする

図9-1-1 労働環境の改善

必要だ どちらかといえば必要だ どちらかといえば必要でない 必要でない

図9-1-1　労働環境の改善

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

男
性

⼥
性

20
代

30
代

40
代

50
代

60
代
以
上

常
勤
の
教
員

役
員
・
常
勤
の
職
員

⾮
常
勤
の
教
員

⾮
常
勤
の
職
員

環
境
科
学
部

⼯
学
部

⼈
間
⽂
化
学
部

⼈
間
看
護
学
部

事
務
局
等

性別 年代 職種 部局

図9-1-2 労働環境の改善（「必要だ」「どちらかといえば必要だ」と答えた⼈の割合）

勤務時間外の会議をやめる 学内委員会や会議負担の減少 労働時間を短くする

図9-1-2　労働環境の改善（「必要だ」「どちらかといえば必要だ」と答えた人の割合）

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

男
性

⼥
性

20
代

30
代

40
代

50
代

60
代
以
上

常
勤
の
教
員

役
員
・
常
勤
の
職
員

⾮
常
勤
の
教
員

⾮
常
勤
の
職
員

環
境
科
学
部

⼯
学
部

⼈
間
⽂
化
学
部

⼈
間
看
護
学
部

事
務
局
等

性別 年代 職種 部局

図9-1-2 労働環境の改善（「必要だ」「どちらかといえば必要だ」と答えた⼈の割合）

勤務時間外の会議をやめる 学内委員会や会議負担の減少 労働時間を短くする



滋賀県立大学教職員のワーク・ライフ・バランスと男女共同参画に関する 意識とその変化（下）

67人間文化●

85% に上っている。休みたくても休めない理由とし
て、先の人員問題と並んで、経済的な問題があるこ
とがうかがえる。さらに「休業中に自宅で仕事を継
続できるしくみをつくる」というアイディアにも、
８割近い人が必要だと回答していた。いずれも前回
の調査に比べて１割程度増加していることに注意を
要する。
　こうした「休めるしくみづくり」には、教職員全
体が必要だと回答しているが、属性ごとの傾向をみ
ていこう（図9-2-4）。代替要員や多様な休業制度に
ついては回答傾向に男女差や年齢差はそれほどない
が、経済的支援という点に関しては役員・常勤の教
職員・事務局等ではやや低く、休業中に自宅で仕事
を継続できるしくみについては、非常勤の教員では
100%、一方非常勤の職員では７割を切っている。

また環境科学部や人間文化学部に比べれば、工学部
は明確に低い。

9.3　男女共同参画の労働環境
意識の改革
　男女共同参画の職場を実現するうえで、制度や施
設の改善に加えて、組織構成員の意識改革はどの程
度必要だと考えられているのだろうか（図9-3-1）。
性別役割分業観の現状については前で結果を示した
が、これを変える必要性については72.2% が「変え
ることが必要だ」と回答した。さらに「上司の男女
共同参画に対する理解を進める」という点について
は、さらに多い85.4％が必要だと答えている。
　性別役割分業意識の改善は、年代別での違いは
20代で５割にとどまる一方、40代では８割を超え
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ており、他も７割程度である（図9-3-2）。性別・職
種別・部局別の差はあまり大きくない。上司の意識
改革については、男性より女性でその必要性を指摘
する割合が高く、年齢別にみる40代が最も高い。
職種別の差はあまりなく、部局別では環境科学部・
人間文化学部でより高い。

女性の積極登用
　こうした意識改革にとどまらず、女性を積極登用
するなどして、男女共同参画の職場づくりを進める
ことについては、どのようにその必要性が認識さ
れているだろうか（図9-3-3）。「女性の教職員をもっ
と増やす」という点については73.6％が必要だとし
ている。「管理職に女性を増やす」ことについても
73.7％が必要だと回答している。
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性別役割分業意識を変える 上司の男⼥共同参画に対する理解を進める

図9-3-2　意識改革（「必要だ」「どちらかと言えば必要だ」と答えた割合）

部局

非常勤の教員非常勤の職員環境科学部 工学部 人間文化学部人間看護学部事務局他

40.00% 18.90% 13.80% 21.30% 50.00% 34.60% 24.30%

36.00% 50.00% 62.10% 48.90% 27.80% 42.30% 44.90%

76.00% 68.90% 75.90% 70.20% 77.80% 76.90% 69.20%

部局

非常勤の教員非常勤の職員環境科学部 工学部 人間文化学部人間看護学部事務局他

60.00% 35.10% 37.90% 25.50% 63.90% 26.90% 34.30%

28.00% 50.00% 55.20% 55.30% 27.80% 57.70% 49.10%

88.00% 85.10% 93.10% 80.80% 91.70% 84.60% 83.40%

部局

非常勤の教員非常勤の職員環境科学部 工学部 人間文化学部人間看護学部事務局等

76.0% 68.9% 75.9% 70.2% 77.8% 76.9% 69.2%

88.0% 85.1% 93.1% 80.8% 91.7% 84.6% 83.4%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%

男
性

⼥
性

20
代

30
代

40
代

50
代

60
代
以
上

常
勤
の
教
員

役
員
・
常
勤
の
職
員

⾮
常
勤
の
教
員

⾮
常
勤
の
職
員

環
境
科
学
部

⼯
学
部

⼈
間
⽂
化
学
部

⼈
間
看
護
学
部

事
務
局
等

性別 年代 職種 部局

図9-3-2	意識改⾰（「必要だ」「どちらと⾔えば必要だ」と答えた割合）

性別役割分業意識を変える 上司の男⼥共同参画に対する理解を進める



滋賀県立大学教職員のワーク・ライフ・バランスと男女共同参画に関する 意識とその変化（下）

69人間文化●

　属性ごとにみると、女性教職員の増加に対して
は、男性よりも女性でその必要性を指摘する割合が
高い（図9-3-4）。年代別にみると、若手より中年層
のほうが必要と答える割合は高くなっている。職種
別にみると、常勤の教員以上に他の職種でその必要
性を指摘する割合がやや高い。所属部局ごとの違い
としては、環境科学部、人間文化学部では「もっと
増やすべき」という回答の割合が高いのに対し、工
学部と人間看護学部では相対的に低い。
　管理職への女性の積極登用については、性別では
やはりより女性が求める傾向にある。年代別では
20代が低いのに対し30代～ 50代は次第に右肩上が
りとなっている。職種別では、常勤教員と非常勤職
員の間にこの必要性を指摘する割合が高いのが特徴
的である。また所属部局別では、人間看護学部・人
間文化学部・環境科学部で管理職の女性登用を求め
る割合が８割を超えていて、ほかの部局よりも高く
なっている。

9.4　育児支援
　制度面を中心にソフトに関する改善要求がどのよ
うなものか、またそれがどのような層にとくに求め
られているのかをみてきたが、本節の最後に、育児

支援に関してあるべきソフト面の施策要求をみてい
こう。
　まず何よりも、休業を取得しても職場復帰に困難
が伴うとなると休業制度がいくら充実しても取得率
は上がらないだろう。そこで「休業後に復帰しやす
いしくみをつくる」のが必要だとする回答は全体で
97.2% に上っている（図9-4-1）。また復帰後の職場
での育児支援も欠かせず、とくに経済的な支援を求
める意見は広くあるようである。「ベビーシッター
等一時的保育サービス利用の経済支援を整える」こ
とについても「常設保育所利用の経済的支援を整え
る」ことについても、９割近くが必要だと回答して
いる。
　このように育児支援策の充実は、ほとんどの教職
員で必要とされている。特に教員の間でその傾向は
より強い（図9-4-2）。経済的支援策について、常勤
職員で「必要」と回答した割合は８割程度だが、非
常勤職員では100%、常勤教員では９割前後が必要
と答えている。「休業後に復帰しやすいしくみ」に
ついては、性別、年代、職種にあまり関係なく、全
体としてその必要性がみられる。
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10．大学として取り組むハード面の施策
10.1　施設の改善
　本節では、男女共同参画の職場づくりに向けた施
設面の課題点をみていく。まず改修や増設が必要な
施設からみていこう（図10-1-1）。改修・増設の要望
が最も高いのは休憩室で、「必要」「どちらかといえ
ば必要」をあわせると、72.1% が改修・増設を求め
ている。次いで更衣室で、６割以上が改修・増設が
必要としている。いずれも前回より10% 程度増加
している。オール・ジェンダー・トイレについても
６割以上、そして女子トイレについても、５割弱が
改修・増設を必要としている。
　休憩室の要望が強いのは年代的には40代と60代、
職種の中ではとくに非常勤職員で、次いで非常勤教
員と役員・常勤職員が続く（図10-1-2）。部局として
は人間文化学部に極めて多い。更衣室も似たような
傾向にある。オール・ジェンダー・トイレについ
ては女子トイレについては男性よりも女性、30代
～ 40代で比較的必要と考える割合が多い。学部と

しては人間文化学部・人間看護学部から必要という
声が多く見られる。女子トイレについては性別では
女性、年齢的には40代以上、そして非常勤の教員
の間に現行施設に対する不満が根強いという結果と
なった。

10.2　育児支援の施設
　育児に関する施設の改善要望をみてみよう（図10-
2-1）。設置を求める声が最も多いのは「一時保育施
設」で、８割を超える教職員が必要とみており、
前回より10% 以上増加している。次いで要望が多
いのは「トイレ内のベビーシート」で、７割強が
必要としており、これも10% 程度の増加である。

「常設の保育所」に関しては３分の２強が必要と回
答した。病児・病後児保育施設も６割強、子どもの
ためのプレイルームも５割弱が必要だと答えてい
る。いずれも前回の調査より10%以上増加している。
　こうした育児にかかわる施設については、他の項
目と違って20代で極めてその割合が高いことが興
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図9-4-2　育児支援（「必要だ」「どちらかといえば必要だ」と答えた割合）
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図9-4-2 育児⽀援（「必要だ」「どちらかといえば必要だ」と答えた割合）
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常設の保育所利⽤の経済的⽀援
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0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%

男
性

⼥
性

20
代

30
代

40
代

50
代

60
代
以
上

常
勤
の
教
員

役
員
・
常
勤
の
職
員

⾮
常
勤
の
教
員

⾮
常
勤
の
職
員

環
境
科
学
部

⼯
学
部

⼈
間
⽂
化
学
部

⼈
間
看
護
学
部

事
務
局
等

性別 年代 職種 部局

図10-1-2 改修・増設すべき施設（「必要だ」「どちらかとい
えば必要だ」と答えた割合）

⼥⼦トイレの増設 オール・ジェンダー・トイレの設置

更⾐室の増設・改修 休憩室の増設・改修

図10-1-2　改修・増設すべき施設（「必要だ」「どちらかといえば必要だ」と答えた割合）
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味深い（図10-2-2、図10-2-3）。また職員に比べて教
員の間に必要という声が根強い。なかでも非常勤の
教員は、いずれの施設に関しても７割を超える者が
必要だと回答しており、非常勤教員の間でこうした
育児施設の充実が求められているのが明らかであ
る。部局としては人間看護学部・人間文化学部・環
境科学部で極めて多くの者が必要と回答している。

11．結論
　本研究では、滋賀県立大学の教職員の勤務実態や
勤務をめぐる不満、ワーク・ライフ・バランスの実
態、男女共同参画に関する知識・意識・労働環境、
また大学として取り組むべき施策として教職員が必
要と感じるものは何かについて、明らかにしてき
た。そこから浮かび上がったのは、本学における男
女共同参画の実現には、様々な点で課題があるとい
うことである。
　第一に、そもそも多くの教職員が仕事で忙しい
上、とりわけ育児をかかえた教職員がワーク・ライ
フ・バランスにおいて問題を感じていること。第二

に、大学において男女共同参画社会を実現する上で
広く知られるべき知識については、とりわけ大学に
おいて女性の人材を育成していく上で必要な具体的
な施策や方向性に関するものが知られていないこ
と。さらに第三に労働環境や就業規則についても、
男女共同参画に役立つ規則が十分に認知されていな
い、また育児・介護休業を取得しにくい雰囲気があ
るといった課題がある。さらに明らかに前回の調査
よりも多くの構成員にとって仕事が多忙となってお
り、またそれにともなう困難を感じる者が多くなっ
たことは、大きな問題といえるだろう。
　しかしながらそうした状況をふまえて、ワーク・
ライフ・バランスの現状について多くの教職員が問
題意識を持っていること、その上で労働環境の改善
のためのしくみや意識改革を求め、またそれについ
て理解を示していることも明らかになった。特に前
回の調査に比べれば、ソフト・ハードともにほとん
どの面で施策の必要性が感じられるようになってい
る。滋賀県立大学男女共同参画室が設置され、具体
的な施策を行うための重要な足がかりができた今本
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図10-2-2　育児支援のために設置すべき施設（プレイルーム・ベビーシート）
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学においていかにこの調査で明らかになった声にこ
たえ、具体的な施策を講じていくことができるかが
問われることになるであろう。

 （執筆分担：１＝武田、２＝中村、
 ３～ 10＝武田、11＝武田・中村）
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明治時代の伊庭一二景
─東近江市伊庭町の近代の風景─

研究ノート

東　幸代
人間文化学部地域文化学科

はじめに
　前近代の人々は、優れた風景１を目にしたとき、
その風景を絵画や漢詩、和歌などの作品として表現
してきた。また、時として、それらの風景は「八
景」や「三景」のように定数化されることもあった。
　中国の「瀟湘八景」にならい、ある地域における
８つの優れた風景を八景として選ぶ風景評価の様式
は、東アジアにおいて発達し、日本においても中世
以来の長い歴史をもっている。日本における受容の
特徴は、景物に合わせて地名を限定することにあっ
た。景物が固定され、それに見合った地名を選定す
ることにより、八景は各地に展開したのである。公
家の近衛信尹の和歌が添えられている「近江八景」
はその代表的なもので、近江八景になぞらえた八景
が各地で選定された２。

　一方、近代以降も八景選定はおこなわれている
が、その目的や内容は前近代とは異なっている場合
がある。例えば、昭和24年（1949）に滋賀県と琵琶
湖観光協会による公募をもとに、「琵琶湖八景」の
選定がおこなわれている。その評価基準は、景物を
近江八景になぞらえたものではなく独自のもので、
目的は観光の振興であった３。琵琶湖八景選定は、
八景選定の目的が時代によって変化している可能性
や、風景そのものに対する価値観が時代によって変
化していることを示唆する。
　平成30年（2018）、東近江市伊庭町（【図１】４）の
水辺の景観が「伊庭内湖の農村景観」として国の重
要文化的景観に選定された５。筆者は、同市文化的
景観保存活用委員会委員として、この選定に向けて
歴史的資料の調査を担当した。調査の過程で、明
治時代の人の手になる伊庭町（明治時代は明治22年

（1889）～同27年の期間を除き伊庭村）の風景評価を
うかがわせる史料を発見した。この史料から、明治
時代の伊庭村の風景のありようを復元することが、
本稿の目的の一つである。
　また、平成24年（2012）、京都大学大学院景観設
計学研究室と伊庭町自治会との協働により、伊庭町
の住民らの意見をもとに新たに「伊庭八景」が選定
されている６。文化的景観の選定を目的とするわれ
われ委員会の調査活動より以前のことである。こう
した住民自ら選定した現代の八景と、明治時代の伊
庭村の風景とのあいだの、連続性や非連続性につい
て検討することが、本稿の二つ目の目的である。

第１章　現代の伊庭八景
　東近江市伊庭町で伊庭八景として選ばれた８つの
景観は、「今の八景」、及び「未来の八景」のいずれ
かに分類されている。「今の八景」とは、伊庭の住
民にとって「今のままですばらしいところ／残して
いきたいところ」であり、「未来の八景」とは、「少
し手を加えればすばらしいところ／これから良くし
ていきたいところ」である。すなわち、伊庭八景の
選定とは、現在のすぐれた景観を評価するととも

人間文化 , vol.47, pp. 74-81（2019）

図１　伊庭町の位置
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に、将来的な景観・環境保全を目指す取り組みであ
るといえる。
　前述のように、八景という風景の評価様式は長い
歴史を有するが、時代によってその目的を変化させ
てきた。観光振興と八景選定を連動させる動向が落
ち着いた、特に1990年代以降には、環境保全や景
観保全と八景選定とが結びつき７、現在まで続いて
いる。伊庭八景の選定もこうした流れのなかに位置
づけられることは明らかである。
　選定された伊庭八景の一つ目の特徴は、八景のう
ち七景までが、川や内湖、堀など水にかかわる景観
であることである。「今の八景」として選定された
のは「大濱神社と仁王堂」、「正厳寺と田舟」、「妙金
剛寺川とホタル」の三景、「未来の八景」として選
定されたのは「伊庭城址と堀」、「ヨシ原と内湖」、

「妙楽寺と水路」、「卯の時祭と乗降場」、「金刀比羅
神社と港跡」の五景であるが、八景のうち、「大濱
神社と仁王堂」以外の七景が、水にかかわる風景で
ある８。
　これら八景の各地点を、伊庭町の地図９に落とし
込んだのが、次の【図２】である。
　町内の水辺の景観をいかに維持していくのか、こ
れが伊庭八景選定時の住民の課題であったといえ
る。この問題意識は、行政側も共有しており、重要
文化的景観選定にかかるわれわれの調査活動にも継
承された。現在、東近江市のホームページをみる
と、「『伊庭の農村景観』とは」という項目に「琵琶
湖の内湖である伊庭内湖に面し、集落の背後に聳え
る繖山とそこから内湖に流れ込む川と集落内に張り
巡らされた水路を巡る水から生み出された文化的景
観です。」10という簡潔、かつ的確な説明が付され
ている。
　伊庭八景のもう一つの特徴は、【図２】に明らか
なように、八景のうち「ヨシ原と内湖」、「金刀比羅
神社と港跡」を除く六景が、伊庭町内の集落内に集
中していることである。町内に残るすぐれた景観を
後世に残すことが伊庭八景選定の目的であったが、
住民のまなざしが、主として集落内の景観に向けら
れていることがうかがえる。

第２章　「詩集」の紹介
　本章で紹介する史料は、明治14年（1881）１月５
日から４月14日にかけて作成された、「詩集」とい
う表題を有する帳面である。伊庭集落のほぼ中央部

に位置する大規模寺院、浄土真宗本願寺派の妙楽寺
が所蔵する古文書群のなかに含まれており、平成
17年（2015）に調査をおこなった。
　この詩集は、漢詩の詩集であり、全27首で構成
されている。１月５日に作詩された冒頭の「春日閑
居」をみよう。
【史料１】
　　　　春日閑居
　　　庭裏梅花已報春
　　　窓前日暖影尤新
　　　炉辺無客自閑坐
　　　黄鳥声鮮慰独身
　　　　　　　一月五日作
　　　（ 庭の裏の梅花が今まさに春を知らせようと

している。窓の前の日は暖かく、その影は
新しい。炉の辺には客もなく、私は静かに
座している。ウグイスが声鮮やかに一人身
を慰めてくれる。）

　この漢詩と同様、他の漢詩もすべて七文字四行の
七言絶句であり、【表１】の「作詩順」のように配
置されている。

図２　現代の伊庭八景
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　【表１】「作詩月日」欄と【史料１】にみられるよ
うに、１春日閑居（数字は「作詩順」欄の数字に対
応する。以下同じ。）の詩が１月５日に詠まれ、そ
の後、日付とともに各詩が記されている。27春日
訪友人別荘が４月14日の作である。また、「詩題」
から推測できるように、これらの詩は、一部に23
春日雑感のように感情を読んだものや、21題美人
図のように美人の姿態を詠んだいわゆる艶体詩 11も
あるが、「場所」欄にみられるように、ほとんどが
風景を詠んだものである。また、「季節」欄に「春」
という文字が多いように、春の風景を題材とする漢
詩が中心である。
　作者については、史料内に記載がなく、関係史料
も把握できておらず不明であるが、漢詩を作成する
力量を持ち合わせている人物であることから、文化
人としておこう。ただし、漢詩を構成するそれぞれ
の漢字には添削と思われる漢字が添えてある。自添
削の可能性もないわけではないが、第三者の指導を
受けていたことも想定される。明治前期に多数存在
していた漢学塾12の課題であったのかもしれない。
その場合、漢詩の詩題を第三者から与えられた可能
性も想定しうるが、いずれにせよ、当時の人が評価
していた風景を詠んだものと考えることは間違いで
はなかろう。

　次章で述べるように、多くの詩題に伊庭村の地名
が含まれている。また、前述のように各詩に日付が
付されており、特に7未開梅と24半開梅が、時間経
過を如実に示すものであること、及び、そもそも本
詩集が妙楽寺に残されていたことなどから、本詩集
は、当時伊庭村に居住した文化人が、実際に伊庭村
の景観をみて、あるいは念頭において詠んだ作品集
であると推定できる。
　なお、本稿では特に分析しないが、本詩集は作成
された時期が興味深い。八景をはじめとする名所の
定数化は、江戸時代から明治時代にかけておおいに
流行する。これは、漢文学のまなざしで風景を発見
する営みであるといわれるが、西欧の近代的風景観
が入り込む明治後期になると、景物の固定化などそ
の形骸化が批判を受けるようになる13。また、漢詩
文の世界でも、明治10年代から同20年代にかけて、
漢詩改良論と称される動きがあるといわれる14。こ
の詩集は、そうした流れの過渡期に成立した作品な
のである。

第３章　「詩集」の内容分類と特徴
⑴　内容分類
　【表１】の「分類」欄にみられるように、全27首
は大きく３種類に分類できる。

表1　「詩集」を構成する各詩
作詩順 作詩月日・刻 分　類 詩　題 場　所 景　物 季節 時刻
１ １月５日 ─ 春日閑居 庭 ─ 春 昼
２ １月24日夕 ─ 湖山雪霽 湖山 雪霽 冬 夕
３ １月28日夜 ─ 寒中雷聲 葦畔 雷聲 冬 夜
４ ２月３日 ─ 春暁聞鶯 庭 鶯 春 朝
５ ２月５日夜 ─ 春江独釣 湖上 漁舟 春 夕
６ ２月５日夜 ─ 春日望江 江 江 春 昼
７ ２月10日 ─ 未開梅 庭 梅 春 昼
８ ２月11日 ─ 春夜即事 ─ 地震 春 夜
９ ２月15日 名勝型 大明神春色 大明神 春色 春 昼
10 ２月15日 名勝型 郷頭野晴柳 郷頭野 晴柳 春 夕
11 ２月18日 八景型 三橋夕照 三橋 夕照 春 夕
12 ２月18日 八景型 川嵜帰帆 川嵜 帰帆 春 晩
13 ２月20日 名勝型 湖東桃源 湖東 桃源 春 昼
14 ２月20日 名勝型 柳出蛍火 柳出 蛍火 夏 夜
15 ２月21日 名勝型 大風呂漁火 大風呂 漁火 夏 夜
16 ３月２日 八景型 六町畷晴嵐 六町畷 晴嵐 夏 夕
17 ３月３日 八景型 安政山落雁 安政山 落雁 秋 夕
18 ３月４日 名勝型 桑原吟蟲 桑原 吟蟲 秋 夜
19 ３月５日 名勝型 芝原月待 芝原 月待 冬 夜
20 ３月５日 八景型 繖山暮雪 繖山 暮雪 冬 暮
21 ３月６日 ─ 題美人図 ─ 美人 ─ ─
22 ３月12日 ─ 春江泛舟 湖江 舟 春 夕
23 ３月13日 ─ 春日雑感 ─ ─ 春 昼
24 ３月27日 ─ 半開梅 庭 梅 春 昼
25 ３月30日 ─ 美人春睡図 ─ 美人 春 ─
26 ４月12日 ─ 春眠不覚暁 屋内 ─ 春 朝
27 ４月14日 ─ 春日訪友人別荘 別荘 ─ 春 昼
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⒜ 近江八景を意識した漢詩
　【表１】で「八景型」に分類したものである。人
口に膾炙する近江八景は、「石山秋月」（石山寺）、

「瀬田夕照」（瀬田の唐橋）、「粟津晴嵐」（粟津原）、
「矢橋帰帆」（矢橋）、「三井晩鐘」（三井寺）、「唐崎
夜雨」（唐崎神社）、「堅田落雁」（浮御堂）、「比良暮
雪」（比良山系）の８つの風景から構成されるもの
である。知られているように近江八景は湖南部に集
中しており、伊庭村には該当する場所はない。
　近江八景は、江戸時代の旅行文化の発達により全
国的に知られるようになった。また、近江八景の登
場を受け、各地で八景が選定されているが、江戸時
代の各地の八景に多くみられたのは、「秋月」、「夕
照」などの景物を示す語句の前に、地名を冠すると
いう方法で、いわば近江八景のうつし的な要素が強
いといえる。
　この基準で「詩集」をみると、【表１】の「分類」
欄の「八景型」に該当する11三橋夕照、12川嵜帰帆、
16六町畷晴嵐、17安政山落雁、20繖山暮雪の５首が、
それぞれ夕照・帰帆・晴嵐・落雁・暮雪という景物
を含み、近江八景を意識した詩であることがみてと
れる。また、それぞれに付属する三橋・川嵜・六町
畷・安政山・繖山は、いずれも伊庭村に存在する地
名である。
　こうした点から、本詩集の作者は、江戸時代の
人々と同じく伊庭村の美しい風景を近江八景になぞ
らえようという意識をもっていたことがわかる。な
お、近江八景のうち、秋月と晩鐘、および夜雨の三
景は読み込まれていない。この理由については明ら
かではないが、伊庭村内には該当する場所が存在し
なかったのであろうか。

⒝ 伊庭村内の地名が読み込まれた漢詩
　本詩集の特徴は、伊庭村内の地名が多くみられる
点である。また、近江八景を意識した詩の数よりも
伊庭村の風景を独自に詠んだと考えられる詩が多
い。「分類」欄に「八景型」とともに「名勝型」と
記したのが、伊庭村の地名を詩題にもつ、あるい
は、内容から明らかに伊庭村の風景であると判断で
きる漢詩である。作詩順に挙げると、９大明神春
色、10郷頭野晴柳、11三橋夕照、12川嵜帰帆、13
湖東桃源、14柳出蛍火、15大風呂漁火、16六町畷
晴嵐、17安政山落雁、18桑原吟蟲、19芝原月待、
20繖山暮雪の12首である。このうち、⒜に分類し

た近江八景を意識した５首を除くと、作者独自の題
を持つ漢詩としては７首が該当する。９大明神春色

（【史料２】）、10郷頭野晴柳（【史料３】）、13湖東桃
源【史料８】、14柳出蛍火（【史料４】）、15大風呂漁
火（【史料５】）、18桑原吟蟲（【史料６】）、19芝原月
待（【史料７】）の７首である。
【史料２】
　　　大明神春色
　　晴霞帯処両三松
　　四面菜花春色濃
　　今古伝聞江海畔
　　淡公垂釣策 蹤
　　　　　　二月十五日作
【史料３】
　　　郷頭野晴柳
　　斜照暉々湖面鮮
　　晴霞燦々帯山巓
　　柳楊裊々映波上
　　好景難図難又伝
　　　　　　二月十五日作
【史料４】
　　　柳出蛍火
　　斜陽既没柳青々
　　吹送涼風流水冷
　　訝見光明千万点
　　何非銀漢是飛蛍
　　　　　　二月廿日
【史料５】
　　　大風呂漁火
　　斜陽既没尚炎風
　　酷暑絺衣汗未融
　　自追涼気臻海畔
　　映波漁火興不窮
　　　　　　二月廿一日
【史料６】
　　　桑原吟蟲
　　秋風寂々月光昏
　　叢裏瀼々白露繁
　　連夜万蟲吟不穏
　　誰知此処是桑原
　　　　　　三月四日
【史料７】
　　　芝原月待
　　満天如凍冷風欹
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　　一夜爰来動客思
　　雲外飛魂鵑一囀
　　芝原絶景月昇時
　　　　　　三月五日

　【史料６】などをみると、これらの詩は、必ずし
も春に詠まれたものではないことがわかる。【表１】
の９から20までの詩の「季節」欄をみると、春、
夏、秋、冬の順番に数首ずつ作詩がおこなわれたよ
うである。ただ、いずれにせよ、春の日中の「大明
神」、晩春の夕方の「郷頭野」、蛍の季節の夜の「柳
出」など、伊庭村の景観の美しさが復元できる。
　これらのうち、特に注目されるのは、13湖東桃
源である。
【史料８】
　　　湖東桃源
　　桃花満々照乾坤
　　習々春風香気翻
　　全国無双伊浦里
　　居人自説武陵源
　　　　　　二月廿日
　　（ 桃の花が満ち満ちて天地の間を照らしてい

る。そよそよとした春風が香気をひるがえ
す。伊庭の里は他の地に比べようがないほど
すばらしい。住人は中国の武陵桃源のようだ
という。）

　伊庭村では、かつて「伊庭桃」と呼ばれる小ぶり
の桃が特産品として栽培され、桃木が林立する景
観がみられたという15。『滋賀県管内神崎郡誌』に
は、「伊庭、乙女浜の村落は、数千の桃樹、民屋を
繞るを以て、花時の光景さながらも仙窟に入るが如
し」16とあり、まさにこの文章に記されている光景
が、漢詩として詠まれていることがわかる。しか
し、その後、伊庭桃の栽培は途絶え、現在では桃樹
の植栽もほとんど見られず、こうした風景を想像す
ることは難しい17。【史料８】からは、明治14年ご
ろには伊庭桃の花が咲き誇り、芳香の立ち込める光
景がみられることや、住民がその状況を桃源郷にた
とえ、誇らしく感じていることがうかがえる。
　この他の詩も、明治14年当時の伊庭村の様相を
詠じたものであると考えてよかろう。これら12首
の漢詩の表す風景を、その数から便宜的に「伊庭
一二景」と名づける。

⒞ 伊庭村内の地名が読み込まれていない漢詩
　前記⒜・⒝に該当する詩を除いた残りの詩は、

「分類」欄に「─」としてある。１春日閑居、２湖
山雪霽、３寒中雷聲、４春暁聞鶯、５春江独釣、６
春日望江、７未開梅、８春夜即事、21題美人図、
22春江泛舟、23春日雑感、24半開梅、25美人春睡
図、26春眠不覚暁、27春日訪友人別荘が該当する。
詩題を見ると特定の場所で詠まれたという印象はな
いため、八景型や名勝型とは区別した。
　【表１】から⒞に該当する詩の番号を改めて確認
すると、１～８と21 ～ 27となる。間に位置する９
～ 20の詩は、⒜、及び⒝に分類した伊庭村の地名
を詩題に含む詩である。すなわち、作者は、詩集の
冒頭を場所性の弱い漢詩作成にあてて１～８の詩を
詠み、その後９～ 20として伊庭村のすぐれた風景
を詠み、その終了後、21以降で場所性の弱い詠草
に再度移ったと考えられる。なお、いくつかの詩題
にみられる「春日」は、伊庭村内にも地名として存
在するが、前掲【史料１】春日閑居に見られるよう
に、詩の内容からも特定の場所を示しているとは読
み取れず、単なる「春の日」であると理解した方が
よい。

⑵　内容の特徴
　本詩集が、伊庭村の実際の風景を詠んだ詩を多く
収録していることは明白であろう。さらに、その内
容をみていくと、琵琶湖や川など水辺を詠んだ詩
や、伊庭村が水辺に立地することに由来する詩が多
いことに気付く。改めて⒜・⒝・⒞の分類を示すと
ともに、各詩にみられる水にかかわる詩句を【表
２】としてまとめた。
　「分類２」欄で「伊庭一二景」とした漢詩の詩句
をみると、水辺を表現する詩句は、９大明神春色の

「江海畔」、「垂釣」、10郷頭野晴柳の「湖面」、「波」、
11三橋夕照の「流水」、「浪面」、12川嵜帰帆の「琵
湖」、14柳出蛍火の「流水」、15大風呂漁火の「海
畔」、「映波漁火」、16六町畷晴嵐の「漁父声」、17
安政山落雁の「大湖」である。一見したところ詩題
のみでは水との関連がうかがいにくい詩にも、水に
関連する詩句が読み込まれている。これらは、水辺
に位置する伊庭村ならではの景観を詠んだものであ
り、伊庭村のすぐれた風景は、圧倒的に水辺に由来
していたといえる。
　【図３】18は、明治26年（1893）と平成18年（2006）
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表２　各詩にみられる水にかかわる詩句

の伊庭集落周辺の内湖19の面積の変化を図示したも
のである。
　埋め立てられる前の大中の湖と伊庭内湖という２
つの内湖が、かつて非常におおきな水域であったこ
とがうかがわれる。明治時代には、住民の生業とし
て漁業が営まれていたことや、農業用に田舟が欠か
せなかったこと20などを合わせて考えれば、現在よ
りもはるかに水が身近なものであったのであろう。
　また、⒞に分類される詩は、自らの感情を詠んだ
ものなど場所性がないものであるが、２湖山雪霽な
ど「湖」という語が含まれていることから、おそら
くは伊庭村の風景を詠んだものであろう。同じく、
５春江独釣、６春日望江、22春江泛舟なども、「江」
という文字に見られるように、伊庭村における水辺
の風景のすばらしさを詠んだものであろう。
　なお、伊庭一二景を、地名をもとに地図21上に落
とした22ものが【図４】である。
　【図４】を前掲【図２】と比較して気付くのが、
伊庭一二景には、伊庭村の集落部を読み込んだと思
われる詩がほとんど存在しないことである。【史料
８】として掲載した13湖東桃源のみが該当しよう。
それ以外の一一景の半数は、集落から外れた湖岸に
近い場所に位置するか、湖岸を見通した場所であ

作詩順 分類１ 分類２ 詩　題 水にかかわる詩句
１ ⒞ ─ 春日閑居 ─
２ ⒞ ─ 湖山雪霽 「金波漲々」
３ ⒞ ─ 寒中雷聲 「蘆畔」
４ ⒞ ─ 春暁聞鶯 ─
５ ⒞ ─ 春江独釣 「湖上」「漁舟」「釣魚」
６ ⒞ ─ 春日望江 「春湖」「柳畔」
７ ⒞ ─ 未開梅 ─
８ ⒞ ─ 春夜即事 ─
９ ⒝ 伊庭一二景 大明神春色 「江海畔」、「垂釣」
10 ⒝ 伊庭一二景 郷頭野晴柳 「湖面」、「波」
11 ⒜　⒝ 伊庭一二景 三橋夕照 「流水」、「浪面」
12 ⒜　⒝ 伊庭一二景 川嵜帰帆　 「琵湖」
13 ⒝ 伊庭一二景 湖東桃源 ─
14 ⒝ 伊庭一二景 柳出蛍火 「流水」
15 ⒝ 伊庭一二景 大風呂漁火 「海畔」、「映波漁火」
16 ⒜　⒝ 伊庭一二景 六町畷晴嵐 「漁父声」
17 ⒜　⒝ 伊庭一二景 安政山落雁 「大湖」
18 ⒝ 伊庭一二景 桑原吟蟲 ─
19 ⒝ 伊庭一二景 芝原月待 ─
20 ⒜　⒝ 伊庭一二景 繖山暮雪 ─
21 ⒞ ─ 題美人図 ─
22 ⒞ ─ 春江泛舟 「湖江」「船」
23 ⒞ ─ 春日雑感 ─
24 ⒞ ─ 半開梅 ─
25 ⒞ ─ 美人春睡図 ─
26 ⒞ ─ 春眠不覚暁 ─
27 ⒞ ─ 春日訪友人別荘 ─

図３　伊庭集落周辺の水域変化
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る。また、残り半数は、20繖山暮雪のように地図
外に位置する遠景を含む、集落部からみて内陸部に
位置する。明治時代の伊庭村の文化人は、集落外に
すぐれた風景を見出していたのである。

おわりに
　東近江市伊庭町に残された「詩集」の分析から、
明治時代の伊庭村のすぐれた風景を伊庭一二景とし
て紹介した。一二景のうち、五景が近江八景の景物
を詠んでいることから考えると、伊庭一二景は、近
江八景の変型判であるといえるかもしれない。ま
た、一二景に限らず、伊庭村の春夏秋冬のすぐれた
風景の多くが、水に由来するものであることがわ
かった。これは、現代の伊庭八景にも共通する性格
である。
　一方、現代の伊庭八景に選定された地点が、ほぼ
集落内に限定されているのに対して、明治時代の伊
庭一二景が集落部ではなく集落の外側に展開してい
ることは、おおきな相違点である。これは、すぐれ

た景色をそのまま芸術として表現し
た伊庭一二景とは異なり、伊庭八景
選定の目的が景観や環境の保全に
あったことによるのだろう。
　しかし、いずれにせよ、伊庭に住
む人々が、過去も現在も水辺に心を
奪われ、誇りや安らぎを感じている
ことは明らかである。このたびの重
要文化的景観の選定をさらなる好機
として、伊庭町のすぐれた景観を後
世に残していっていただきたいもの
である。

【付記】
　本稿は、平成31年（2019）２月16
日に伊庭町謹節館で開催された重
要文化的景観「伊庭内湖の農村景
観」景観報告会における拙報告「明
治時代の伊庭の景観─ある文化人の
八景─」を基にしている。妙楽寺様
をはじめとして、事前の史料調査に
ご協力いただいたみなさま、およ
び、報告当日に伊庭町内の地名に関
してご教示くださった町民のみなさ
まに、この場をかりて御礼申上げた

い。なお、本稿は、JSPS 科研費15H03248の助成を
うけたものである。

註
１　本稿では、「風景」と「景観」という用語を、
「個人の目に映じたものを、日本では風景と表現
してきた。」、「景観のほうが風景よりも客観的な
側面を重視した、少なくとも重視した方向性を
有する語として使用されている。」という金田章
裕の説明にしたがって使い分けている（金田章裕

『文化的景観─生活となりわいの物語─』、日本経
済新聞出版社、2012年）。

２　青木陽二・榊原映子編『国立環境研究所研究報
告第197号　八景の分布と最近の研究動向─過去
の景観評価データ─』（国立環境研究所、2002年）。

３　『近江八景から琵琶湖八景へ』（彦根城博物館、
2005年）。

４　『能登川地区古文書調査報告書10　伊庭町共有
文書目録』（東近江市教育委員会、2007年）より

図４　明治時代の伊庭一二景
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転載。
５　平成30年（2018）10月15日付官報告示（号外第

226号）。
６　『景観まちづくり通信・伊庭　NO. ２　かげす

ずし』（東近江市都市計画課、2013年）。
７　前注⑵。
８　前注⑹。
９　「能登川の歴史」編集委員会『明治の古地

図　能登川』（東近江市、2008年）の「伊庭」図
に加筆。本来は現在の地図を用いるべきだが、後
掲【図４】との対比のため、同一の図を用いた。
図中では、「大濱神社と仁王堂」を「大濱神社」
のように省略している。なお、「ヨシ原と内湖」
については、伊庭の里湖づくり協議会が開催して
いる「伊庭内湖ヨシ刈り」事業の会場となってい
る「大風呂」周辺に配置した。

10　https://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000008894.
html（2019年８月17日閲覧）。

11　合山林太郎『幕末・明治期における日本漢詩文
の研究』（和泉書院、2014年）によれば、艶体詩
は明治10年代前半に爆発的に流行するが、明治
10年代後半以降に終息を迎えるという。

12　本山幸彦編『明治前期学校成立史』（未來社、
1965年）。ただし、伊庭村民の漢学学習環境につ
いては未検討である。

13　前注⑵。
14　前注⑾。
15　『文化的景観「伊庭内湖と水路の村」調査報告』
（東近江市、2017年）。

16　松浦果編『滋賀県管内神崎郡誌』（1880年）。
17　前注⒂。現在、伊庭桃の廃絶を惜しむ住民によ

り伊庭桃復活の運動がみられる。
18　前注⒂より転載。
19　内湖とは、琵琶湖岸に存在する潟湖をいう。
20　前注⒂。
21　前注⑼。
22　例えば、地図上にみられる「春色」は、19大

明神春色の舞台である地字「大明神」の位置に配
置した。他の漢詩についても同様であるが、14
柳出蛍火の「柳出」地字が不明なため、「柳原」
に配置している。なお、「暮雪」の繖山は【図４】
外にあたる。
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映像コンテンツ１を活用した授業実践
研究ノート

中谷　博美
人間文化学部国際コミュニケーション学科

１．はじめに
　学習指導要領の改訂と大学入試改革に伴い、英語
教育はこれまでものとは確実に変わってくると考え
られる。小学校では５、６年生から「外国語科」が
スタートし、高等学校卒業程度で求められる英語の
運用能力は、CEFR２の A2-B2レベルとされる。し
かしながら、この目標を達成するには現状の打開が
必要であると言わざるを得ない。学習者は受験英語
と実践英語の乖離や実用的な英語力の向上が期待で
きない授業内容に不満を持っている（ベネッセ教育
総合研究所 2016）。これに対して、多くの指導者の
抱える問題のひとつとして、自信の能力不足、教
材・教具の不十分さなどが挙げられる（同 2016）。
映像コンテンツを教材として活用することは、学習
者の不満の解消となることに加え、指導者の能力不
足の解消にもつながると考える。
　授業における ICT３の活用は英語科の授業におい
ては進んでおらず、依然として教科書を用いたリー
ディングおよびライティングの指導を中心として授
業を行っている高等学校も多い。大学１年生４に実
施したアンケートの結果では、映像コンテンツを中
心として授業を受けた経験のある学生は、全体の
43％であり、そのうちで頻繁に受けたと答えた学
生は15％程度である。つまり、半数以上の学生は、
依然として文字あるいは音声を中心とした教材のみ
を扱った授業を受けてきている。大学入試対策とし
ての授業への期待が高いため、映像コンテンツやコ
ンピューターを活用した授業へ変更する際のハード
ルは想像以上に大きいと考えられる。インターネッ
トが普及し、生活全体が大きく変化し、ICT 活用
のための教育環境も整備されつつあるが、実際の授
業を大きく変革するには至っていない。しかし、少
なくとも大学における英語教育では、自立した学習
者の育成とともに指導者を育成する観点からも、コ
ンピューターを活用した新しい教育へと向かう橋渡
しの役割を果たす映像コンテンツを活用した授業に
ついて再考すべきであると考える。
　そこで本稿では、映像コンテンツとコミュニケー
ションの関わりを考察し、映像コンテンツを活用し
た授業実践とその分析結果について議論する。

２．映像コンテンツとコミュニケーション
　映像コンテンツは、コミュニケーション能力の育
成にどのようにかかわるのだろうか。コミュニケー
ションの捉え方の変遷から考察したい。
　第二言語習得においてコミュニケーション能力
は、カナルとスウェイン（1980）が提唱したモデル
を基本として考えられている。カナルとスウェイン

（1980）では、次の４つの言語能力が必要であると
される。①文法能力（grammatical competence）、
②談話能力（discourse competence）、③社会言語
能力（sociolinguistic competence）、④方略的能力

（strategic competence）である。これまでの日本の
英語教育では、①の文法能力に特に重点が置かれ、
大学入試等で問われる能力も文法や読解が中心で
あった。近年では、その他の能力の育成についても
議論されているが、そもそもコミュニケーション
は、言語能力のみに支えられているものではない。
　ここでは、コミュニケーションの３つのモデルを
みていく。まず、シャノンとウィーバー（1949）の
モデルでは、コミュニケーションはメッセージの伝
達であると捉えられていた。この伝達モデルはシン
プルで受け入れやすいが、送信者のみがコミュニ
ケーションに責任を負うとされ、受信者はフォーカ
スされていない。次に、シュラム（1954）のモデル
では、キャッチボールのような双方向的なやり取り
であることが示されている。この相互交渉モデルに
おいては、送信者と受信者は対等に扱われる。しか
し、このモデルにおけるやり取りは、あくまで意図
的なものである。実際のコミュニケーションにおい
ては、互いに相手が意図していなくても、あらゆる
ところから意味を読み取る。視線や声色、あるいは
服装や立ち位置など、実に様々な情報を無意識的に
読み取り合っている。これらを組み込んだバーンラ
ンド（1970）のモデルでは、コミュニケーションは
共同作業であるとされた。図１はこのモデルを簡略
化したものである。ここでは、メッセージに関わる
送信者・受信者とコミュニケーションを取り巻く環
境は切り離すことのできないものであり、コミュニ
ケーションはトランスアクション（互いに関連する
複数の処理）であると捉えられる。

人間文化 , vol.47, pp. 82-88（2019）
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　バーンランドのモデルは、認知言語学的観点か
らも支持できる。ラネカーの提唱する認知文法５で
は、言語の意味とは認知ベース上のプロファイルで
あると捉えられる。例えば単語レベルでは、spoke
の意味はタイヤ全体の一部としてのみ捉えることが
できる。談話レベルでも同様である。実際の談話の
構造を捉える枠組みとしては、現行談話スペース

（Current Discourse Space、以下 CDS とする）があ
る。CDS は、「談話の流れの中で、ある瞬間に、コ
ミュニケーションのベースとして話し手と聞き手が
共有するすべて」（Langacker 2012: 96）と定義される。
　図２は、発話の連続によって談話が展開されてい
くことを示している。中央のボックスは、実際の発
話が現行イベント（Current Usage Event）における
焦点（Focus）にあり、それに注目する話し手（S）と
聞き手（H）を含む発話の場（Ground）がその下にあ
ることを表している。その外には文脈（Context）が
あり、共有知識（Shared Knowledge）があり、現行
談話スペースがある。

　代名詞 she の意味は、図３で示されるように、
CDS なしには捉えられない。図３では、先行イベ
ントでは固有名詞（〇）、現行イベントでは女性代
名詞（ⓕ）で示され、一致線で結ばれている。発話

の場では、話し手と
聞き手が同じ対象に
注目しており、その
ことを互いに認識し
ていることが示され
ている。これらのす
べてが同時に成立し
ている場合に代名詞
she の意味が捉えられる。言語的手掛かりもまた、
話し手・聞き手・環境によりメッセージを読み合う
という点から、トランスアクションであると言える。
　このように、基本的な単語でさえも、コミュニ
ケーションのモデルを想起し、トランスアクション
で捉えなければ、その意味を正しく把握できない。
コミュニケーションにおいて必要な能力は、言語能
力のみではなく、トランスアクション能力であると
言える。映像コンテンツは、このトランスアクショ
ン能力を高めるのに適している。映像が音声と画像
とコンテキストを含んでおり、言語的手掛かりおよ
び非言語的手掛かりの双方を持つメッセージを提供
することができるからである。

３．授業実践
　実際に映像コンテンツを活用した事例を示す。こ
こに示す実践例は、コンピューターを用いた複雑な
ものではない。教科書と付属した DVD を教材とし
て使用しており、一般的な教室において実践できる。
実践した授業は、大学1年生53名６（２クラス）を対
象とした全15回で構成され、リスニング能力の向
上を目的としたものである。使用した教科書は、
English in 30 Seconds（南雲堂 2009）、扱った映像コ
ンテンツは海外テレビコマーシャル（以下 CM とす
る）である。全15 Unit それぞれに１つまたは２つ
のダイアログまたはモノローグによる CM が音声
と映像により提示されている。CM に用いられてい
る英語は長さがおよそ30秒～１分半、語数は200語
程度である。音声の速度はかなり速く、難易度は高
いと言える。リスニングを中心とする内容の中級者
向けのテキストである。CM はバラエティーに富ん
だ内容となっており、学生にもなじみのある企業

（コカ・コーラやディズニーなど）のものも含まれ
ている。また、口語的で文法的には正しいと言えな
い表現も含まれており、よりリアルな英語の使用実
態を経験することができる。

図１　バーンランドのモデル（八代　2001）図１：バーンランドのモデル(⼋代 2001)

図２　CDS（Langacker2012: 96）

図３　she の CDS
（Langacker2012: 96）
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　Unit3のマクドナルドの CM を例として以下に
示す。Unit3にはダイアログとモノローグタイプ
の２つの CM があるが、ここでは、ダイアログタ
イプの CM を取り上げる。対話者は、幼い子ども

（Dennis：Ｄ）と母親（Mother：Ｍ）、父親（Father：
Ｆ）の３人である。

Ｍ: Have you brushed your teeth yet, Dennis?
Ｄ: Yeeeees.
Ｍ:  Come here. You haven’t had your hair done 

yet.
Ｄ: Dad’s taking me to the zoo.
Ｍ:  Oh, is he? Well, how about when you come 

back, you and me go to McDonald’s?
Ｄ: Yeah!
Ｆ: That’s it.
Ｍ: I need him by two, OK?
Ｆ: What’s going on at two o’clock?
Ｄ: Emm…, Mom’s taking me to the zoo.
Ｆ: Well, how about you and me go to McDonald’s?
 （English in 30 Seconds, p22, 省略筆者）

　映像は、母親が子どもの身支度をする場面から始
まる。嫌そうな顔をする子どもに対して早口で話し
ており、日常の様子であることがその雰囲気からわ
かる。子どもの２番目の台詞で父親が動物園に連れ
ていくと言われると、母親はマクドナルドに連れて
いく約束をする。よろこんだ子どもが今度は父親に

対して同じことを言いい、父親がマクドナルドに連
れていく場面で終わる。つまり、子どもは両親に対
して同じうそをついているのである。この CM の
面白さは、単に台詞を聞いただけではわからない。
実際、映像を見るまで意味が分からないという学生
の反応をよく聞いた。文そのものは、単純で明白で
あるが、対話者の表情や様子、行動がわからなけれ
ば、意味が伝わらない例である。また、文法的にも
崩れている部分がある。父親の最後の台詞では、
How about の後に行為者を you and me と示してい
る。したがって、文法的に予測されるのは going to
であるが、実際には go to とある。少し崩れてはい
るが、カジュアルな関係の場合には日常的に用いる
もので、間違いではない７。このように、映像コン
テンツには、場面を視聴せずには理解しにくく崩れ
た表現があるため、その視聴により実際のコミュニ
ケーションを疑似的に体験しているように感じられ
る。
　毎回の授業で行った映像コンテンツを使ったアク
ティビティは、次の表１の示す８つである。①～③
はテキストを使って問題に取り組む活動、④～⑥は
前時の復習として取り組む活動である。⑦はほとん
ど毎回の授業で行った確認のためのテスト、⑧は２
回行った成果発表活動である。中間と期末発表とし
て行い、それぞれ５つ程度の CM から１つを選択
し、映像に合わせて暗唱を全体の前で行った。学生
の反応として最もよかったものは、この発表活動で
あった。

アクティビティ 映像使用法 活動内容
① リスニング 音声のみ テキストの指示にしたがって、記号で示されたキーワー

ドを聞き取り、正しい順序を付与する。
② 内容確認 映像＋音声 テキストの指示にしたがって、記号で示されたストー

リーラインを正しい順序を付与する。
③ ディクテーション 映像＋音声 テキストの指示に従って、聞こえてくる英語を書きとり、

スクリプトの空欄補充をする。
④ リーディング 音声のみ スクリプトを音読する。
⑤ シャドーイング 映像＋音声 映像を見ながら、聞こえてくる英語と同時に、スクリ

プトを音読する。
⑥ レシテーション 映像のみ テキストを見ずに、映像に合わせて、スクリプトを暗

唱する。
⑦ ディクテーションテスト 映像＋音声 テキストを見ずに、聞こえてくる英語を正しく書きと

れるかどうかをテストする。
⑧ レシテーション発表 映像のみ テキストを見ずに、映像に合わせて選んだスクリプト

を暗唱する発表活動を行う。

表１　映像コンテンツを用いた授業実践内容
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　毎回、１時間（90分）で７つのアクティビティを
行うため、それぞれの活動は、長くても15分程度
である。音声のみ、映像＋音声、映像のみで行う活
動を個人、ペア、全体と組み合わせた学習形態で行
い、１つのアクティビティにもいくつかの活動が含
まれている。授業の進度やアクティビティの組み合
わせについて、個々人の理解度を確認するために
リフレクションシート（感想、疑問などの自由記述
式）を用いたが、コメントから学生は活動内容を十
分に理解し取り組んでいた様子が分かった。その
他、テキストのリーディングは英語による要約、ボ
キャブラリーは英英辞典による意味調べを毎回の予
習とした。テキストの他には、全部で５回程度、音
声学の基礎的な内容（リズム、イントネーション、
連結など）を取り扱った。また、文法については、
リフレクションシートに質問事項があげられていた
場合のみ取り扱った。
　リフレクションシートによる学習者の反応として
は、始めの３回目ごろまでは、①～③のアクティビ
ティについて「速い」「つながっている音が分から
ない」など、難しさを感じている様子が書かれてい
たが、音声学に関する講義を加えた、中間発表以降
はかなりスムーズに学習を進めていた。中間発表で
は、映像コンテンツの登場人物になりきって対話を
実践する学生もおり、工夫して学習する姿が見られ
た。発表に関して、「刺激を受けた」というコメン
トも多くあった。発表後は期末発表を目標に学習を
継続的に進める学生が増え、授業を楽しむ様子が見
られるようになった。コメントでは、映像コンテン
ツに対する反応も多く、例えばここで取り上げたマ
クドナルドの CM に関しては、「はじめは意味が分
からなかった」、「子どもがかわいい」、「日本の CM
と違っておもしろい」、「毎回、新鮮に感じる」など
異文化に対する興味や CM の持つ雰囲気を味わっ
ている様子があった。

４．事後アンケートによる分析
　授業を受講した学生に対して、授業後に映像コ
ンテンツ教材に関するアンケートを実施した。ア
ンケートは無記名方式で、全15回の授業後に書い
てもらった。ここでは、アンケートの結果と自由記
述の分析を示す。対象とする学生は、１年生53名
で全員から回答を得た。以下に内容と回答数、キー
ワードを示す。

　①映像コンテンツ教材は英語の学習に
　　役に立つ（31）　まあ役に立つ（22）
　　あまり役に立たない（０）　役に立たない（０）
　①の理由（自由記述）
　　「わかりやすい」「実際的」「覚えやすい」など
　②これから映像コンテンツ教材を使った授業を
　　受けたい（36）　どちらかと言えば受けたい（15）
　　あまり受けたくない（２）
　②の理由（自由記述）
　　「楽しい」「面白い」「効果的」など
　③授業で扱ってほしい教材
　　「海外ドラマ」「映画」「TED talks」など
　④ 映像コンテンツ教材に関する感想など（自由記

述）
　　 「楽しく学習できた」「海外の CM が面白かっ

た」など

　アンケートから、映像コンテンツが英語学習に
役に立つと考えている学生は100％で、58％の学生
が「役に立つ」、42％の学生が「まあ役に立つ」と
答えている。また、これから映像コンテンツ教材
を使った授業を受けたいと思っている学生は96％
で、68％の学生が「受けたい」、28％の学生が「ど
ちらかと言えば受けたい」と答えている。「あまり
受けたくない」と答えた学生は、高等学校で映像
コンテンツ教材を使った授業を多く受けており、

「speaking に力を入れた授業を受けたい」「飽きる」
「ディクテーションができない」と書いていた。全
体としては、ほとんどの学生が映像コンテンツ教材
を使った学習について肯定的な答えを示している。
　ここでは、映像コンテンツが与える学生のコミュ
ニケーション能力の伸びに関する調査は行っていな
いが、学生の自由記述から、「英語が身についた」

「リスニングが少しできるようになった気がする」
など技能向上に関するコメントもあった。また、本
学２年次前期に履修できる「リスニング中級」で
は、TED talks を取り扱っており、学生の期待に沿
うことができる。さらに３年次後期履修科目として

「English in Media」では、TED talks の他に映画
も扱う予定にしている。映像コンテンツ教材を扱う
授業が段階的に行うことができれば、さらに効果が
期待できる。
　次に、自由記述の分析を示す。ここでは特に多様
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な記述が見られた①の理由（映像コンテンツが英語
の学習に役に立つと考えある理由）の自由記述に関
する分析を行う。およそ４パターンの意見は多いも
のから順に、①理解に関する意見、②記憶に関する
意見、③実際的かどうかに関する意見、④興味関心
に関する意見、となっている。しかし、このような
形式の自由記述に対して、分析者の主観を取り除い
て偏りなく分類することは難しい。そこで、テキス
トデータ分析のために開発されたフリーソフトであ
る KHcoder８を使った分析を行う。記述内容（テキ
ストデータ）に多く用いられている語を抽出し、関
連性を線で結ぶことで記述内容を可視化するという
方法で分析する。
　以下の図４は、映像コンテンツが学習の役に立つ
理由についての自由記述を分析し、共起ネットワー
クとして示したものである。テキストデータは総数
491語、抽出語は55語、頻繁に共起する語を線で結
んである。また、抽出語の出現数は、円の大きさ及
び文字サイズで表しており、大きい円と大きい文字
サイズで表される語句は出現数が多く、小さくなれ
ばなるほど出現数が少ない。

　目立っている抽出語は、「英語」「映像」「見る」
「分かる」「実際」「イメージ」である。これらに続
いて、「情報」「理解」「使う」「場面」などがあげら
れる。ネットワークを見ると、「映像・イメージ」
は「覚える」「使う」「実際」と共起していることが
分かる。また、「英語」「見る」は「理解」「わかる」

「情報」と共起している。学生が実際のイメージを
思い浮かべることと使用することは関連性があると
捉えていると言える。また、英語を理解することと
視覚的な情報には関連性があると捉えていると言え
る。
　映像コンテンツにより、送信する立場にあると
き、イメージと使用することが強く結び付けられ、
受信する立場にあるとき、視覚的情報と理解が強く
結びけられると感じていることが分かる。学習者自
身が、映像コンテンツを２章で述べたトランスアク
ション能力を強化するものとして捉えているのであ
る。
　これまでの英語教育で多く行われているインプッ
トとアウトプットは、文字情報あるいは音声情報と
して扱われていることが多い。例えば、教科書のテ
キストを覚えて、それを紙に書く、あるいは声に出
すといったインプットとアウトプットの練習のやり
方である。こうした練習は、言語能力を高めるに
は、確かに有効であると思われるが、しかし、実際
のコミュニケーションとの乖離を多くの学習者や指
導者が感じている。コミュニケーションはメッセー
ジの送信と受信として捉えられるものではないから
である。映像コンテンツは、学習者がトランスアク
ション能力を意識して強化できるという点で、有効
であると考えられる。
　また、図には表れていない少数の語句をみると、
実際の映像から学生は様々な観点から気づきを得て
いることがわかる。「異文化」「背景的知識」、など
社会言語学的能力に関わること、「推測」「予測」な
ど語用論的能力に関わることなどである。これらの
要素もまた、これまでの英語教育では十分に扱われ
ていないが、トランスアクション能力には重要であ
る。高等学校以下の教科書では、言語能力に特化し
て内容を絞り込んでいるため、その他の要素がない
コンテンツを使用しすぎていることがあるように思
われる。習得させたい内容を明確にすることは、指
導者にとって有効であるが、学習者にとっては、学
習の機会を失っていることもありうる。より複雑な
要素を含んだコンテンツを学習者に教材として与え
ることで、トランスアクション能力を高められると
考える。

５．おわりに
　本稿では、映像コンテンツとコミュニケーション

図４　共起ネットワーク（筆者）
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の関わりをコミュニケーションの捉え方と認知言語
学の観点から考察し、映像コンテンツを活用した授
業実践とその分析結果について議論してきた。コ
ミュニケーションをトランスアクションであると捉
え、その能力を高めるために映像コンテンツを活用
した授業が効果的であることを示した。コミュニ
ケーションと同様に、学習者は、「Ａという刺激が
Ｂという学習を得る」といった古典的な学習メカニ
ズム以外にも複雑な作用により学びを得ている可能
性がある。今後の英語教育の変化に対応し、自立し
た学習者あるいは指導者の育成のために、特に大学
においては、意図されていない学びの存在を意識す
る必要があると考える。

註
１　本稿では、動画（映画、ニュース、ドラマ等）

の映像と音声を組み合わせ、マルチメディア環境
で提供できる形にした情報データを映像コンテン
ツと言及する。

２　CEFR とは、外国語の学習・教授・評価のため
のヨーロッパ言語共通参照枠である。A2は基礎
段階の使用者の上位（生活上最低限の力を持つ）、
B2は自立した使用者の上位（限定的な運用能力を
持つ）とされる（投野 2013）。

３　ICT（情報通信技術）について、文部科学省は
平成23（2011）年度より、１人１台の情報端末、
電子黒板、無線LAN等が整備された環境の下で、
ICT を活用して子供たちが主体的に学習する「新
しい学び」を創造するための実証研究を実施し、

『学びのイノベーション事業実証研究報告書』（文
部科学省 2014）にまとめている。

４　大学１年生53名にアンケート調査を実施した。
協力してくれた学生のみなさんに、感謝申し上げ
たい。

５　認知文法では、「言語構造を人間の基本的な認
知能力（例えば知覚、記憶、カテゴリー化能力な
ど）によって説明し、それらとは切り離すことが
できないもの」（Langacker 2008: 8）として言語
を捉える。

６　本校、人間文化学部国際コミュニケーション学
科の2019年度前期科目である英語ⅠB の実践内
容である。

７　文法については、本学英語教員（ネイティブ）
から助言をいただいた。ご協力に感謝申し上げた

い。
８　KH Coder とは、テキスト型（文章型）データを

統計的に分析するためのフリーソフトウェアであ
る。アンケートの自由記述・インタビュー記録・
新聞記事など、さまざまな社会調査データを分析
するために制作された。「計量テキスト分析」ま
たは「テキストマイニング」と呼ばれる方法に対
応している（樋口 2014）。
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■新任メッセージ

着任のご挨拶
 金　　　宇　大
 人間文化学部地域文化学科

　今年度より、人間文化学部地域文化学科に着任い
たしました。世界遺産学のゼミを担当させていただ
きます、金宇大と申します。出身は兵庫県の姫路市
で、実家は日本で最初の世界遺産となった姫路城ま
で自転車で15分ほどのところにあります。姫路城
が世界遺産になったのは私が小学生の時で、学校の
先生が授業で話題にしていたのを記憶しています。
しかし、当時の私は世界遺産の価値など皆目わかっ
ておらず、姫路城といえば「マラソン大会で走らさ
れるコース」、「強制参加させられる早朝の掃除ボラ
ンティア」といったネガティブなイメージばかりで
した。そんな私が、巡り巡って「世界遺産学」とい
う分野を教える立場に就くことになったのには、な
んとも不思議な縁を感じます。
　私の本来の専門分野は、古墳時代の考古学です。
これまで、古墳時代の対外関係、特に朝鮮三国時代
における相互交流の実態解明をテーマに研究を進め
てまいりました。具体的には、日韓両国の古墳から
出土する副葬品、特に貴金属でつくられた装身具や
刀剣類の製作技法を比較して、器物の流通や工人の
技術交流が、いつ、どのように、どの地域との間で
交わされていたのかを明らかにしようとしていま
す。奇しくも、今年の第43回世界遺産委員会で、
日本の23件目の世界遺産として「百舌鳥・古市古
墳群─古代日本の墳墓群─」が登録されました。こ
の世界的にも類稀な超巨大古墳群は、当時の権力中
枢である倭王権と中国・朝鮮半島との外交窓口と
なった大阪湾に近い和泉・河内に築かれています。
古代の日本社会において、海を隔てた隣国との交流
がいかに重大なウェイトを占めたのかを端的に示す
遺産といえます。私の研究の目標はまさに、当時の
日本列島と朝鮮半島との交流が、両地域における内
的な社会発展にいかなる作用を及ぼしたのかを究明
することです。
　ところで、私の名前「金宇大」は、韓国語読みで
は「キムウデ」となりますが、読み方を問われる
と「キムウダイ」と読むのだと答えるようにしてい
ます。私は、いわゆる在日韓国人の３世です。保育
園から幼稚園に移った際に、父親の方針で本名の

「金」の姓を使いはじめ、小学校から大学まで「キ
ムウダイ」として日本の学校に通っていました。生
まれつき体格に恵まれていた私は、幸いなことにい
じめや排斥に遭うこともなく、それなりに楽しく学

校に通うことができましたが、「キム」としての学
生生活を送るうちに、「自分は日本人ではなく韓国
人なのだ」という自覚を強く持つことになりました。
　しかし、その実態は「韓国の文化も知らず、韓
国語もアニョハセヨ程度しか知らないキム」に過
ぎませんでした。「これでは格好がつかない」とい
うネガティブな動機で、大学３年生の時、韓国のソ
ウルへ１年間の語学留学に行きました。留学生活で
は、韓国人の友人をつくって言葉と文化に慣れ親し
んでいく一方、自らの文化的バックボーンや思考方
式が、やはり日本のそれであることを思い知ること
となりました。かといって、日本人としての自己に
目覚めたというわけでもありません。私が自覚する
に至ったのは、ちょうど両方の文化の境界線を跨い
だような、やや特殊なアイデンティティです。大
学院生の時に家族全員で帰化をし、戸籍上の本名
は「稲田宇大」となりましたが、私はその後も「金
宇大（キムウダイ）」を用いて研究に取り組んでい
ます。そこには、「キムウダイ」という、「韓国語読
み＋日本語読み」の変な組み合わせの名前が、案外
自身のアイデンティティを的確に表しているのでは
ないか、そうした特殊な立場の自分だからこそ取り
組める研究があるのではないか、という思いがあり
ます。私が研究する古代日朝関係の考古学は、とも
すればナショナリズムに根差した偏見や先入観に解
釈を左右されるナイーブな領域です。私は、研究活
動を通じて可能な限り中立・客観的な歴史観を構築
し、これを粘り強く発信し続けることで、日韓の歴
史認識の歩み寄りに少しでも寄与したいと考えてい
ます。
　近年の世界遺産をめぐる情勢の中で、注目され
ている概念の一つに「トランスバウンダリ－・サ
イト」というものがあります。「国境を越えて複数
国にまたがって登録されている世界遺産」を指し、

「越境遺産」とも訳されます。遺産の価値は「国境」
という恣意的な境界線に分断されるものではありま
せん。私は、今後本学で取り組んでいく「世界遺
産」を軸にした教育・研究活動を通じて、より一層

「トランスバウンダリー」な、汎アジア的感覚を磨
き、自らの研究に、学生たちへの教育に、還元して
いきたいと思います。
　みなさま、何卒よろしくお願い申し上げます。
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着任にあたって
 中　谷　博　美
 人間文化学部コミュニケーション学科

　今年度４月より人間文化学部国際コミュニケー
ション学科に着任いたしました中谷博美と申しま
す。専門は、言語学と英語教育です。ここでは、ご
挨拶もかねて自分のことを少し書きたいと思います。
　出身は、石川県の能登半島にある「黒島」という
町です。彦根から見ると、ずいぶん北の方だなと
感じます。小学生のころには、金沢に引っ越して
しまいましたので、７年間ほどしかおりませんでし
たが、やはりふるさとは黒島だと思っています。
金沢では、小・中・高・大学・大学院と学校生活を
過ごしました。修士課程の後、はじめて石川県を離
れて、神奈川県小田原市で中学校の英語教員とし
て10年間勤めました。その後、休職という形で博
士課程に進み、それ以降は研究を続けています。こ
れまで過ごした場所では、金沢が一番長くなります
が、小田原での10年間の教員生活が、研究の原動
力となっています。博士号取得後は、いろいろな大
学の非常勤講師をしながら１年を過ごし、昨年度は
石川県金沢市の短期大学で常勤として１年勤めまし
た。ご縁があって、本学に勤めることになってから
半年がたち、ようやく新しい場所にたどり着いた気
がしています。
　研究のテーマは「付加疑問文」です。大学３年生
のときに、卒論のテーマはこれまで自分がわから
なかったことについて調べるとよい、と言われて
選んだのがきっかけです。高校生の頃に授業で全く
理解できなかったことを今でも覚えています。認
知言語学のやり方では、たくさんの事例を検討し、
そのすべてに当てはまる法則を探ります。大学４年
でまとめた論文は、ほとんど例文を集めただけでし
た。修士論文では、典型的な例文に的を絞って、イ
ントネーションや意味について、いくつかの法則を
図式化してまとめました。ここまでの成果で、一応
の達成感を当時は感じており、文法を専門的に学ん
だことを教育に活かしていこうと考えていました。
10年間で試行錯誤を加え、自分なりに認知言語学
を取り入れながら教えていたのですが、ある日、生
徒に「どうして疑問文の時はひっくり返すの？」と
聞かれ、何も答えられないことに衝撃を受けてしま
いました。英語の勉強を始めたばかりの生徒の何気
ない質問に答えられず、とまどったまま何かが立
ち止まった気持ちでした。博士課程に進もうと決
めたとき、認知言語学では疑問文をどうとらえる
のか、と今度は自分が質問していました。そこで

「この本に書いてあるよ」と教えてもらい、また衝

撃を受けました。認知文法の提唱者 Langacker の
Investigations in Cognitive Grammar（2009）で す。 付
加疑問文について書かれている部分を読み、研究は
日々更新されるのだと、その時にはじめて気が付き
ました。
　博士課程では、あつめた資料を見直していたとき
に出会った典型的ではない例文を調査することから
始めました。例えば、I like it, don’t you? のような例
です。このような崩れた形を映画やドラマ、また日
常の会話などから探すことは、教科書や資格の勉強
をすることと違って、間違えや合格点はないので、
とても面白く、追求していこうという気持ちをかき
たててくれました。言語の変化を見ていくと、さら
に縦の広がりと横の広がりについて考えるようにな
ります。歴史的変化、あるいは類型的な整理です。
博士論文では、付加疑問文の共時的変化と歴史的変
化の一部を認知言語学と語用論の観点から書きまし
た。最近は、類型的に研究を進めています。数年前
から日本語の終助詞、中国語の語気詞・反復疑問文
との比較分析をしており、国際会議でも発表するこ
とができました。今は、アジア諸言語の文末表現に
ついてまとめることが課題です。文末表現について
世界のだれよりも詳しく知っている、と言えること
を目標に日々研究を重ねていきたいと思っています。
　研究のきっかけをくれた当時の生徒たちは（た
ぶん、もうすっかり大人になっていると思います
が）、「英語の博士になる」と言って、博士課程に進
んだことを受け入れ、卒業式に呼んでくれ、今でも
たまに連絡をくれます。去年、大学生になったと手
紙をもらったので、ちょうど今、教えているゼミの
学生たちと同い年です。研究室で議論をしたり、教
室で授業をしていると、ふとした瞬間に成長した彼
らの姿が思い浮かび、「疑問を持つ」という原点に
戻って、またがんばろうという気持ちになります。
何よりも学生との関わりを大切にしている本学で教
育活動を行うことができ、大変誇りに思います。自
立した学習者、指導者、あるいは研究者の育成に精
一杯努めていく所存です。今後とも、どうぞよろし
くお願いいたします。
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■人間文化セミナー

　ファッションブランド「まとふ」は、大学院の博
士前期課程で哲学を研究した堀畑裕之氏と、大学で
法律を学んだ関口真希子氏が、文化服装学院で出会
い、それぞれが世界的に有名な「コムデギャルソ
ン」と「ヨウジヤマモト」でパタンナーとして働い
た後、渡英を経て、2005年に設立しました。お二
人が回り道をして現在に至っていることは、受講し
た70余名の学生たちの心に響いたようです。
　ファッションの世界では、年に２回、春夏と秋冬
のコレクションが発表されます。有名なのは、パリ
コレクションなどですが、東京でも開催されていま
す。コレクションは、一般的には毎回新しいテーマ
で発表されますが、同ブランドは、2005 ～ 10年は

「慶長の美」、2011 ～ 18年は「日本の眼」という一
貫したテーマで、コレクションを発表してきました。
　そして、2019年春夏コレクションから取り組ん
でいる新しいテーマが、「手のひらの旅」です。
　本講演では、まずブランド名の由来と発音につい
て説明され、前半で「日本の眼」について、後半で
は「手のひらの旅」についてお話しいただきました。
　「日本の眼」は17章あり、１シーズンごとに１章
が発表されました。かさね、無地の美、映り、やつ
し、見立て、あわい、尽くし、ふきよせ、素

しろ

、ほの
か、かろみ、おぼろ、うつくし、いき、かざり、な
ごりというのが、各回のタイトルです。
　この中で彼らは、近代化し西洋化してしまった日
本で失われつつある日本の美意識とはなにか、文化
が均質化するグローバルな世界で、独自の価値を持
つものは何か、美しい服飾や工芸や美術を作り上げ
てきた美意識そのものを、現代の目線で重ねてみる
と、どのような服になるかを追求しました。
　この発表を通してお二人は、以下のような考えに
至ったそうです。
　「日本の眼」とは、遠くの完璧な美よりも、身近
な自然や生き方の中に美しさの水源を見つけること
である。その当たり前すぎて通り過ぎてしまってい

☆演題☆

手のひらの旅
─「日本の美意識が通底する新しい服の創造」─

と　　き：2019年6月17日㈪ 16：30 〜 18：00
場　　所：滋賀県立大学 A7-101 講義室
対　　象：学生・教職員および一般
講　　師：堀畑裕之氏・関口真希子氏（まとふ　デザイナー）

る美しさを見る眼は、見ようとする人にだけ開か
れ、その美は日常の中でこそ輝く。そして、この美
意識は、日常性を土台にしているからこそ、グロー
バルな時代に国境や人種を超えて了解し合える可能
性をもっている。
　後半では、コレクションで発表された映像を鑑賞
しながら、その意図を説明していただきました。「手
のひらの旅」とは、手のひらで作り出されたものを
見つけに行く旅ということだそうです。お二人の旅
先は、青森県弘前市。先シーズンが「小さき衣」、
今シーズンが「雪のめぐみ」というタイトルでした。
　実は、近年 SNS の普及に伴って、ショー会場に
いながら、画面を通してしかファッションショーを
見ない観客が増えました。拍手が沸くはずのラスト
シーンは、動画を撮るスマホが林立する事態になっ
たのです。まとふはショーをやめ、映像を用いてそ
の考えを伝え、同時に服を展示することにしまし
た。すると、観客に関心を持って服を見てもらえる
ようになったそうです。
　常識を打ち破り、自らのデザインを理解してもら
おうと奮闘する同ブランドの試みは、受講した学生
たちに強いインパクトを与えました。
　世界遺産である白神山地のブナ林や、三内丸山遺
跡、青森県立美術館などを訪れた彼らが特に惹かれ
たのは、この地に根付いてきた「こぎん刺し」。麻
の野良着を少しでも丈夫に暖かくする刺繍です。何
でもない雪景色も、布地にデザインされました。
　彼らは、こうした発想を、常に国産のオリジナル
素材とパターンと縫製で、形にしてきたのです。今
回なら「津軽塗」のような、伝統工芸を守る若手作
家とのコラボレーションも、当初より続けています。
　広い視野と身近な文化に対する愛情をもって、真
摯に服づくりに取り組むお二人を、講演終了後も多
くの学生が囲み、質問を続けていました。まとふが
学生たちにともしてくれた灯が育っていくことを

「まとう」と思います。 （文責：横田尚美）
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■『人間文化』編集・投稿規定■
【編集規定】
１． 本誌は、滋賀県立大学人間文化学部の機関誌

であって、原則として年２回発行する（10 月末、
３月末）。

２． 本誌は、論文、研究ノート、翻訳、資料、講
演記録、エッセイ、人間文化通信、その他で
構成される。

３． 本誌の掲載原稿は、投稿原稿と依頼原稿とか
らなる。

４． 投稿資格者は、本学部教員、元本学部教員、
人間文化学研究科院生、同修了者・単位取得
満期退学者、学部教員の依頼を受けた者およ
び編集委員会が必要と認めた者とする。

５． 投稿者の選定および原稿の掲載・修正等の措
置は、編集委員会の決定による。

６． 依頼原稿については、別途編集委員会で決定
する。

【投稿規定】
１． 本誌に発表する論文等は、いずれも他に未発

表のものに限る。ただし、学会・研究会等で
口頭で発表したものについては、その限りで
はない。

２．投稿原稿の締切等は、次の通りとする。
・10月末発行のとき、原稿の締切は８月末とする。

・３月末発行のとき、原稿の締切は１月末とする。
・ 投稿予定者は、投稿の意思をそれぞれ７月末

および12月末までに、編集委員に伝えるもの
とする。

・  なお、締切日までに原稿が提出されなかった
ときは、投稿を放棄したものとみなす。

３． 人間文化学研究科院生は、指導教員を通じて
投稿意思を編集委員に伝え、投稿するものと
する。その際、投稿原稿に必ず指導教員等の
コメントを付すものとする（1,000字以内）。

４． 投稿原稿の分量は、次の通りとする（日本語。
日本語以外はそれに見合う分量とする）。

　・ 論文・研究ノート：24,000字以内（図表等を
含む）。

　・翻訳：20,000字以内（図表等を含む）。
　・資料・講演記録：8,000字以内（図表等を含む）。
　・エッセイ：4,000字以内。
　・ 人間文化通信・その他：その都度、編集委員

会で決定する。
５． 原稿は、ハードコピー（40字× 40行）と電子

媒体で提出する。

［付記］
　・この規定は 2012年度より実施する。



●もくじ●
巻　頭　言／宮本雅子……………………………………………… 1

●論文
地域企業の海外展開に向けた経営戦略
─滋賀県彦根市・井上仏壇店の製品開発─	 ／大橋松貴	…… 2

間接的な要求は直接的な要求と同様に服従を引き起こすのか
─Stanley	Milgramの実験パラダイムを用いた「忖度」の心理学
実験	 ／廣野優一郎・細馬宏通・後藤崇志	……13

How	to	start,	go	on,	or	stop	in	EFL	Communication
口頭による英語コミュニケーションの基礎を求めて
	 ／井筒勝信・小熊　猛・金　容澤	……23

大学における性的マイノリティLGBTIXの権利保障
	 ／米山美沙紀・武田俊輔	……37

滋賀県立大学教職員のワーク・ライフ・バランスと男女共同参画
に関する意識とその変化（下）	 ／武田俊輔・中村好孝	……55

●研究ノート
明治時代の伊庭一二景
─東近江市伊庭町の近代の風景─	 ／東　幸代	……74

映像コンテンツを活用した授業実践	 ／中谷博美	……82

●人間文化通信
新任メッセージ………………………………………………………89
人間文化セミナー……………………………………………………91

編集後記

● 青竜山遠望 ●

　滋賀県立大学人間文化学部の造形演習室から東に望む青竜山は
滋賀県の湖東に位置してある。標高333.7メートルとさほど高い山
ではないが山字形の小富士といった美しい独立峰である。古代よ
り現代に至るまで歴史と文化、自然景観など豊かに彩られている。
　同大学から湖西に位置する嶽山（46号表紙絵）。また南に望む荒
神山。湖北の伊吹山や山河の美しい景観が見られる場所でもある。
　さらにまた青竜山は天台五山の山でもある。五山はいずれも竜
神信仰から崇拝されてきたようだ。
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■編集後記■
　2019年度最初の『人間文化』をお届け致します。刊
行が大幅に遅れたことにつきまして、皆さまに深くお
詫び申し上げます。
　今回は論文５報、研究ノート２報のご投稿をいただ
き、充実した紙面とすることができました。今回の号
は人間文化学部・人間文化研究科を卒業・修了された
方からのご投稿が多いのが特徴で、人間文化学研究科
で学位を授与された大橋松貴氏、そして地域文化学科
卒業生の米山美沙紀氏、人間関係学科卒業生の廣野優
一郞氏と、３人の方々がその研究成果を執筆されてい
ます。今後のさらなるご活躍をお祈り致します。

（武田　俊輔）

編集委員■
武田俊輔・面矢慎介・畑山翔・松嶋秀明・橋本周子

米原市清滝の大松明行事

完成した松明
　米原市清滝で毎年８月15日の夜におこなわれる大松明行事
は、、清滝山の山頂からおろしてきた種火で巨大な松明に火を
つけ、中腹の水のみ場からムラの墓地までおろす勇壮な盆行事
である。行事の準備は２月から大繩つくり、青竹の準備、道作
りなどが段階的におこなわれる。大松明行事にはしゃぎりと呼
ばれる笛・鉦・太鼓・ほら貝からなる囃子がつくが、８月に入
るとその練習も始まる。15日の朝から大松明作りがおこなわれ、
長さ７ｍ、直径50センチを超える松明が昼前に完成する。
　16時に若者を中心とした実行委員会のメンバーが鐘搗堂附近
に集合し、鐘の音を契機に清滝山に登る。山頂で地蔵に参拝し
一同休憩となるが、19時になると事前に用意されていた柴に火
がつけられ、メンバーは水のみ場に向かう。この道中ではしゃ
ぎりが奏され、ところどころで伊勢音頭も歌われる。水のみ場
に一同が到着するころには、近くの墓地に各家から人が集まり、
それぞれの家の墓の前におかれた小型の松明に火がつけられ非
常に賑やかになる。点火された大松明は水のみ場と墓地の間を
３往復し、４回目で棒と松明をつなぐ縄が切られる。松明は墓
地の前にある焼香場の広場にたてられ、そこで地区内の寺院の
僧侶によって読経がおこなわれる。この行事のあと21時より集
落内で、青年が仮装しておどるにわか踊りがおこなわれる。
　県内には松明を山にたて先祖を他界から迎え送る行事がいく
つかあるが、清滝大松明はその中でもとりわけ大規模な行事で
ある。
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