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編集後記

● 嶽山残照 ●

　滋賀県立大学から湖西に向って比良山系の山々を
望むことができる。その山々の中央に位置する独立
峰の嶽山である（高島市音羽）。
　山の正面の一角に花崗岩が風化した「白坂」と呼
ばれる露岩があり、遠方からも山のポイントになっ
て良く見える。その下には池もあり、標高は 536 メー
トルとさほど高い山とは言えないが奥深く歴史、文
化の積み重ねに彩られた美しい山である
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■編集後記■
　2018年４月に本学部に着任して初めての学内実務が
人間文化編集委員の仕事であった。私自身、不慣れな
ところもあったが、学部紀要の原稿取りまとめは学部
内の雰囲気を肌で感じ採る絶好の機会となった。多く
の教職員スタッフとの交流を通じて、徐々にではある
が本学部の水に慣れつつある。
　さて、本号は平成最後の「人間文化」であり、大き
な節目を迎えたことになる。この紀要を手に取ってい
る多くの読者は既に新たな元号を知り、新しい時代の
幕開けを感じていることだろう。平成の時代に滋賀県
立大学が創立され、その平成が終わり、新たな元号の
もとで大学の歴史がまた刻まれる。このタイミングで、
形に残る仕事に関われたことに感謝申し上げる。

（萩原　和）

編集委員■
面矢慎介・松嶋秀明・橋本周子・萩原和・畑山翔

米原市志賀谷のオコナイ

餅つきの様子
　米原市志賀谷のオコナイ行事は、古くから有名であり、筆者
も過去何度か見学にうかがったことがある。ところが2018年の
オコナイを最後に、これまでのやり方での祭礼は数年に一度と
し、その間の年には神事を中心とした省略した形でオコナイを
執行することが地区で決定され、筆者らも依頼されて祭礼の様
子を記録することとなった。この年の場合には1月18日が玉く
じの行事で、その年のオコナイの神事面を担当するネギと、実
務面の担当者であるトウニンが決定された。2月10日は早朝か
ら餅つきがおこなわれ、大きな鏡餅が作られる。午後からはオ
ンベと呼ばれる巨大な御幣がトウニンを中心に作られるが、ト
ウニンを補佐するオコナイ組のメンバーはわいわいと議論をし
ながら楽しげにオンベを作る。かつてはオコナイの準備には10
日ほどを要し、餅つきなどもトウニン宅が会場であったが、現
在は公民館でおこなわれている。夜には神の膳という供物がつ
くられ、深夜に神社に供えられる。
　翌日がホンビで、朝から公民館での出立の儀式があり一行は
神社へ行列し、餅やオンベ、シキミの枝先にケヤキの木をつけ、
分岐部分に餅を巻き付けたハナモチなどが運ばれる。神前に供
物などが供えられ、本殿前でネギがトウニンに向かってがオン
ベを振り、「大願成就お目出度う」という場面がこのオコナイ
のクライマックスである。現在では短くなっているが以前はト
ウニンはこのオコナイのために一年以上も潔斎生活を送らなけ
ればならなかったので、まさしく大願成就であった。
　米原市を代表する盛大なオコナイであり、地域の人々の結集
の場ともなっている志賀谷のオコナイを今後も見守っていきた
い。� 市 川 秀 之
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巻　頭　言
水　野　章　二
　人間文化学部　学部長

　もう半年前になるが、サッカーワールドカップを観戦していた時、かなり多くの選手た
ちが刺青（tattoo）を入れていることに驚いた。刺青は、国外ではスポーツ選手に限らず、
ファッションとして広く浸透している。そのようなことを若い友人と話していた時、自分
の父親の背中にも刺青があると教えてくれた。鮮やかな図柄で、そのため、父親とは海水
浴やプールには行ったことがないという。友人はそれを何とも思っていないが、なぜ刺青
を入れたのかは、いまだに聞けないといった。
　『魏志倭人伝』の記述などから、日本の古い時代には刺青文化があったことが明らかで
ある。昨年の大河ドラマ「西郷どん」で、奄美に流罪になった若き西郷隆盛が、やがて結
婚する女性（愛加那）と出会った時、手に彫られた魔除けの刺青を見て、嫌悪感を示すシー
ンがあったように、やがて刺青は刑罰や侠客・博徒などのイメージと結びついていく。戦
前までは取り締まりの対象であり、任侠映画の影響も現在に至るまで残っているが、その
意識も、ラグビーワールドカップや東京オリンピックなどに向けて、変化していくのであ
ろう。
　別にここで、文化を云々したいのではない。このようなことを思い出したのは、たまた
ま知り合った人が自分の刺青について語ってくれたからである。なぜ入れたのかを尋ねた
ところ、「過去の忘れてはならないことを形にした」と答えた。刺青の目的は多様であろ
うが、過去の重要な経験に形を与えるためという表現に、強い印象を受けたのである。人
は自分の過ごした時間にさまざまに意味を与え、形に残す。今、四回生たちを慌てさせて
いる卒論も、四年間の達成を定められた形式で示す作業といってよい。愕然とさせられる
ものもあるが、懸命に努力する学生が大多数なのは、少し安心できる。本学での四年間は、
彼らの人生にどのような形で残っていくのであろうか。
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若狭漁村における女性祭祀と
村落組織

論文

市　川　秀　之
人間文化学部　地域文化学科教授

はじめに
　日本における村落社会の運営方法の一つとして当
屋制がある。村落社会における当屋制は神社祭祀だ
けではなく、社会組織や生業、環境利用においても
広範に観察することができ、伝統的な村落運営の方
法として重要であるとともに、今後の公共性のあり
方を考える上でも示唆を与えるシステムである１。
　ここでいう当屋制は特定の役職を一定のルールに
従って交代で務める運営方法であり、当番という言
葉に置き換えることも可能である。現在でも生活の
広い範囲で観察することができる組織運営の仕組み
であるが、これまでの民俗学からの当屋制研究はほ
ぼ神社祭祀や講組織という宗教面に限定しておこな
われてきた２。ただ宗教的なものであれ、それ以外
の生業や社会運営といったものであれ、当屋制の組
織についての研究は男性に視点を据えたものが中心
であったことは間違いがない。そしてこの傾向は当
屋制だけではなく民俗学で村制と呼ばれる研究領域
全体にあてはまる。たとえば当屋制が卓越する村落
において女性の組織はどのように成り立っているの
か、あるいは当屋制以外の制度が卓越していた村落
ではどうなのか、また男性の組織と女性の組織はど
のような関係にあるのか、これまでの村制研究のな
かでこれらの課題についてほとんど論じられること
はなかった。
　本稿では女性による神社祭祀が見られる福井県若
狭地方の漁村をフィールドとして、女性による組織
と男性による組織の在り方にどのような差異があ
り、また両者がどのように関連しているのか、とい
う問題について考察を進めることとしたい。

１　福井県小浜市犬熊における神社祭祀
①フィールドの概要
　福井県小浜市では若狭湾に沿っていくつかの漁村
が存在する。そのうち小浜市犬熊にはミヤバアサン
と呼ばれる高齢の女性による役割があり、神社祭祀
の上で大きな役割を果たしている。このような女性
による祭祀は、これまで南島における事例が注目さ
れ、ノロ、ユタなどの研究がおこなわれてきた（山

下　1977・1983、桜井1974・1977など）。またそれ
以外にも、阿蘇神社の女性祭祀の研究が村崎真智子
によって進められ（村崎2000・2003）、また東北地
方におけるイタコやカミサマと呼ばれる女性宗教者
の研究が進められてきたが（高松1993など）、当屋
制による神社祭祀が多く見られる近畿地方とその周
辺部における研究は盛んではない。そのなかで若狭
漁村における女性祭祀について、金田久璋氏はい
くつかの論考のなかで取り上げている（金田2000・
2007・2010）。金田によると犬熊のほかに小浜市西
小川・志積でも同様の女性による祭祀があるとされ
ている。金田は若狭における「女性司祭」の役割に
は、行事の際の氏神への奉仕、ヤドのヤキヨメ、ユ
ミアケやブクアケのヒキヨメ、コヤガリのクイアワ
セ、小正月のオカイタキなどがあり、本分は死穢・

人間文化 , vol.46, pp. 2-10（2019）

西小川

犬 熊

志 積

図表１　調査地の位置
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血穢の祓い清めにあったとしている。また３集落で
伝承されている祭文を採録し、それがヤキヨメ、ヒ
キヨメ、ブクアケやユミアケの祓いという３種類に
分類されることを指摘している。ただ金田の主たる
関心は祭文や巫女の系譜にあり、村落との関係につ
いて考察は及んでいない。
　漁村には中世文書で有名な小浜市田烏や若狭町神
子のように比較的大規模なものもあるものの、犬
熊・西小川・志積の３集落はいずれも家数が10数
軒という小規模な漁村である。このうち筆者は犬熊
と西小川については学生とともに民俗調査を実施し
ており（滋賀県立大学2018）、これらのデータをも
とに本稿では犬熊の事例を中心とした分析をおこな
いたい。また西小川については犬熊との比較をおこ
ない、犬熊の女性祭祀の特色をより明確化すること
に努めたい。
　犬熊は山と海に挟まれた典型的な海辺の村落で、
家数は近世以来13軒を保っている。これは漁業権
の関係で家数を増やせないためだと伝承されている
が、現在では高齢化や他出のために実質的には10
軒で村落が運営される形になっている。犬熊は比較
的小浜市街地に近いため現在は小浜などで働く人も
いるが、かつてはすべての家が漁業を生業としてき
た。西接する阿納集落から小浜市街地方面にトンネ
ルが開通したことによって昭和40年代から海水浴
客や釣り客が増加するとともに、民宿経営が盛んに
なり、一時は大半の家が民宿を営んでいた。現在で
も７軒が民宿をし、漁業だけではなく釣り船を営む
家が増えている。

②正月行事を中心としたミヤバアサンとネギの役割
　犬熊にはムラの神として得良神社が鎮座する。こ
の神社では図表２や３に示す通り非常に多くの行事
がある。得良神社には常駐の宮司はおらず、小浜市
西津の神職が兼務で得良神社の宮司を務めている。
犬熊には神社の行事以外にも、ネギ宅で行われる
お日待ち（今は１月12日、かつては年３回）や愛宕
講、天照講などの講の行事があり、また毎月1日と
15日の早朝には全戸の戸主と呼ばれる各家の主人
が、早朝に得良神社だけではなく集落内の小さな祠
を参拝してまわる行事などもあって非常に行事が多
い村落である。犬熊の神社祭祀にかかる諸行事を運
営するために、男性の戸主が務めるネギという役割
がある。ネギは一年間、図表２にあるように多くの

行事にかかわる。ネギの家はヤドと呼ばれ、行事の
準備の場所となる。またネギの妻はネギバアサンと
呼ばれ、後述するミヤバアサンの指示で供物の準備
などの仕事にあたる。ネギは図表４に示す家順とい
う順番で毎年変わるが、家に不幸があるとその年は
ネギを務めることができず次の順番の人に代わる。
またネギにあたると親せきの葬式などにも出席がで
きないなどさまざまな忌の制約がある。この犬熊の
ネギの仕組みは、神社祭祀にかかわる当屋制を主軸
とすることは間違いがないが、それに付帯する多く
の村仕事があり、また基本的には全戸がそれを順番
に勤めるものであり、長期的には各家が平等にムラ
の機能を担うシステムとなっている。
　またネギとならんで犬熊の神社祭祀で大きな役割
を果たすのは先に述べたミヤバアサンと呼ばれる二
人の高齢の女性である。ミヤバアサンは65歳を超
えた女性がなるが、一度なると健康を害したりしな
い限り継続し、あまりに高齢になったり病気をした
りすると、もう一人の女性が依頼をして適当な女性
に就任してもらうこととなっている。とくにミヤバ
アサンになる家筋が決まっているわけではなく、適
切な人を選ぶこととなっている。この時に重視され
るのはネギバアサンとしての経験や人柄だという。
　犬熊には多くの神社行事があるが、とくにジンジ
と呼ばれる６回の行事では特殊な神饌が供えられ、
それを拝殿で戸主がそろって直会をすることとなっ
ている。ジンジの進行はほぼ一定であるが、供物は
行事ごとに異なっている。このミヤバアサンとネギ
の果たす役割を元旦のジンジを中心に紹介すること
としたい。
　氏神の得良神社の本殿には、本社さん、コダマサ
ン、ハッシャサンの三つの祠がまつられている。ま
た本社の裏の山を少し上ったところに奥の院と呼ば
れる場所があり、岩がまつられている。この岩は犬
熊から山を越えた熊野に移った神を遥拝するための
岩であると伝承されている。また犬熊には神社境内
だけではなく集落の所々に小さな祠があり、そのう
ち六つはコマツリサンといってやはりジンジのたび
に供物を供えてお祭りをすることとなっている。さ
らに先にも述べたように供物とほぼ同じものをジン
ジの際には戸主と呼ばれる各家の男性が直会で食べ
るので、非常にたくさんの供物を用意する必要があ
る。正月のジンジの場合には、膳（折敷）の上にウ
ラジロを敷き、小判状の餅、オミゴク（おこわを軽
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図表２　犬熊におけるミコバアサンとネギの役割

行事名 ミヤバアサン ネギ

ジンジ

正月（１月１日） 供物の調製の指導、配膳・板
木をたたく

ヤドの提供・供物をつくる・
本社への供膳・ジンジの進行、
舟祝いのあとネギ宅に男性が
あつまって宴会

梅の節句（４月３日） 供物を作る・配膳・太鼓をた
たく

ヤドの提供・供物の用意・本
社への供膳

端午の節句（６月３日） 指導して地区の女性たちと粽
を作る・配膳・太鼓をたたく

ヤドの提供・供物の用意・本
社への供膳

豆の節句（10月９日） 供物を作る・配膳，太鼓をた
たく

ヤドの提供・供物の用意・本
社への供膳

まつり（10月23日） 供物を作る・配膳・太鼓をた
たく

ヤドの提供・供物の用意・本
社への供膳

ネギ渡し（12月１日）
前日に次のネギ宅のカマドキ
ヨメ・供物を作る・配膳・太
鼓をたたく

ヤドの提供・供物の用意・本
社への供膳

ジンジ以外
の年中行事

お日待ち（１月12日・
６月12日・10月12日）

以前は年３回。ネギの家で務
める。

年越し参り（１月６日） 各宮にネギがまいる

年越し参り（１月14日）

各宮にネギがまいる・ネギは
戸祝いのためにユーダの木を
いぶすなどの準備をする・戸
祝い開始の挨拶をする

ドウド（１月15日） 準備は集落の半分がするが、
片付けはネギがする

節分（２月３日）
ネギは各宮にメザシガヤ（ヒ
イラギにジャコをつけたも
の）を供える

愛宕山
（１月24日・７月24日） 各家から供物の米を集める

神送り（10月30日） 各家から供物の米を集める
神迎え（11月23日） 各家から供物の米を集める
おなご講
（１月６日・11月30日） ネギ宅で女性が宴会

随時の行事

おうかがい（随時） ムラや家での重要事項決定の
ときに、ネギがクンジを引く

カマドキヨメ
葬式のイミアケの時や、それ
を早めるときにカマドキヨメ
をする。
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図表３　犬熊における神社の供物と唱え事

図表４　犬熊の家順

行事 供物 唱え事

正 月（ １ 月 １
日・ 餅 は12月
30日につく）

膳（折敷）の上にウラジロを敷き、小判状の餅、オミ
ゴク（おこわを軽く握ったもの）、シロモチ（米粉を水
で練って丸めたもの）・串柿を10個刺したもの（８串）、
ヒラキクロトジ（ワラビを湯がいたもの）、大豆、シ
オ（浜で拾ってきた黒い小石）、祝い箸、ワカバを載
せる。この膳を本社に３膳、コマツリ６膳、奥の院
２膳を供物として用意する。そのほかに参加男性の
数だけ座り膳（上記のもの、シオは置かない）を用意。

［ワカゴゼンサマハ、キョウノヒノジニ、
ハハヲトウテ、オテアルハナヲ、オテヤス］

梅の節句
・４月３日

全に干しワカメ、オカズ（米粉と餅粉を水で練った
ものに野菜を交ぜたもの）、シロモチ、オミゴク、
御幣２本、シオを載せたものをつくる。供物や座り
膳の数は正月に同じ。

正月と同じ

端午の節句
・６月３日

御幣（本社３本、コダマ２本、八社８本）を供え、膳
に山の芋を蒸して輪切りにしたもの２個、オカズ、
粽（本社には３本、１本には５つの粽を束ねている）
を載せたものを用意する。供物や座り膳の数は正月
に同じ。

正月と同じ

豆の節句
・10月９日

全に御幣、大きな丸餅、枝豆、オミゴク、シロモチ、
オカズ、シオを載せたものを用意する。供物や座り
膳の数は同じだが、座り膳にはシオをつけず、餅は
普通のもので粽は二個つける。

正月と同じ

まつり
・10月23日

膳にオミゴク、シロモチ、オカズを載せたものを用
意する。供物や座り膳の数は正月と同じ。 正月と同じ

ネギ渡し
・12月１日

膳に大きな餅とシロモチ、オカズ、シオを載せたも
のを用意する。供物や座り膳の数は正月と同じ。

一・オブスナゴゼンハ、イイノコザニア
ヤオシ、イイノコザニアヤオシイテ、ニ
シキヲハイテ、ソコト、ソンジュウ、ソ
ンジュウ
二・ヤマノカミゴゼンハ（以下同じ）
三・ワカミヤゴゼンハ（以下同じ）
四・エビスゴゼンハ（以下同じ）
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く握ったもの）、シロモチ（米粉を水で練って丸め
たもの）・串柿を10個刺したもの（３串）、ヒラキク
ロトジ（ワラビを湯がいたもの）、大豆、シオ（浜で
拾ってきた黒い小石）、祝い箸、ワカバを載せる。
この膳を本社に３膳、コダマに１膳（柿は２個、以
下同じ）、八社に８膳、コマツリ６膳、奥の院２膳
を供物として用意する。そのほかに参加男性の数だ
け座り膳（上記のもの、シオは置かない）を用意す
る。餅は12月30日に搗き、残りのものは大晦日に
下ごしらえをしておいて、元日は早朝からミヤバア
サンとネギバアサンがそれを本殿の脇にある棚まで
運ぶ。そのあと７時ごろからネギがホンシャサン、
コダマサン、ハッシャサンに供える。ただハッシャ
さんなどは実際にはミヤバアサンが供えている。こ
のあとコネギと呼ばれるネギが依頼した人が先述の
山を少し上ったところにある奥の院の前に供物を供
える。2015年の場合には前年にネギを務めた男性
がコネギを務めていた。このときにコネギは裸足で
奥の院までで行くことになっている。奥の院への供
物は２膳あるのでコネギは２往復することになる。
　コネギが往復する間ミヤバアサンは本殿横にかけ
られた板木をたたき、定まった唱え事をとなえる。
元旦の場合には板木であるが、他のジンジではミヤ
バアサンは太鼓をたたくこととなっている。また先
述の通り奥の院のほかにもコマツリサンといわれる
集落内６か所の山の神や若宮、戎といった祠にも膳
を供えに行く。これは以前は子どもが務める役で
あったが、現在では子どもが少なくなったので、す
でに戸主を終えたジイサンとよばれる隠居身分の男
性が持っていくことになっている。
　８時になると拝殿には全戸の戸主と呼ばれる男性
が座っている。配膳が終了するとミヤバアサンが拝
殿に膳を渡す。それが戸主の前に置かれるとネギが
から「おあがりなさいませ」と声をかけ一同は食事
をはじめる。ついでネギが「お神酒が廻ります」と
いうと、これもネギがお願いしたジイサンの一人が
区長から順に酒を注いでまわる。お神酒は２回廻
る。適当な時間に区長が「ごちそうさまでした」と
いうと、一同は箸を置き、拝殿の外に出る。このあ
と弓打ちの行事が始まる。これは元旦のジンジだけ
に行われる行事である。ネギ、コネギ、若い衆二人
が２本づつ、合計８本の弓を的に向かって打つ。そ
のあと一同は奥の院から順に集落内の小祠や地蔵を
参詣して廻る。最後に阿弥陀堂に参詣して正月のジ

ンジは終了する。
　このほかにも犬熊には図表２に示すように計６回
のジンジがあり、それぞれネギとミヤバアサン、ネ
ギの妻であるネギバアサンが準備や神事を担当する
が、中心的な仕事は供物を作りそれを供えることで
ある。ジンジのたびに異なった供物を用意すること
になり、過去のミヤバアサンが記したノートなどは
あるものの、一年交代のネギがこれを覚えることは
困難で、実質的にはミヤバアサンがネギやその妻を
指導して作る形になっている。
　６月５日のジンジで用意される粽は集落内の女性
が集まって作るが、このときも中心になるのは二人
のミヤバアサンである。このような供物の準備のほ
か、奥の院に供えるときに板木や太鼓をたたいた
り、そのときに唱え事をしたりするのもミヤバアサ
ンの仕事である。本社に供物を供えたり、直会の開
始やお神酒をまわす発声はネギがおこない、ミヤバ
アサンはそれを補佐する役割をしているが、実質的
にはネギはミヤバアサンに相談をしながら行事は進
行していく。
　ネギやミヤバアサンの仕事はジンジだけではなく
図表２に示したとおりほかにもたくさんある。ネギ
はジンジ以外では主宰者というよりも供物を集めた
りする非常に実務的な役割をつとめることが主であ
るが、少し異なった仕事として随時におこなわれる
オウカガイがある。地区や家で問題が生じると、ネ
ギがクンジと呼ばれる籤を引いて神意をうかがうの
がオウカガイである。近年では神社参道にある木を
伐りたいがその是非を問うたことがあるという。こ
のように判断に迷う場合にオウカガイがおこなわれ
た。またミヤバアサンの随時の仕事としてはかまど
清めがある。12月１日に翌年のネギと交替するネ
ギ渡しの行事がおこなわれるが、その前日にはミヤ
バアサンは次のネギの家の台所で湯を焚いて、笹で
その湯をまき周囲を清める。このよう湯をたいて笹
で台所は清めることは、たとえば家に死者が出て
四十九日に忌が明ける時や、あるいはその忌明けを
さらに短くする必要があるときなどにもおこなわれ
る。このかまど祓いの時にも唱え事がのべられる。
またミヤバアサンは日常的にも地区の女性たちの相
談役になることも多く、ミヤバアサンの家にはいつ
もだれかが来ているといわれる。
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③犬熊における男性の組織運営
　次に犬熊における神社祭祀を含む男性の組織のあ
りかたについて述べていきたい。基本的には犬熊で
は戸主という家の当主が家を代表してさまざまな会
合や行事に出席することとなっている。現在では戸
主になる年齢は上昇しているが、かつては20代後
半で戸主となり、そのときに父親はインキョしてジ
イサンと呼ばれるようになった。年齢こそあがって
いるがこれは現在でも同様である。またネギをはじ
めとして犬熊のさまざまな役職や連絡は図表４に示
した家順によってまわる。このように徹底した当屋
制によって村落は運営されているが、それがもっと
もよく示されているのはかつて存在したムラタと呼
ばれる水田である。
　犬熊には水田がほとんどなく隣村の加尾に水田を
持つ人もいるが、地区内にあった水田は神社と浜の
間にあるムラタが唯一のものであった。ムラタは７
反あまりあり、全体は13に区画されていた。また
一番浜に近い場所にはネギタと呼ばれる田があり、
これはネギにあたった人が耕作することとなってい
た。それ以外のムラタは家ごとに割りあてられる
が、ムラタのなかにも条件の良い田とそうでない田
があるため、毎年場所がかわって耕作されていた。
ネギについてはその田とネギタの２筆を耕作するこ
とができたが、ネギも先に紹介した家順にまわるの
でネギタを耕す人も毎年変わっていた。このムラタ
は犬熊区有文書の永正12年（1515）「地頭政所瑞泉
田地寄進状」に登場する「得良御前の神領」にその
起源を持つと思われる３。この文書によると神領は
当時２反であったが、のちに開拓など増えて7反に
なったものと思われる。ムラタは一軒あたりにする
とわずかな面積であるが、水田がない海村では貴重
な水田として耕作されてきた。その水田の場所も毎
年回すという徹底した当屋制で耕作がおこなわれて
きた。ムラタは犬熊で大半の家が民宿を始め海水浴
や釣りの客が増えた昭和40年代初めに来客用の駐
車場となり、現在も地区が管理する形で駐車場が経
営されている。
　また犬熊の主たる産業であった漁業については、
近隣の他集落と比較して狭い漁場しかなく、また他
のムラから借りている漁場などもあって近世以来そ
の村に年貢を渡すという関係が続いている４。犬熊
は他地区にくらべて古い区有文書が少ないため、そ
の歴史は明確ではないが、上記の漁場の状況などは

相対的な村落形成の新しさを想像させる。このよう
な狭い水田や漁場のために犬熊では家数を13軒に
制限し、分家を認めてこなかったのだといわれてい
る。このように犬熊では男性の戸主を中心とした運
営は、少ない資源の共有を前提とした上での均等な
分配と、労力や役職における当屋制を原則として継
続されてきた。たとえばネギなどには多くの役割が
集中するが、一年で次の人に交替することによって
13年という長い期間でみると負担面の平等性が保
たれてきたのである。

④犬熊における女性の組織
　これに対して女性の組織はどのように運営されて
きたのであろうか。先に紹介したミヤバアサンは必
ずしも最長老がなるわけではないが、それに近い高
齢の女性がなる。先に紹介した通り、ミヤバアサン
は祭祀面だけではなく日常的にも地区の女性の相談
役としての機能を果たしている。またネギの妻であ
るネギバアサンも女性の結集に役割をもつ。例えば
図表２にあるおなご講は、現在は１月６日とネギわ
たし前日の11月30日の２回おこなわれているが、
儀礼はまったくなくネギの自宅（ヤド）でネギバア
サンが中心になって女性だけで宴会をするものであ
る。このときには女性が連れて来た子どもも参加を
するが、成人男性は参加しない懇親会である。この
ように女性の組織や役職には、本来的な役割のほか
に社交の中心という機能がみられる。
　犬熊における女性組織の性格がよく示されている
ものにかつてみられた出産習俗がある。犬熊には集
落内を流れる川の一番下流附近にサンゴヤと呼ばれ
る産屋があり、昭和30年代まではそこで出産がお
こなわれていた。女性が産気つくとそこに入り出産
をしたが、そのころはまだトンネルができておらず
他所からサンバを呼ぶこともできなかったため、ト
リアゲバアサンと呼ばれる集落のなかの高齢の女性
が子どもをとりあげてくれたという。この女性は専
門の産婆ではなく、サンゴヤで子どもを産んだある
女性の表現によると「コウシャな」女の人だという
ことであった。これは「巧者」「達者」というよう
な意味であろう。出産後、子どもが男の場合には
18日、女の場合には20日の間はサンゴヤにいない
といけないとされていた。サンゴヤの中にはかまど
があり、簡単な炊事もできたが、食事は家から料理
を持ってくることが多く、地区の女性たちも餅や調
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理した米、魚などを持ってきてくれた。男性は家族
でもサンゴヤに入ることができなかったので、産婦
の女性家族と地区の女性の助けによって、出産した
女性はサンゴヤで出産後の時間を過ごした。このよ
うな慣行は昭和40年にトンネルが開通して、小浜
や西津といった町場から産婆が来たり、あるいは小
浜の病院で出産するようになってからも続いた、病
院で産んだ場合にもムラに帰ってくると規定の期間
はサンゴヤに入ることになっていたため、このよう
な女性同志の互助はしばらくは継続した。このよう
な慣行は昭和50年代にはいってサンゴヤを建て直
して消防ポンプ倉庫に改造するまで続いた。
　このサンゴヤにおける出産習俗においても、地区
全体の女性同志による互助および高齢の女性の果た
す大きな役割が観察できる。近年、板橋春男などに
よってかつて存在した全国の産屋の性格の再検討が
おこなわれており（板橋2017）、産屋には単にケガ
レを排除するための場としての性格だけではなく、
母子の保護などの性格もあったことなどが指摘され
ている。比較的近年まで残っていた犬熊のサンゴヤ
にもそのような性格は同様に指摘できるが、ただ犬
熊の場合には他の漁村と同様に血のケガレの観念が
非常に強かったことは否定できない。現在の聞き取
り調査においてもサンゴヤでの出産はケガレとの関
係で語られることが多く、また女性が生理のときに
は神社に入ってはいけない、さらに昔は生理のとき
には家族と同じ席で食事をすることができず、家の
外の縁側のようなところでご飯をたべたことなどが
経験談として語られている。ことに生理や出産など
ケガレたとされる状態で食事を人と一緒にするクイ
アワセについて、デリケートな対応がおこなわれて
いた。このように犬熊においてかつて出産時の女性
はある種排除された存在であり、それをやはり排除
された存在である他の女性が助けるという形での互
助関係が存在した。
　このように産や血のケガレが強く認識されていた
犬熊で、ミヤバアサンという女性による神社祭祀が
おこなわれていたことについて、この地で調査を始
めた時点で筆者はある種の違和感を感じた。それは
女性に対するケガレ観が特に強い土地で、一般的に
はケガレを排除する傾向が強い神社祭祀がなぜ女性
によっておこなわれるのかといった意味での違和感
であった。

⑤犬熊における女性組織と男性組織の関係
　先にみたミヤバアサンやネギバアサンの機能も、
それを神社祭祀だけに特化せずに村落の諸活動の一
環として眺めたときには、このような犬熊の女性に
よる組織の活動の一つとみることが可能である。犬
熊の女性による組織の特色は次のように整理するこ
とができる。
　一つは取り上げバアサンや、ミヤバアサンのよう
な高齢の女性のもつ大きな役割である。これは現在
もミヤバアサンには引き継がれている。ミヤバアサ
ンもトリアゲバアサンも必ずしも集落の最高齢の女
性というわけではない。トリアゲバアサンの場合に
は周囲から「コウシャな人」と思われている高齢の
女性に依頼していた。またミヤバアサンの多くは高
齢のために引退するが、二人で務めるので、残った
一人が適当な65歳以上くらいの女性に依頼して次
のミヤバアサンになってもらうことになっている。
そのときにはネギバアサンとしての経験や人柄など
が考慮された。ともに単なる年齢というよりも豊か
な経験に基づく信頼感によってその役につくという
点で共通点をもつ。経験に基づいた長老制とでもい
うべき性格がそこにはある。
　またおなご講や、サンゴヤでの付き合いに顕著に
見られるのは、先述したように女性同志の互助関係
である。特にサンゴヤでの互助関係に目を向けたと
きに、それは排除された者の間での互助関係とみる
ことができる。サンゴヤに女性がいるとき、男性は
夫であってもその床の上に上がってはいけないとい
われ、土間の部分にだけ入ることができた。女性に
ついては、特にこのような制限はなく、従って女性
による互助が可能であったというより、むしろそれ
によって妊婦を助ける必要があったのである。
　この経験的長老制と、排除された者間での互助関
係という女性組織が持つ二つ特性間の関係につい
て、先述のように筆者はある種の違和感を持ったの
であるが、この問題について現在は次のように考え
ている。ミヤバアサンは生理を終わった女性である
ことがまずは条件とされている。すなわちミヤバア
サンは排除された者からさらに排除された存在であ
り、それゆえケガレを超越した存在であると犬熊の
人々からみなされていた。したがって神社祭祀にお
いて主導的な役割を担ったり、それ以外でもかまど
清めをするといった清めの能力があると住民から考
えられていたものと思われる。
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　このような女性組織の性格は当屋制を基軸とする
男性の社会とどのように関連するのであろうか。サ
ンゴヤは、産にともなうケガレを、生活空間である
家や生業空間である舟から排除するためのものと思
われる。しかしながら一方で出産は家の継続にとっ
て不可欠の営みであり、出産後の衰弱した状態の母
親や新生児を厚く保護する必要があることも当然で
ある。そこに家から排除された状態の女性や新生児
を、地域の女性の扶助によって保護する必要性が生
じる。このように、女性組織の在り方が男性中心の
家やムラの組織的な欠点を補うといった性格は、当
屋制によって運営されている神社祭祀についても指
摘することができる。当屋制は、責任や負担を特定
の人または家に集中させるシステムであり、その役
割をこの場合は一年という期間で次の人に交代する
ことによって、長期スパーンにおける、各人（家）
の負担を平等化するものである。当屋の役割は一年
で終わるため、この方法においては個々人の経験が
蓄積されることはない。犬熊の神社祭祀の場合に
は、ジンジごとに供物などがみな異なり、それを一
年交代のネギがすべてマスターすることは困難であ
る。したがってケガレを超越し、また経験が豊かで
数年間にわたって継続的にその役を務めるミヤバア
サンが実質的には祭祀を主導するという形になるの
はある種当然であると考えられる。またおなご講
は、ネギの妻であるネギバアサンが主催するが、そ
こには講とはいいながら、儀礼はなく神社祭祀にみ
られる堅苦しさのようなものはまったくない。これ
は男性が中心となったジンジが厳粛な雰囲気のなか
で執行されるのとは対照的である。おなご講やサン
ゴヤでの互助など女性同志のつながりは、組織運営
上の明確なルールを持たない（非制度的）という意
味で、いわば「緩やかなつながり」といえるだろう
５。
　このように犬熊の村落社会は、当屋制やケガレの
排除といった男性が中心となった社会組織がもつ構
造的な欠陥を、経験的長老制やゆるやかな結合にも
とづく互助といった特色をもつ女性の社会組織が補
う形で運営されてきた。そのような形で男性の社会
組織と女性の社会組織が関わり合い、水田や漁場な
どの資源などが乏しい犬熊の村落社会の永続的な活
動を支えてきたと考えられるだろう。

⑥福井県小浜市西小川との対比
　以上、犬熊における女性祭祀を村落組織とのかか
わりのなかでみてきたが、次に他の女性による神社
祭祀が存在する小浜市西小川の状況に簡単に触れた
うえで、犬熊との比較をおこないたい。
　西小川は犬熊と同様に家数14軒という小さな漁
村で、現在でも正月の弓打ちや盆の精霊舟といった
興味深い行事が伝承されている。ただ現在の神社祭
祀は組織面では以前と比してずいぶん変化した形で
おこなわれている。
　西小川ではかつて９月の８・９日、11月９・10
日、12月31日・１月１日の三回ジンジがあった。
いずれも二日あるのは一日目に隣村の加尾と共同祭
祀している白山神社にも供物を供えるためである。
犬熊と同様にそれぞれのジンジで供物が異なってい
たが、これを作ったり供えたりするのはミコと呼ば
れる高齢の女性の仕事であった。その際にはミコが
鈴で清めて祝詞をあげて供えるといった儀礼がおこ
なわれていた。このミコの制度は2012年に廃止さ
れているが、これはミコを務めている間は他の家の
葬式の手伝いや参列ができないこともあって、ミコ
をする人がいなくなったことが大きな理由である。
また西小川には戦前までは犬熊同様、男性によるネ
ギの制度があったが、これは戦後まもなく廃止され
ている。
　西小川の場合、14軒のなかに七人衆という特定
の家があり、その家がネギやミコを務めてきた。七
人衆は近世には庄屋や村役人をつとめた家だといわ
れている。近世に西小川の庄屋であった北村家の古
文書からは、家数が14軒であり、七人衆が特権的
な立場にある体制は少なくとも17世紀後半には成
立していることがわかる。このように小さな集落の
なかをさらに区分し、格差付けをしたために、戦後
になるとそのなかでネギやミコを回すことが困難に
なり、現在では集落全体で当番を決め祭りを務める
体制へと移行している。
　犬熊と西小川を比較した場合、ともに小規模な漁
村であるという面では共通点をもつが、集落内での
格差の有無が、ミコやミヤバアサンといった女性祭
祀の継続に大きな影響を与えていたことがわかる。
犬熊においては村落の成立の相対的な新しさや自然
資源の乏しさとも関連する形で、村落内が比較的平
等であり、そのことが先に述べた女性の緩やかな結
合や互助の背景にあったとも考えられるだろう。
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まとめ
　以上、述べてきたように、現在でも女性による神
社祭祀が残る犬熊では、男性組織は戸主を中心と
し、限られた資源や役割を均等に分割し、そのなか
で当屋制で役をつとめるという形でさまざまな行事
や運営がおこなわれてきた。また女性組織には経験
的長老制やケガレによって排除された者の中での互
助制という特徴がみられた。ことに女性組織は非制
度的という意味での緩やかなつながりによって運営
されている点が男性組織とは大きく異なる。そし
て、ケガレの排除や、当屋制による経験の蓄積の乏
しさといった男性組織の構造的欠点を女性組織が補
うという形で全体的な運営がおこなわれてきた。西
小川などと比較するとレベルで格差のない村落構成
であったために、このような村落組織間の関係性、
あるいは女性による祭祀といったものが継続してき
たと考えられるだろう。
　このような女性組織の特色や、男性組織との関係
性が一般化できるものなのか否か、今後フィールド
を増やしながら検討を続けていきたい。

註
１　本研究は、科学研究費基盤研究（C）17C03291およ

び基盤研究（B）18H00710（長谷川裕子氏研究代表）
の成果の一部である。

２　当屋制度はこれまで宮座との関連で論じられるこ
とが多かった。宮座に関しては膨大な研究がある
が、ここでは代表的なものとして、肥後（1941）、
萩原（1962）を挙げておきたい。また村落との関係
についての研究は、高橋（1978）や関沢（2000）など
がある。近年の宮座研究の成果として八木・上野編

（2011）がある。
３　『小浜市史　諸家文書編二』p33所載。
４　「加尾浦等庄屋猟場年貢等ニ付願書控」（元禄６年・

1693、『小浜市史 諸家文書編二』p33 ～ p35所載）
には「大網場かふと」について公儀に上納するほ
か、毎年正月に西小川に祝儀米を出すことが記され
ているが、この慣習は現在も続いている。

５　近年、「緩やかなつながり」という言葉が用いられ
ることが多い。2018年の日本民俗学会第70回年会の
公開シンポジウム「「講」研究の可能性─人のつな
がりの追求に向けて─」においてもこの言葉がキー
ワードとして用いられていた。また地域づくりなど
の実践的な研究においてもこの言葉を用いることが

増えている（田島・小川　2013など）。しかしなが
ら「緩やかなつながり」という言葉は文字通り緩や
かな概念であり、実質的には①メンバーが固定的で
ない、②組織運営上の明確なルールを持たない、③

（①②とも関連しながら）集会時の雰囲気がなごやか
なものである、などの意味を持つと思われる。
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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（上）

論文

武田俊輔・中村好孝

目次

１．調査の目的と課題
　本論文の目的は、2018年１月～２月にかけて滋
賀県立大学の教職員に対して実施された「男女共同
参画に関する意識調査（教職員向け）」の調査結果
に基づいて、滋賀県立大学の職場・教育現場におけ
る男女共同参画の現状と、教職員がワーク・ライ
フ・バランスにおいて抱える困難、さらにそうした
状況を改善していくために何が求められているかに
ついて、具体的に明らかにすることである。
　日本において男女共同参画の進展は未だ不十分と
言わざるを得ない状況である。ダボス会議を主催す
る世界経済フォーラムは2017年の報告書で世界各
国の、「経済活動への参加と機会」（経済参画）・「政
治への参加と権限」（政治参画）・「教育の到達度」（教
育）・「健康と生存率」（健康）の４分野14項目での
男女平等の度合いを指数化したジェンダーギャップ
指数（GGI）を公表したが、日本は過去最低を更新す
る114位であった。ことに国会議員の男女比に示さ

れるような政治参画、さらに女性の労働力比率や勤
労所得の男女比、専門職・技術職での男女比といっ
た点での男女間格差が大きい。大学に関係する問題
としては、高等教育の在学率についても101位にと
どまっている点は大きな問題である。多くの人が

「平等」であると信じている大学を含む高等教育で
も明確な性別による格差と差別があることは、例え
ば東京医科大学で女性合格者を3割以下に抑えるた
めの不正があったことが2018年に報道されたこと
などからも明らかであろう。
　もちろん日本においてそうした状況を改善する動
きが見られないわけではない。まずは1985年の「男
女雇用機会均等法」の公布および「女子差別撤廃条
約」の批准である。そして、1999年に公布・施行
された「男女共同参画社会基本法」は、課題を単
なる女性差別の解消におかず、男性をも巻き込んだ
性による格差解消のための社会改革として位置づけ
た。また近年では2015年に施行された「女性の職
業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活
躍推進法）が制定され、301名以上の企業では自社
の女性の活躍に関する状況把握と課題分析、数値目
標・行動計画の策定・届出・周知・公表、女性の活
躍に関する情報の公表が義務づけられるようになっ
た。ただし仕事と家庭の両立が女性側の問題として
位置づけられ、男性の側が長時間労働の中で家事・
育児に参加しない（できない）状況は、現在でも放
置され、近年ようやく社会問題化した保育園の待機
児童の問題についても、その解決はほど遠い現状で
ある。
　政府の動きを受けて滋賀県もまた、2001年の「滋
賀県男女共同参画推進条例」に始まり、近年では
2011年の「滋賀県男女共同参画計画～新パートナー
しがプラン」、「パートナーしがプラン2020 ～滋賀
県男女共同参画計画・滋賀県女性活躍推進計画～」
など、より実効力のある施策が行われようとしてい
る。現在、県庁を推進本部とし、県内各所でこの計
画を実行に移すべく行動が起こされている。
　こうした県の計画を実行していく機関として、滋
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賀県立大学が率先して果たすべき役割は大きい。国
を挙げての施策の動向、および世界的情勢のなか
で、男女共同参画社会の早期実現が求められ、大学
という高等教育機関がそのリーダーとして、社会を
牽引していくことが必要とされている。いわば大学
は県庁各部局のみならず県内のあらゆる事業所に対
して範たる姿を示すことが求められている。
　こうした考えの下、2010年度には滋賀県におい
て男女共同参画社会実現に向けて具体的な方針・施
策を提言し実行していくためのプログラム、男女共
同参画社会実現に向けての「滋賀プラン」の構築を
目的として、滋賀県立大学の特別研究「滋賀県にお
ける男女共同参画社会実現プログラムの構築」が実
施され、その一環として教職員および学生に対する
質問紙調査が実施された。また2010年度～ 15年度
にかけては人間学科目として「性を考える」が開講
されていた。
　さらに2016年４月より開始された「公立大学法
人滋賀県立大学男女共同参画推進計画」に基づき、
2017年４月より男女共同参画推進本部および男女
共同参画推進室が設置された。大学における男女共
同参画という面で国立大学は、国立大学協会が主導
して男女共同参画を推進しているのに対し、公立大
学は全般的に遅れをとっている状況にある。男女共
同参画基本法が成立した1999（平成11）年11月には
国立大学協会において「男女共同参画に関するワー
キング・グループ」が設置され、2001（平成13）年
以降は「国立大学の男女共同参画実施状況追跡調査
実施」が行われて調査報告書が何度も刊行されてい
るのに対し、公立大学はそうした動きは見られな
い。国立大学に比べて明確に、公立大学の方が女性
教員比率は高いにもかかわらず、である１。岩手県
立大学『大学におけるワークライフバランスの現状
と課題』研究プロジェクトの調査によれば、男女共
同参画を推進する組織は国立大学の98.8% が整備し
ているのに対し、公立大学は16.7% にとどまってい
る（庄司他2016:26）。こうしたなかで滋賀県立大学
における男女共同参画推進本部および推進室の設置
は意義あるものといえるだろう。
　本論文のもとになった調査は、この男女共同参画
推進本部および男女共同参画推進室によって、滋賀
県立大学における男女共同参画とワーク・ライフ・
バランスに関する意識と実態、また求められるそれ
らの改善策とを明らかにすべく行われたものであ

り、本論文はこの目的に沿って分析を行う。
　なお近年の大学教職員の男女共同参画やワーク・
ライフ・バランス意識に関する量的調査に基づく全
般的な研究としては、国立女性教育会館が国立大学
の男女研究者4,940人を対象に実施したアンケート
調査に基づく『大学における男女共同参画につい
てのアンケート調査報告書』が見られる（国立女性
教育会館2013）。ただしこれは女性研究者の登用及
び参画の実態を把握するためという目的のため、
調査対象は教員・研究者に限定されている。職員
も含めた形での調査となると個別の大学内での調
査が中心となり、山形大学（山形大学男女共同参画
室2009）、弘前大学（弘前大学男女共同参画推進室
2017）、岡山大学（岡山大学ダイバーシティ推進本
部2011）、高知大学（高知大学男女共同参画室2013）
など、国立大学が大半である。またその中には文部
科学省科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研
究活動支援事業」の支援を受けて調査を行っている
先進的な大学も多い。こうした中で公立大学である
本学において、本論文が刊行されて共有されること
は男女共同参画に向けた取り組みを進める上での基
礎資料となるとともに、他の公立大学においても意
義を持つことになると考える。

２．調査の設計
　前節で述べたように、今回の教職員向け調査で明
らかにしたい点は、本学の教職員のワーク・ライ
フ・バランスの実態はどのようになっているのか、
男女共同参画についてどのような意識と知識をもっ
ているのか、そしてそれらの点で必要とされている
ニーズはどのようなものなのか、である。2010年
に行われた特別研究の際にも同様の調査を行ってお
り、その調査と結果を比較することを通じて、これ
らの点がどのように変化したのかについても把握す
ることができる。
　まず属性についてであるが、本調査で重視した
のは、性別、年齢、所属部局（教員の学部と事務職
員）、雇用形態（常勤と非常勤職員）である。職場の
実態やニーズについても、これらの属性によって大
きく異なることが予想される。そのうえでまず、
ワーク・ライフ・バランスの実態をみるために、仕
事の負担、生活実態について質問し、男女共同参画
についての意識について尋ねた。加えてそもそも、
男女共同参画に関する、また職場に関する知識の有
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無と程度は、これらの実態について考える際の前提
となるとともに、職場における男女共同参画の実効
性を規定する重要な要因であるため、男女共同参画
に関連する用語と、職場の就業規則の知識について
も質問した。以上でわかることは、本学の教職員の
仕事と生活の実態を確認し、それらが属性によって
どのように異なるのか、ということである。
　それらを踏まえたうえで、本学の教職員がワー
ク・ライフ・バランスと男女共同参画の現状をどの
ように考えており、どのようなニーズがあるのかに
ついて考察するために、次のような点についても質
問した。職場の労働環境の現状についてどのように
受け取っているのか、またどうすれば労働環境が改
善すると考えているのか、制度、施設、意識改革の
各側面について、どの程度必要だと考えられている
のか、である。
　具体的な設問の作成については、時系列の比較を
可能とすべく、2010年度に行われた調査の設問２を
できるだけ踏襲しつつ、大学内の学科再編や組織改
編を踏まえて修正を加えた。また LGBTQIX に関
する意識の高まりと近年の新たな法律の制定などを
踏まえて、一部の設問を追加している。本論文では
前回と重なる設問への回答の一部については、前回
からの変化についても記述し、比較可能としてい
る。ただし国際教育センターが廃止されて所属して
いた教員の大半が人間文化学部に所属するように
なったこと、また前回は講師と助教をまとめて同じ
カテゴリーとしていたが、助教の勤務実態をめぐる
状況を明確にするべく、今回の分析では准教授・講
師を同じカテゴリーとしていることから、所属部局
と職位については、単純な比較ができない面がある
ことをおことわりしておく。
　なお前回の調査結果の詳細については、武田俊
輔・中村好孝・丸山真央「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」の（上）（下）（『人間文化』28・29号、2011年）
を参照されたい。

３．調査の方法と結果の概要
3.1　調査の方法
　調査は「男女共同参画に関する調査（教職員向
け）」と題して、2018年１月末現在で滋賀県立大学
に在職する全教職員を対象として実施した。
　教職員数は全学で約500人であり、抽出調査でな

くとも行える規模と判断して、全数調査として実施
することとした。母集団と想定する教職員には、常
勤の教職員だけでなく、非常勤講師、契約職員、
日々雇用（臨時雇用）の職員などの非正規雇用の教
職員も含めることとした。これは、適切なワーク・
ライフ・バランスの実現や男女共同参画が、雇用条
件によって差別されることなく実現されることをめ
ざすことから、本学で働くすべての教職員の労働や
生活の実態、要望を把握する必要があると考えたた
めである。
　調査票の配布は、各学部長控室や事務局などを通
じて全教職員に届くように行った。調査票の配布に
あたっては、当初、教職員の自宅への郵送や学内の
ポスト・研究室への直接配布も考えられたが、これ
らの方法では非正規雇用の教職員は捕捉しきれない
おそれがある。このため全教職員の手元に最も確実
かつ効率的に届く方法として、上述のように、各学
部長控室や事務局の協力を仰ぐ方法を選択した。幸
い各学部、事務局などの理解と協力を得ることがで
き、ほぼ全教職員の手元に調査票が届けることがで
きたとみている。ただし、どの程度調査票が行きわ
たったかは検証するすべがない。かかる方法をとっ
ても、学部控室との接触が頻繁ではない非常勤講師
や日々雇用職員の一部には調査票が届かなかったこ
とも考えられる。今後、再度こうした調査が行われ
る場合、調査票の配布方法については再考の余地が
あるかもしれないという点を付言しておく。
　調査票の回収までには2週間を設け、学内便で回
収した。督促は調査票配布直後と締切直前に学内
メールで２回実施した。その結果、調査票の配布
数は500で、回収の結果、有効回収数は252、有効
回収率は50.4％だった。これは前回の調査の回収率

（52.2%）に比較してほぼ同レベルと言えよう。
　この回収率をどうみるかは難しいが、一般に近年
の質問紙調査の場合、回収率は、住民基本台帳や選
挙人名簿による無作為抽出法での郵送調査だと３割
台（農村部では４割以上もあるが、都市部では、個
人情報保護法施行以降、２割台であることも珍しく
なくなった）、訪問面接調査だと4割台である。学
校や企業などの組織構成員を対象とした調査の場
合、組織で何らかの規範や強制力が働く場合とそう
でない場合があり、これによって回収率は大きく異
なる。このため回収率の高低を一概に論じることは
できない。今回の調査の場合、事務局や教授会など
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に事前に協力依頼をせず、直接に対象者に対して、
調査票にお願いの文書を付すのみで調査票への回答
を依頼した。それにもかかわらず5割を超える回収
率があったということで、これは決して低い回収率
とはいえないだろう。
　調査票は A4版両面印刷で、全16ページからな
る３。質問項目は次の８つの群で構成されている。

（なお、質問項目に対応する分析結果を掲載する本
論文の節番号もあわせて付しておく）

①フェイスシート（性別、年齢、所属部局など）
②家族構成　＝６節
③介護・育児経験　＝６節
④居住地・通勤時間　＝４節
⑤勤務実態　＝４・５節
⑥就業規則に関する知識と利用状況　＝８節
⑦男女共同参画に関する意識と知識の有無
　＝７・８節
⑧ 大学として取り組むべき男女共同参画施策への

要求・要望　＝９・10節

3.2　回答者の構成
　調査に回答した教職員の内訳は、戸籍上の性で男
性139人（有効回答の55.2％、以下同）、女性113人

（44.8％）だった。なお今回の調査では新たに選択肢
として「X ジェンダー」や「その他」を含めた性自
認についても設問を設けたが、これについては全て
戸籍上の性と同一回答という結果となった。これは
LGBTIX の教職員がいないということを意味する
のではなく、匿名の調査とはいえ、回答者が自らの
性自認をこの調査で回答することにためらいがあっ
たことの結果である可能性を意識しておく必要があ
る。
　年齢別では、20歳代16人（6.3％）、30歳代44人

（17.5％）、40歳代75人（29.8％）、50歳代72（28.6％）、
60歳代以上44人（17.5％）で（不明・無回答１人）
であった。また所属部局別にみると、環境科学部
30人（11.9％）、工学部47人（18.7％）、人間文化学
部38人（15.1％）、 人 間 看 護 学 部26人（10.3％）、
図書情報センター５人（2.0%）、地域共生・産学連
携センター６人（2.4%）、事務局（役員含む）78人

（31.0％）、その他22人（8.7%）だった（不明・無回答
４人）。
　 職 種 別 で は 常 勤 の 教 員101人（40.1%）、 非 常
勤 の 教 員28人（11.1%）、 常 勤 の 事 務 系 職 員44人

（17.5%）、常勤の技術系職員３人（1.2%）、契約の
事務系職員54人（21.4%）、契約の技術系職員18人

（7.1%）、非常勤の研究員１人（0.4%）、その他３人
（1.2%）である。
　以下では質問項目の回答の分析を示していく。そ
の際、とくに注記がない場合、NA/DK（「わからな
い」、無回答）は含まず、有効回答者のなかでの割
合を表示する。
　クロス集計など２変数以上の関連をみる場合、独
立変数はできる限り共通させることとした。性別、
年齢層を独立変数とする分析は、ほぼすべての分析
で共通して掲げる。教員と職員で異なる質問につい
ては、適宜、所属部局、職種、職位を独立変数とし
て加える（独立変数の名称とカテゴリは表3-2-1のと
おり）。ただしいずれの場合でも、該当する人数が
少なく個人についての情報の特定がなされかねない
分析結果は省略している。
　独立変数は以下の通りである。

４．教職員の勤務実態
4.1　常勤教員の勤務実態
教育負担
　まず教員の勤務実態のうち、教育負担についてみ
てみよう。授業・実習のコマ数を前後期それぞれ尋
ねた。ここでは前後期を合算し、１年間の週あたり
のコマ数を算出した。教員全体では、「５コマ未満」
が18.8%（前回14.7％）、「５コマ以上10コマ未満」
が31.7%（同38.9％）、「10コマ以上15コマ未満」が
33.7%（同29.5％）、「15コマ以上」が15.8%（16.8％）
である。
　属性別にみると、まず男性と女性とでは、女性の
ほうが「10コマ以上」「15コマ以上」の割合も高い

（図4-1-1）。年代別にみると、20代・30代の教員の
負担に比して40歳代の教員の負担が大幅に重く、
50代より上になるとむしろ負担は微減しているこ

表3-2-1　独立変数の名称とカテゴリ

性別 「男性」、「女性」の２カテゴリ

年齢層
「20歳代」（20 ～ 29歳）、「30歳代」（30 ～ 39歳）、
「40歳代」（40 ～ 49歳）、「50歳代」（50 ～ 59歳）、
「60歳代」（60歳以上）

職種 「常勤の教員」、「役員・常勤の職員」、
「非常勤の教員」、「非常勤の職員」、「その他」

職位 「教授」「准教授・講師」「助教」「助手その他」、
その他としては研究員等が含まれる。
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とが分かる。30歳代の場合、「10コマ未満」が6割
以上を占めるが、40歳代になると4割に満たない。
しかし50歳代では47%、60歳代では50% となる。
前回の調査では負担のピークは50代だったが、そ
れが比較的若い世代に移行している。
　所属部局ごとでは、学部・センターによって教育
負担はかなり異なる。工学部ではほとんどの教員の
授業は10コマ未満に収まるのに対し、環境科学部
では、10コマ未満に収まる教員は３割程度、人間
文化学部は２割弱でしかない。人間看護学部は他学
部に比べれば相対的に５コマ未満の教員が多いが、
一方で負担の多い教員も少なくない。
　このように学部によって分布が大きく異なるため
一概に比較することはできないが、参考までに、授
業・実習のコマ数（週あたり、前後期の計）の平均
を示すと、環境科学部11.5コマ（前回10.9コマ）、工
学部6.0コマ（同6.7コマ）、人間文化学部11.5コマ（同
10.1コマ）、人間看護学部9.9コマ（同8.9コマ）であ
る。なお人間文化学部については、前回の調査と異
なって、多数の講義を抱える語学担当教員が人間文
化学部国際コミュニケーション学科に属する形に
なったことも影響していると思われるが、その人数
を勘案したとしても全体としては負担は増加したと
見ざるを得ないだろう。
　職位でみると、「10コマ以上15コマ未満」は、助
教は13% 程度なのに対して准教授・講師は47% 程
度、教授は４割弱となっており、准教授・講師が他

の職位に比べて授業・実習コマ数が多いことが分か
る。助手その他についてはコマ数負担が「５コマ未
満」と「15コマ以上」で二極化している。
 
学内の会議・委員会の負担
　学内の会議・委員会の回数は、全体でみると、１
か月あたり「１回未満」が3.0%（前回12.8％）、「１
回以上３回未満」が31.7%（同21.3％）、「３回以上」
が65.3%（同66.0％）である。
　属性別にみると、「３回以上」は女性のほうが男
性より若干多い（図4-1-2）。年代別にみると、50代
が会議・委員会の回数のピークとなっており、８割
以上が月３回以上の会議をこなしている。これに対
し60代になるとこれが６割弱に下がる。所属部局
別では、人間看護学部では回答者全員が「３回以
上」、工学部で「３回以上」が64.0％とこれに続く。
　学内の会議・委員会の回数は、職位による差が
最も顕著である。「３回以上」は助手その他ではゼ
ロ、准教授・講師と助教は２割程度だが、教授では
６割超である。
 
学外の会議・委員会の負担
　調査では、学内だけでなく学外の委員会・会議、
たとえば地方自治体の審議会などの負担がどの程
度かも尋ねた。全体では、１か月あたり「１回未
満」が85.0%（前回68.4％）、「１回以上３回未満」
は13.0%（同26.3％）、「３回以上」は2.0% （同5.3％）
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図4-1-1　常勤教員の講義・実習のコマ数（週あたり、前後期合計）
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図4-1-2　常勤教員の学内の会議・委員会の回数（月あたり）

図4-1-3　常勤教員の学外の会議・委員会の回数（月あたり）
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いる。

出張
　本調査では、今年度１年間の出張の回数を尋ね
た。教員全体では、１年間の出張回数（国内・海外
をあわせて）は、「０日」が2.0%（前回5.3％）、「１
日 以 上10日 未 満 」 が23.8%（ 同19.1％）、「10日 以
上20日未満」が26.7%（同29.8％）、「20日以上」が
47.5%（同45.7％）だった。
　男女別では、男性のほうが、わずかに出張日数が
多い（図4-1-5）。年齢別では、40歳代と50歳代、特
に40歳代が最も多い傾向がある。年10日以上とい
う人は、40歳代では９割を超えており、50歳代で
は70％台である。30代は比較的少ない。所属部局
別では、年間10日以上出張している割合が多いの
は８割を超えている人間文化学部である。ただし
20日以上と答えた割合だけで見ると工学部・環境
科学部が多く、５割を超えている。
　職位別では、年間10日以上と答えたのは、准教
授・講師が８割台半ば、教授が７割弱、助教で６割
強であった。助手その他は全員が10日以上である。
 
4.2　職員の勤務実態
学内の会議・委員会の負担
　今度は職員の勤務実態をみていく。まず職員が学
内で参加する会議・委員会の負担についてみてみよ
う。全体では、１か月あたり「１回未満」が41.0%
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図4-1-4　常勤教員の学会・研究会等への出席回数（月あたり）

である。
　属性ごとにみると、性別では男性にわずかに「３
回以上」という回数が見られる以外は、それほど大
きな差はない。年代別では、年齢が上がるほど回数
が増える傾向がうかがえる。所属部局ごとの違いも
みられ、１か月に１回以上あるという人は、環境科
学部では約1/4、人間文化学部で２割強に上り、人
間看護学部で１割弱、工学部で４% である。職位に
よる違いをみると、月１回以上あるという人は教授
で３割程度だが、准教授以下では１割にも満たない。

研究活動
　研究活動を測る指標はさまざまだが、本調査で
は、学会や学外の研究会への出席回数を尋ねた。
全体では、１か月あたり「１回未満」が42.6%

（前回34.7％）、「１回以上３回未満」が51.5%（同
62.1％）、「３回以上」が5.9%（3.2％）である。
　属性別にみていくと、性別による違いはさほど大
きくないが、女性のほうが若干多い傾向にある（図
4-1-4）。年代別では、年代が上がるほど出席回数が
多い傾向にあり、60歳以上では月に１回以上ある
という人が４分の３いる。所属部局別では、１か月
に１回以上あるという人は、環境科学部・工学部・
人間看護学部で５割程度、人間文化学部で42.3% で
ある。職位別では、月１回以上あるという人は、教
授が５割以上、助教では５割弱なのに対して、准教
授・講師では64.7％、さらに助手は80.0％となって
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（前回56.1％）、「１回以上３回未満」が40.2%（同
32.9％）、「３回以上」が18.8%（同11.0％）である。
前回に比べて職員の会議・委員会の平均回数は増え
ていることがわかる。
　属性別にみると、男女別では、職員の場合、男性
のほうが圧倒的に女性よりも多い（図4-2-1）。１か
月に１回以上あると答えたのは、男性では86.5% に
上るが、女性では４割弱である。同じく１か月に１
回以上あると答えた人を年代別でみると、20歳代
～ 40歳代が５割弱であるのに対して、50歳代では

８割以上、60歳代は７割強に上る。教員に比べて
職員のほうが、学内の会議・委員会負担の「50歳
の壁」は大きいようである。
　常勤と非常勤では、１か月に１回以上あると答え
た人は、常勤はほぼ全員、非常勤では1/3程度と、
大きな開きがある。

出張
　職員についても、今年度１年間の出張を尋ねた。
職員全体では、１年間に国内・海外あわせて「０
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図4-1-5　常勤教員の出張日数（年あたり）

図4-2-1　職員の学内会議・委員会の回数（月あたり）
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図4-2-2　職員の国内出張日数

回」が56.5%（前回56.1%）、「１日以上10日未満」
が36.5%（同40.2%）、「10日以上20日未満」が4.3%（同
1.2%）、「20日以上」が2.6%（同2.4％）だった。
　性別でみると、男性のほうが女性より多く、１
か月に１日以上出張すると答えたのは、男性で７
割ちょうどなのに対して、女性では1/4に満たない

（図4-2-2）。年代別では、50歳代、さらに60歳代が
最も多く、１か月に１日以上出張するのは５割を
超えている。また20歳代は「10日以上」の回答者
はいないが、「１回以上10日未満」が半数以上であ

る。職種別では、１か月に１日以上出張するのが、
常勤では８割弱に上るのに対して、非常勤職員では
２割強であり、大きな違いがある。

4.3　教職員全体の通勤時間
　仕事生活と家庭生活の関係を考えるうえで、通勤
のあり方は両者をつなぐものという意味で重要であ
る。この点について知るため、調査では通勤時間を
尋ねた。教職員全体では、「15分未満」が13.9%、

「15分 以 上30分 以 内 」 が29.5%、「30分 以 上 １ 時
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図4-3-1　教職員の通勤時間
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間未満」が21.5%、「１時間以上１時間半未満」が
15.1%、「１時間半以上２時間未満」が7.6%、「２時
間以上」が12.4% となった（図4-3-1）。
　通勤時間の男女差を見ると、「15分未満」こそ男
性の方が多いものの、全体的には女性の方が短い傾
向にある。年代別にみると、年代別にみると、ライ
フステージ上育児期間といえる30歳代、次いで40
歳代、20歳代で30分未満の通勤時間の者が多い。
つまりライフステージと通勤時間はある程度関連が
ありそうであり、育児や家事と仕事のバランスをと
るうえで通勤時間を考慮した居住地選択が一定程度
考慮されているのではないかと考えられる。
　職種別にみると、職種別では、常勤の教員の５割
程度は30分未満の通勤時間となっているが、役員・
常勤の職員で30分未満にで収まるのは1/3以下であ
る。非常勤職員は５割以上が30分未満であり、通
勤時間を考慮した職場選択となっていることが予測
される。非常勤教員は半分近くが通勤に２時間以上
かかっており、遠距離通勤の実態がうかがえる。

５．勤務・職場をめぐる不満
　調査では、勤務や職場をめぐってどのような不満
や問題があるかを、忙しさやコミュニケーションに
関するストレスなど5項目について尋ねた。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。
　「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」と
答えた人を「不満あり」群としてみると、不満あり
群が最も多かったのは「忙しすぎる」で62.0%（前

回64.5%）に及んだ（図5-1）。次いで「出勤したく
ないと感じることがある」で30.2%（同31.5%）だっ
た。「職場で何でも話せる人がいない」は28.5％（同
27.0%）、「仕事を辞めたいと思うことがある」は
20.6%（同19.5%）、「職場で発言しにくい」は19.8%

（同27.0%）だった。

勤務をめぐる不満
　まず勤務に関する不満からみていこう。不満あり
群を属性別にみたのが図5-2である。
　「忙しすぎる」では、性別にみると女性よりも男
性のほうが目立って不満ありが多い。年代別では、
50歳代の75% をピークとする。前述のように会議
に費やす時間も50歳代をピークとする山をなして
おり、実際の負担はやはり忙しさとして感じられて
いることをうかがわせる結果である。職種別では、
役員・常勤の職員の８割強が「忙しすぎる」という
不満をもっており、これに常勤の教員が８割弱で続
いている。非常勤教員では４割台、非常勤職員では
３人に１人程度である。また所属部局別にみると、
人間看護学部では不満あり群は８割超に及び、次い
で環境科学部が７割、工学部、人間文化学部、事務
局他は６割弱である。
　「出勤したくないと感じることがある」は、女性
のほうがそのように感じる割合が多い。年代別で
は、年代が若いほど不満を感じる傾向にある。職種
別にみると常勤の職員は不満あり群がともに４割台
半ばで、割合が相対的に高い。それに次ぐのは常勤
教員の36.6% となっている。これに対して非常勤の
教員と職員はいずれも２割弱で低い。また所属部局
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図5-1　勤務・職場をめぐる不満
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ごとの差もある程度はっきりしている。人間看護学
部で出勤したくないと感じる割合は４割台半ばに上
る。次いで工学部で３割弱、人間文化学部が２割台
半ば、環境科学部と事務局等は２割内外である。
　「仕事を辞めたいことがある」も、女性のほうが
高い傾向がある。年代別の差では30代で３割を超え
ており、20代、40代、50代では２割前後、60代で
は目立って低い。職種別の傾向はかなりはっきりみ
られる。常勤の職員では３割以上が「やめたいと思
うことがある」と答えたのに対し、常勤教員は２割
強、非常勤の教員と職員は１割台でかなりの差があ
る。また所属部局別でも大きな違いがある。人間看
護学部では「辞めたいと思うこと」ありが３割を超
えるが、環境科学部、人間文化学部、事務局等では
２割程度、工学部では１割台である。
　勤務をめぐる不満の傾向としては、全体として顕
著なのは職種による差異である。常勤の教職員には
全般に不満が強く、非常勤の教職員には不満が強く
ない。また所属部局ごとにみた場合、人間看護学部
で不満が強いのが特徴的である。
 
職場でのコミュニケーションをめぐる不満
　次に職場でのコミュニケーションをめぐる問題に

ついて、属性ごとにみていく（図5-3）。
　「職場で発言しにくい」については女性のほうで
不満が３割弱と大きく上回る。その一方、「職場で
何でも話せる人がいない」については男性の方がや
や多い。年代別では、「職場で発言しにくい」は30
歳代で不満がやや強く４人に１人程度、20代、40代、
50代では２割前後なのに対し、60代では１割程度
である。これに対して「職場で何でも話せる人がい
ない」は30代では低く、逆に60代で36.4% と目立っ
て多い。
　職種別では、「職場で発言しにくい」は常勤の教
職員にやや不満ありが多いが、大きな差はない。

「職場で何でも話せる人がいない」は非常勤の教員
には不満ありが多く、常勤の教員でも３割を超え
る。常勤職員でも２割台半ば、非常勤の職員は２割
ちょうどである。
　所属部局別にみると、人間看護学部で「職場で発
言しにくい」が４割近く、群を抜いて高く際立って
いる。一方「職場で何でも話せる人がいない」につ
いては少なく、むしろ他学部の方が上回っている。
事務局等はいずれも２割台である
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図6-1-1　現在結婚している人の割合（事実婚も含む）
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６．ワーク・ライフ・バランスの実態
6.1　家族生活
婚姻状態
　本節では教職員の仕事と家庭生活のバランスにつ
いて明らかにしていく。まず基本的な事実からおさ
えておこう。調査回答者全体のうち、結婚している

（事実婚を含む）と答えたのは72.2％、離別・死別
は5.2％である。この３つのカテゴリのうち、現在
結婚している（事実婚を含む）と答えた者を既婚と
みなすこととする（したがって以後でいう「既婚」
に離死別は含まれない）。

　属性別にみると、女性より男性のほうが既婚率は
20ポイントほど高い（図6-1-1）。20歳代の既婚率は
２割に満たないが、30歳代になると６割を超え、
40歳代では75% 近く、50歳代では８割強となって
いる。職種別の既婚率は、役員・常勤の職員が最も
高く８割弱、常勤の教員と非常勤の職員が７割台前
半である。非常勤の教員は58.6％で最も低い。

配偶者・パートナーの就業形態
　既婚者のうち、配偶者・パートナーの就業状
態をみると、無職が25.8％、常雇・フルタイムが
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図6-1-2　配偶者・パートナーの就業形態
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図6-1-3　子の有無



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（上）

24 ●人間文化

43.2％、非正規雇用（非常勤、臨時、派遣、パー
ト、アルバイト、内職）が19.5％、自営・自由業・
家族従業員が4.2％、会社役員が4.7％である。
　属性別にみると、男性の配偶者では、４割強が無
職で、正規職は３割弱、非正規職は25% 強である
のに対し、女性の配偶者の74% はフルタイムの正
規職に就いている（図6-1-2）。年代別では、30歳代
では配偶者の３分の２が正規職に就いているのに対
して、40歳代と50歳代では、正規職に就いている
配偶者は５割程度になる（20代については極めて少
数のためここでは言及しない）。職種別にみると、
常勤の教員・常勤の職員・非常勤の配偶者の７割程
度は有職者である。非常勤の職員の場合、有職の配
偶者は８割に上がる。
 
子の有無
　子の有無をみると、全体では、「子がいない」は
42.9％、「中学生以下の子がいる」は30.6％、「高校
生以上の子がいる」は24.6％だった。
　男女別ではそれほど目立った差はない。年代別
では、子がいるのは30歳代で50.0％、40歳代で
66.7％、50歳代で65.2％である（図6-1-3）。20代か
ら30代については全て「中学生以下の子がいる」
であり、50代になると「高校生以上の子がいる」
が44.4%、「中学生以下の子がいる」は20.8% とな
る。職種別では非常勤の教員が少なく、非常勤職員
が４割台、常勤の教職員で6割前後となる。

6.2　育児の現状
日中の育児の担い手
　育児の現状を担い手という側面からみていこう。
平日の日中の育児の担い手について、「お子さんの
昼間の育児をおもにおこなっているのは、どなた
ですか」という質問文で尋ね、選択肢から選んで
もらった。「中学生以下の子がいる」という人のう
ち、平日の日中の育児の担い手が「配偶者・パート
ナー」は27.3%、「子の祖父母」（本人の父母、義父
母）は6.5%、「保育園・幼稚園」が32.5%、「学童保
育」は7.8% だった。大人が誰も面倒をみておらず
子どもだけ「ひとりにしてある」や「子のきょうだ
い」が面倒をみていると答えたのは18.2% だった。
　属性別にみていくと男性の場合、平日日中の育児
の担い手が「配偶者・パートナー」という人は約半
数に上る（図6-2-1）。これに対して女性の場合、育
児の担い手が「配偶者・パートナー」という人はゼ
ロで、「保育園・幼稚園」が最も多く４割以上、さ
らに学童保育を加えると半数以上を占める。
　30歳代～ 40歳代では「中学生以下の子がいる」
のは約5割である。このうち「保育園・幼稚園」「学
童保育」と答えたのが合わせて約半数で、「配偶
者・パートナー」は３割に満たない。40歳代でも

「保育園・幼稚園」と「学童保育」を合わせると４
割台半ばに達し、「配偶者・パートナー」は２割台
半ばである。50代で「中学生以下の子がいる」は
そのうち２割程度であり、その中で「ひとりにして
ある」が４割に達する。
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図6-2-1　昼間の育児の担い手
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　職種ごとにみると、子のいる割合は常勤の教職員
で６割前後、非常勤の職員では５割程度である。非
常勤教員では少なく３割強にすぎない。育児の担い
手には大きな違いがあり、常勤の職員の場合は半数
以上が「配偶者・パートナー」なのに対し、常勤の
教員では３割以下であり、むしろ「保育園・幼稚
園」の方が多い。非常勤の職員では「ひとりにして
ある」が３割強、「保育園・幼稚園」「学童保育」が
２割ずつであり、一方で非常勤の教員では８割が

「保育園・幼稚園」となっている。
　なお「子の祖父母」という回答は全体としていず
れのケースでも少数にとどまっている。

残業などで遅くなった夜間の育児の担い手
　次に、残業や出張の場合の夜間の育児の担い手に
ついてみてみよう。調査では「あなたが、残業した
り出張で遅くなったりする場合、お子さんの夜間の
育児をおもにおこなっているのは、どなたですか」
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図6-2-2　残業や出張中で遅くなったときの育児の担い手
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図6-2-4　育児をめぐるワーク・ライフ・バランスの悩み
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図6-2-5　育児をめぐるワーク・ライフ・バランスの悩み（属性別）
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という質問文で、選択肢から回答を選んでもらっ
た。「中学生以下の子がいる」という人のうち、残
業などの際の夜間の育児の担い手が「配偶者・パー
トナー」は66.2％、「子の祖父母」（本人の父母、義
父母）は19.5％、「保育園・幼稚園」3.9％、「学童保
育」は1.3% だった。大人が誰も面倒をみておらず
子どもだけ「ひとりにしてある」や「子のきょうだ
い」が面倒をみていると答えたのは7.8％だった。
　属性ごとにみると、性別では、男性よりも女性の
ほうが配偶者・パートナーに頼れない割合が大幅に
高く、「子の祖父母」に頼んでいる人が４割となっ
ている。「保育園・幼稚園」は8.6% であった。（図
6-2-2）。年代別では、30代で「保育園・幼稚園」の
割合が高く13.6%、また30代・40代では「子の祖父
母」に頼んでいる場合が2割程度みられる。職種別
では非常勤の職員では配偶者に頼るケースは４割程
度にとどまり、３割は「子の祖父母」に頼んでいる。
 
育児をめぐる悩み
　育児をめぐる悩みはさまざまだが、まずは、しば
しば指摘される肉体的・精神的疲労と孤立について
みてみる。調査では、「疲労、睡眠不足、精神的ス
トレスがたまる」「相談相手がいない」という２つ
の質問項目について、「感じる」「感じない」の２
件法で尋ねた。子のいる人のうち、「疲労、睡眠不
足、精神的ストレスがたまる」について「感じる」
と応えたのは64.9％、「相談相手がいない」を「感
じる」とした者が22.1％である。
　「疲労、睡眠不足、精神的ストレスがたまる」を
属性別にみると、男性は６割弱、女性については７
割以上が「感じる」と答えている（図6-2-3）。年代
別では、30歳代がピークで７割以上、40代以上も
６割以上である。職種別にみると、非常勤の教員で
高く、非常勤の職員でも７割弱、常勤の教員と職員
で6割強となっている。
　また「相談相手がいない」の悩みありについて属
性別にみると、性別による差や年代による差は比較
的少ない。年代別では、30歳代から50歳代が高原
状に高い。職種別では、非常勤の教員が目立って高
いが、そのほかの職種はそれほど悩みありという回
答は多くない。
 
育児をめぐるワーク・ライフ・バランス
　育児をめぐる仕事生活と家庭生活のバランスに関

する悩みとして、時間をめぐる問題、職場のサポー
ト体制の問題、勤務の規則性に起因する問題、職場
上での不利益体験の有無、職場と家庭での両立に関
する理解状態の５点を尋ねた。以下は中学生以下の
子をもつ者に限定しての分析である。
　悩みを「感じる」とした者が最も多いのは「仕
事が忙しくて、子にかける時間が削られる」で、
66.2％である（図6-2-4）。次いで「職場のサポート体
制が十分でない」が58.7％で、「早退・遅刻・欠勤
など、勤務が不規則になる」については40.8%、「仕
事と子育て両立で職場での不利益をこうむる」は
31.2% である。育児に関する周囲の理解としては、

「仕事への家族の理解が得にくい」が18.2%、「職場
での子育てへの理解が得にくい」は10.4%であった。
 
　これらの質問について属性別に見ることで、どの
層に育児に関するワーク・ライフ・バランスの悩み
が集中しているかをみてみよう（図6-2-5）。まず性
別に関していえば、「仕事が忙しくて、子にかける
時間が削られる」は男性・女性ともに顕著だが、違
いが大きいのは「早退、欠勤、遅刻など、勤務が不
規則になる」であり、女性は46.9% なのに対して、
男性は３割弱である。また「仕事と家庭の両立によ
る職場での不利益」についても、女性は４割弱が感
じている一方で、男性は25% 程度となっている。
逆に男性により感じられているのは、「仕事が忙し
いときの職場のサポート体制が十分でない」であ
り、男性の67.4% に対して女性は39.4% となってい
る。全体としては女性の側により多くの悩みが感
じられているということができる。年代について
は30代で目立って「早退、欠勤、遅刻など、勤務
が不規則になる」と感じられていることがわかる。
30代が54.5% なのに対し、40代で37.8%、50代では
20.0% である。また「職場での子育てへの理解が得
にくい」も30代が３割弱で、40代以上は極めて少
ない。すなわち育児の初期ステージの年齢層に悩
みありが多いことがわかる。一方、「仕事と子育て
の両立による職場での不利益」は40代が最も多く
36.8%、次いで30代の31.8% である。逆に「仕事が
忙しいときの職場のサポート体制が十分でない」は
年代が上がるほど感じられており、50代では６割
を超えている。
　職種別では非常勤の教員の全員が「仕事が忙しく
て、子にかける時間が削られる」と回答している。
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「仕事が忙しいときの職場のサポート体制が十分で
ない」は常勤の職員に目立って多く75%、また非常
勤の職員で66.7%、常勤の教員で52.8% となってい
る。一方「早退、欠勤、遅刻など、勤務が不規則に
なる」は常勤の教員に多く54.1%、非常勤の教員で
40.0%、非常勤の職員で33.3% なのに対し、常勤の
職員では18.8% と少ない。「仕事と子育ての両立に
よる職場での不利益」も常勤・非常勤教員で４割程
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図6-3-1　介護が必要な家族・親族の有無
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図6-4-1　家事・育児時間（１日あたり、分）

度なのに対し、職員の場合は常勤・非常勤とも少な
くなっている。
 
6.3　介護経験
　調査では「あなたのご家族や親族の方（同居して
いない方も含みます）が、介護が必要になったこと
がありますか」という質問文で、選択肢から回答を
選んでもらった。全体では、「いま介護が必要」は
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22.4％、「以前介護が必要だった」は31.8％、「その
ような経験はない」は45.7％だった。
　属性別にみると、男女別では、女性のほうが、現
在介護が必要な家族・親族をもつ者が多いが、過去
に必要だった者まで含めると、男女差はそれほど大
きくない（図6-3-1）。むしろ差が顕著なのは年代別
の違いである。50歳～ 60歳代が介護のピークとなっ
ており、３割近くが、現在介護が必要と答えてい
る。職種別にみると、常勤の職員、常勤の教員、非
常勤の職員のいずれも２割以上があてはまり、非常
勤の教員では２割弱となっている。
 
6.4　ワーク・ライフ・バランスの実態
家事・育児に費やす時間
　生活時間という点から、仕事生活と家庭生活のバ
ランスの実態をみてみる。全体では、家事に費や
す1日あたりの平均時間は113.0分（最大480分、最
小０分、標準偏差100.7）、育児に費やす平均時間は
106.7分（最大420分、最小０分、標準偏差91.1）で
ある。
　まず家事からみてみよう。属性別にみると、男性
では平均67.0分、女性では170.2分で、女性は男性
の2.5倍以上の時間を、日々家事に費やしている（図
6-4-1）。年代別では、50歳代が平均121.2分で最も
多く、次いで30歳代の平均109.8分、続いて40歳代
の平均95.9分である。職種別では、非常勤の職員は
平均150.5分で、次いで非常勤の教員が100.9分、常
勤の教員が75.3分、常勤の職員が50.9分であり、お
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図6-4-2　介護時間（１日あたり、分）

おむね常勤より非常勤の教職員のほうが家事に長い
時間を費やしている。
　次に育児だが、これも男性より女性のほうがはる
かに長い時間を日々費やしているのが明らかであ
る。年代別では人数的に少数にとどまる20歳代を
別にしても、30歳代が最も長く、次いで40歳代と
なっている。職種別ではこれもやはり、平均時間が
長い順にみると常勤の教員、常勤の職員と非常勤の
職員、非常勤の教員という順である。
 
介護に費やす時間
　今度は介護に費やす時間について、現在介護をす
る必要がある人がいる状態の人に限定すると、１日
あたりの平均時間は51分（最大180分、最小０分、
標準偏差55.9）であった。ただし、ゼロ（介護に費
やす時間はない）という人が42.9%、１時間と回答
した人が35.7%、２時間が14.3%、3時間が7.1% で
ある。
　属性別にみると、男女でそれほど顕著な差はない

（表6-4-2）。年代別では、30代・40代は介護に費や
している時間はゼロと回答している一方、50歳代・
60歳代で介護に日々１時間以上費やしている。ま
た20代で介護をしている人もいる。職種別では非
常勤の教員に長時間の介護を行っている人がいるた
め平均が大きくなっているが、それ以外はそれほど
大きな差はない。
 
（以下次号、謝辞等は次号にまとめて掲載する）
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ギャロンにおけるカル（mkhar）の機能
について
──四川省丹巴県中路郷を中心に

論文

セルボンジャ（賽本加）
滋賀県立大学大学院　人間文化学研究科　地域文化学専攻

はじめに
　ヒマラヤ山脈地域と横断山脈地域に、石を積み重
ねて築かれた建築物が数多く分布している。その中
でも、横断山脈地域のチベット民族とチャン族の二
つの民族が居住する地域、現在の中国四川省は現存
数が多く、外形の種類が多いところである。筆者が
調査した四川省丹巴県ではその建築物を「カル」と
呼び、県文物管理所の調査によれば、県内にはカル
562基が現存していると報告されている。

一、先行研究と問題の所在
１、研究略史
　19世紀から、外国人の探検者が四川省において、
カルの写真と記述を残した。古写真が100年以内の
保存と修復状況を確認するには重要な資料となって
いる。
　20世紀20年代、カルに関する研究が始まったが、
初期の研究ではほぼ紹介に止まり、のちに『後漢
書』、『唐書』などの文献資料に基づき、カルの起源
と所有する古代氏族、各地域への伝播などに関する
研究が行なわれた。また、文化人類学の研究方法
で、各地の伝説に基づき、カルが当地において、ど
のような存在であるかについて研究されてきた。
　2002年、夏格旺堆氏がチベット自治区における
カルを調査し、従来四川省だけをめぐる議論から、
チベット自治区、四川省、雲南省、青海省を含むヒ
マラヤ山脈地域と横断山脈地域の広い範囲の議論を
展開した。
　特にフランス人の Frederique Darragon 氏が四
川省、チベット自治区において、外形の特徴から四
つの地域に分け、それぞれの代表的カルに炭素14
年代測定を行い、カルの築造した実年代が確定で
き、研究が新たな段階に入った。
　のちに、北京大学の考古文博学院と成都市博物
院が四川の西部において、60基のカルを詳しく調
査した。また、その一員であった黄暁帆氏が30基
を調査し、清の時期の文献と Frederique Darragon
氏の年代測定結果に基づき、四川西部におけるカル
の変遷について論じた。以下先行研究の内容を詳し

く述べる。

２、カルに関する主な論点と先行研究
Ⅰ　最初の築造年代、場所
　カルの最初の築造年代、場所についての研究が従
来の重要な論点の一つである。７世紀に造られたチ
ベット語では当然ながらそれ以前の記述がなく、そ
れ以前は漢文史料の記述からカルの最初の築造年
代、場所について研究された。
　R.A. スタン氏が『隋書・西域』「附国」の條に

「附國者，蜀郡西北二千餘里，即漢之西南夷也。有
嘉良夷，即其東部，所居種姓自相率領，土俗與附國
同，言語少殊，不相統一」また、「俗好復讎，故壘
石為𥕘而居，以避其患。其𥕘高至十餘丈，下至五六
丈，每級丈餘，以木隔之。基方三四步，𥕘上方而三
步，狀似浮圖。於下級開小門，從內上通，夜必關
閉，以防賊盜」と記述しⅰ、『旧唐書・南蛮　西南
蛮』「東女国」の條に「東女國，西羌之別種，以西
海中復有女國，故稱東女焉。俗以女為王。東與茂
州，党項接，東南與雅州接，界隔羅女蠻及白狼夷。
……其所居，皆起重屋，王至九層」との記述から
ⅱ、塔（カル）の祖型は6世紀の東チベットの附国と
女国において見いだされ、チベット自治区のコンポ
では12世紀初頭からその存在が知られているとす
る（R.A. スタン：1962）。
　石碩氏は『後漢書・南蛮西南夷列伝』に「冉駹夷
者、武帝所開、元鼎六年、以為汶山郡……衆皆依山
居止、累石為室、高者至十餘丈、為邛籠」ⅲとの記
述から現在四川省の岷江上流が碉楼（カル）の起源
とする（石碩：2008）。徐学書氏も『蜀王本紀』に

「蠶叢始居岷山石室中」ⅳとの記述から同じく岷江
上流であると主張する（徐学書：2004）。
　しかし、楊嘉銘氏は現在各地で見られる碉楼（カ
ル）の種類（外形）がほとんど大小金川流域に揃い、
丹巴県中路郷で新石器時代の「石室」ⅴを発見した
ことから、大小金川流域がその起源とした（楊嘉
銘：1988、2004）。
　また、最初の築造場所が古代氏族と一緒に語る場
合が多く、R.A スタン氏が現在四川西部の各民族
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が羌人の後裔で、羌人によって造られたとする（R．
A スタン：1962）。孫宏開氏は言語学の視点から『後
漢書』に記述された「邛籠」はチャン語支を固有の
言語とする諸集団と密接に関係すると推測した（孫
宏開：1981、1986）。石碩氏は前述した『後漢書・
南蛮西南夷』の記述から夷人によって造られたと
述べる（石碩：2001）。また、馬長寿氏はギャロン
チベット人の分布と碉楼（カル）の分布が一致する
と主張し、ギャロンをその起源にされた（馬長寿：
1984）。
　築造年代に関して、『後漢書』の記述から、後漢
以前にカルが存在したと述べている（石碩・楊嘉銘・
鄒立波：2012）。しかし、これらの文献研究では現存
するカルがいつ造られたについて論述されていない。

Ⅱ　カルの分布状況について
　文献史料での研究は四川省を巡って論述してき
た。2002年、夏格旺堆氏はチベット自治区内のカル
を調査することによって、カルが四川省だけではな
く、チベット自治区にも現存することから、チベッ

ト高原全体の論述が始まった（夏格旺堆：2002）。
　2005年、Frederique Darragon 氏がカルの外形の
特徴から、チベット自治区のコンポ（kong pu）と
ニャンポ（nyang po）、四川省のチャン族地域、ギャ
ロンチベット地域、ミニャク地域の四つの地域に分
けた（Frederique Darragon：2005、2015）（図１、２）。
　黄暁帆氏の研究で、四川西部において、１．岷江
とその支流の黒水河、雑谷脳河流域、２．大渡河
とその支流の大金川（その支流の綽斯甲河と梭磨河
流域）、小金川流域、３．雅礱江とその支流の鮮水
河、力丘河流域などカルが川沿いに築造する傾向が
見られると述べる（黄暁帆：2008）。

Ⅲ　カルの築造技法について
　カルを基盤、壁体、最上部三つの部分に分けて、
築造技法を述べる。本論で使うカルの各部分の名称
を図３に基づき、論述を展開したい。
ⅰ　基盤
　楊嘉銘氏はカルを造る時、地面を掘り下げて平ら
にした後、石を積み重ねて基盤を造り、基盤の広さ
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図１　チベット自治区と四川省におけるカルの分布状況 Frederique Darragon（2005、2015）より　筆者加筆

図２　各地域におけるカルの外形　Frederique Darragon（2005）
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と厚さでカルの大きさと高さを決めると述べる（石
碩・楊嘉銘・鄒立波：2012楊嘉銘執筆）。現在カル
を新築することはなく、発掘調査の事例も少ない
が、2009年、四川省汶川県威州鎮克枯郷布瓦村お
けるチャン族の土造りのロンⅵを発掘調査した。版
築で造られたロンは地面以下に石積みの基盤を造っ
ていたことが分かった（図４、５）。

ⅱ壁体
①外側の角
　現存するカルを外形から四角形、五角形、六角
形、八角形、十二角形、十三角形に分けている。中
華民国時代の任乃強氏はカルの外側の角が多ければ
多いほど倒れにくいと述べる。楊嘉銘氏も同じ意見
を持っている（石碩・楊嘉銘・鄒立波：楊嘉銘分担
2012）。

②内側の作り方
　カルの内側が方形、円形の二つに分けられる。外
形四角形のカルは内側も四角形で、外形五角形も内
側が方形を呈し、外形四角形に三角の角を追加する
ことで、五角形になっている。外形六角形、八角
形、十二角形、十三角形の内側は円形を呈している。
　楊嘉銘氏は外形六角形以上のカルは、外側に角を
追加することによって、内側に傾斜力が大きくな
り、内側の方形の作り方がこのような傾斜力に耐用
できなく、円形を作ることによって内外の平衡状態
を保っていると述べる（石碩・楊嘉銘・鄒立波：楊
嘉銘分担2012）。
　黄暁帆氏はカルの内側に控壁、隔壁を造られてい
るのに注目し、その作り方でカルの築造技法の変遷

が見られると論述している（黄暁帆：2008）。この
点については詳しく第４節で述べる（写真１、２）。

③反り
　カルは底部が大きく、上部が細くなり、梯形を
呈している。この状況は前述した『隋書・西域傳』
の「附国」の條の「基礎の部分は方三四歩、上は方

gro po

bar sgang

shing bzung
mda khung

sgo

skar khung 窓

出入口

射撃口
木組み

姫垣

跳ね出し

図３　カルの各部分の名称　筆者作成

図４ 図５

写真1　控壁

写真2 隔壁

図４、５　 汶川県威州鎮克枯郷布瓦村における土造りのロンの基盤　石碩・楊嘉銘・
鄒立波（2012）より
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二三歩、そのかたちは仏塔に似る」と記述されてい
るのと同じく、隋朝（581 ～ 619年）の時はすでにこ
の作り方を用いたと考えられる。楊嘉銘氏はこのよ
うな反りを造ることによって、建造物の自重、重心
を低くすることができると述べる（石碩・楊嘉銘・
鄒立波：楊嘉銘分担2012）。

④横目地を通して壁体に木材を使用
　カルの築造に使用する石材は当地で産出する石
で、加工しないもしくは粗割したさまざまな石材を
混ぜて積み上げている。一定の高さを積み上げてか
ら、横目地を通るように平らにする。楊嘉銘氏はこ
れに二つの役割があり、一つは横目地を通るように
平らにし、壁体に木材を差しこみ、カルの内部各層
の梁となると述べる（石碩・楊嘉銘・鄒立波：楊嘉
銘分担2012）（写真３、４）。この状況はまさに前述
した『隋書・西域傳』の「附国」の條に「各層は一
丈あまり、それを木で区切ってある」と記述された
通りである（図６）。もう一つはカルの壁体と並行
で木組みを置く。カルは自然石と粗割した石で積み
上げたので、地盤が弱いところで、一部沈下するこ
とによって、カル全体が崩れる恐れがある。黄暁
帆、楊嘉銘両氏は木組みを置くことによってカルの

整体性を保っていると述べる。
　木組みの置き方に関して、黄暁帆氏は外形四角形
のカルを例にあげ、相対する両面に木組みを置き、
その上に逆方向の相対する面に木組みを置くと述べ
る（図７）。

⑤分段して増築
　季富政氏の『中国羌族建築』に一層を積み上げた
ら一定の時間を経って乾かしてから増築するので、
カルあるいは住宅を建てるには数年が必要であると
述べ（季富政2000）、さらに、楊嘉銘氏は季富政氏
の説に加えて、カルは高層建築なので、重力が大き
い。かつ築造場所が渓谷地帯だから、地質が複雑
で、基盤、築造技術などに問題が発生した場合、直
ちに直すことを考えると、一定の高さまで積み上げ
て、異常な状況を発生するかを確認してから増築す
ると述べ、季富政氏と同じく一つのカルを造るには
数年必要で、10年余りⅶで一つのカルを造るのもあ
ると述べる。

ⅲ　最上部
　カルの最上部の作り方が、ギャロンチベット地域
とチャン族地域で異なるが、ギャロンでは最上部に

写真3　木組み Frederique より

図６　カルの断面模式図　筆者作成

図７　木組みの並べ方（黄暁帆2008）より写真4　木組み
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持ち送りや跳ね出しを造り、その上に姫垣を造る
（写真５～８）。チャン族地域では「照楼」と言わ
れ、最上部の後部に壁を造る（写真９、10）。

Ⅳ　現存するカルの築造年代及び変遷について
　第１節の文献史料の研究で、カルの起源に関して
論述してきたが、現存するカルの築造年代に言及し
ていない。フランス人の Frederique Darragon 氏
が四川省、チベット自治区においてカル82基に放
射性炭素14年代測定を行い、始めて現存するカル
の実年代が分かり、研究が新たな段階に入った。
　のちに、北京大学の考古文博学院と成都市博物院
が四川の西部において、60基のカルを詳しく調査
した。また、その一員であった黄暁帆氏が30基を
調査し、文献記述と Frederique Darragon 氏の年

代測定結果に基づき、四川西部におけるカルの変遷
について論じた。
　氏によると、南宋以前の文献記述では築造年代が
明確なカルがなく、かつ現在確定できる炭素14年
代測定結果も南宋に当たると述べ、また、平面構造
から、１．内側が方形、外側も方形、２．内側が楕
円形、外側が星型、３．内側が楕円形、外側が異多
辺形の３類に分け、内側の構造、最上部の作り方か
ら変遷を論じた。
　氏は丹巴県において、カルの内部の控壁と隔壁の
有無と最上部の作り方の変化に注目し、カルの内部
に控壁と隔壁を造り、最上部に跳ね出しがないもし
くは跳ね出しの突出距離が短い作り方が第１期で、
南宋晩期から明中期のカルにその作り方が見られ、
カルの内部の控壁、隔壁を撤去し、最上部の跳ね出
しの距離が遠くなり、かつ持ち送りの作り方を使用
し、その上に姫垣を造るのは第２期で、明中期から
清後期のカルにこの作り方が見られると述べた（黄
暁帆2008）（図８、９）。

写真9　石碩・楊嘉銘・鄒立波（2012）より

写真５ 写真６ 写真７ 写真８

写真10　黄暁帆（2008）より

図８　控壁、隔壁（黄暁帆2008）より

図９　最上部の変遷　筆者作成
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Ⅴ　機能について
　カルの機能について現在防御論、信仰論、総合論
の三つの説がある。防御論に関して、イザベラ・
バード氏が1896年ギャロン地域に探検し、カル（氏
は塔と呼ぶ）をどのように使ったのかについて、当
地の「蛮子」ⅷからただ一つ伝承があるのは、「昔」
は、屋根の上で火をともして、家を離れている村人
に、向かって来る敵から家を守るよう合図したとい
うことだけだった。中には穀物倉だったと考える者
もいると述べ、氏は「石と土で造った容易に撤去で
きる通路を扉のついていた出入口の所まで順次設け
て貯蔵物や家畜を取り込んだ後、このような一時的
なスロープ［状の通路］を撤去する。そして、独木
梯によって最後の入口まで行ってこの梯子を塔の中
に引き上げる、と。これを引き上げるのは簡単なこ
とである。つまり、塔は避難場だったのであり、下
に家畜、上に人間が住み、食料も飼料も同じカル

（塔）の中に蓄えたのである。このように考えると同
じ村にしばしばたくさんの塔があることの説明がつ
く。村の長や、豊かな村だと村人一人がこのような
避難場を持っていたということも十分にありえるこ
とである。」とする（金坂清則訳2002：143−144）。
　イギリス人の W.N.Fergusson が1908年川西高原
を訪れ、「このような大きい碉楼（カル）に二つの
機能があり、一つは突然襲撃された際に、碉楼（カ
ル）の上で狼煙を上げることによって、村人の助け
をもらえる。二つめは財産と穀物を保つ。家畜を碉
楼（カル）の底部に閉じ込め、分厚い門で閉める。
居民は碉楼（カル）の周囲において猛烈な攻撃に抵
抗し、攻められた時に、碉楼（カル）に入り、梯子
で二階に登り、窓から石を投げて防御する」と述
べ、また「この地域で自然環境が最大限の保障がで
きる。多くの村あるいは要塞と称する位置に、多く
の人数が必要なくむら全体の防御ができる」と推測
された（W.N.Fergusson：2003）。 
　馬長寿氏はカルが自衛のために造られたと述べ

（馬長寿：1984）、王明珂氏は防御の機能が明確であ
るとする（王明珂：2002）。徐学書氏はカルが軍事
的な施設であり、軍事的防御のためにカルを建てた
と述べる（徐学書：2004）。楊嘉銘氏も動乱と戦争
で身を守る必要に応じてカルが築造されたと論述し
た（楊嘉銘：1988）。張昌富氏が大小金川の戦役で
カルの防御機能を果たしたと論述された（張昌富：
1995）。高田時雄氏も清代の平定両金川戦役の際、

「進軍の前に大きく立ちはだかった石碉（カル）が、
少なくともこの時代に広く用いられていたことが知
り得る。」また、「かつては土司の官寨の周囲に石碉
が建て巡らされているのは当然として、民居にも
各戸に附属施設として石碉（カル）が備えられてい
た。普段は住居の一部として使用されるが、戦時に
は砦になるのである」とする（高田時雄：2012）。
　信仰論に関して、石碩氏はカルの出現は人と神の
関連する祭祀性建築物で、のちに争いの防御施設と
なったと主張している（石碩：2008）。
　総合論に関して、牟子氏は丹巴県のカルが戦争と
民居の総合的な施設で、のちに外敵を防御する施設
になったと述べる（牟子：2002）。楊嘉銘氏は民俗
学の視点から、カルが単純な建築物ではなく、成人
式などさまざまなことが考えられると述べた（楊嘉
銘： 2004）。
　紅音氏は『促浸大金川繞丹杰布源流概况』の記述
から修行者によって作られ、彼らの修行の場所とな
り、土司が所有する碉楼（カル）が通常九層以上で
あり、居館の両側に立て、規模が大きく、六角形、
八角形など築造することが難しいもので財産、権力
を示しているとする。また、聞き取り調査によっ
て、民俗的な役割も強調し、『新実録』の土司の呈
文から、土司と土司の領土境界を示す機能があった
とする（紅音：2014）。
　Frederique Darragon 氏は塔（カル）に関する文
献の欠如現状から、塔（カル）自体の特徴、すなわ
ち、所在地と地理環境の関係、大きさと出入口の位
置から考えるしかないと提示し、その用途を以下四
つに分けられている。
１、現在羌族村において、塔（カル）が防御を目的
とした建築物であるが、平和な時期往往にして身分
や地位を示す重要な象徴となる。
２、丹巴の塔（カル）は信じがたい高さと精緻な外
形を成し、山上の各住居の間に散乱している。最初
は貯蔵のために作られ、最終に防御施設となった。
而して多くの伝説から、主に身分と地位の象徴であ
ることを実証されている。
３、豊かな山谷村落の商売ルートにおいて建てられ
た塔（カル）が、山谷を一見できる通常高地の南斜
面に建てられる。それが防御に有利である可能性の
ほか、肥沃な畑に住居を建てることを避けられる。
この状況は北ギャロンのほか、ミニャク地域及びチ
ベット自治区のコンポにも見られる。多数の山谷が
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「茶馬古道」に位置し、塔（カル）が地震に強く、防
御に便利な点から、茶、シルク、塩など商品を貯蔵
する可能性が考えられる。
４、松岡地区のように、村と遠く離れ、山頂、山谷
の入り口など要塞的な塔（カル）が、狼煙を上げる
ことによって、緊急を知らせるのだろうと推測され
ている（Frederique Darragon：2005）。

３、問題の所在と研究方法
　以上の研究から、チベット高原におけるカルの基
本的な認識ができるが、地域ごとの詳細な研究が課
題になっている。特に、四川省丹巴県はカルの現存
数が最も多いところで、県内に現在カルは562基存
在すると言われているが、詳細な調査が行われてい
ないため、本稿では丹巴県中路郷におけるカルにつ
いて詳細な調査を実施し、その結果に基づき、この
地域でのカルの機能について論じる。
　カルにはギャロン各地域によって異なる名称が
つけられている。民族学者の馬長寿氏は『嘉戎民
族社会史』において、ギャロンではカルのこと
を「達穻」「達盎」と言われると述べている（馬長
寿　2003:129）。また、多爾吉、阿根、紅音三氏の

『東方金字塔高原碉楼』において、da yung、di gi 
yu、da yo、cho と称する地域があると記述されて
いる（多爾吉、阿根、紅音：2011）。漢文史料では
邛籠、鶏籠、碉と記述されている。各地域の名称に
統一がなく、史料記述にも各時代の名称が変わって
いる。
　史料と地域の差から、先行研究において、カルの
名称に統一がなく、「高碉」、「碉楼」「塔」「塔楼」
などを付けてきたが、その中にラカン（仏堂 lha 
khang）も含まれている。同じく石積みの建築物で
あるが、現地では両方を分別している。内側に壁画
を描いたものをラカンと言い、ラカンには射撃口が
なく、純粋な宗教的施設である。しかし、カルの内
側には壁画が描かれず、四面に射撃口が設けられ、
軍事的な要素が強い。そこで、本論ではラカンをひ
とまず割愛し、カルだけの機能を論述する。
　研究方法として、丹巴県中路郷の各村に現存する
カルの分布状況、平面構造（外形、内側に控壁と隔
壁の有無、家屋と連結するかどうか）、立面的構造

（出入口の位置、射撃口の有無、最上の作り方、白
石の符号の有無）の詳細なデータを集め、黄暁帆氏
の変遷案と Frederique Darragon 氏の炭素14年代

の結果に基づき、築造年代を把握する。カル自体の
特徴と築造年代に適応する歴史背景から、その機能
を論じたい。

二、丹巴県中路郷におけるカルの現状と特徴
１、丹巴県中路郷の概要
　中路郷は四川省丹巴県の中央部東寄りに位置し、
東に岳扎郷、南に梭坡郷、西に水子郷、西北は巴旺
郷に接し、総面積は47.36㎡である。現在行政村が
10 ヶ村あり、小金川が郷内から流れる両側の山の
斜面に位置している（図10）。
『丹巴県誌』によれば、罕額依遺跡の発見によっ
て、新石器時代からこの地域に人が生活していたこ
とがわかった。漢代には西羌に、隋代に嘉良夷、唐
代に羈縻金川州に属した。吐蕃が東に領域を拡大す
ることによって、東西嘉良夷、金川州はその支配下
に置かれた。宋代に東西嘉良州が設置され、元代か
ら土司制度が始まり、威、茂両州の千戸、万戸所及
び長河西、魚通、寧遠軍民安撫司によって支配され
た。明代は元の制度を引き継ぎ、金川演化禅師、
明正（lcags la）土司によって支配され、清朝に入る

図10　中路郷の位置　筆者作成
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と、巴底（pa wam）、巴旺（pa wam）、丹東革什扎
（mda mdo dge bshis tsa）土司、明正（lcags la）土
司、儧拉（小金 btsan lha）土司によって分割・統治
された。乾隆中期に「改土設屯」の政策で、章谷屯
が設置された。1873年、明正（lcags la）土司所轄の
十七土百戸を章谷屯の中に編入したと述べているⅸ。
　丹巴県の県名はこの地域の丹東（mda mdo）、巴
底（brag steng）、巴旺（pa wam）三土司の名前か
ら、初文字を取った総称である。当地では丹巴県を
含むこの地域をギャロン（rGya rong）またはギェロ
ン（rGyal rong）と呼ばれている。漢籍には「嘉戎」
という固有名詞は明代以前に出現しないが、チベッ
ト語史料において吐蕃王朝成立や吐蕃の吐谷渾攻略
に絡む関係者ないし地名として rGyal mo rong の
名が見える（長野泰彦2018:5）。この地名の由来とし
て、dmu dge bsam gtan 氏はギェモムルド（（rGyal 
mo dMu rdo）と呼ばれる聖山の周辺地域のことを
ギェロン（rGyal rong）と言われると述べている

（dmu dge bsam gtan 1997:331）。別称のギャロン
（rGya rong）は Samten G.Karmay 氏 に よ り shar 
phyogs rGyal mo rgya yi rong に由来し、現在四川
省康定（dar rtse mdo）から松潘（zong chu）までの
地 域 の こ と で あ る と 述 べ た（Samten G.Karmay 
2007:102）。長野氏は大小金川を中心とする西部
rGyal mo rong と、雑谷を中心とする東部 tsha ba 
rong を併せて rGyal mo tsha ba rong と言い、さ
らに略して rGyal rong と言うと述べている（長野泰
彦2018:6）。

２、ギャロンの略史
　明清以前からギャロンは、各地方の首領に支配さ
れていた。これらの地方首領の由来につき、馬長寿
氏が調査した際、ギャロンの土司は西チベットの
キュン（khyung）と言われる氏族の後裔であると自
称し（馬長寿）、西チベットのシャンシュン（zhang 
zhung）の女王が、国が栄えるにつれ、人々の生活
を支える自然環境に無理が生じ、王族たちに現在
ギャロンの地に東遷させた伝説もあった（長野泰
彦：2018）。
　漢文史料には東西二つの女国が現れ、西の女
国、つまり伝承に残るシャンシュンが3−4世紀に
東遷した。東遷の理由は定かではないが、当初は
Khams stod へ、そして次に金川方面（おそらく章
谷近辺）に移動した（泰彦長野：2018）。

　７世紀から8世紀、吐蕃が東に勢力を張り、ギャ
ロンのリーダー達が吐蕃に対して恭順の態度を示す
ようになった。吐蕃の勢力が衰えてから明に至るま
で、ギャロンにおいてある種の安定状況が続いた

（長野泰彦：2018）。
　フビライによる1253年の大理遠征時、西、中、
東三路と同じくギャロンを通っている。その中、中
路軍は馬爾康（'bar khams）、丹巴（rong brag）を通
過した（石堅軍2009、鄒立波2017）。その後、モン
ゴルが南宋を攻めた。当時ギャロンを含む西南の各
少数民族が、モンゴルと南宋が対峙する間に挟ま
れ、モンゴルは「先に西南諸蕃を取るを以て天下を
図る」（先取西南諸蕃，以図天下）政策で、西南諸
蕃を取る計画をした。一方、南宋も各部族（諸蛮）
を撫して、モンゴルを防ぐ障壁にしようとした（曽
現江：2007）。
　元王朝が中国を統一した後、チベットを鳥思蔵宣
慰司、吐蕃等處宣慰司、吐蕃等路宣慰司に分け、
元の管轄下に置いたが（鄒立波：2017）、その勢力
はギャロン中心地までは及ばなかった。『Deb ther 
rgya mtso』ⅹにおいて、「Chu chen（川名、大金川）
の南側に bsTan pa（地名、丹巴）, Rab brtan（土司
名、大金川）, bTsan lha（土司名、小金川）などの王
国があるが、最後の二つは勢力が強かったため、蒙
古王の時代から、その支配下に入らずにいた」（山
口瑞鳳：1971）との記述からその状況を伺える。
　吐蕃の将軍の後裔であれ、ほかの有力者であれ、
明清時代の前から、地方首領がいたが、明代になる
と、地方首領、あるいは宗教的地位が高い高僧が明
に帰順し、明は彼らによる影響力で間接的に統治
し、彼らも明から給された称号によって権威を高め
る。いわゆる「土司政策」が本格的に始まったので
ある。清朝になると、土司の数が増え、本来あった
地方首領や高僧のほか、清朝に従い、優れた戦績が
あった人も土司に拝命された。
「これらの土司のあいだには、当然文化や宗教の面
で共通する点も多いが、やはり箇々に異なった特性
もあって、通婚などを通じて連帯する場合もある
が、互いに相争う場合もしばしばであった」（高田
時雄：2012）。ギャロンは「地理的には青藏高原か
ら四川盆地にかけて山岳地帯にあたり、おおむね標
高1500 ～ 2900メートルの中間山地帯である。中規
模河川が削る険しい V 字谷になっている」（長野泰
彦：2018）。このような環境の中で、農耕する土地が
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極めて少ない。土司間の争いは常に土地の奪い合い
によって展開している。各土司は他の土司の領土、
百姓を奪い合い、自分の勢力を拡大しようとしてい
る。ギャロンの土司は常備軍を持たなく、民からの
徴兵となり、平和の時は農民であるが、戦時に戸に
よって臨時徴兵をする（鄒立波：2017）。争いは小団
体の略奪式の争いで、規模が小さく、期間が短い。
争いはほとんど夏に行い、冬になると双方の誓いで
終わる。前述したように、力が強くなった土舎と頭
人が土司によるコントロールが難しくなり、各自出
世することに念を入れている。逆にこのような立場
にいる土舎や頭人の領域は常に各土司の争う焦点
になって、最終的に争いの犠牲者になる（鄒立波：
2017）。
　明代には、雑谷安撫司と董卜韓胡宣慰司がそれぞ
れ近隣の小土司を支配下に置き、半世紀に渡って争
いが続いた。清朝になると、土司間の争いがさらに

激しくなった。明は主に帰附した僧俗首領たちに称
号を与え、彼らを通して地方の政教のことを管理し
た。同時にチベット族の僧俗首領との朝貢関係と、
藏（チベット）漢の茶馬貿易をコントロールし、政
治、経済的利益で各土司の帰順を維持した（陳慶
英：1999）。ギャロン土司間の争いを静観し、多く
の場合仲裁者の立場であり、土司間の紛争はコント
ロールできなかった（鄒立波：2017）。しかし、清
朝になると、ギャロン土司間の関係につき、清朝に
従って戦績のあった人が土舎に拝命され、土司の権
力を分割し、土司と土舎の従属関係を破壊し、土司
の勢力にコントロールされた。土司間の紛争が激し
くなった場合、地方官員がその調停者になるのであ
る（鄒立波：2017）。調停するに対し、勢力を張っ
て近隣土司を侵攻する側に、清朝の地方官員が他の
土司を連結させ、それに攻撃する方法を取る。すな
わち、「番を以って番を治する」（以番治番）政策で
ある。しかし、この政策がなんども失敗したので、

図11　丹巴県中路郷におけるカルの分布状況　野口尚志・セルボンジャ作成
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表１　丹巴県中路郷におけるカルの現存状況　筆者作成

番号 名称 標高 /m 底部面積 /
m2 高さ /m 内側 外側 最上部 C14年代 構造 窓の附

属施設
出入口の
位置 /m

壁体の
厚さ /m

1 ku tse mkhar 2779 4.97×5.69 15.4 ／ 方形 突出しない 単独 あり 東面6 ／
2 ago mkhar 2662 5.4×6.5 28 方形、控壁あり 方形 突出しない 家屋と連結 あり 西面1 1.7
3 ljang kshis mkhar 2605 6.74×6.6 20 ／ 方形 70年代半分破壊 家屋と連結 ない 南東面6.8 ／
4 ki pa mkhar 2634 4.82×5.92 紅音氏25 方形、控壁あり 方形 突出しない 単独 あり 南面5.3 ／
5 ka bkra mkhar 2559 突起距離2.1 紅音氏14 ／ 八角形 跳ねだし二重 1290-1430 家屋と連結 ／ ／
6 so ko mkhar 2549 6.4×4.8 20 ／ 方形 跳ねだし二重 家屋と連結 あり 南面6 ／
7 sa rgod mkhar 2475 5.9×5.9 3 ／ 方形 ／ ／ ／ 無 ／
8 gur nye mkhar 2549 6.35×5.63 22.6 方形、控壁あり 方形 突出しない ／ あり 北面6 1.1
9 pa tso mkhar 2494 5.05×4.8 16.5 ／ 方形 突出しない 家屋と連結 あり 東面3 ／
10 sa bo mkhar 2468 6.43×5.6 33 ／ 方形 突出しない 単独 あり 北西面6.26 ／
11 gzu po mkhar 2412 7.25×7 31 ／ 方形 突出しない 単独 あり 南面4.7 ／
12 si rje mkhar 2375 5.6×5.5 27 方形、控壁あり 方形 突出しない 単独 あり 東面5 1.3
13 go he mkhar 2425 6.75×5.95 30 方形、控壁あり 方形 突出　修復あり 単独 あり 南面6 ／
14 gzan kha mkhar 2442 6.6×6.4 24 方形、隔壁 方形 突出しない 単独 あり 北面3 ／
15 o che mkhar 2381 6.4×6.2 13.6 方形 方形 跳ねだし二重 家屋と連結 ない 西面5 ／
16 um 'bu mkhar 2232 5.75×5.8 28 方形、控壁あり 方形 突出しない 1300 単独 あり 南面4 ／
17 pa he mkhar 2336 6.6×6.7 37 方形、控壁あり 方形 跳ねだしあり 家屋と連結 あり 南面7.2 ／
18 he sa mkhar 2357 5.7×6 16 ／ 方形 突出しない 家屋と連結 あり 南面６ ／

19 o ru mkhar 2385 5.9×5.9 17.5 方形、北東のみ
に控壁あり 方形 突出しない 家屋と連結 あり ／ ／

20 khang rnyang mkhar 2410 5.3×5.10 27 ／ 方形 突出いない 家屋と連結 あり 西面5 ／
21 a bo mkhar 2408 6.45×5.2 11 ／ 方形 壊れ 単独 あり 北面9 ／
22 skhri kha mkhar 2309 突起距離3.9 4.8 ／ 八角形 壊れ 単独 ／ 無 ／
23 o kha mkhar 2353 6.9×7 25.5 方形、控壁あり 方形 突出しない 単独 あり ／ 1.6
24 khang po mkhar 2267 5.9×5.5 25 方形、控壁あり 方形 跳ねだし二重 家屋と連結 あり 南東面6 ／
25 gzan mo mkhar 2296 6.2×6.6 13 ／ 方形 残らない 家屋と連結 ない 北東面5.5 ／
26 he yi mkhar 2373 5.45×4.55 14.7 ／ 方形 跳ねだし二重 家屋と連結 あり 南面0.2 ／

27 kho bha mkhar 2374 6.2×6.8 11.6 ／ 方形 突出しない 家屋と連結 ／ 南西面室
内2.2 ／

28 gza kha mkhar 2428 5.85×5.42 23 方形、控壁、隔
壁ない 方形 突出しない 単独 ない 南東面2 ／

29 jo gshis mkhr 2474 6.7×5.8 13 ／ 方形 残らない 家屋と連結 ない ／ ／
30 bod ris mkhar 1 2261 6.1×4.8 6.8 ／ 方形 残らない 単独 ／ 無 ／
31 bod ris mkhar 2 2230 5.5×5.62 7.8 ／ 方形 残らない 単独 ／ 無 ／
32 mo to mkhar 2368 5.5×5.61 4.2 ／ 方形 残らない ／ ／ 無 ／

33 mo to mkhar 向东南
300m 2415 6.8×6 11 方形、控壁あり 方形 残らない 家屋と連結 あり ／ 1.22

34 zur brgyd mkhar 2126 突起距離3.84 4.1 ／ 八角形 残らない 1300−1440 単独 ／ 無 ／
35 bar te mkhar 2176 5.45×6.15 19.88 方形、控壁あり 方形 跳ねだしあり 家屋と連結 あり 北西面5.5 ／
36 dong pho mkhar 2282 6×6 13 方形 跳ねだしあり 1300−1440 家屋と連結 あり ／ ／
37 nags gseb 2503 4×4.3 1.5 ／ 方形 残らない ／ ／ ／ ／
38 ri mgo 2653 ／ 7.7 ／ 方形 ／ ／ ／ ／ ／
39 ye ho mkhar 2381 7.02×6.29 12 ／ 方形 突出しない 家屋と連結 ／ ／ ／
40 sbrel lung mkhar chag 2384 4.9×4.74 6.2 ／ 方形 残らない 単独 ／ 無 ／

41 sbrel lung mkhar 2335 4.55×5.55 15.5 方形、四面に控
壁あり 方形 突出しない 単独 あり 南東面5 ／

42 sngo stod（1） 2794 4.6×5.5 14 ／ 方形 ／ 単独 あり ／ ／
43 sngo stod（2） 2801 4.8×5.6 5 ／ 方形 ／ 単独 ／ ／ ／
44 sngo stod（3） 2614 6.9×7 20 方形、控壁あり 方形 突出しない 単独 あり 北東面7.6 ／

45 nge po mkhar 2694 3.5×5.5 28.5 方形、控壁、隔
壁ない 方形 持ち送り上に跳

ねだし 単独 ない 南東6 1.58

46 nngo stod（4） 2602 4.5×5 3 ／ 方形 ／ 単独 ／ 無 ／
L1 ago bha lha khang 2424 6.9×6.9 13 ／ 方形 残らない ／ ない ／ ／

L2 skyid mkhar lha khang 2334 8.15×7.95 15.8 方形、二階に十
字形隔壁 方形 修復された ／ ない ／ ／

L3 sa glang dkar po lha 
khang 2343 7×7 8.7 ／ 方形 ／ ／ ／ ／ ／

清朝は大規模な平定を行うことになる。

３、丹巴県中路郷におけるカルの現状
　丹巴県は現存するカルの数が最も多いところであ
る。現存数について、343基、562基、346基の三説
ある。基数が一致しない理由として、各研究者が残

存遺構を数字に入れたかどうかで異なっているとさ
れる（石碩・楊嘉銘・鄒立波：2012）。中路郷にも
同じく、88基（王暁婧：2013）、残存遺構52基を含み、
104基（多爾吉・紅音・阿根：2011）など一致してい
ない。
　私の調査では、中路郷において、カル46基、ラ
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カン（lha khang 仏堂）３基が確認できた（図11、表
１）。カル46基の中、14基のカルに内側に控壁が造
られている。カル12基に内側の二つの面に控壁が
造られ、K19（K はカルを示す）は一面のみ控壁を造
り、K41は四面に控壁、K14には隔壁が造られてい
る。黄暁帆氏の変遷案に対照することによって、15
基のカルが第1期に相当し、南宋（1127 ～ 1279）か
ら明（1368 ～ 1662）中期の間に造られたと推定でき
る。その中で、Ｋ13、Ｋ17、Ｋ24、Ｋ35の最上部
に跳ね出しを造り、残りは跳ね出しが見られなく、
壁体に沿って姫垣が造られている。
　Ｋ28、Ｋ45の内側には控壁が見られない。同じ
く黄暁帆氏の変遷案に対照することによって、第２
期に相当し、明中期から清（1636 ～ 1912）後期の間
に造られたと推定できる。K45の最上部に持ち送り
を木で造り、その上に跳ね出しが２ヶ所見られる。
　現在、内側の作り方を確認できないカルが29基
ある。最上部だけの特徴から、上記のＫ45のみ第
２期に相当し、そのほかのカルがすべて第１期の作
り方を用いている。
　以上のことから、長時間に渡り中路郷において、
カルの築造の続いたことが伺える。

４、丹巴県中路郷におけるカルの特徴
Ⅰ　平面構造の特徴
　中路郷において、平面構造から家屋と連結するカ
ルと、単独に築造されたカルの二つの種類に分けら
れる。地震の影響によって、家屋をカルと離れた場
所に新築することが多い。過去家屋と連結した痕跡
が残っているカルは15基、現在なお家屋と連結し
ているカルは４基、単独に造られカルは22基、残
存遺構で、確認できないカルは５基ある。
　村落の中に家屋と連結するカルがあり、単独に造
られたカルも現存している。それに対して、村落外
縁に位置するカルはすべて単独に造られている。
　村落内のカルは平坦な場所に築造されているが、
村落外縁のカルは平坦な場所ではなく、K38のよう
に丘陵上に位置したり、K10、K37、K44、Ｋ45、
K46のように急峻な山の斜面に位置したりしてい
る。特に K44、K45は岩盤上に築造されている。

Ⅱ　立面の特徴
ⅰ射撃口
　現存するカルの中で、一部破壊されて確認できな

い状況もあるほか、単独で造ったカルと家屋と連結
するカル両方に外側が狭く、内側が広い１字形の孔
が造られている（写真11）。
　清朝の文献記述からこのような１字形孔につい
て、『平定金川方略』に「臣自入番境，經由各地，
所見尺寸皆山，陡峻無比，隘口處所，則設有碉楼

（カル），累石如小城，中峙一最高，狀如浮図，或
八九丈十餘丈，甚至有十五六丈者，四圍高下皆有
小孔，以資瞭望、以施鎗礮。」と記述しⅺ、小孔を
以って眺めるに資し、鎗と火砲を施すと述べ、『金
川鎖記』に「碉楼（カル）如小城，下大巔細。有高
者三四十丈者，中有數十層。每層四面，各有方孔，
可施鎗砲」と記述されⅻ、同じくカルの四面に設け
られた方形孔が鎗砲を施す可しと述べている。ま
た、『清実録』に「賊人碉（カル）牆皆系斜眼，賊在
碉（カル）內由上望下，窺視我兵放槍，甚便而准。
我兵在外放槍擊打，為上口裏層斜牆所擋，不能直
透」と記述されているようにⅹⅲ、小孔が斜眼できる
ように設けられている。しかし、中路郷のカルの中
で、現在なお家屋と連結しているカルのみ、内側か
ら射撃口の作り方が伺え、そのほかのカルは、長時
間使用しなかったので、内側の構造が倒壊し、内側
から射撃口の特徴は確認できない。
　以上清朝の史料から、現存するカルに設けられた
１字形の孔が防御性を持った射撃口であることは明
らかである。しかし、カルの築造年代がこれらの記
述より以前に遡る。造ったカルに新しく射撃口を造
ることができないため、築造時点から、防御を考慮
した施設だと考えられる。
　また、『金川鎖記』に18世紀の兵器について以下
のように記述されている。「夷人多膂力、類能手挽
強弓、然弓小如箕、弦控牛筋、復麤笨不相稱、箭鏃
利甚、卻無翎羽、是以射近能飲石、不能及百步之
遠。又善用火鎗、鎗製亦與中華小異。綏靖有飛鎗手
十餘人、能殪飛鳥、亦屯練中表表者」ⅹⅳ当時の武器
は箕の如き小さな弓と火鎗を用いて防御したことが
伺える。

写真11　１字形孔
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ⅱ符号
　中路郷に現存するカルの中で、２基の壁体外側に
白石を嵌め込んだ符号が見られる。K2に仏塔（写真
12）、蓮華の符号が見られ（写真13）、K14に動物の
角が見られる（写真14）。
　K2に嵌め込んだ仏塔、蓮華の符号から、カルの築
造に仏教の受容を受けていることが伺えるが、北西
面のほかに、壁体に射撃口を設けているため、単純
な宗教施設とは考えられない。中路郷のほかにも動
物の角の符号が数点見られる。そのほか、馬、卍字
なども見られる。紅音氏は動物の符号は古代氏族の
bla zogⅹⅴと関連すると指摘されている（紅音：2014）。

ⅲ出入口
　中路郷において、過去家屋と連結した痕跡が残っ
ているカルに、出入口がいくつか上下に並べられて
いる状況がある。普段家屋と連結したカルの出入口
は家屋の内側、あるいは家屋の屋根にあり、家屋の
各層の内側からカルに入れるように出入口を配置し
ている。家屋を新築する際に、元の家屋のみ壊し、
カルを残したので、現存するカルに出入口が多く見
られる状況になったと考えられる（写真15）。
　家屋の内側からカルに入るように出入口を配置し
たため、家屋と連結するカルの中に出入口の位置が
地面から0.2m に造っている事例が見られるが（写

写真12　仏塔

写真15　出入口

写真13　蓮華

写真16　出入口写真14　動物の角
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真16）、多くの場合、出入口を高く造っている。ま
た、単独で造られたカルの出入口は、家屋と連結し
たカルより比較的高いところに位置している。
　また、出入口の大きさ程度の穴を充填した事例が
多く見られる。第１期のカルにもあり（写真17）、
第２期のＫ45にも確認できる（写真18）。なぜ最初
に出入口を造り、のちに充填したのだろうか。
　筆者が中路郷で調査をしている際に、村人から

「最初の出入口の方向は家に不幸をもたらし、のち
に方向を変えた」と説明したⅹⅵ。しかし、家屋と連
結するカルだけではなく、Ｋ45のような、村落と
遠く離れた場所に築造されたカルにも充填した出入
口が見られる。この点から、「家に不幸をもたらし
た」という理由だけでは説明できない。
　なぜ充填したのかについて、カルの築造の過程を
振り返って見る必要があると思う。先行研究におい
てカルの築造に数年必要で、ある程度まで築造して
乾かし、また増築すると述べてきた。しかし、どの
ように材料を運搬されたのかについては言及してい
ない。カルの築造に大量の石材の運搬が必要であ
る。現在、民居を造る際に、壁体に板をかけて石
を運搬していることが見られる（写真19）。おそら
く、カルも同様で、一定の高さまでこのように石を
運んだとしたら、最上部まで板をかけられなく、出
入口から石材、泥を運ばなければならない。
　山の斜面に位置するＫ45の出入口は南東面に向
け、山に面した北西面に充填した出入口が設ってい
る。このカルに石を運ぼうとすると、山に面した北
面が理想的であって、南東面に向ける出入口から運
ぶのは極めて難しい。だから、Ｋ45のように、最
初は材料の運搬にふさわしい入り口を設けたが、材
料を持ち込む入り口と出入口の位置は決して一致す
るわけではなく、カルの築造が完成した後、必要で
はない出入口を充填したと考えられる。

考察
　本論文では四川省丹巴県中路郷におけるカルの詳
細な現状を把握し、それを他地域と比較することに
よって、中路郷におけるカルの機能を導くことを目
的とした。先行研究で史料を基づく研究において、

『後漢書』、『唐書』での記述から、築造年代を測定
した。ところが、炭素14年代測定結果とそれを基
づいた変遷と比較することで、現存するギャロンの
カルは南宋から清朝末期までの遺構と推定した。

写真17　充填した出入口

写真18　充填した出入口

写真19　運搬
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　南宋から清朝までは、ギャロンを含む西南地域は
徐々に中央朝廷との関わりが多くなる時期である。
フビライによる大理への遠征と、その後の元と南宋
の対峙の間に挟まれた。明になると、土司政策が本
格的に始まり、これらの土司の間、土地の奪い合い
を目的とした争いが絶えず、明清の地方官員が調停
をすることになった。清朝乾隆帝の時には、土司間
の争いがより頻繁になり、加えてギャロンはチベッ
ト本土に入る重要な場所に立ち、清朝にとって、チ
ベットを統治するにはギャロンの安定が必須であっ
た。しばしば起こった土司間の争いが２次に渡る

「平定両金川戦役」を招いた。当時、カルは清軍を
防ぐ重要な防御施設となった。南宋から清朝末期ま
での土司間の多くの争い、長期間に渡る清朝との戦
役で、数多くのカルを築造する必要性が生じた。
　しかし、中路郷におけるカルの分布状況から、カ
ルは土司の所有だけではなく、百姓もカルを持ち、
土司間の争いの影響で各家が自ら財産、身の安全を
確保する必要があり、平和な時には財産と能力の象
徴でもあった。
　村落外縁の山の斜面に位置するカルは、個別の家
のものではなく、村落共同の所有と考えられる。一
つの地点のみならず、カル同士を確認できる立地状
況から、道沿いの動きをいち早く把握することがで
き、カル同士間の連絡を通じて情報を提供すること
ができる。いずれにせよ、中路郷におけるカルは各
家の自衛と村落共同の防御を目的として造られたも
のと考えられる。
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smad kyi ljongs su thub bstan rin po che ji 
latar dar ba'i tshul gsal bar brjod pa deb ther 
rgya mtsho.（安多政教史）Kan su'u mi rigs dpe 
skrun khang（甘粛民族出版社）

ⅺ  阿桂等奉敕撰 乾隆年間内府写本『平定金川方
略』卷三 國立故宮博物院 p111乾隆1年9月庚
子　據張廣泗奏

ⅻ　李心衡1936『金川鎖記』卷二　商務印書館 p18
ⅹⅲ　西藏研究編輯部1982『清実録藏族史料』西藏

人民出版社 p3093
ⅹⅳ  李心衡1936『金川鎖記』卷四　商務印書館 p46
ⅹⅴ　bla zog の bla は魂の意味で、 zog は家畜の意

味である。dmu dge bsam gtan 氏はチベット
の各古代氏族にはそれぞれ bla zog があり、
ldong 氏は鹿、sbra 氏は馬、 sga 氏は羊、 'bru
氏は牛、 sgo 氏は山羊である。その中で、ギャ
ロンは sbra 族であるとする（dmu dge bsam 
gtan2010）。

ⅹⅲ　筆者が2018年度丹巴県で調査している際に、
村人のガザンドンドップ氏（71歳）から伺った。

中　井　　　均
人間文化学部地域文化学科教授

　セルボンジャ君はチベットからの留学生である。
大学院進学に際して考古学を志し、進学後は方法論
を学ぶために積極的に各地の発掘調査に参加してき
た。そして、修士論文ではギャロンチベットのカル
を研究対象とした。
　中国四川省丹巴県は大金川と小金川によって形成
された狭隘な谷筋に貼り付くように集落が点在して
いる。その集落には石を積み上げた高さ20 ～ 50m
におよぶカルと呼ばれる塔が点在している。カルの
実数については破壊されたものも多くあり、現在で
も正確には把握されていない。形態的にも民居に伴
うもの、集落の端に単独で建てられたものがあり、
性格についても様々な見解が出されている。
　本論文ではカルの分布、構造、構築年代を詳細に

まとめ、その機能を明朝から土司に任じられた豪族
が領土紛争に際して築いた軍事的な防御施設である
とし、清代には乾隆帝による金川平定戦にも用いら
れたことを述べている。その根拠としてカルには外
に向かって狭く、内に向かって広い窓は銃眼である
とし、また、村落から離れた位置に単独で建てられ
たものは監視用の望楼であることなどをあげている。
こうした分析はこれまでにない視点であり、カルの
今後の研究に一石を投ずるものとなろう。
　なお、カルは集落全域に広く分布しており、１基
ずつの高低差は調査をもっとも悩ませるものであ
る。筆者は約２ヶ月間にわたって丹念に調査を実施
しており、そうした困難な調査に基づいた論文であ
ることを付け加えておきたい。
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滋賀県立河瀬中学校・高等学校による
「主体的・対話的で深い学び」の実現
に向けた授業改善の具体像とその特徴
─英語科の実践事例に見るICT 機器の役割と可能性に注目して─

論文

木村　裕／木下雅仁
人間文化学部人間関係学科准教授／滋賀県立河瀬中学校・高等学校

１．問題の所在
　2016年12月21日に発表された中央教育審議会の

「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援
学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等につ
いて（答申）」を受けて、2017年３月に小学校およ
び中学校の、2018年３月に高等学校の新学習指導
要領が告示された。そこでは、「何を理解している
か、何ができるか（生きて働く「知識・技能」の習
得）」「理解していること・できることをどう使う
か（未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・
表現力等」の育成）」「どのように社会・世界と関
わり、よりよい人生を送るか（学びを人生や社会に
生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」の
涵養）」から成る資質・能力の育成がめざされてい
る。そしてその実現のために、「主体的・対話的で
深い学び」の実現に向けた授業改善や学習評価の充
実、カリキュラム・マネジメント１などを進めるこ
との重要性が示されている２。
　ただし、教育課程編成や授業づくりに関する取り
組みをどのように進めるのかは各学校の判断と努力
に依るところが大きい。また、ともすればグループ
での議論やプレゼンテーションなどの手法を授業に
取り入れることをもって「言語活動の充実」や「ア
クティブ・ラーニング」に取り組んでいると捉えら
れてしまい得るという状況を念頭に置けば、「主体
的・対話的で深い学び」の本来の目的を理解したう
えで、各学校の実情にあわせて実践を具体化してい
くことが重要な課題となる。
　ところで、「主体的・対話的で深い学び」の実現に
向けて重要な役割を果たすと考えられているものの
１つとして、ICT（Information and Communication 
Technology）機器が挙げられる。たとえば文部科学
省は、新学習指導要領の実現を見据えて、各教科等
における ICT 機器を活用した指導方法の開発に関
する実践的な研究を進め、その成果をまとめてい

る３。ただし、こうした取り組みの重要性が強調さ
れ、広がりつつある今日の状況に鑑みれば、より多
様な実践に取り組み、その具体像や成果と課題など
を共有することによって、ICT 機器が果たし得る役
割や可能性を検討することが実践的にも理論的にも
重要な課題であろう。
　以上をふまえて本稿では、ICT 機器の活用を授
業改善の軸の１つに据えている滋賀県立河瀬中学
校・高等学校（以下、河瀬中・高）の取り組みに焦
点をあてて、「主体的・対話的で深い学び」の実現
に向けた授業改善の具体像の一端とその特徴を明ら
かにする。その際、ICT 機器の活用に特に積極的
に取り組んできた英語科の実践を事例としながら、

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた ICT
機器の役割と可能性に注目して検討を進める。

２．�「主体的・対話的で深い学び」の実現に向
けた取り組みを進める際の要点

⑴ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授
業改善の視点

　ここではまず、「主体的・対話的で深い学び」が
どのような学びの様相を想定しているのかを確認す
る。資料１は、『高等学校学習指導要領（平成30年
告示）解説　総則編』に示されている「主体的・対
話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の視点に
ついての記述である。

【�資料1：主体的・対話的で深い学びの実現に向け
た授業改善の視点】

人間文化 , vol.46, pp. 46-55（2019）

　主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授
業改善の具体的な内容については、平成28年12
月の中央教育審議会答申において、以下の三つ
の視点に立った授業改善を行うことが示されて
いる。教科等の特質を踏まえ、具体的な学習内
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　ここから分かるように、「主体的な学び」に関し
ては、学ぶことに興味や関心を持つことや自己の学
習活動を振り返って次につなげることなどができる
ようになることの必要性が指摘されている。テスト
で良い成績を収めることや入試を突破することなど
のみを学習の目的としてしまえば、その目的がなく
なったときに能動的に学習に向かい続けることが困
難になる。したがって、いかにして学習すること自
体の楽しさや意義、重要性などを実感できるように
するのか、すなわち、内発的な動機づけを行うのか
が重要な課題となる。また、自己の学習活動を振り
返って次につなげるためには、自己の学習の状況を
モニタリングし、その成果と課題を把握することを
通してその後の学習の改善を行うための能力、すな
わち自己評価能力を育てることも重要となる。
　「対話的な学び」に関しては、学習者同士が協働
したり、教職員や地域の人と対話を行ったり、先哲
の考え方を手がかりに考えたりすることなどを通じ

て自己の考えを広げ深めることがめざされている。
ここからはまず、対話や協働そのものが目的なので
はなく、自己の考えを広げ深めるための手段として
位置づけられていることが分かる。また、先哲の考
え方を手がかりにするという記述からは、他者との
直接的な関わりを通した対話だけでなく、他者が書
いた書物等を通した間接的な対話も含まれているこ
とが分かる。
　そして「深い学び」に関しては、習得型・活用
型・探究型の学習活動を進めることを通して各教科
等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせなが
ら、知識や情報の関連づけや精査、問題の発見と解
決策の検討などを行うことが挙げられている。特
に、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働
かせるという点からは、思考スキルなどを取り出し
て学習を進めるのではなく、各教科等ならではの教
育内容や教科内容をふまえながら学習を進めること
の重要性が示されていることが分かる。

⑵ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた
「目標に準拠した評価」の役割

　資質・能力の育成に向けては、学習評価の進め方
も重要なポイントとなる。「学習の成果を的確に捉
え、教師が指導の改善を図るとともに、生徒自身が
自らの学習を振り返って次の学習に向かうことがで
きるようにするためにも、学習評価の在り方は重
要」４とされているように、学習評価を効果的に行
うことによって「主体的・対話的で深い学び」の実
現に向けた学習や指導の改善が絶えず図られ、それ
がひいては、児童生徒による資質・能力の習得を保
障することにつながるためである。
　そしてそのためには、「目標に準拠した評価」を
実質化することが求められる５。目標に準拠した評
価とは、教育目標を規準としてそれに到達している
かどうかで学習者の学力を判断する評価の立場であ
る。これを実質化することによって、教育目標の達
成に向けた学習者の状況を丁寧に把握し、必要な指
導や支援を行うことが可能となるのである。
　目標に準拠した評価を進めるにあたって重要とな
るのが、「診断的評価」「形成的評価」「総括的評価」
という３つの機能を生かす取り組みを行うことであ
る。診断的評価とは、入学当初、学年当初、新たな
単元の指導に入る前、授業開始時などにおいて、そ
の学習の前提となる学力や生活経験の実態などを把

容や生徒の状況等に応じて、これらの視点の具
体的な内容を手掛かりに、質の高い学びを実現
し、学習内容を深く理解し、資質・能力を身に
付け、生涯にわたって能動的（アクティブ）に学
び続けるようにすることが求められている。
　① 学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャ

リア形成の方向性と関連付けながら、見通
しをもって粘り強く取り組み、自己の学習
活動を振り返って次につなげる「主体的な
学び」が実現できているかという視点。

　② 子供同士の協働、教職員や地域の人との対
話、先哲の考え方を手掛かりに考えること
等を通じ、自己の考えを広げ深める「対話
的な学び」が実現できているかという視点。

　③ 習得・活用・探究という学びの過程の中で、
各教科等の特質に応じた「見方・考え方」
を働かせながら、知識を相互に関連付けて
より深く理解したり、情報を精査して考え
を形成したり、問題を見いだして解決策を
考えたり、思いや考えを基に創造したりす
ることに向かう「深い学び」が実現できて
いるかという視点。

（文部科学省『高等学校学習指導要領（平成30年告
示）解説　総則編』東洋館出版社、2019年、p.118
より抜粋）
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握するために行われる評価のことであり、長期的な
指導計画の立案、不足している学力の回復、授業計
画の修正などに生かされる。形成的評価とは授業の
過程で実施されるものであり、新たな教育内容を指
導した際に、学習者がそれを習得できているかを確
認するために行われる。その結果は、必要に応じた
授業計画の修正や改善、学習者への回復指導などに
生かされる。そして総括的評価とは、単元終了時や
学期末、学年末に実施され、そこでの教育目標がど
の程度達成されたかを見るために行われる評価であ
り、授業者による一連の実践全体の反省や学習者に
よる学習のめあての達成度の確認、その後の指導や
学習の改善などに活用される。
　教育評価のこれら３つの機能を充分に生かすこと
によって、学習者の学習の状況を適宜把握し、必要
に応じて授業改善を繰り返しながら学習者にとって
必要な支援を行い、確実な学力保障をめざした実践
を展開することが可能になる。したがって、「主体
的・対話的で深い学び」の実現に向けた取り組みを
進めるにあたっては、教育評価の機能を生かした授
業づくりを行うことも求められると言えよう。

　以上をふまえると、「主体的・対話的で深い学び」
の実現に向けた取り組みを進める際の要点として、

「学習に対する内発的な動機づけ」「自己評価能力の
育成」「他者との直接的・間接的な対話を通した自
己の考えの拡大・深化」「各教科等の特質に応じた

『見方・考え方』を働かせながら、知識や情報の関
連づけや精査、問題の発見と解決策の検討を行うこ
と」「教育評価の機能を生かした授業づくりを行う
こと」を挙げることができよう。
　以下ではこれらの視点に基づいて河瀬中・高によ
る授業改善の検討を進めるが、それに先立ち、第３
節では検討の対象とする河瀬中・高の学校全体での
取り組みの概要と特徴を、第４節では同校における
実践の具体像の一端とその特徴を示す。

３．�滋賀県立河瀬中学校・高等学校の取り組み
の概要と特徴

⑴沿革と取り組みの概要
　河瀬中・高は1983年に滋賀県立河瀬高等学校と
して開校し、2003年に滋賀県立河瀬中学校を併設
するかたちとなった、県内に３校しか設置されてい
ない公立の併設型中高一貫校のうちの１校である。

開校以来、増単位による７限授業日の設定、高校３
年生を対象とした平日の放課後の進学補習および土
日を活用したサポート教室の継続的な実施、夏休み
期間中の勉強合宿の実施、担任による日々の教育相
談（学習面談）等、進学校としての学力向上や受験
指導に関する様々な学習指導、キャリアガイダンス
の手立てを講じてきた。
　ところが近年では、少子化等の影響による入学希
望者数の減少とそれに伴う生徒の学力差の拡大、多
様な個性や特性を持った生徒数の増加等、今日的な
新しい課題への対応が喫緊の課題として認識される
ようになってきた。こうした状況もふまえながら、

「逞しく豊かな人間性を育み、未来社会に貢献でき
る人材を育成する」という学校の教育目標に即し、

「自主的・自律的に考え行動するとともに、視野を
地域から世界へ広げ、何事に対しても意欲を持って
取り組める心豊かな生徒」という育成をめざす生徒
像に適した授業とはどのようなものなのかを検討す
る過程で、2017年度より、従来の取り組みを継続
するだけではなく、ICT 機器を授業改善や教員の
指導力向上のためのツールの１つとして取り入れる
動きが生まれた。ICT 機器の活用に注目したのは、
まず、「指導内容を焦点化し、どの生徒にもわかり
やすい授業を行うこと」によって進学実績の伸長や
学力向上につながる授業改善を実現しようと考えた
からであり、また、河瀬中・高の全教員が全教科で
授業改善を実践する上で即時性と汎用性が高いとい
う見立てをしたからである。
　そして同窓会の支援を受けるかたちで、同年度に
はすべての普通教室に電子黒板とスクリーン、単焦
点プロジェクター、インタラクティブ書画カメラ

（実物投影機）などの ICT 機器が整備された。これ
により、どの教科においても教材や資料、学習内容
等を視覚化・焦点化して生徒と教員が共有しながら
学習を進められるようになった。さらに、2018年
度に滋賀県教育委員会より高大接続 ICT 活用（「学
びの変革」推進プロジェクト事業６）の研究校とし
て指定を受けることによって、この取り組みの推進
に弾みがついた。
　こうした設備面での条件整備を進めつつ、上述し
た中央教育審議会答申や新学習指導要領の告示等に
代表される教育改革の潮流の中で、河瀬中・高にお
いては、ICT 機器を効果的に活用した上で全教科・
科目等の授業において基礎・基本の徹底と誰にでも
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分かりやすいユニバーサルデザインの授業の保障に
努めながら、独自の授業改善の取り組みを推進して
きた。たとえば、校長が任命する ICT 係の教員を
各教科に置き、校内研究推進母体としての ICT 係
会を構成した上で、毎月のように大学教員や先進校
の高校教員等を講師に招き、授業実践や研究体制整
備についての研究会を開催している。今回の学習指
導要領の改訂に伴うカリキュラム改革では「何を教
えるか」のみならず「何ができるようになるか」の
視点からの授業づくりも重視するという特徴をふ
まえ、教室の学習環境の ICT 化と最適で効果的な
ICT 機器の活用によって学びのプロセスを協働的
で実践的なものへとダイナミックに変革し、生徒の
学ぶ意欲や達成感を引き上げるとともに、社会が予
期せぬ変化を遂げても生涯にわたって自律的に柔軟
に学び続ける人間を育てることをめざして授業改善
を進めているのである。

⑵「参加型学習」の推進
　河瀬中・高では教科・科目を問わず、「参加型学
習」を行うことを意識している。参加型学習とは、
教員による一方向的な講義形式や思考を伴わない体
験のみの教育とは異なり、学習者の能動的な学習へ
の参加と思考を促す教授・学習法７のことを指す。
河瀬中・高ではこれまで、学習習慣の確立や授業外
学習の量的確保の観点から生徒に予習や復習、宿題
や課題を多く課してきたものの、授業中に個々の生
徒が能動的に既有の知識の質を高めたり理解度を確
認したりするための学習場面の設定についてはさら
なる改善の余地があった。そのため、参加型学習を
重視することによって、生徒同士がインタラクティ
ブに学び合い、学ぶことの楽しさや充実感・達成感
を味わえる学習場面をより多く設定し、自律的・主
体的・能動的に学習活動に参加できる生徒の育成
や、ひいては、河瀬中・高が育成をめざす生徒像に
合致した学習者の育成につなげることをねらったの
である。
　なお、ICT 機器を活用した参加型学習の場面を多
く取り入れた授業といえば電子黒板やタブレット等
を使用した授業が想起されがちであるが、河瀬中・
高においては、決して、すべての授業でこれらの
ICT機器を活用することを意図してはいない。「ICT
機器ありき」の授業、すなわち、ICT 機器の活用を
目的とした授業ではなく、それらがいかなる学びや

コミュニケーションの様式を促進し得るのかを考え
る必要があるという指摘にもあるように８、河瀬中・
高では、ICT 機器をあくまで授業を充実させるため
のツールの１つとして捉えてきた。そのため、教師
自身が必要であると考える場面で、必要な範囲にお
いてのみ活用するようにしてきたのである。

⑶ ICT 機器を活用した取り組みの成果
　取り組みを進める過程で、様々な成果が見えてき
た。その主なものとしては、以下の３点を挙げるこ
とができる９。
　１つ目は、ユニバーサルデザインの教育の実現と
生徒の学ぶ意欲の向上が促進された点である。次節
で詳述するように、ICT 機器の活用により、具体
的なイメージを持つことが難しい学習内容の視覚化
や、指導場面において生徒が注目すべき点に焦点化
した提示が行いやすくなる。こうした特長を生かし
てすべての教科・科目で ICT 機器を効果的に活用
した「優しくわかりやすい」授業の保障に取り組む
ことにより、スローラーナーや合理的配慮が必要な
生徒等を含め、すべての生徒にとって価値がある生
徒中心の参加型の授業がスタンダードとなり、ユニ
バーサルデザインの教育の実現と生徒の学ぶ意欲の
向上が促進されたのである。たとえば英語科では、
文部科学省検定済教科書のデジタル教科書を導入
し、教科書の学習内容を基礎基本として位置づけ、
それを徹底的にわかりやすく重層的に教えることに
よって確実な学力の定着を図る取り組みにおいて成
果を見いだしてきた10。
　２つ目は、一斉授業と個別・小グループ学習とが
最適なバランスで配置された「河瀬型授業モデル」
を生み出すことにつながった点である。ここでいう

「最適なバランス」とは、文部科学省検定済教科書
を使用した一斉授業を基本とした指導を基準としつ
つも、生徒が個々に課題解決に取り組む場面、生徒
が相互に意見や考えを交流・共有する場面、クラス
全体でコミュニケーション活動を楽しんだり振り返
りを行ったりする場面等が、有機的にバランス良く
授業に組み込まれた状態を意味している。これは、
ICT 機器やデジタル教科書等を教師側の教材等提
示ツールとして活用すると同時に、一人一台のタブ
レット端末を生徒側の思考ツール・協働ツールとし
て導入したことにより、探究型の活動やプレゼン
テーションなどを多く取り入れ、生徒相互、生徒と
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教師間、そして、学級全体で意見や情報を共有・交
流する機会が増えたことによって実現された。
　３つ目は、このような授業改善の取り組みが、自
然発生的な OJT（On the Job Training）を促進する
というかたちで学校改革に波及した点である。ICT
機器を効果的に活用した授業実践は現在、県内に３
校しか設置されていない公立の併設型中高一貫校の
一翼を担う河瀬中・高ならではの特色ある取り組み
として、域内で認知されている。これは、中学校と
高等学校の全教員が全教科・科目で取り組んだこと
により達成されたのであるが、予期せぬ副産物を生
み出すことにもつながった。各教科内で連携・協力
して ICT 機器の効果的な活用や指導法の改善につ
いての検討、意見交換、授業研究、自作の教材・資
料の共有化などが日常的に行われたことにより、大
量退職・採用時代において急速に多様化する教師集
団が相互に同僚性を高めながら新たな学校風土を創
り出し、その結果、若手教員とベテラン教員との間
で自然発生的な OJT が促進されることにつながっ
たのである。

４．�実践の具体像とその特徴──外国語科（英
語科）を事例として

⑴ 外国語科（英語科）の「見方・考え方」と授業づ
くりの際の留意点

　2018年３月に文部科学省が告示した高等学校の
新学習指導要領において、外国語科の目標は、次の
ように示されている。

【�資料２：高等学校の新学習指導要領における外国
語科の目標】

　河瀬中・高における外国語科（英語科）の授業改
善に係っては、上記の⑴で示されている「目的や場
面、状況などに応じて適切に活用できる技能を身に
付ける」、⑵で示されている「適切に表現したり伝
え合ったりすることができる力」、そして⑶で示さ
れている「主体的、自律的に外国語を用いてコミュ
ニケーションを図ろうとする」という３つの点に注
目し、これまでの授業で行ってきた言語活動の内
容・方法を見直すことにした。これら３つの点に注
目したのは、新学習指導要領において「言語能力の
確実な育成」が主な改善事項の１つとされており
11、生徒に英語を理解させるだけの指導からさらに
踏み込み、社会で実際に使える英語力を身につける
ためには具体的に何が必要なのかが明示されている
という理由からである。
　上記の３つの点を重視しながら ICT 機器を効果
的に学習指導において活用するための方策を検討し
た結果、英語科では、特に次の３点を意識した授業
づくりに取り組んできた。
　１つ目は、ICT 機器を効果的に活用することで、
どの生徒にも「わかる、できる、またやってみた
い」と実感できるユニバーサルデザインの授業づく
りを行うことである。そのために、①学力差に対応
した指導方法の開発、②一斉授業を軸とした教室に
おける外国語学習に対する個々の生徒の動機づけを
持続的に行うための工夫の創造、③自律的・自覚
的・内省的に学び続けることができる英語学習者の

　外国語によるコミュニケーションにおける見
方・考え方を働かせ、外国語による聞くこと、
読むこと、話すこと、書くことの言語活動及び
これらを結び付けた統合的な言語活動を通し
て、情報や考えなどを的確に理解したり適切に
表現したり伝え合ったりするコミュニケーショ
ンを図る資質・能力を次のとおり育成すること
を目指す。
⑴ 外国語の音声や語彙、表現、文法、言語の働

きなどの理解を深めるとともに、これらの知
識を、聞くこと、読むこと、話すこと、書く
ことによる実際のコミュニケーションにおい

て、目的や場面、状況などに応じて適切に活
用できる技能を身に付けるようにする。

⑵ コミュニケーションを行う目的や場面、状況
などに応じて、日常的な話題や社会的な話題
について、外国語で情報や考えなどの概要や
要点、詳細、話し手や書き手の意図などを的
確に理解したり、これらを活用して適切に表
現したり伝え合ったりすることができる力を
養う。

⑶ 外国語の背景にある文化に対する理解を深
め、聞き手、読み手、話し手、書き手に配慮
しながら、主体的、自律的に外国語を用いて
コミュニケーションを図ろうとする態度を養う。

（文部科学省『高等学校学習指導要領』2018年、
p.216より抜粋）
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育成、という３要素をどの授業のねらいにも共通ス
タンダードとして盛り込み、どの生徒にも「わか
る、できる、またやってみたい」と実感できるユニ
バーサルデザインの授業づくりに ICT 機器がどの
ように効果的に活用可能かをアクション・リサーチ
の手法によって検証していった。
　２つ目は、参加型学習の要素を保障するために、
すべての授業をプロジェクト型学習に軸足を置い
て進めることである。河瀬中・高ではプロジェク
ト型学習を、教科書で取り上げられているテーマや
題材、言語項目などに関連づけられたプロジェク
ト型のタスクに基づく学習活動を行う機会を生み出
すことで、実践的な英語運用能力と学習スキルを生
徒に身につけさせることができる効果的な学習方法
であると捉えている12。このプロジェクト型学習を
取り入れることによって、学習者中心で学習活動が
進められ、学習者個々人がそれぞれの学習所産を得
ることができる。また、その到達点に至るまでの
過程は学習者によって多様であり、「正解はひとつ
ではない」ため、個性や能力に応じて「同じ課題を
それぞれのアプローチで取り組む（the same task, 
different activities）」13かたちの学習活動が実現さ
れる。そのため、仲間と「ともに学ぶこと」の楽し
さや喜びを味わい、認め合い、支え合い、高め合え
る学習者集団作りにつながることが期待された。ま
た、英語の学習を通した周囲の仲間との関わりを通
じて、知識や技能の獲得においても、生徒の「気づ
き」を促進することが期待された14。
　３つ目は、授業をデザインする上で、各プロジェ
クトを教科書の内容と関連したものとすることに
よって、授業の中で英語を使うことの必然性を生徒
に感じさせることを重視したことである。「教科書
の学習内容」と発展的言語活動としての「プロジェ
クト」による二層化構造が生み出す授業形態は、教
科書で学習したことを「授業の中で、即、使ってみ
たり試してみたりする」ことを可能にする15。これ
により、ともすれば「コミュニケーションごっこ」
の域を出ない浅い言語活動に終始しがちであった英
語授業のマンネリズムから脱却するとともに、すべ
ての生徒に「英語で何ができるようになったか」を
実感させることによって、学習への動機づけを高め
ることもねらいとしたのである。

⑵ 特徴的な授業実践事例──タブレット端末を活用
したアクティブ・ラーニング

　河瀬中・高では、英語授業のコミュニケーション
活動において、タブレット端末を思考ツールや協
働ツールとして効果的に活用し、生徒が学習した
内容や意見・考えを双方向で情報発信したり共有し
たりしながら必然性のあるコミュニケーション活
動を行うことを柱とする授業デザインの開発に取り
組んでいる。本節で取り上げるのは、コミュニケー
ション英語Ⅰの教科書 Revised ELEMENT English 
Communication I （啓林館）の Lesson 8 The Power 
of Presentation を用いた授業（高校１年生対象）で
ある。ここでは、2013年９月７日にアルゼンチン
のブエノスアイレスで開催された IOC 総会での、
東京へオリンピック招致を引き寄せた滝川クリステ
ル氏らの名プレゼンテーションについて学ぶ。
　いわゆる「スピーチ」は「話して伝える」行為で
ある一方で、「プレゼンテーション」は「スライド
や資料、実物などを見せるなど様々な表現手法によ
りわかりやすく話して伝える」行為であると捉えて
いる。英語の授業においては日頃から様々なかたち
で「スピーチ」活動に取り組んでいるが、「よりわ
かりやすく」伝えるための１つの方策として、タブ
レット端末を取り入れた「プレゼンテーション」能
力育成のための授業に取り組んだ。資料３は、本実
践の流れである。

【�資料3：Lesson�8�The�Power�of�Presentation

を用いた授業の流れ】

ア． 生徒は自分が興味・関心を持つ事柄（部活
動、趣味や特技など）の中からプレゼン
テーションの題材を選び、それについて英
文で紹介する原稿を作成する。

イ． その過程で、生徒は、一人一台用意された
タブレット端末でスライド資料を作成して
いく。スライドには、写真やイラスト、
キーワードや説明文などを自由に盛り込ん
でいく。また、アニメーション等の視覚的
効果を加え、ソフトウェアの機能を効果的
に活用し、自らのプレゼンテーションを説
得力のあるものに仕上げていく。

ウ． 生徒個々が、発表原稿の推敲、音読練習、
タブレットで作成したスライド資料の修正
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　本実践では、タブレット端末上でプレゼンテー
ション用スライドを作成し、それを用いたプレゼン
テーションの練習を重ねることによって、英語に
よる効果的なプレゼンテーションとはどうあるべき
かを体験的に模索していく。その過程で、生徒が
個々に課題解決に取り組む場面、生徒が相互に意見
や考えを交流・共有する場面、クラス全体でコミュ
ニケーション活動を楽しんだり振り返りを行ったり
する場面等の様々な学習場面を用意し、それぞれの
場面に合ったかたちで思考ツールや協働ツールとし
てタブレットを活用しながら学習を展開した。英語
の授業における言語活動の取り組みの過程において
は、タブレット端末は、個人でブレインストーミン
グを行ったり発表原稿の草稿を書き留めたりする際
のメモ帳であり、メンタルマップであり、カメラで
撮影・録音した素材・資料集でもある。これをペ
ア・ワークやグループ・ワークで活用することに
よって、クラスメートとインタラクティブに協働
し、対話的に学ぶための学習支援ツールとした。
このようなかたちで ICT 機器を活用することによ
り、生徒たちが自覚的・主体的に英語学習に取り組
むことや必然性のある活動の機会を実現することを
めざしたのである。

　また、電子黒板やプロジェクターも活用しながら
生徒同士の学習成果の発表・交流の場面を設定する
ことによって、英語のコミュニケーション活動を通
じて生徒同士が「つながり」を大切にし、共に学び
合える学習者集団を自律的に形成していくことをね
らった。
　本実践を通して、タブレット端末上でスライド資
料を作成する際には課題や題材に応じた情報を収
集・整理・加工して自分の意図に沿った発表ができ
る生徒、クラスメートの意見や考えを理解しようと
しながら発表を聞き、付け足したり関連づけたりす
ることを通して仲間と関わり合いながら学ぶ機会を
楽しむ生徒、タブレット端末を電子データのポート
フォリオとして活用し、相手を意識して自分の意見
や考えが正確に伝わるよう、自分が作成している発
表資料を繰り返し修正しようとしていることからよ
り高い表現力が身に付いたと評価できる生徒、自分
の発表・やり取りの録画映像を何度も見直したり、
撮影し直したりすることによって、自覚的・自律的
に英語運用能力の向上に粘り強く取り組む生徒等が
増えた様子が観察された。ここから、本実践におい
ては以上のような工夫を行うことにより、学習の基
盤となる資質・能力である「言語能力」「情報活用
能力」「課題発見・解決能力」等を育成することが
できたと言える。

５．結論と今後の課題
⑴実践事例に見る ICT 機器の役割
　本稿では、河瀬中・高の取り組みについて、特に
同校が授業改善の軸の１つに据えている ICT 機器
の役割と可能性に注目しながら、英語科の実践を事
例として、「主体的・対話的で深い学び」の実現に
向けた授業改善の具体像の一端とその特徴を明らか
にすることを課題としていた。ここでは最後に、検
討を通して得られた結論を示すとともに、今後の実
践の改善に向けた研究課題について考察する。
　まず、前節で取り上げた実践事例において ICT
機器が果たしている役割を見てみると、特に次の３
点を挙げることができる。
　１つ目は、評価ツールとしての役割である。資料
３に示したように、実践事例では生徒一人ひとりが
自身の考えをもとに作成した資料を用いたプレゼン
テーションの練習が行われた。その過程で行われる
ペア・ワークでは、互いのプレゼンテーションの様

などの学習活動に十分取り組んだのち、ペ
ア・ワークを通して自らのプレゼンテー
ションのリハーサルを重ねていく。具体
的には、一人の生徒がタブレットを使用し
ながら英語によるプレゼンテーションを
行い、他方の生徒がその様子を動画で撮影
する。こうして双方で動画を撮り合い、各
自で何度も動画をチェックし、納得のいく
プレゼンテーションに仕上がるまで、撮影
と点検を繰り返していく。また、生徒は録
画されたプレゼンテーションを相互に検討
し合い、感想や助言を交換することによっ
て、より良いプレゼンテーションを追求し
て協働学習を進める。

エ． モデルとなるパフォーマンスについては、
教室前方に設置されたスクリーンに投影
し、クラス全体で評価・研究する。そし
て、上記ウの作業に戻り、言語運用能力の
習得と強化をスパイラルに積み上げていく。

（資料は、木下が作成）
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子を動画で撮り合い、その動画を自身で確認したり
相互に検討し合ったりしてより良いプレゼンテー
ションを追求するという活動が繰り返し行われた

（資料３のウ）。こうした活動を繰り返すことは、自
他の学習の到達点と課題を確認するという自己評価
および相互評価とそれに基づく自身の学習活動の改
善を繰り返すという意味を持つ。また、モデルとな
るパフォーマンスを行った生徒の動画をスクリーン
に投影してクラス全体で評価・研究して自身の学習
活動の改善に生かすという学習活動（資料３のエ）
は、生徒同士の相互評価とそれに基づく自己評価を
促すとともに、教員が生徒の学習状況を把握して必
要な支援を行うことにつながるものとなっていたこ
とが指摘できる。このように、本事例においては、
ICT 機器が生徒の自己評価と相互評価、ならびに
教員による評価を行うためのツールとしての役割を
果たしていたことが分かる。
　２つ目は、他者との対話を促すツールとしての役
割である。上述した実践事例では、効果的なプレゼ
ンテーションのあり方を模索する過程において、ペ
アでの対話やクラス全体での対話の場面が設定され
ていた。その際、タブレットを用いて生徒一人ひと
りが作成したプレゼンテーション用のスライド資料
によって互いの考えが可視化されるため、対話が進
めやすくなっていることが指摘できる。また、プレ
ゼンテーションという一過性の強いパフォーマンス
をタブレットで撮影し合うことによって繰り返し再
生することが可能なものにした上で、それをスク
リーンに投影してクラス全体で評価・研究して自身
の学習活動の改善に生かすという学習活動（資料3
のエ）は、動画を媒介して促される他者との対話を
通して自己の考えを拡大・深化させる場面であった
ことも指摘できよう。
　３つ目は、「深い学び」につながる学習課題に取
り組む際の学習ツールとしての役割である。実践事
例においては、スライド資料と発表原稿を作成し、
より良いプレゼンテーションを行うという学習課題
が設定されていた。この課題に取り組むためには、
自身が有する知識や技能を活用しながら、収集した
情報の精査や整理、文章化を行ったり、自身のプレ
ゼンテーションの様子を検討して課題を見出し、改
善したりすることが求められる。ICT 機器は、こ
うした学習を進める際のツールとしても活用されて
いたのである。

　このように、実践事例からは特に「評価ツール」
「他者との対話を促すツール」「学習ツール」という
３つの役割を ICT 機器が果たしていたことが指摘
できる。そしてこれらの役割を果たすことによっ
て、「自己評価能力の育成」「他者との直接的・間接
的な対話を通した自己の考えの拡大・深化」「各教
科等の特質に応じた『見方・考え方』を働かせなが
ら、知識や情報の関連づけや精査、問題の発見と解
決策の検討を行うこと」という、第２節で示した

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた取り
組みを進める際の要点のうちの３点が位置づけられ
ていたと言える。

⑵ ICT 機器の有する可能性
　これらに加えて、ICT 機器が有するさらなる可
能性として、以下の３点を指摘したい。
　１つ目は、基礎的・基本的な知識や技能の習得と
学習に対する内発的な動機づけを促すツールとして
の役割である。第３節⑶では、「ユニバーサルデザ
インの教育の実現と生徒の学ぶ意欲の向上が促進さ
れた点」を挙げた。具体的には、英語科においてデ
ジタル教科書を活用することで、確実な学力の定着
を図る取り組みに関して一定の成果が見られること
を示した。紙幅の都合上、本稿では取り上げること
ができなかったが、たとえば他の実践事例では、教
科書に掲載されている文章や資料と関連する動画の
視聴を通してより具体的なイメージを伴うかたちで
教科書の内容の理解を促進すること、音声データの
活用によって音読練習を充実させること、クラス全
体で注目すべき箇所を丁寧に確認しながら一斉学習
を展開することなどの取り組みが行われた。詳しい
検証は他稿に譲るが、こうした取り組みの成果から
は、ICT 機器が、基礎的・基本的な知識や技能の
習得を促すツールとしての役割を果たすとともに、
生徒が「わかる」「できる」という実感を持つこと
で学習に対する意欲を高めた可能性が示唆される。
　２つ目は、教育評価の機能を生かした授業づくり
の実現のためのツールとしての役割である。たと
えば本稿で取り上げた実践事例では、生徒一人ひ
とりのプレゼンテーションが動画で撮影され、自己
評価や相互評価を位置づけた学習活動に生かされ
ていた。その際にプレゼンテーションの質を評価す
るためのルーブリックを開発・活用することによっ
て、目標に準拠した評価をより実質的に進めていく
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可能性が拓けるだろう。また、生徒一人ひとりのパ
フォーマンスを中・長期に渡って継続的に蓄積する
ことによって、個々の生徒の学習の過程や伸び、課
題などを把握することが可能となり、それをふまえ
た授業づくりにつなげる可能性も広がることが指摘
できる。
　３つ目は、OJT を促進し、教員の力量形成を支
援するための役割である。撮影した動画は当該授業
をリアルタイムで参観できなかった教員とも共有す
ることが可能であるため、複数の教員によるルーブ
リックの開発や授業研究を通した授業改善などを行
う際に生かすことも可能であろう。第３節において
河瀬中・高では各教科内で連携・協力して ICT 機
器の効果的な活用や指導法の改善についての検討、
意見交換、授業研究、自作の教材・資料の共有化な
どが日常的に行われたことにより、若手教員とベテ
ラン教員との間での自然発生的な OJT が促進され
たことを指摘したが、ICT 機器はこうした OJT の
幅と質をさらに拡大・深化させる可能性も有してい
ると言えるのではないだろうか。そしてこれは、

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて個々
の授業改善や学校全体でのカリキュラム・マネジメ
ントを推進していくことにも資するだろう。

⑶今後の課題
　今後の課題としては、特に次の２点が挙げられる。
　１つ目は、生徒の変容をより正確かつ丁寧に把握
することにより、ICT 機器の活用が「主体的・対話
的で深い学び」の実現に向けた授業にとってどのよ
うな成果をあげているのか、すなわち、どのような
学力の向上をもたらしているのかを明らかにするこ
とである。本稿では ICT 機器の役割と可能性に注
目しながら「主体的・対話的で深い学び」の実現に
向けた授業改善の具体像とその特徴を明らかにする
ことをめざして検討を進めてきたため、その具体的
な効果については十分に検討することができていな
い。第４節⑵において示したように、生徒の姿から
は資質・能力が向上している様子を見てとることが
できるが、今後、その具体的な様相をより詳細に検
証することによって、各教科等の特質に応じた「見
方・考え方」の習得状況や、知識や情報の関連づけ
や精査、問題の発見と解決策の検討を行う力量の習
得状況を把握することが可能となるだろう。そして
これは、そうした習得状況を生み出す際に ICT 機

器が果たした役割や ICT 機器のより効果的な活用
方法を検討することにつながると考えられる。
　２つ目は、外国語科（英語科）以外の教科・科目
における実践事例の検討を進めることである。本稿
では外国語科（英語科）の実践を事例として検討を
進めたが、先述のように河瀬中・高ではすべての教
科・科目において ICT 機器を活用した授業を展開
している。より多様な教科・科目における実践事例
を分析し、比較することによって、教科・科目の特
性をふまえた固有の活用方法や、教科・科目の違い
を超えて共有し得る活用方法などを明らかにするこ
とができるだろう。
　以上の課題に取り組むことによって ICT 機器が
果たし得る役割や可能性についての検討を進め、

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて充実
した実践を展開するための方途を明らかにしていく
ことを今後の課題としたい。

※ 本稿の執筆にあたっては、共著者同士で行った議
論をふまえながら、主に第１・２・５節を木村
が、第３・４節を木下が担当した。
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1.�Introduction*
This study addresses the diversity found in the ideational 
and interpersonal features of “pre-patterned” or 
“prefabricated” （Barlow 2000） expressions used to 
start report talks about recent experiences in English, 
Japanese, Korean, and an occasional reference to 
Spanish. We argue that an analysis of the speech event 
conception associated with the relevant expression in 
each language can help to account for how and why those 
ideationally and interpersonally diverse expressions can 
carry out the same pragmatic function.
　　Japanese and Korean speakers who are about to 
start a report of what they recently experienced will use 
specific constructions literally meaning ‘I did and came’ 
and ‘I did and saw,’ respectively: e.g., sensyuu mekisiko-
ni it-te-ki-ta-yo （Japanese） and jinanju megsiko-e ga 
bo-asseo （Korean）, both translatable as ‘Guess where 
I went last week?（!） Mexico!’ Upon hearing these 
expressions, the addressee（s） will prepare themselves for 
an experience report to be recounted in the subsequent 
conversation. As can be seen from the fact that their 
English translation manifests as an interrogative 
or imperative, those constructions primarily serve 
“interpersonal metafunction” （Halliday and Matthiessen 
2004）; thus, they can be termed “experience report 
starters.”
　　In both the Japanese and the Korean constructions, 
the “predicator” （ibid.） presents itself as a verbal 
sequence of indicative （declarative） mood. Though 
apparently similar in lexicogrammatical configurations, 
they exhibit significant differences in ideational 
（experiential） terms. Japanese -te-ki-ta-yo is centered on 

a verb of “material process” （‘come’）, accompanied by 
a “negotiator” （Teruya 2007: 48-49）, -yo, while Korean 
-a bo-asseo is centered on a verb of “mental process” 

（‘see’）, without a negotiator. 
　　The functional counterpart in English does not share 
such lexicogrammatical configurations, let alone the 
mood evoked, with the relevant constructions in Japanese 
and Korean. The typical predicator is another verb of 
mental process guess and the preferred mood is another 
indicative （interrogative） or imperative rather than 
declarative.
　　Systemic functional approaches can provide 
a plausible account of how each construction can 
function as experience report starter. However, they 
would somehow leave unexplained how and why 
such a comparable function is carried out by those 
constructions of great discrepancies in lexicogrammatical 
configurations and mood categories. We propose a 
solution to those questions based on the “speech event 
conception” （Izutsu and Izutsu 2017: 3.2） associated 
with each of the constructions, which will hopefully 
amount to a further cultivation of “interpersonal 
metaphor” （Halliday and Matthiessen 2004: 10.4）.

2.�Recent�experience�report�starters
It is very common in many languages of the world that 
one speech event participant brings his or her recent 
experience into conversation as a topic that is intended to 
be developed in the ensuing stretch of verbal interaction. 
In Spanish, for instance, we can find such a recent 
experience report in the following interview news, where 
an actor named Gad Elmaleh talks about the last few 
days he spent with his beloved son Raphaël in Monaco.

⑴  En la misma entrevista, Gad confesaba: “Justo acabo 
de estar en Mónaco unos días y ha sido genial. 
Raphaël y yo hemos estado todo el tiempo juntos. 
Pero, claro, en algún momento tuve que decirle que me 
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tenía que marchar a trabajar y que volvería pronto”. 
（Vanitatis: El Confidencial; emphasis added）1

　 ‘In the same interview, Gad confessed: “I’ve just been 
in Monaco for a few days and it was great. Raphaël 
and I were together all the time. But, of course, there 
was some time when I had to tell him that I had to go 
to work and that I would be back soon.”’2

Here the recent experience report is started with a 
“prefabricated or semi-prefabricated chunk” （Barlow 
2000: 319）, justo acabar de V, where acabar de V is 
usually described as an expression of a recent past. 
This kind of expression can be characterized as recent 
experience report starter.
　　In Japanese and Korean, speakers can start a recent 
experience report using sequential verb （“converb” in 
Shibatani’s （2003） terms） constructions illustrated in 
（2a-b） that literally mean ‘I did and came’ and ‘I did and 
saw,’ respectively.3 The Japanese construction takes a 
prefabricated form accompanied by the final particle -yo.4 

⑵ JAPANESE
	 a. 	sensyuu	 mekisiko-ni it-te-ki-ta-yo.
  last:week Mexico-to go-and-come-PST-FP5

  ‘Guess where I went last week? Mexico!’
　KOREAN
	 b. jinanju megsiko-e ga        bo-asseo.
  last:week Mexico-to go:and see-PST

  ‘Guess where I went last week? Mexico!’
　ENGLISH
 c. You’ll never guess where I went last week! 
  （I went to） Mexico!6

In contrast, English does not use such a sequential 
verb construction but a “clause nexus” （Halliday and 
Matthiessen 2004: 8） or clausal sequence that expresses 
a “projection” （Halliday and Matthiessen 2004: 206）, 
as illustrated in （2c）. This structure can be seen as 
deriving from conversational sequences such as （3） and 
（4）. Conceivably, speaker A’s utterances that shape two 
turns in （3） and （4） are somehow contracted into one 
utterance, giving rise to the structure instantiated in （2c）.

⑶ A: Guess where I went last week?

 B: Where?
 A: （I went to） Mexico!

⑷ A: You’ll never guess where I went last week!
 B: No. Where?
 A: （I went to） Mexico!

The contrast between the sequential verb construction 
and the clausal sequence structure can be identified 
with what Halliday and Matthiessen （2004: 613-614） 
argue for as two different modes of mood and modality 
expression under the notion of “interpersonal metaphor.”

3.�Interpersonal�metaphor
According to Halliday and Matthiessen （2004: 613-614）, 
（5a） is an “example of metaphor in modality,” in which 
mental clauses like I think or I don’t believe can serve as 
a “metaphorical realization of probability” because “the 
probability is realized by a mental clause as if it was a 
figure of sensing.” They argue （2004: 614） that being 
metaphorical, such a mental clause not only serves “as 
the projecting part of a clause nexus of projection” but 
also “as a mood Adjunct, just as probably does” in （5b）. 
Pointing out that the appropriate form of tag for （5a） 
is, in the same way as （5b）, isn’t it? rather than don’t I?, 
Halliday and Matthiessen （ibid.） further argue that the 
relevant expression is regarded as a metaphorical variant 
of modality because the proposition conveyed is not ‘I 
think’ but ‘it is going to rain.’ 

⑸ a. I think it’s going to rain.
 b. It’s probably going to rain.

Likewise, Halliday and Matthiessen （2004: 617） explain 
expressions like （6） as metaphorical variants of similar 
modality. （6c-e） are analyzed in systemic-functional 
terms as in Table 1 and accounted for with respect to the 
interpersonal metaphor of modality.

⑹ a. Probably, Mary doesn’t know.
 b. It seems likely that Mary doesn’t know.
 c. Mary won’t know.
 d. In my opinion, Mary doesn’t know.
 e. I don’t think Mary knows.
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As illustrated in （6）, semantic domains such as mood and 
modality can extend across more than one grammatical 
environment （Halliday and Matthiessen 2004: 613）. The 
modality of probability can manifest itself in either an 
adjunct, as in （6a） and （6d）, a verbal group （including 
an auxiliary）, as in （6c）, or a clause nexus （including a 
superordinate clause）, as in （6b） and （6e）.
　　The previous section saw that the recent experience 
report starters exhibit contrasting manifestations in 
Japanese, Korean, and English. Following Halliday and 
Matthiessen （2004: 613-614）, we can now recapture 
this contrast in terms of interpersonal metaphor. The 
Japanese and Korean sequential verb constructions and 
the English clausal sequence structure can be viewed as 
corresponding to two variations of modal expression: 
verbal group and clause nexus. Now we can see that 
they amount to two different modes of starting a recent 
experience report.

4.��Ideational�（dis）similarities�in��
interpersonal�metaphors

As seen above, English employs a clause nexus for the 
formation of a recent experience report starter, whereas 
Japanese and Korean adopt a verbal group for the 
same purpose. The Japanese and Korean constructions 
are comparably comprised of a tensed verb preceded 
by another verb in an adverbial form. However, they 
differ in further ideational terms: the tensed verb must 
be one of “material process” （‘came’） in Japanese but 
can be one of “mental process” （‘saw’） in Korean, as 
in （2a-b） repeated below. Moreover, Japanese -te-ki-
ta-yo is accompanied by a “negotiator” （Teruya 2007: 
48-49）, -yo, while Korean -a bo-asseo is not. These 
lexicogrammatical differences among the relevant 
expressions of the three languages can be accounted 

for in terms of different facets of the same speech event 
conception in which the speaker reports his or her recent 
experience to the addressee.

⑵ JAPANESE
 a. sensyuu mekisiko-ni it-te-ki-ta-yo.  
  last:week Mexico-to go-and-come-PST-FP

  ‘Guess where I went last week? Mexico!’
　KOREAN
 b. jinanju megsiko-e ga        bo-asseo. 
  last:week Mexico-to go:and see-PST

  ‘Guess where I went last week? Mexico!’
　ENGLISH
 c. You’ll never guess where I went last week! 
  （I went to） Mexico!

The discourse of recent experience report consists of 
some ideational and interpersonal facets: （i） the speaker 
now conceives of what he experienced a short time 
ago, （ii） gives the addressee the gist of the experience, 
and （iii） makes the addressee want to hear more about 
the experience. Facets （ii） and （iii） largely amount to 
“assertive” and “directive” illocutionary acts （Searle 
1979: 12-13）, respectively. This implies that expressions 
like recent experience report starters serve for complex 
illocutionary acts, which are supposedly encoded 
separately by declarative and imperative sentences.
　　The recency facet （i） can be envisaged as the 
speaker having just brought the experience to the site 
of speech event （‘come here with the experience’）, 
as in Japanese example （2a）. Alternatively, it can be 
envisioned as the speaker’s keeping a visual perception 
or vivid cognition of the experience （‘saw and now keep 
the experience’）, as in Korean example （2b）. Unlike the 
Japanese verb of seeing mi-ru, the Korean verb bo-da 

‘Mary won’t know’
Subject Finite/

Modality/
Polarity

Predicator

Mood Residue
‘in my opinion’
Modality

‘Mary doesn’t know’
Subject Finite/

Polarity
Predicator

Mood Residue
I don’t think Mary knows

α ‘β
Subject Finite/

Polarity
Predicator Subject Finite

‘present’
Predicator
know

Mood Residue Mood Residue
Table 1: Analysis of probability expressions （Halliday and Matthiessen 2004: 617）
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covers a category of meaning that ranges over ‘seeing,’ 
‘meeting,’ and ‘experiencing,’ which is seemingly 
responsible for the semantic import of Korean -a bo-
asseo: the speaker’s current maintenance of the relevant 
experience as a vivid image in his memory. 
　　Japanese further encourages the speaker to emphasize 
the gist-giving facet （ii） and the intriguing facet （iii） with 
-yo （‘I tell you’）, one of the “interpersonal particles” that 
add “various negotiatory values to the clause, expressing 
the speaker’s attitudinal stance towards the proposition or 
proposal put forward” （Teruya 2007: 141）. In contrast, 
English allows the speaker to activate the intriguing facet 
（iii） using a strong emphasis of the addressee’s ignorance 
（‘you’ll never guess’）, as in （2c）, or an interrogative/

imperative mood （‘guess where?’）, as illustrated in 
example （3） above. The gist-giving facet is prompted as 
the mental process of ‘guess wh.’
　　As seen so far, the speaker’s conception of a speech 
event in which the speaker delivers a recent experience 
report involves both ideational and interpersonal facets 
in one composite whole. In other words, the “speech 
event conception” （Izutsu and Izutsu 2017） is by nature 
a composite entity intermingling interpersonal and 
ideational metafunctions. It is not that the speech event 
is represented either ideationally or interpersonally [i.e., 
as “clause as exchange” and “clause as representation” 
in Halliday and Matthiessen’s （2004: Chs.4 and 5） 
terms] but that its interpersonal and ideational facets 
are essentially inseparable and compose a monolithic 
representation.
　　If our view is correct, the relationships among 
different variations of the same semantic domain 
（e.g., mood and modality at a more general level and 
recent experience report at a more specific level） need 
not be seen as metaphor. In the first place, metaphor 

presupposes two different domains （“source domain 
and target domain”） and a mapping between them 
（Lakoff 1987: 288）. However, we can hardly see any 
distinction between the semantic domains that underlie 
the lexicogrammatical variations of mood, modality, 
recent experience report, and so on. These variations can 
be better analyzed as contrasting ways of ethnographic 
“construal” （Langacker 2008: Ch.3） of a comparable 
speech event conception.

5.��Grammaticalization�rather�than�
grammatical�metaphor

As far as the Japanese and Korean constructions of 
recent experience report starter are concerned, we can 
find one piece of evidence that they are founded on 
“grammaticalization” （Heine et al. 1991; Hopper and 
Traugott 1993） rather than interpersonal metaphors, one 
of the two “grammatical metaphors” that Halliday and 
Matthiessen （2004: Ch.10） argue for. As demonstrated 
above, the relevant constructions in Japanese and 
Korean literally have a lexicogramatical structure that 
can be glossed as ‘did and came’ and ‘did and saw,’ 
respectively.  This structure represents sequential verb 
constructions that are well known to be a typical source 
of grammaticalization （converb constructions）（cf.
Haspelmath and König 1995）.
　　We also saw that the English structure exemplified 
in （2c） can be seen as deriving from conversational 
sequences such as （3） and （4）, shown above. Likewise, 
Japanese and Korean sentences （2a-b） can be viewed as 
stemming from two-clause structures represented in （7a-
b）. If the parenthesized elements in （7） are left out with 
the square-bracketed element replacing the preceding one 
in （7b）, we will obtain the structures of （2a-b） with a 
verbal rather than clausal sequence as their chief element.

Japanese Korean English

RECENCY material process ‘come here 
with the experience’

mental process ‘saw and now 
keep the experience’

-

GIST-GIVING interpersonal particle for ‘I tell 
you’

- mental process ‘guess wh’

INTRIGUING interpersonal particle for ‘I tell 
you’

- interrogative/imperative ‘guess?’
or negative ‘you’ll never guess’

Table 2: Ideational and interpersonal facets and their lexicogrammatical manifestations
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⑺ JAPANESE
 a. sensyuu mekisiko-ni it-te （koko-ni）
  last:week Mexico-to go-and （here-to）	
	 	 ki-ta-yo. 
	 	 come-PST-FP

   ‘Last week （I） went to Mexico and （I） came （here 
to this site of conversation）.’

　KOREAN
 b. jinanju megsiko-e ga（-seo）	 （geugeos-eul）
  last:week Mexico-to go（-and）	（it-ACC）
	 	 bo-asseo.
  see[experience]-PST

  ‘Last week （I） went to Mexico and （I） saw
  [experienced] （it）.’

In verb-final languages like Japanese and Korean, 
sequential verb constructions for various semantic 
domains （recent experience report as well as mood, 
modality, tense, aspect, etc.） have developed from clausal 
sequences in this manner. This kind of development can 
appropriately be seen as grammaticalization in Hopper 
and Traugott’s （1993: xv） sense. Just as English be going 
to has developed from the purposive expression, as in 

（8a）, into an auxiliary of future, as in （8b）, （Hopper and 
Traugott 1993: 1-4）, Japanese -te-ki-ta-yo and Korean a 
bo-asseo have now been more or less grammaticalized 
as auxiliary-like verbal sequences of recent experience 
report starter.

⑻ a. I am going （to London） to marry Bill.
 b. I am going to go to London.

In the systemic-functional framework, go is a verb of 
“material process” （Halliday and Matthiessen 2004: 
184） in （8a）, but it serves as auxiliary of future in （8b） 
（Halliday and Matthiessen 2004: 338）. Likewise, ki-ta-
yo ‘（I） came’ in （7a） and bo-asseo ‘（I） saw’ in （7b） can 
be best described as verbs of material and mental process, 
respectively, while in （2a-b）, those verbal complexes 
do not represent such processes but should rather be 
viewed as a mood element （i.e., element of interpersonal 
metafunction）. Even though one may recognize that 
grammaticalization such as these is “metaphorical in 

nature” （Heine et al. 1991: 46）, it is not in the sense of 
grammatical metaphor but at some conceptual levels.
　　As is already noted above, the speech event 
conception in which the speaker delivers a recent 
experience report shapes a conceptual composite whole 
whose interpersonal and ideational facets are essentially 
inseparable and compose a monolithic representation. 
What can be dealt with as interpersonal metaphors need 
to be reanalyzed in terms of various types （and further 
subtypes） of speech event conception （cf. Izutsu and 
Izutsu 2017）.

6.��Another�strategy� to�start�a� recent�
experience�report�and� its�typological�
implication

As has been demonstrated so far, a recent experience 
report can be started with two major types of expressions: 
a verbal group including an auxiliary, as illustrated in 
Japanese and Korean examples （9a-b）, and a clause 
nexus including a superordinate clause, as exemplified in 
English example （9c-d）. 

⑼ JAPANESE
	 a. sensyuu mekisiko-ni it-te-ki-ta-yo. （=2a） 
  last:week Mexico-to go-and-come-PST-FP

  ‘Guess where I went last week? Mexico!’
　KOREAN
 b. jinanju megsiko-e ga bo-asseo. （=2b）
  last:week Mexico-to go:and see-PST

  ‘Guess where I went last week? Mexico!’
　ENGLISH
 c.  You’ll never guess where I went last week! （I 

went to） Mexico! （=2c）
 d. Guess where I went last week, Mexico!

We can now remember that we already saw another 
strategy or expression employable for introducing a 
recent experience report into conversation. Section 2 
observed that Spanish uses the structure justo acabar de 
V as a recent experience report starter, as in （1）, partially 
repeated as （10） here. It should be noticed, however, that 
the structure is accompanied by another clausal element 
that can be translated as ‘and it was great’: y ha sido 
genial. The foregoing clause mainly conveys the gist-
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giving and recency facets, while this additional clause 
profiles the intriguing facet. Thus, the additional clause 
preceded by a connective y （or the whole structure 
including the foregoing clause） can be viewed as a type 
of expression for recent experience report. 

⑽  Justo acabo de estar en Mónaco unos días y ha sido 
genial. （Vanitatis: El Confidencial; emphasis added）

  ‘I’ve just been in Monaco for a few days and it was 
great.’

In fact, the English translation can serve to start a recent 
experience report; we can find many more examples 
with the same structure used in the discourse of recent 
experience report, some of which are illustrated in （11）. 

⑾ a. I went to Mexico last week and it was great.
 b.  We had my son’s birthday party there last night 

and it was great!7

 c. We ate at the restaurant and it was great.8

It is further interesting that Japanese and Korean as well 
have similar clausal elements that follow a gist-giving 
expression of recent experience report, as instantiated in 
（12）. An internet search can find a lot more examples of 

the same formulations as in （13）. In these expressions, 
the use of the verbal-group construction （V-te-mi-ru 
and V-a bo-asseo） is optional, as represented by the 
parenthesis.

⑿ JAPANESE
 a. sensyuu mekisiko-ni it（-te-ki）-ta-
  last:week Mexico-to go（-and-come）-PST-
  nda-kedo,  yokat-ta-yo.
  EVD-though be.good-PST-FP

  ‘I went to Mexico last week and it was great.’
　KOREAN
 b. jinanju megsiko-e ga（	bo）-ass-
  last:week Mexico-to go（	see）-PST-
  neunde joh-asseo.
  though be.good-PST-FP

  ‘I went to Mexico last week and it was great.’

⒀ JAPANESE
 a. sensyuu ginzan-ni it-te-ki-ta-
  last.week Ginzan-to go-and-come-PST-
  nda-kedo, yokat-ta-yo.9

  EVD-though be.good-PST-FP

   ‘I went to Ginzan （hot spring） last week and it 
was great.’

　KOREAN
 b. yobeon-e jangmi chugje cheoeum
  this.time-in rose festival first
  ga bo-ass-neunde joh-asseo-yo!10

  go see-PST-though be.good-PST-FP

   ‘I went to the rose festival for the first time this 
time and it was great.’

The examples in （9） through （13） instantiate the cases 
where the speaker has some good news. Of course, 
speakers can intend to report some bad news to the 
addressee; in such cases, they seem to choose some other 
expressions for the additional clause connected to the 
gist-giving clause （e.g., and it was terrible in English; 
-ta-nda-kedo hidokat-ta-yo ‘and it was terrible’ and -ta-
nda-kedo gakkari ‘and it was disappointing’ in Japanese; 
-ass-neunde simhae-sseo ‘and it was terrible’ and -ass-
neunde silmanghae-sseo ‘and I was disappointed’ in 
Korean）.
　　The and-it-was-great type of expression may look 
like a looser structure than the verbal-group and clause-
nexus types （‘I did and came/saw’ and you （will never） 
guess wh）. It will not be surprising, however, if the 
former has achieved a status of sentential expression with 
a specific discourse-pragmatic function. In fact, there is 
another instance in which similar two conjuncts connected 
with and have achieved such a construction-like status: 
coordination with “left-subordinating” and, illustrated 
by sentences like You drink another can of beer and I’m 
leaving （Culicover and Jackendoff 1997: 197）. 
　　Our discussion shows that there are at least 
three types of expressions that are adopted as recent 
experience report starters; each language can employ 
one type or another, otherwise a combination thereof, 
and exhibits a certain degree of favor for one of these. 
To put it differently, different languages can be classified 
from a typological perspective based on which type 
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of expression they prefer as a recent experience report 
starter. Japanese, Korean, and Spanish prefer a verbal-
group type, while English favors a clause-nexus type. All 
the languages exhibit diverse degrees of inclination to the 
and-it-was-great type. 
　　The existence of these expressions implicates 
that the four languages have in common a comparable 
discourse pattern in which the speaker intends to 
report his or her recent experience and share it with the 
addressee in the following conversation. The speech 
event conceptions that underlie the meanings of the 
expressions will accordingly be similar across the 
languages but can, at the same time, differ in details of 
the conceptions. Although similarly adopting a verbal-
group type, Japanese envisages a spatial movement 
（V-te-ki-ta ‘did and CAME’）, Korean focuses on a 

perceptual experience （V-a bo-asseo ‘did and SAW’）, 
and Spanish emphasizes the completion of an event 
（justo acabo de V ‘finish （of） doing’）. These differences 

can comprise some language/culture-specific facets of 
the relevant speech event conception in each language. 
Such differences will also deserve another typological 
description and analysis, which is sure to be another 
intriguing, though beyond the scope of this paper, topic 
of research.

7.�Conclusion
The type of expression analyzed in this case study is 
systemic-functionally, conceptually, and speech-act 
theoretically complex or multiplex. The speech event 
conception associated with the relevant expressions, by 
nature, consists of different ideational and interpersonal 
facets, each of which is identified as: recency, gist-giving, 
and intriguing facets. In Japanese, all the facets are 
lexicogrammatically profiled, as with V-te-ki-ta-yo. They 
also are in Spanish, as manifested in justo acabar de V y 
ha sido genial. In contrast, the gist-giving and intriguing 
facets are, but the recency facet is not, activated in 
English, as with guess wh I did, while only the recency 
facet is verbalized in Korean, as with V-a bo-asseo. 
　　Accordingly, it is probable that the recent experience 
report is not so enthusiastically started with the Korean 
V-a bo-asseo as with Japanese V-te-ki-ta-yo and English 
You’ll never guess wh.11 Nevertheless, the intriguing 

facet can be focused on with the and-it-was-great type 
of expression in Korean as well as in the other three 
languages. The four languages can thus be best understood 
as sharing a very comparable discourse type in which the 
speaker wants to report his or her recent experience and 
share it with the addressee in the following conversation. 
They have their own （respectively preferred） type（s） of 
expressions for this same pragmatic purpose: linguistic 
devices for a typical starter of such a discourse type. At 
the same time, the lexicogrammatical diversities of the 
devices can be seen as an ethnographical reflection of the 
discourse type. 

Notes
* The chief discussion and main claim launched in this 
paper is a revised version of our presentation at XIV 
Congreso de la Asociación de Lingüística Sistémico-
Funcional de América Latina （ALSFAL）, La Facultad 
de Lenguas de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, October 11, 2018. Part of this research 
is supported by JSPS KAKENHI （Grant-in-Aid for 
Scientific Research （C） 18K00563）.
1  https://www.vanitatis.elconfidencial.com/casas-

reales/2018-09-19/gal-elmaleh-carlota-casiraghi-
raphael-ver-hijo_1617603/

2  This is our English translation. As will be discussed in 
Section 6, ‘and it was great’ as well as ‘I’ve just been 
in Monaco for a few days’ can serve to start a recent 
experience report; therefore, here we employ this literal 
translation instead of ‘guess where I went and spent a 
few days, Monaco.’

3  A similar characterization of Japanese V-te-kuru is 
found in Mizutani （1985: 32-34）.

4  We can find a similar discourse in a Twitter posting 
such as: 

（i） soo ie-ba konaida kyooto-e
 so say-if the.other.day Kyoto-to
 it-te-ki-ta-yo.
 go-and-come-PST-FP

 ‘Guess where I went the other day? Kyoto.’
5  We adopt the following abbreviations in glossing 

example sentences: COP for copula, FP for final 
particle, PST for past, and QUOT for quotative.

6  In Japanese and Korean, too, comparable formulations 
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such as the following are possible. However, their use 
is more limited to conversations among close friends or 
family members.
（i）JAPANESE
 a. sensyuu doko-ni it-te-ki-ta-to
  last:week where-to go-and-come-PST-QUOT 

  omou? Mekisiko-da-yo.
  think Mexico-COP-FP

 ‘Guess where I went last week? Mexico!’
　KOREAN
 b. jinanju eodi-ro ga bo-ass-neun-ji
  last:week where-to go-and see-PST-QUOT

  ara?  megsiko-ya.
  know Mexico-COP-FP

  ‘Guess where I went last week? Mexico!’
7  https://wonderlandspokane.com/faq-items/we-had-my-

sons-birthday-party-there-and-it-was-great/
8  https://www.tripadvisor.co.uk/ShowUserReviews-

g551607-d1371222-r534719428-Four_Seasons_
Restaurant_at_Knock_House_Hotel-Knock_County_
Mayo_Western_Ireland.html

9  http://fhrp.seesaa.net/article/34163794.html?seesaa_
related=category

10 https://www.inst4gram.com/tag/남편이랑데이뜨
11  Yong-Taek Kim informed us that in Korean as well, 

another converb construction meaning ‘did and 
came’ （V-go wasseo） seems to exhibit an increasing 
tendency to assume some shades of gist-giving, 
intriguing, and recency.

Acknowledgement
We would like to express our gratitude to Walter Klinger 
for his helpful and valuable comments on earlier versions 
of the present discussion, especially on the relevant 
English expressions, and also for his stylistic suggestions 
for the final version of this article. Needless to say, all 
remaining mistakes are our own responsibility.

References
Barlow, Michael. 2000. Usage, blends and grammar. 

Michael. Barlow and Susanne Kemmer （eds.）, 
Usage Based Models of Language, pp. 315-345. 

Stanford: CSLI.
Culicover, Peter W. and Ray Jackendoff. 1997. Semantic 

subordination despite syntactic coordination. 
Linguistic Inquiry 28: 195-217

Halliday, M.A.K. and Christian M.I.M. Matthiessen. 
2004. An Introduction to Functional Grammar （3rd 
ed.）. London: Hodder Arnold.

Haspelmath, Martin and Ekkehard König. 1995. Converbs 
in Cross-Linguistics Perspective. Berlin: Mouton de 
Gruyter.

Heine, Bernd, Ulrike Claudi, and Friederike Hünnemeyer. 
1991. Grammaticalization: A Conceptual Framework. 
Chicago: University of Chicago Press.

Hopper, Paul J. and Eliazbet Closs Traugott. 1993. 
Grammaticalization. Cambridge: Cambridge 
University Press.

Izutsu, Katsunobu and Mitsuko Narita Izutsu. 2017. 
Mental gaze monitoring and form manipulation: 
distinct conceptions of language production and 
its management. Lege Artis: Language Yesterday, 
Today, Tomorrow, 2, 47-96.

Lakoff, George. 1987. Women, Fire, and Dangerous Things: 
What categories reveal about the mind. Chicago: 
University of Chicago Press.

Langacker, Ronald W. 2008. Cognitive Grammar: A Basic 
Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Mizutani, Nobuko. 1985. Nichi Ei Hikaku: Hanashi Kotoba 
no Bunpo [A grammar of spoken language: a Japanese-
English comparison]. Tokyo: Kurosio.

Searle, John R. 1979. Expression and Meaning: Studies in 
the Theory of Speech Acts. Cambridge: Cambridge 
University Press.

Shibatani, Masayoshi. 2003. Directional verbs in Japanese. 
In Erin Shay and Uwe Seibert （eds.）, Motion, 
Direction, and Location in Languages: In Honor of 
Zygmunt Frajzyngier, 259-286. Amsterdam: John 
Benjamins.

Teruya, Kazuhiro. 2007. A Systemic Functional Grammar 
of Japanese, volume one & two. London: Continuum.



 

64 ●人間文化

Writing the Million-Petalled Flower
論文

John�Rippey
Department of Intercultural Communications, School of Human Cultures

Opening
　　Creative writing flourishes independently of 
rational understanding.  Novelist and critic David Lodge 
observes, “Even the most sophisticated literary criticism 
only scratches the surface of the mysterious process of 
creativity; and so, by the same token, does even the best 
course in creative writing.” （178）  Meanwhile, writers 
and scholars continue to inquire into the nature and 
workings of creative writing, recognizing that ultimate 
answers will elude.  Sustained pursuit of the questions 
can yield, as poet and essayist Jane Hirshfield explains, 
“some sense of approaching more nearly a destination 
whose center cannot ever be mapped or reached.” （vii-
viii）  The first section of this article considers several 
strands in contemporary thinking on creative writing, the 
commonly encountered suggestions that the activity: 1） 
imparts pleasure; 2） strengthens powers of expression; 
3） activates the imagination; 4） yields insights into life; 
5） promotes self-realization; and 6） invents worlds.  The 
second section of the article nominates an alternative 
and embracing interpretation of the creative writing – as 
interface with nonmaterial reality.

1.�The�Securing�of�Provision
　　Creative writing refers to the generation of stories, 
poetry, drama, and creative nonfiction, or any other genre 
in which the primary aspiration is other than faithful 
accounting of our physical world.  Humans engage in 
creative language use from cradle to grave, and we have 
apparently done so since time immemorial.  Creative 
language use takes both written and oral modes and 
figures prominently in storytelling and everyday personal 
conversation.  The activity of creative writing implicates 
creative reading, and the field of creative writing overlaps 
to a significant degree with the discipline of literature, 
broadly conceived.  The six interpretations of creative 
writing discussed in this section appear widely in creative 
writing disciplinary literature: writing guidebooks, 
anthology forewords, critical works, author essays 
and interviews, and so on.  While presented discretely 

in order to facilitate discussion, the conceptions are 
overlapping and mutually implicative, and the list is far 
from exhaustive.
　　Creative writing imparts pleasure.  Creative 
language use delights and pleases.  “We write for the 
satisfaction of having wrestled a sentence to the page,” 
writer and teacher Janet Burroway explains, “for the rush 
of discovering an image, for the excitement of seeing a 
character come alive.” （Fiction, 1）  At the same time, the 
pleasure found in creative writing is a complex construct.  
Creative writings incorporate the full span of human 
feelings and emotions, from the upbeat and reaffirming 
to the troubling and unsettling; joy and contentment, but 
also ambivalence, loneliness, despair.  Conflict – often 
but not invariably followed by response and resolution 
– is frequently identified as an indispensable element 
in compelling writing; it is “the problems of the human 
heart in conflict with itself which alone can make 
good writing because only that is worth writing about, 
worth the agony and sweat,” explains novelist William 
Faulkner. （119）  This coming to terms with the wide 
range of human experience and affect through the writing 
process is not easily effected.  Fiction writer Alice Munro 
explains:

It may not look like pleasure, because the difficulties 
can make me morose and distracted, but that’s what 
it is – the pleasure of telling the story I mean to tell 
as wholly as I can tell it, of finding out in fact what 
the story is, by working around the different ways of 
telling it. （ii）

Writing demands perseverance through an extensive and 
intensive process of drafting.  The formal requirements 
of creative writing contribute to its demanding quality.  
Written language consists of forms and patterns, regular 
and irregular, of escalating complexity.  In the writing, 
any flights of expansive freedom are tempered by the 
exacting demands of formality.  Concentration and 
continuous discipline lead to an immersive, meditative 

人間文化 , vol.46, pp. 64-69（2019）
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state in the writer; writing becomes an act of absorption, 
with the writer, and later the reader, becoming lost in 
the moment.  The braided “pleasure” of creative writing 
might be rephrased as “the sense of fulfillment which 
accompanies intense and sustained engagement in what 
is perceived as a meaningful activity.”
　　Creative writing strengthens powers of expression.  
All humans possess latent creative language ability.  
They fulfill their potential for this through experience; 
we improve at writing by writing.  As writer and teacher 
Heather Sellers explains, “Creative writing practice 
helps you become more thoughtful, discerning, and 
articulate.” （1）  Realizing such benefits alone would 
justify the time and energy expended for many of us.  
Nonetheless, creative writing skills are capable of being 
transferred to other writing projects, even creative ones, 
to only some limited degree.  Each writing event stands 
as both unique and formidably challenging.  A work of 
writing is less a product of dispassionate deployment 
of tools and skills than an unpredictable outcome of 
desperate, improvisational abandon.  Writing is marked 
by uncertainty, experimentation, and trial and error.  
Conscious attention to technique often works at cross-
purposes to the unfolding of the writing.  Indeed, more 
often than not, throughout the course of the writing the 
writer doesn’t even know what it is that she is writing 
about.  “[T]here is all this ambiguity,” poet Derek Mahon 
observes.  “That is poetry.  It is the other thing that is the 
other thing.”  （Wroe, 13）  Significances are implicit in 
a story, embodied in image, character, dialogue, action, 
plot.  The writer incrementally feels her way toward 
discovering what it is that she might desire to word.  The 
writer herself becomes part of an unfolding phenomenon.  
While it is true that over the longer term, skills develop 
through practice and reflection, the joy and agony of the 
writing process, in the immediate time frame the writer 
is not in control of the writing process; rather, she is at its 
mercy.  Furthermore, meanings are plural for both writer 
and reader.  Poet Paul Valéry suggests, “The proper 
subject of poetry is what has no simple name, what itself 
provokes and demands more than one explanation.” 

（177）  Meanings are also affective and experiential, not 
simply referential. A work of creative writing evokes a 
psychology and elicits feelings.  The music of language 

plays a prominent role in creative writing, as well.  The 
music of sounds and rhythms is an important dimension 
of what a piece of writing communicates and of the 
experience it raises; how something is said coalesces 
with what is said.  The compulsion to write gives rise to 
language with a wide range of associative, implicative, 
and affective meanings.  Potency in expression arises 
from unprecedented writing processes and texts.
　　Creative writing activates the imagination.  The 
imagination is often upheld as the springhead of 
creative writing.  The imaginative mind transforms 
documentary material into fiction, parlays life experience 
and perceptions into the truer than true.  The phrases 
“creative writing” and “imaginative writing” can 
be used interchangeably and synonymously.  “All 
writing is imaginative,” Burroway explains.  “The 
translation of experience or thought into words is 
of itself an imaginative process.” （Imaginative, 2）  
Unquestionably, a work of creative writing emerges 
from the mind of the writer and is then animated in the 
mind of the reader.  When called upon, the imagination 
operates autonomously, independently, and effortlessly, 
manipulating and assembling disparate parts into novel 
combinations.  As a construct, “imagination” possesses 
plausibility and explanatory powers.  Imagination 
envisions that which doesn’t yet exist and aims at an 
alternative future – within certain limits.  Humans cannot 
imagine anything.  For example, the imagination could 
not generate an animal with no resemblance to any 
previously encountered.  The imagination draws on life 
experience for its creations.  In this light, the idea that 
a work of creative writing springs immaculately from 
the individual mind becomes substantially qualified.  
We should perhaps be grateful for any limits to the 
independent mind; the imagination has been inducted to 
destructive as well as creative acts.  At any rate, to frame 
a work of creative writing as a fruit of the imagination 
– which itself is the creative capability – is to simply 
circle the question of where creative writing comes 
from.  Our everyday and continuous image-making does, 
however, play a central role in creative writing.  Memory, 
daydream, reflection, and other thought processes, for 
example, all harness image.  Works of creative writing 
similarly play out visually, in the perfect presents of 
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images, like films.  Images are the vessels through which 
a work of writing carries, the substance-less matter which 
gives it body.
　　Creative writing yields insights into life.  Reading 
and writing creatively prompt human discovery; they 
endow us wisdom and understanding of people and life, 
providing orientation and guidance in realms which can 
surely be opaque and bewildering, and they do so in a 
grounded, contextualized, non-didactic manner.  These 
foregoing are fundamental tenets of much literary activity 
and education.  Sellers explains:

We don’t want our creative writing to lecture us or 
sermonize; but we want our art forms to indicate 
wisdom, to outline insights, so that we can come 
to our own conclusions . . . Good creative writing 
asks questions and provides insights through careful 
attention to human experience. （6）

Creative works present experience in its potency yet 
stripped of its poison.  They expose to vicissitudes 
while allowing poise and composure.  Immersion comes 
through indirection.  We experience at a remove, a 
prospect from which we engage more fully and ably.  
We vicariously encounter challenges as well as attempts 
to cope, survive, and thrive, all the while drawing 
parallels to our own lived experiences.  To describe the 
distinguishing characteristic of creative writing as the 
provision of insight, though, is, finally, to understate.  It 
would be difficult to articulate a single “insight” that 
a work of creative writing – even and especially one 
which influences us profoundly – has provided.  Reading 
and writing impart us fundamental and inexpressible 
understandings, coloring and shaping our world view.  
When asked to explain how or why, we begin to retell 
the entire story, to read the poem aloud.  The influential 
work is impervious to translation into thought, sentence, 
paraphrase.  “A story that is any good can’t be reduced; it 
can only be expanded,” fiction writer Flannery O’Connor 
explains.  “A story is good when you continue to see 
more and more in it, and when it continues to escape 
you.” （530）  People refer to such a work as being 
transforming.  By contrast, the simple providing and 
procuring of insights suggests accumulation of virtue, 

merit, qualification in an unspecified way.  And to say 
that writing provides insights into life asserts a separation 
between writing and understanding, between writing and 
life.  We could more convincingly conceive of creative 
writing as itself a mode of online understanding and a 
stream of living.
　　Creative writing promotes self-realization.  The 
need and desire to understand ourselves more completely 
can be a strong compulsion for taking up and sustaining 
writing activities.  Writing offers the margins and 
opportunity to learn about ourselves.  Writer and teacher 
David Morley suggests that writing “may contribute 
towards self-development and self-awareness . . . assist 
you with finding perspectives on yourself and others.”  
In writing, he says, “We are creating an entirely fresh 
piece of space-time, and another version of your self.” 

（1）  The writer sifts experiences, perceptions, and 
impressions.  She discerns and exerts patterns and a 
degree of coherence.  Each writing and reading encounter 
creatively interprets and instantiates the self that writes.  
The process can be full of surprises and dismay when it 
involves candid, unflinching reflection on our actions and 
underlying motivations and impulses.  Deep responses 
can be prompted, leading to greater self-awareness, 
internal integration, and harmonious relations.  At the 
same time, the writing act often leads in very short 
order to realization of one’s own incompleteness, 
partialness, imperfect realization.  The truths that emerge 
in the course of can be hard ones to recognize and 
digest.  Furthermore, the self, in writing, proves to be a 
morphing, elusive phenomenon held together, if at all, 
by an implicit, non-comprehended organizing principle.  
Creative writing elicits plural selves – in a felicitous 
manner.  Poet Ferdinand Pessoa explains his experience 
of writing:

I created various personalities within myself.  I 
create them constantly.  Every dream, as soon as it 
is dreamed, is immediately embodied by another 
person who dreams it instead of me.  In order to 
create, I destroyed myself; I have externalized so 
much of my inner life that even inside I now exist 
only externally.  （Cover copy）
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Writing and reading allow us to channel the limited self 
into the extended self through the exercise of empathy.  
Writer and reader engage in empathetic projection into 
the plural perspectives of multiple others.  This enabling 
operation is effected through the singularity of the 
speaker.  “I believe in all sincerity,” Valéry explains, “that 
if each man were not able to live a number of other lives 
besides his own, he would not be able to live his own 
life.” （58）  Finding oneself creatively, then, becomes 
a project of losing oneself.  The dive into self delivers 
other.  Creative writing negotiates the blurred borders 
between self and world.
　　Creative writing invents worlds.   Settings, 
characters, dialogue, action, and events in works of 
creative writing lack physical existence.  They come 
together only in and as the story and partake of no 
empirical grounding even when they might happen 
to reference （once）extant people, places, or events.  
Though lacking physical grounding, these written worlds 
are replete.  Writer and materials teacher Tara Mokhtari 
describes their emergence, “New knowledge begins to 
materialize through the way you bend your memories 
and imagine new possibilities in worlds separate from 
the one you live in.” （5）  Morley similarly explains, “By 
choosing to act, by writing on that page, we are creating 
another version of time; we are playing out a new version 
of existence, of life even.” （1）  A work of creative 
writing raises a rapt experience for readers, as well, who 
forget themselves and their physical surroundings in 
inhabiting a parallel world.  To say that creative writing 
invents worlds, however, represents a half-truth.  Works 
of creative writing, as discussed previously, draw upon 
the life experiences of the writer.  This holds equally 
true for realistic and fantastic writing.  In writing an 
elsewhere, we reference and interpret the here and now.  
We could hardly do otherwise.  The impulse of creative 
writing is to engage the circumstances of life rather 
than avoid or escape them.  Furthermore, the sense is 
commonly expressed by writers that a story is uncovered 
as much as it is constructed.  Writer fumbles and feels 
her way toward a world that already exists, assembling 
it by interpreting it into language, midwifing the world 
into sensory dimensions, revealing rather than creating.  
Literary scholar Timothy Clark documents the historical 

and continuing perception among writers that their 
works are delivered them.  Reader, as well, is cued into 
collaborative re-creation of a world that is at once strange 
and familiar, reifying it in her own inimitable way.  
Rather than creating worlds, we might more accurately 
suggest that creative writing conjures them.

2.�A�Search�for�the�Inexplicable
　　Practitioners and teachers of creative writing almost 
unanimously share the feelings of writer and teacher Lisa 
Roney, “Creative writing is a worthwhile end in itself 
– obviously I believe this passionately or I wouldn’t 
have made it my life’s work.” （15）  It can be daunting 
to try to describe the intrinsic significance of creative 
writing, however, self-evident as it may feel.  In their 
discrete and concise formulations, the six descriptions of 
creative writing in the previous section, in fact, fall short 
of identifying an inherent value to the activity.  Rather, 
they suggest benefits derived through the activity or 
reformulate it.  In their fullest and cumulative iterations, 
however, the descriptions begin to overlap and faintly 
intimate an intrinsic significance.  When we synthesize 
the six formulations of the previous section, creative 
writing emerges as an open-ended exploration of an 
unknown entity, untethered by a fixed self and amidst 
uncertainty of what is being taken up other than that the 
subject is vital and absorbing and reveals itself in the 
interpretation into language.
　　Creative writing, this section of the article 
proposes, can helpfully be conceived of as an activity 
of interface with what would be our comprehensive 
nonmaterial reality.  Engagement with our immersing 
environment in its full dimensions would, patently, be 
intrinsically significant.  This conception is speculation 
and offered as no more than a suggestion submitted for 
consideration.  It is based on circumstantial evidence 
and lacks any empirical grounding.  It was generated by 
feeling backward from engaged and sustained experience 

（creative reading and writing） to what might plausibly 
be true – resembling, in this sense, the process of writing.  
The conception should be estimated as no more and no 
less than a piece of creative writing itself, and hopefully 
will be engaged in the same spirit as a story, drama, 
poem, or work of creative nonfiction.
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　　What qualities would the nonmaterial reality which 
creative writing engages manifest?  To be sure, the 
nonmaterial reality would be a baffling and inscrutable 
realm.  It would encompass everything, the unbound 
and borderless with no beginning or end.  It could not 
be ascribed a location – within, without, and everywhere 
else, the unreachable that reaches everywhere.  The 
nonmaterial reality would include all collaborations, 
oppositions, and combinations.  It could not be located 
in time, either, as all times at once: past, potential, and 
current ephemeral.  It simply is, every possible shape 
and perfect fluidity.  The nonmaterial reality would be 
beyond conditioning formulations of good and bad.  It is 
the unabridged reality, us and beyond us, ever-changing 
and changeless, unfettered freedom and complete rule, 
the multiplicity of all perspectives and confluence, unity 
in diversity.  It would be the Reason that lies beyond 
and subsumes our reason.  In the context of writing, 
we could consider the nonmaterial reality to be Every 
Story, the Perfect Poem, that which underwrites writing 
– and which remains resolutely inaccessible except by 
figurative language and the arts more broadly.
　　Poet Philip Larkin speaks of creative writing when 
he describes the project of living as

　　　　　　　　　　	a unique endeavour
To bring to bloom the million-petalled flower
Of being here.  （196）

Creative writing might nurture the interface the 
nonmaterial reality as follows.  A writer becomes aware 
of the tug of an inchoate something which invites 
intuitive pursuit.  In states of reflection, she follows 
the tug, sometimes putting words down as she goes.  
After roughly locating this pressing and wordless area 
in the realm of nonmaterial reality, the writer feels for 
its contours and dynamics.  These arrive as images, 
moments of lives and existences closely yoked to a range 
of feelings.  The visions and energies elicited are both 
affectively challenging and amenable to uptake.  They 
are deeply personal impersonal phenomena.  The images 
are available to articulation and interpretation into 
elements of figurative language and writing craft.  The 
verbal artefact which assembles represents just one of the 

limitless facets of the reality.  The evolving interpretation, 
inevitably, draws imperfectly and incompletely on the 
qualities and scale of the nonmaterial reality.  The writer 
persists in the effort to sustain contact with the reality 
and to draw on it as fully and faithfully as she is able.  
To the degree that she succeeds, the poem comes to life.   
Poet Emily Dickinson nominates this cosmic interface 
as the defining and distinguishing characteristic of 
creative writing: “When I physically feel the top of my 
head coming off, that is poetry.” （Johnson, 474）  With 
the barrier between them detached, mind and universe 
merge.
　　Nonetheless, returning from the rarefied atmosphere 
of the far reaches of creative writing, the writer finds 
her ignorance preserved.  Outside of the written work, 
the writer remains screened from access to the larger 
nonmaterial reality.  Writer is conferred no esoteric 
knowledge or privilege.  It is the written work, 
conversely, which exhibits durability and resilience 
and continues to embody undiminishing life.  The work 
becomes point of reference and orientation, point of 
departure for further exploration by writer and reader.  
As poet Wallace Stevens explains, “Poetry is a search 
for the inexplicable.” （198）  This inexplicable is the 
constant and bracing truth that exists on its own terms.  
By definition and design it cannot be procured.  Though 
we seek through it indefatigably and continuously, 
creative writing brings no reward other than itself.  The 
impracticality of creative writing is its integrity and 
beneficence.  It can be bent to no will or implementation.
　　It may be worth suggesting that nonmaterial 
reality incorporates material reality, as it encompasses 
everything.  The physical reality – from natural 
surroundings to material possessions, social interactions, 
etc. – represents a subset and embedded expression of the 
nonmaterial.  “The first and most obvious characteristic 
of fiction,” O’Connor observes, “is that it deals with 
reality through what can be seen, heard, smelt, tasted, 
and touched.” （524）  The nonmaterial context conditions 
the material instantiation.  Works of creative writing 
incarnate in the material world.  They take on physicality, 
sounds or shapes.  Nonmaterial lives in works of creative 
writing set the parameters and model alternatives for 
material lives in the physical world.  Interpreted in and as 
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readers, they exert underlying influence on the manifest 
world.  Humans inveterately and unrestrainedly engage 
in interface with the comprehensive nonmaterial reality 
through creative language use.  The nonmaterial is our 
sponsoring and generating platform without which there 
could be no material.

Release
　　An interface with nonmaterial reality potentially 
describes not only creative writing, but any of the arts 
– music, painting, sculpture, dance, etc. – humanities 
more generally, and the full spectrum of liberal arts.  All 
of these areas of inquiry arrogate intrinsic meaning as 
exploration of the full dimensions of the environment 
which we inhabit.  No other activity could be as vital and 
central to our lives than this exploration.  The overall 
conception of creative writing suggested in this article 
is offered in the hope and possibility that it could be a 
source of reassurance, encouragement, and stimulation 
for those who engage in creative reading and writing.  
Every writer surely experiences the writing process 
in a different way, but there are likely to be shared 
dimensions, as well.  The conception outlined here is 
intended as a contribution to the ongoing contemporary 
discussion and interchange on the nature of writing.  
While informed by experience and practice, the ideas 
in the article remain purely speculative.  The second 
installment of this article will consider more closely 
several of the component dimensions of creative writing 
craft – fulfillments of form, music of language, radical 
nature of images, thinking through feeling, subjectivity 
and subjectivities, and time enrichment among them – as 
the working conductors to any nonmaterial reality.
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もっともらしい理由の利用可能性が
自己報告に与える影響
─経路選択課題を用いた検討─

研究ノート

山田　歩
人間文化学部生活デザイン学科助教

目　的
　なぜそうしたのか。なぜそう思うのか。日々の生
活において、また、アンケートやインタビューを用
いた調査において、行動や思考の理由をたずねるこ
とは少なくない。回答者に自由に理由に述べてもら
うこともあれば、予め用意しておいた選択肢から理
由を選んでもらうこともあるだろう。このように、
回答者が自身の行動や思考を振り返って、意識的に
何らかの説明を行うことを自己報告（self-report）と
呼ぶ。質問を行うとき、質問者は、回答者が自身の
行動と思考のプロセスを意識的に辿りそれを言葉に
できることを想定している。回答者から得られた自
己報告は、行動と思考の背景を探る重要な手掛かり
になると考えられているわけである。
　しかしながら近年、本人による意識的な自己報告
だけに頼っていては、行動や思考の背景にある心の
働きを十分に理解することはできないのではないか
という懸念が、心理学を中心とした、意識と行動の
関連に焦点をあてた研究領域において広まりつつあ
る（山田 , 2015; 2019）。こうした自己報告への懸念
は、Nisbett & Wilson （1977）による問題提起によっ
て、学術的問として強く認識されるようになった。
彼らは、先行研究のレビューに加え、自らもいくつ
かの実験を行うことで、自己報告される行動の理由
とその行動を実際に左右する要因の間に大きなズレ
が生じることが少なくないことを体系的に論じた。
　たとえば、Wilson & Nisbett（1978）が行った実
験の１つでは、商品選択と選択理由の関連が検証さ
れた。彼らは、一般の買い物客を実験参加者とし、
４つのテーブルに置かれたストッキングから最も品
質の良いものを選ぶように求めた。ただし、実験参
加者には伝えられなかったことだが、実際には同じ
ストッキングが４つ並べられていた。実験の結果、
右側のテーブルに置かれたストッキングほど選択さ
れやすいことが観察された（ストッキングの選択率
は、左から順に12％、17％、31％、40％）。この
選択傾向からは、ストッキングそれ自体ではなく、
ストッキングの置かれた位置が実験参加者の選択に

影響を与えていたことが分かる。しかし、調査員が
参加者に選択理由をたずねたところ、参加者の多く
は「伸縮性が良いから」といったようにストッキン
グの特性に着目して選択を説明する強い傾向を示し
た。さらに、ストッキングの位置から影響を受けた
可能性はあると思うかという質問を受けても、参加
者全員がその可能性を否定した。参加者は自分がど
のようにストッキングを選んでいたのか極めて不正
確な認識しか持っていなかったと考えられる。
　Wilson と Nisbett は、ストッキングの置かれた
位置によって選ばれやすさが変わったのは、参加者
がストッキングを手に取った順番とそこで採用され
た選択方略が関係していたからではないかと解釈し
ている。ストッキングは左から A、B、C、D とい
う順序でラベルがついていたため、買い物客の多く
は左から順にストッキングを手に取っていった。手
に取ったストッキングがこれまでのストッキングと
劣らなければ、そのストッキングを選んで選択を済
ませばよい。何かしらの理由で最後に手に取ったス
トッキングに満足しなければ、１つ手前のストッキ
ングに戻る。そのストッキングで問題なければ、そ
れを選んで選択を済ませるが、それでも納得しなけ
ればさらに１つ手前のストッキングに戻る。このよ
うな決定プロセスがとられることで、実験参加者全
体で、より後に（つまり、右に）置かれたストッキ
ングほど選ばれやすくなった、と解釈された。そし
て、Wilson と Nisbett は、参加者がこのような決
定プロセスを自覚できないため、ストッキングの伸
縮性など、いかにも自らの選択を左右していそうな
ことに注目し、理由を説明したのではないかと解釈
した。
　選択や決定プロセスの自覚の欠如に伴う不正確な
自己報告は、さまざまな選択状況において確認され
ている（Wilson, 2002）。選択者はしばしば、ある要
因から受けている影響に気づかないまま、また、自
らが採用している決定プロセスを自覚しないまま、
判断や決定を行う。このようなとき、選択の規定因
を正確に同定することは難しい。選択の理由を求め

人間文化 , vol.46, pp. 70-75（2019）
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られた選択者はしばしば、選択と関連のない要因に
注目し、実際に選択を左右している重要な要因を見
逃してしまう。いくつかの先行研究からは、選択の
規定因への自覚を欠いた選択者は、理由の説明を求
められると、原因としてもっともらしく、言語化が
容易で、心の中で利用しやすい要因に注目しやす
いことが指摘されている（Wilson & Schooler, 1991; 
Yamada et al, 2014）。こうした条件を満たさなけれ
ば、実際に選択を左右していても、その要因は、選
択者が考える理由の候補から漏れやすくなり、この
ような条件を満たす要因が容易に利用できる環境で
は、真の規定因はますます見逃されやすくなると推
測される。
　しかし、自己報告がどのような要因に導かれやす
いのかに関するこうした説明は、十分な実証的検証
を受けてこなかったと指摘できる。たとえば、先の
ストッキングを用いた Wilson & Nisbett （1978）の
実験では、参加者は、確かに、「もっともらしく、
言語化が容易で、利用しやすい要因」に着目して自
己報告を行っているように見える。しかし、これは
状況証拠からそのように推測されているだけであ
り、これらの要因が実際に自己報告に影響を与えた
明確な証拠は示されていない。これらの要因が実際
に自己報告を方向づけると言うのであれば、これら
の要因を実験的に制御し、自己報告に効果を及ぼし
ていることを実証することが重要となるだろう。そ
こで、本研究ではこれらの要因の利用可能性を実際
に実験的に操作し、選択者の自己報告がどのように
変化するのかを検証することにした。
　本研究で取り上げるのは同一物間選択（identical 
options）と呼ばれる選択状況である。同じモノが選
択肢として複数あるとき、その中から意思決定者が
どのように１つの選択肢を選ぶのかという問題が理
論的考察の対象となる。たとえば、同じ商品が左右
に並んでいるとき買い物客はどちらを選ぶのかと
いった選択状況や、目的地までの距離と曲がる回数
が等しい経路が複数あるとき歩行者はどの経路を選
ぶのかといった選択状況が、同一物間選択を検証す
る典型的な実験場面として挙げることができる。選
択によって得られる結果に注目すれば、それぞれの
選択肢は等しい価値を持つ。選択者が選択肢の価値
のみに注目して決定を行うとすれば、選択肢は等し
い割合で確率的に選択されることが予測される。し
かし、現実の選択では、こうした予想に反して、選

択肢の位置によって選ばれやすさに違いが生じるこ
とがしばしば確認される（網中 , 1984; Attali & Bar-
Hillel, 2003）。選択者はしばしば、最初のいくつか
だけ検討し選択を打ち切ったり、見直しや後戻りす
ることなく選択を終えたり、一部の選択肢を考慮対
象から外したりすることで、選択にかける時間や労
力を軽減することを試みる。こうした選択方略は、
選択肢の置かれた位置と選ばれやすさの関係に一定
の傾向をもたらすことになる。
　Christenfeld（1995）は、歩行路の同一物間選択に
おいて、経路位置が経路選択に影響することを報告
している。彼は、出発地と目的地を結ぶ経路が複数
ある地図および現実空間において、どの経路が移動
に利用されやすいか調べた。選択対象となる経路は
出発地から目的地に至るまでの距離と曲がり角の数
が等しく、曲がる位置だけが異なっていた。その結
果、出発地から進行方向に沿って最初あるいは最後
に位置する角を曲って移動する経路が選ばれやすい
ことが確認された。
　こうした偏りは心的労力を最小化する２つの方略
によってもたらされたと説明されている。経路選択
においては、分岐点が現れるたびに決定を行うこと
になる。こうした逐次的な決定が続く選択状況で
は、その都度判断を行うよりも、最初に曲がり後は
考えない、もしくは最後の曲がり角まで曲がること
を考えないという方略を採用することで、選択全体
にかかる心的労力が軽減される。こうした２つの方
略が採用されることで、両端の経路へ選択が集中す
ることになる。
　本研究では、経路の同一物間選択において選択者
が行う選択理由の説明を取り上げる。特に、もっと
もらしい理由の存在が選択者の選択理由の説明に与
える影響に焦点をあてる。先の議論からは、理由と
してもっともらしい要因が容易に利用できる環境
は、原因の取り違えが誘発されやすくなる一方、そ
うした誤った因果的推論を導く要因がなければ、実
際の規定因が正しく同定される可能性が高まると予
想される。
　こうした予想を検証するために、経路への選好を
いかにも左右するように見える要因が容易に利用で
きる地図とそうでない地図を作成した。もっともら
しい要因の利用可能性は、経路上に店舗や施設など
の建造物を配置することで操作された。経路沿いに
並ぶ店舗や施設は、経路ごとの特徴を際立たせるた
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め、特定の経路を選択したり避けたりするもっとも
らしい理由として知覚されやすいと考えた。経路位
置が選択に及ぼす影響を自覚していなければ、選択
者は個々の店舗の魅力や店舗全体が作り出す雰囲気
によって、自らの選択を説明すると予想した。それ
に対して、経路の位置の他に経路間の違いを見出す
ことができない環境であれば、選択者は自らの選択
を経路位置と関連付けて捉えやすくなると予想した。
　加えて、本研究では、選択者が真の規定因として
取り違えた要因に与える評価についても焦点をあて
る。選択と記憶に関する研究からは、選択に関する
記憶は、決定した選択と整合する方向に歪むことが
確認されている。たとえば、選択者はしばしば自ら
が選んだ選択肢は実際以上によい属性を持ってい
たと誤った想起をする（Mather, Shafir, & Johnson, 
2000; 2003）。本研究は、こうした知見を発展さ
せ、取り違えられた要因についても、選択者は自ら
の選択に沿って歪んだ評価を与えるという可能性を
検討する。経路上の店舗や施設の違いが選択の決め
手であったと考える選択者は、実際には位置によっ
て選択されやすくなった経路にある建造物を高く評
価し、その他の経路にある建造物を低く評価するこ
とになると予想した。

方　法
材料
　地図とそれを用いたいくつかの質問から構成され
る調査用紙を作成した。地図には、出発地と目的地
を結ぶ経路に店舗や施設が描き込まれたものとそう
でないものを用意した。
店舗なし地図　架空の市街地の地図が作成された。
地図は縦約10cm ×横約12cm の領域に描かれた。
道路は実線であらわされ、店舗や施設は点で示され
た。地図上に記された駅を出発地とし、目的地は大
学に設定した。出発地から目的地へ移動するのに、
曲がり角の数と距離が等しい３つの経路がある。こ
れら３つの経路の途中には店舗や施設は並ばない。
出発地から進行方向に沿って進み最初の曲がり角を
左折したときに現れる通りを C 通り、次の曲がり
角を左折したときに現れる通りを B 通り、最後の
曲がり角を左折して通る道を A 通りと名づけた。
店舗あり地図　店舗なし地図の出発地と目的地を結
ぶそれぞれの経路に、店舗と施設を描き加えた地図
である。各経路には、店舗あるいは施設が２種類ず

つ配置された。新たに配置される店舗・施設は、そ
の前を通りたいと思われる程度がほぼ等しくなるよ
うに複数の候補の中から選定した。予備調査とし
て、本調査に参加しない学生に、複数の店舗と施設
について、その前をどれくらい通りたいと思うか質
問した（−３= 全く通りたくない，＋３= 非常に通
りたい）。予備調査の結果にもとづき、これらの評
定平均値がほぼ等しくなるように、店舗および施設
を組み合わせ、３つの店舗ペアを作った（３つのペ
アは、“薬局・ゲームセンター”、“スーパー・居酒
屋”、“喫茶店・駐車場”である）。次に、これらの
店舗ペアをラテン方格に従い3つの経路に配置し、
３つの経路に対してそれぞれの店舗ペアが均等に配
置された３種類の地図が作成された（図１）。

参加者
　店舗なし地図を用いた経路選択課題には48名（女 
= 27名，男 = 21名，平均年齢 = 19.3歳）の学生が
回答した（店舗なし条件）。店舗あり地図を用いた
経路選択課題には128名（女 = 88名，男 = 40名，
平均年齢 =20.6歳）の学生が回答した（店舗あり条
件）。店舗あり条件の参加者は、３種類の地図課題
のうちいずれか１つがランダムに割り振られた。

手続き
　大学の講義の時間に調査用紙を一斉に配布し受講
生に回答を依頼した。“歩行者の通行経路に関する
調査”という名目で調査への協力を依頼した。調査
用紙を受け取った参加者は、紙面上の教示に従いそ
れぞれのペースで以下の質問に順に回答した。調査

図1　店舗あり条件の地図の例
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参加者は後日、講義の中でデブリーフィングを受け
た。
経路の選択　地図で示した街中を歩いて移動する場
面を想像するように求めた上で、出発地と目的地を
指定し、出発地の駅から目的地の大学まで行くため
に通る道を３つの通りから選択するように求めた。
選択理由の自由記述　次に、なぜその道を選んだの
か、その理由を自由に記述させた。店舗なし条件の
参加者は、この段階で全回答が終了となった。
店舗への評価　店舗あり条件の参加者には、選択理
由の自由記述に次いで、３つの通りに配置された店
舗と施設の全てについて、その前をどれくらい通り
たいと思うかについて回答を求めた（−３= 全く通
りたくない，＋３= 非常に通りたい）。店舗あり条
件の参加者は、この段階で全回答が終了となった。

結　果
経路選択　各通りが選ばれた度数を表１に示す。先
行研究（Christenfeld, 1995）と一致し、最初あるい
は最後の曲り角を利用する経路に選択が集中した

（店舗なし条件：χ2 = 19.5, p < .01，店舗あり条件：
χ2 = 23.2, p < .01）。しかし、予想に反して、経路の
位置ばかりでなく、そこに配置された店舗・施設の
情報も、経路の選択に一定の影響を与えることが確
認された。すなわち、数値上は、３つの店舗配置条
件全てにおいて中央のB通りが最も避けられたが、

“喫茶店・駐車場”が B 通りに配置された条件では
この選択の偏りは有意ではなく（χ2 = 2.1, ns）、それ
以外の配置条件において有意だった（χ2s > 14.5, ps 
< .001）。店舗・施設を選定するために実施した予
備調査では、より多くの店舗・施設を用いて参加者
に評価を求め、その中で評価が概ね等しかったもの
を選定したが、限定された店舗・施設のみに評価を
求めた本実験では予備調査とは全体的な評価基準が
変わり、店舗・施設への評価にバラつきが生じたの

だと考えられる。
選択理由　記述された回答に含まれる選択理由を拾
い出し、それぞれの理由を、以下のカテゴリのいず
れかに分類した。
⑴店舗に基づく理由：地図上の店舗あるいは施設が
備える性質に基づいた理由（例：ゲームセンターの
前はうるさそうだから）。
⑵位置に基づく理由：経路の空間的位置に関する言
及が含まれた理由。このカテゴリはさらに、“空間
的位置への言及にとどまるもの”と（例：最初の曲
がり角だから）、“心理的な効果まで言及するもの”
に分けられた（例：最初に曲がれば楽だから）。
⑶不明確な理由：回答者の意味する内容が明確でな
い理由。特に、位置に基づく理由か店舗に基づく理
由か明瞭でない理由（例：人が少なそうだから）。
⑷理由なし・理由でない回答：積極的な理由が述べ
られなかった回答（例：なんとなく）および感想な
ど選択理由と無関連な回答。
　回答の中に複数の理由が記述されていれば、理由
ごとにいずれかのカテゴリに分類した。ただし、同
一個人の回答の中に、同じカテゴリの理由が複数含
まれるときは、重複してカウントせず、まとめて１
件と数えた。分類は２人の分類者が独立に行った

（κ= 0.98）。
　“理由なし・理由でない回答”カテゴリに分類さ
れた回答は理由とはみなさず分析から除外した。そ
の結果、店舗なし条件では延べ41件の選択理由、
店舗あり条件では延べ136件の選択理由が得られ
た。条件ごとに選択者が報告した理由の種類の内訳
を表２に示す。
　参加者が報告する選択理由は、選択を行った環境
で利用できるもっともらしい理由の存在に大きく左
右されることが確認された。店舗なし条件の参加者
が報告する理由の大半は、位置に基づく理由に集中
したのに対して、店舗あり条件の選択者は、位置に

表１　経路が選択された度数

通りに配置された店舗・施設 A 通り B 通り C 通り 計

【A: 薬局・ゲームセンター】【B: スーパ−・居酒屋】【C: 喫茶店・駐車場】 14 2 26 42

【A: 喫茶店・駐車場】【B: 薬局・ゲームセンター】【C: スーパ−・居酒屋】 25 5 13 43

【A: スーパ−・居酒屋】【B: 喫茶店・駐車場】【C: 薬局・ゲームセンター】 17 10 16 43

【A: 店舗なし】【B: 店舗なし】【C: 店舗なし】 26 2 20 48
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基づく理由よりも、店舗に基づく理由に大きく偏っ
た説明を行った。
　店舗に基づく理由は、それらがなければ報告され
たかもしれない位置に基づく理由に代わって報告さ
れたといえる。位置に基づく理由を挙げた１人あた
りの件数は、店舗なし条件では0.69件、店舗あり条
件では0.35件であった。
　店舗あり条件において、店舗に基づく理由だけ
を報告した計70名が選択した経路は、A 通りが
41.43％、B 通りが22.86％、C 通りが35.71％であった。
店舗への評価　店舗の前の通りやすさについての評
価点をペアごとに合算した値を、配置された通りご
とに図２に示す。数値上はいずれの店舗・施設ペア
も、A 通り及び C 通りに配置されたときに比べ、B
通りに配置されたときのほうが、その前を通りたく
ないという評価を受けたが、この傾向は統計的に有
意なレベルには至らなかった（F（2, 127） = 1.87, p = 
.16）。また、３つの店舗配置条件ごとに、ペアの種
類を独立変数とした１要因３水準の分散分析を行っ
た結果、“喫茶店・駐車場”は、A 通り及び C 通り
に配置されているとき、他の店舗・施設ペアよりも
有意に高く評価されたが（Fs > 8.22, ps < .001）、B
通りに配置されていたときは、その差は有意ではな
くなった（F（2,128） = 2.01, ns）。この結果は、参加
者は、店舗自体の誘因性に加えて、それらが配置さ
れた位置がもつ誘因性に引き寄せられて、店舗を評
価していたことを示唆する。

考　察
　経路の位置によって選択に偏りが生じることが確
認された。実験参加者は、距離と曲がる回数が等し
いにも関わらず、出発してから最初もしくは最後に
曲がる経路を通ることを好み、その間に位置する経
路を避ける傾向を示した。こうした位置による選択

の偏りは、経路沿いに店舗や施設が配置されていな
いときばかりでなく、配置されているときにも見ら
れ、経路位置が経路の選択を強く方向付けることが
確認された。
　もちろん、経路沿いに並ぶ店舗や施設が経路の
選択を左右することもあるだろう（紙野・舟橋 , 
1992）。本研究においても、経路沿いに並ぶ店舗・
施設が選択に影響を与えていた。しかし、店舗と施
設が経路選択に果たす役割は強調されて認知される
傾向にあった。店舗・施設の有無によって選択され
る経路はあまり変わらなかったにもかかわらず、参
加者が報告する選択理由は店舗や施設に集中する傾
向にあった。こうした傾向は、参加者が自らの選択
プロセスを自覚しておらず、選択の規定因を選択環
境内の手がかりから探り当てようと試みたことをあ
らわしている。
　参加者が報告する選択理由の大半は店舗や施設に
集中したとはいえ、経路位置と関連した理由が少な
からず挙げられていたことには注意を払うべきだろ
う。本実験で見られたこうした選択理由としての位
置への言及は、Wilson & Nisbett （1978）の買い物
客が誰一人としてストッキングの位置を選択理由に
挙げなかったことと対照的である。こうした研究間
の不一致は、空間上の位置が選択を左右する要因に
見えるもっともらしさが選択課題によって変わるこ
とを反映していると考えられる。ストッキングのよ
うな商品選択においては、商品の置かれた位置は、
選択と関係ないとみなされやすいのに対して、歩行
経路の選択のように、まさに移動する空間上の位置
が問題になる選択状況においては、空間上の位置が
選択を左右する要因としてもっともだと認知されや
すかったと考えられる。
　また、経路位置に依存した決定を行ったことに気
づく程度は、その時に利用できる他の潜在的な原因

店舗あり 店舗なし
店舗に基づく理由 84 3

（61.7） （7.3）
位置に基づく理由 22 11
（位置への言及のみ） （16.2） （26.8）
位置に基づく理由 23 22
（心理的効果含む） （16.9） （53.7）
不明確な理由 7 5

（5.1） （12.2）
計 136 41

（100.0） （100.0）
注：度数（割合）

表２　報告された選択理由

図2　店舗・施設の前の通りやすさの評定平均値 
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の存在によって左右されることが示唆された。店舗
あり条件の参加者は、店舗なし条件の参加者と比
べ、経路位置と関連した選択理由を報告しなかっ
た。このことは、選択をもっともらしく説明できる
要因が容易に利用できる環境では、実際の規定因が
選択者から見落とされやすくなることを示唆する。
いかにも選択を左右するように見える要因は、他の
要因が選択に影響を与えている可能性を自覚させに
くくする可能性が考えられよう。
　店舗や施設への評価は、それらが配置された経路
の位置によって変動することが確認された。選択者
は、自分の決定因果関係を作り出すと考える要因間
に、筋の通った説明が与えられるよう動機づけられ
ると考えられる。そのため、選択を左右しているよ
うに見える要因に対して、選択内容と整合する方向
に評価を与えたと考えられる。店舗や施設の違いが
選択を決定づけたと考えた選択者は、後付けの推論
に基づいて、選択結果に整合するようにそれらの誘
因性を評価したと考えられる。
　本研究で得られたいくつかの知見を、現実の空間
で検証することは意義のあることだろう。現実の歩
行空間には、選択を理由づける要因が多く存在す
る。こうした環境では、誤った因果的推論が誘発さ
れやすく、実際の規定因をますます正確に同定でき
なくなるかもしれない。理由をたずねられた歩行者
は、本研究で示された以上に、選択理由を正確に述
べることが困難になることが予想される。都市整備
を目的とした調査などで収集される“歩行者の声”
には、実際に歩行者の満足や不満を左右する要因ば
かりでなく、単にそのように思い込まれている要因
も多く混入している可能性が容易に想像できるだろ
う。選択を左右する要因への自覚を弱めたり、誤っ
た自己報告を誘発しやすい条件を同定していくこと
で、経路選択を支える意識的な決定プロセスと非意
識的な決定プロセスのそれぞれの役割と性質を明ら
かにできるだろう。

＊ 本研究は科学研究費補助金（若手研究（B）課題番
号18730389）の補助を受けた。
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村上春樹の小説における理解される
／理解されないという問題について

研究ノート

中村　好孝
人間文化学部人間関係学科助教

１．はじめに
　フィクション作品において、「自分のことを理解
される／理解されない」という問題がどのように
表われるのか。本稿は、それを村上春樹の主に初
期から中期の小説という事例を使って示すもので
あるⅰ。社会学によるこのような文学作品の使い方
は、作田啓一（作田 1981）やブルデュー（Bourdieu 
1998=2017）の先例に倣っている。作田は夏目漱石

『こころ』などを利用して三者関係を導きだし、ブ
ルデューはヴァージニア・ウルフ『灯台へ』を利用
して男性支配について論じている。彼らは小説を、
社会学的な観察や命題についての洞察やある種の例
証のようなものとして利用している。
　ただし、ウルフや夏目漱石にとって男性支配や三
者関係・三角関係は自覚的なテーマであったと思わ
れるのに対して、村上にとって、自分が人に理解さ
れる／理解されないというテーマは自覚的なテーマ
ではなかったようではある。村上自身は、自分の小
説はそういう次元より深い次元の問題に迫っている
と考えており、たとえば川上未映子によるインタ
ビューのなかで、私小説などの日本文学で散々とり
あげられてきた部分は建物にたとえるならば地下一
階だが、自分が到達したいのはその下の地下二階だ
という趣旨のことを述べている（川上・村上 2017： 
142-143）。それはそうなのだが、地下一階の部分に
注目する意味もあるのではないか、そうすると何が
見えるのか、それが本稿の問いであり、そこで注目
するのは、自分が理解される／理解されないという
問題である。
　似ているが逆の方向の理解について、つまり人を
理解する／理解できないということについては、何
人かの論者が論じてきた。たとえば三浦雅士は、村
上の初期の作品は「他者の心に達することができな
いという絶対的な苦悩」（三浦 1988：219）を表現し
ていると述べている。沼野充義は、「わかる感じ」
が相手に「わかる」かどうか、と言うパターンが、
村上の小説の登場人物のコミュニケーションの中心
であると指摘する（沼野 1989）。また佐々木敦は以
下のように述べる。「村上春樹という小説家の最大
の特徴は、彼にはひと（他者）の気持ちが全然わか

らない、という点に尽きると僕は思う」（河出書房
新社編集部編 2009：176）。しかし村上の小説が独
特なのは、人を理解する／理解しないということを
めぐってというよりも、人に自分が理解される／理
解されないということに対してのスタンスである。
以下の本稿でその独特さを明らかにする。

２．理解を拒否する登場人物たち
　村上はデビュー以来、「わかってくれない」と
言ったりしない

4 4 4

登場人物たち、むしろ理解を断念し
たり拒否したりする人物を描いてきた。第一作目の

『風の歌を聴け』（1979年）からそういう作品であっ
た。主人公「僕」に影響を与えた作家ハートフィー
ルドの墓碑の言葉は、「昼の光に、夜の闇の深さが
わかるものか」（『風』152）であり、そしてこの墓
碑の言葉をもって、デビュー作の本文は終わる。
　次に、『世界の終わりとハードボイルド・ワン
ダーランド』（1985年）を見てみよう。本作は、世
界の終わりの「僕」と、ハードボイルド・ワンダー
ランドの「私」の物語が並行して進む小説である。
この二つの物語はどのような結末を迎えただろうか。
　心はないが安らぎのある街である世界の終わり
において、僕は門番に理解され（「俺にもあんたの
辛いのはそりゃわかるさ。」（『世界の終わり』上
218））、街の人々のことを次第に理解するようにな
るが、最終的には、親しくなった図書館の少女にこ
う述べて、街を出て行く。

僕は昔やっていたのと同じように影をひきず
り、悩んだり苦しんだりしながら年老いて、そ
して死んでいく。たぶん僕にはそういう世界の
ほうがあっているんだろうと思う。心にふりま
わされたりひきずられたりしながら生きていく
んだ。おそらく君には理解できないだろうけれ
どね。（『世界の終わり』下251）

　これと平行して進む物語の舞台は、SF 的近未来
社会であるハードボイルド・ワンダーランドであ
る。最終的に私は次のように考えつつ、その世界か
ら消えることになる。

人間文化 , vol.46, pp. 76-81（2019）
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私はたしかにある時点から私自身の人生や生き
方をねじまげるようにして生きてきた。そうす
るにはそうするなりの理由があったのだ。他の
誰に理解してもらえないにせよ、私はそうしな
いわけにはいかなかったのだ。（『世界の終わ
り』下331）
世界には涙を流すことのできない哀しみという
のが存在するのだ。それは誰に向かっても説明
することができないし、たとえ説明できたとし
ても、誰にも理解してもらうことのできない種
類のものなのだ。（『世界の終わり』下332）

　このように、とりわけ初期の村上の小説は、主人
公あるいは主人公に強く影響を与えた人物が、「わ
かるものか」「理解されないだろうけどね」「理解し
てもらうことのできない種類のものなのだ」と言っ
て終わる。このスタンスが見られるのは自作だけで
はない。たとえば翻訳したサリンジャー『ライ麦
畑でつかまえて』（村上版の日本語書名は『キャッ
チャー・イン・ザ・ライ』）について、村上はこの
ように捉えている。

十六歳の少年が現実の社会とトラブルを起こし
て、社会はわかってくれない、大人はわかって
くれないという文脈でずっととらえられてきた
んです。でも、よく読んでみると、そういう話
じゃないんですね。結局、彼が自分の中の迷路
的な状況とどういう風に向き合っていくかと
いうことを語っている話なんだけど（『インタ
ビュー集』117）

　以上見てきたように、人に理解されることを求め
ない登場人物たちが、村上の小説のとくに初期の特
徴であった。村上の小説についてよく言われる登場
人物たちのデタッチメント感覚は、理解される／理
解されないという観点で言えば、理解されることを
求めていないと言い換えることができる。

３．部分的な理解を求める登場人物たち
　中期でも変わらない部分はある。『ノルウェイの
森』（1987年）で永沢先輩が、自分と主人公ワタナ
ベ（僕）の似ているところを説明している台詞を見
てみよう。

「俺とワタナベの似ているところはね、自分の
ことを他人に理解してほしいと思っていないと
ころなんだ」と永沢さんが言った。「そこが他
の連中と違っているところなんだ。他の奴らは
みんな自分のことをまわりの人間にわかってほ
しいと思ってあくせくしてる。でも俺はそう
じゃないし、ワタナベもそうじゃない。理解し
てもらわなくったってかまわないと思っている
のさ。自分は自分で、他人は他人だって」（『森』
下127）ⅱ

　この永沢の言葉は、理解されなくてかまわない、
という村上の主人公たち特有のスタンスを最も明確
に示す台詞の一つである。しかし、主人公の僕と永
沢には違いもある。上の永沢先輩の説明のすぐ後
に、僕は次のように否定する。

「まさか」と僕は言った。「僕はそれほど強い
人間じゃありませんよ。誰にも理解されなくて
いいと思っているわけじゃない。理解しあいた
いと思う相手だっています。ただそれ以外の
人々にはある程度理解されなくても、まあこれ
は仕方ないだろうと思っているだけです。あき
らめてるんです。だから永沢さんの言うように
理解されなくたってかまわないと思っているわ
けじゃありません」（『森』下127-128）

　僕は、誰にも理解されなくていいとは思ってい
ない。僕は、誰かには理解されたい（あるいは理解
し合いたい）と思っている。これは、少なくとも初
期の鼠三部作（『風の歌を聴け』『1973年のピンボー
ル』『羊をめぐる冒険』）からは変化している。
　鼠三部作の後日談的な作品である『ダンス・ダン
ス・ダンス』（1988年）における僕とユキ（僕が面倒
を見ている少女）の関係も同様である。僕はユキに
こう述べる。「何かを一人で抱えこむというのは辛
いことなんだ。」……「誰にも言えないし、誰もわ
かってくれない。でも僕らはお互いにそれがわかり
あえる。正直に話しあえる」（『ダンス』下７）。
　中期の村上の小説の主人公たちは、多くの人に理
解されることについては断念しているが、理解しあ
いたいと思う少数の相手はいる。「昼の光に、夜の
闇の深さがわかるものか」からのこの変化はなぜ起
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こったのだろうか。

４．理解を求めてこじれる人物たち
　それは、単なる理解の拒否や断念では問題があっ
たからである。ではどこが問題だったのか。理解
を拒否しつづけたように思える人物たちを見てみ
るとよく分かる。一人目は、「昼の光に、夜の闇の
深さがわかるものか」という墓碑の主であるハート
フィールドである。彼は飛び降り自殺している。
　二人目は、鼠三部作で僕と対になっている友人
の「鼠」である。鼠は、本当の理想的な理解という
ものを想定して、そのような理解をしてほしいとい
う願望ゆえに、僕など周囲の人物による理解を拒否
するという行動を繰り返す。街を出ることにした鼠
は、行きつけのバーの店主ジェイと次のような会話
をする。

「何故ここじゃだめなのかって訊かないのか
い？」
「わかるような気はするからね」
鼠は笑ってから舌打ちした。「なあ、ジェイ、
だめだよ。みんながそんな風に問わず語らずに
理解し合ったって何処にもいけやしないんだ。
こんなこと言いたくないんだがね……、俺はど
うも余りに長くそういった世界に留まりすぎた
ような気がするんだ」（『ピンボール』171-172）

　鼠は次作で、姿を消した後、僕への手紙で次のよ
うに書く。「君は僕がうまく言えないことをいつも
うまくわかってくれるような気がする。しかし君が
うまくわかってくれればくれるほど、僕はどんどん
うまくものが言えないようになっていくみたいだ」

（『羊』上131）。そして鼠は最終的に自殺し、死後
に僕の前に姿を現わして、キーポイントは弱さだと
いう会話を交わす。「「たぶん君にはわからないだろ
うな」と鼠は続けた。「君にはそういう面はないか
らね。しかしとにかく、それが弱さなんだ」（『羊』
下225）。鼠のこの言い方は一見すると、ハート
フィールドや、『世界の終わりとハードボイルド・
ワンダーランド』の僕と私と同じ、理解の断念や拒
否に見える。しかし重要なのは、それでも話を続け
ていることである。鼠は、ジェイや僕に理解されれ
ばされるほど、「君にはわからないだろうな」と言
いながら、真の理解を求めてしまうのであるⅲ。

　理解を拒否し続けているように思える三人目は、
『ノルウェイの森』の直子である。僕とキズキは高
校時代の友人であり、キズキと直子は恋人であっ
た。キズキが自殺して、直子は精神的にダメージを
負った。そして大学生になってから、僕は直子と再
会し、次のような会話を交わす。

「うまくしゃべることができないの」……「そ
ういうのってわかる？」
「多かれ少なかれそういう感じって誰にでもあ
るものだよ」と僕は言った。「みんな自分を表
現しようとして、でも正確に表現できなくてそ
れでイライラするんだ」
　僕がそう言うと、直子は少しがっかりしたみ
たいだった。
「それとはまた違うの」（『森』上46）（……は
引用者の中略）

　僕が直子のお見舞いに行って、肩の力を抜けば良
いという安易なアドバイスをしたときの直子の返
事も、僕による理解を否定し、真の理解を求める
ものである。「肩の力を抜けば体が軽くなることく
らい私にもわかっているわよ。」……「もし私が今
肩の力を抜いたら、私バラバラになっちゃうのよ。」
……「どうしてそれがわからないの？　それがわか
らないで、どうして私の面倒をみるなんて言うこと
ができるの？」（『森』上18）
　直子も鼠同様、僕（鼠にとっての僕と直子にとっ
ての僕は作品も人物もまったく別であるが）による
理解がありながら、それを繰り返し拒否し、そして
最終的には自殺をする。
　理解を拒否する四人目を挙げるならば、短編「眠
り」の眠れなくなった主人公がいる。彼女は、眠
れない夜、夫の寝顔を見て醜くなったと感じ、息
子の寝顔が夫そっくりであることで苛立つ。「この
子は大きくなったって、私の気持ちなんか絶対に理
解しないだろうなと私は思った。夫が今私の気持ち
をほとんど理解できていないように」（『短篇集Ⅲ』
217）。眠れなくなった主人公は、最終的に、現実的
になのか、変な妄想を見ているのか不明だが、破
局へと向かっているように描かれる。「説明をして
も、彼らにはわからないだろう。彼らは信じようと
しないだろう。そしてもし信じたとしても、私が何
を感じているかなんて、絶対に正確にはわからない
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のだ」（『短篇集Ⅲ』221-222）。
　このように、村上の初期作品に特徴的な、理解を
拒否する人物たちは、自殺などの破局を迎えている
ことが多い。だからこそ、『ダンス・ダンス・ダン
ス』の僕や『ノルウェイの森』の僕は、全面的な理
解の拒否をするのではなく（それはハートフィール
ドのように最終的に破局をもたらすだろう）、全面
的な理解を求めるのでもなく（それは鼠や直子が示
したような破局をもたらすだろう）、少数であって
も理解してくれる人を求めることになる。それは

『ノルウェイの森』の直子（「こういうことを理解し
てくれるのはたぶん君の他にはいないだろうという
気がします」（『森』下146）であり、『ダンス・ダン
ス・ダンス』のユキ（「誰にも言えないし、誰もわ
かってくれない。でも僕らはお互いにそれがわかり
あえる」（『ダンス』下７））である。

５．相手を理解する僕
　鼠の友人である僕も、理解を拒否する初期村上作
品的な人物ではあるが、鼠と僕の違いはどこにあ
るのだろうか。鼠は理解されるがそれを拒否して
真の理解を求めていた（4．）。それに対して僕は、
双子の女の子（「気持ちはわかるわ」（『ピンボール』
91））や事務員の女の子に理解されるが自分は理解
されることを断念したままであるか、あるいは僕は
理解を断念しているにもかかわらず周りに理解され
ている。事務員の女の子との会話は不思議である。
僕が「わかるかい？」と言うのに対し、事務員の女
の子は「少しね」と理解を示すが、その次に僕が
言う言葉は「誰も信じないけどこれは本当なんだ」

（『ピンボール』110）である。事務員の女の子が自
分を少し理解していると言ってくれているのに、僕
にとってそのことはあまり重要ではないようである。
　しかし僕と鼠には、もっと重大な違いがある。僕
は自分が理解されることは断念しているが、自分が
相手を理解していることを示す人物なのである。た
とえばジェイズ・バーで会った小指のない女の子と
次のような会話を交わす。「「……ねえ、いろんな
嫌な目にあったわ。」「わかるよ。」「ありがとう。」」

（『風』73）最初のページから順番に読んでいくかぎ
り、この場面での僕と小指のない女の子はそれほど
深い知り合いではない。そのため、「いろんな嫌な
目」について僕が何か知っているとは思えないのだ
が、それにもかかわらず「わかるよ」と答えられる

のが僕という人物であるⅳ。しかしこれには別の説
明もあるⅴ。『風の歌を聴け』は、時間軸とは切り
離されてバラバラにされた断片が並んでいる小説で
あり、それを時間軸どおりに並べ替えると、別の物
語の筋が表われる。つまり、小指のない女の子は、
僕の友人である鼠の恋人であり、そして僕と彼女の
この会話は、彼女が中絶した（「嫌な目にあった」）
後の会話であり、僕も鼠を通じてそのことを知って
いる。だからこそ「わかるよ」と言える。しかしこ
こではどちらでもよい。いずれにしても僕は、相手
を理解していることを示す人物である。
　このような、理解の内容がよく分からないまま、
僕が女性に対して「わかるよ」と言う場面は他にも
ある。僕は、初対面の双子の女の子と次のような会
話をする。「「名前は？」と僕は二人に訊ねてみた。
……「名乗るほどの名前じゃないわ」と右側に座っ
た方が言った。「実際、たいした名前じゃないの」
と左が言った。「わかるでしょ？」「わかるよ」と僕
は言った。」（『ピンボール』13）（……は引用者の中略）
　僕が相手に示す理解が正しいのかどうかは分から
ない。しかし僕は自分が理解されることを断念しつ
つも、相手を理解することを示す人物ではある。鼠
三部作で「僕」が最終的にハートフィールドや鼠の
ように破局しなかった理由の一つは、これであろう。

６．僕とハジメの違い
　鼠三部作の僕に典型的に表われているように、村
上の小説の主人公は、自分が理解してもらう必要は
ないという、理解に対する拒否あるいは断念がある
が、相手のことは理解する人物であった。では、自
分に対する理解を拒否・断念するが、相手を理解
する気もない人物はどうなるのだろうか。『国境の
南、太陽の西』の主人公ハジメはそういう人物で
あった。
　ハジメは、ガールフレンドのイズミの従姉とセッ
クスをしてしまった後、ガールフレンドにどう接し
たか。「僕は自分の気持ちをイズミに伝えようとし
た。僕と彼女の従姉とのあいだに起こったことは決
して本質的なことではないのだと。……でももちろ
んイズミはそんなことは理解しなかった。」（『国境』
64）（……は引用者の中略）
　大学進学のためにそのガールフレンドを残して上
京するときも、ハジメの思考はまったく同じであ
る。「もしここに残ったなら、僕の中の何かがきっ



村上春樹の小説における理解される／理解されないという問題について

80 ●人間文化

と失われてしまうだろう。でもそれは失われてはな
らないものなのだ、と僕は思った。それは茫漠とし
た夢のようなものだった。……そしてそれはまたイ
ズミには理解することのできない夢だった。」（『国境』
56）（……は引用者の中略）
　これらは一見すると、初期の主人公たちの理解の
断念・拒否と同じスタンスである。しかし鼠三部作
の僕と『国境の南、太陽の西』のハジメの違いは、
ハジメはガールフレンドや妻を理解するという態度
に欠けていることである。3. の時点の結論であっ
た、自分を理解してくれるはずの少数の人を裏切っ
ていると言い換えることも可能かもしれない。本作
は、そのことを妻に指摘され、ハジメがある種の改
心をすることで終わることになる。ハジメが子ども
時代に理解し合ったと感じた島本さんと再会してつ
き合いを深めている最中、妻の有紀子に、島本さん
との関係は「遊びというようなものじゃない。でも
それは君が考えているようなのとは少し違うんだ」
と言い訳すると、妻にこう逆襲される。「「私が何を
考えているかあなたにわかるの？」と彼女は言っ
た。……「私の考えていることが本当に

4 4 4

あなたにわ
かっていると思う？」……「私が何を考えているか、
あなたには、おそらく、わからない、と思う」と有
紀子は言った。彼女は子供に何かを説明するときの
ようにゆっくりと言葉をひとつひとつ丁寧に発音し
ていた。「あなたには、きっとわからない」」（『国境』
267-268）（……は引用者による中略）
　なお『国境の南、太陽の西』のこの結論は、同時
期に執筆された『ねじまき鳥クロニクル』のごく序
盤のスタート地点となる。「「あなたは私と一緒に暮
らしていても、本当は私のことなんかほとんど気に
とめてもいなかったんじゃないの？　あなたは自分
のことだけを考えて生きていたのよ、きっと」と彼
女は言った。」（『ねじまき鳥』１部53）
　主人公は妻のことを理解していない、理解しよう
ともしていなかった、ということからの改心は、

『国境の南、太陽の西』では最終盤に急に達成され
るが、『ねじまき鳥クロニクル』ではそれに三部を
費やしていると言っても良いかもしれない。

７．おわりに
　本稿は、「理解される／理解されない」という問
題がどのように表われるのかという観点で、村上春
樹のとくに初期中期の小説を論じてみた。

　村上は『ねじまき鳥クロニクル』までの自らの歩
みを三つのステップとして整理し、第一ステップは

「デタッチメント」、第三ステップは「コミットメン
ト」つまり「人と人とのかかわり合い」なのだと述
べている。村上によればコミットメントとは、「こ
れまでにあるような、「あなたの言っていることは
わかるわかる、じゃ、手をつなごう」というのでは
な」（河合・村上 1996：70-71）い。しかしこの変遷
を本稿の観点から言い直すならば、理解されること
の断念・拒否（2．）から、一部の人によって理解さ
れることの希求（3．）へ、そして自分も相手を理解

（しようと）すること（5．）へ、という変遷として整
理できるように思う。
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るのです──村上春樹インタビュー集1997-2011』
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註
ⅰ　初期および中期を主に取り上げる理由は、本稿

が注目する理解される／理解されないという観
点について、近年の作品はすっきりとした考察
ができないからである。近年の村上の小説は、
物語が長大になり、筋が複雑になることで、理
解をめぐるシンプルな見取り図をうまく描けな
くなっている。本稿の観点の限界である。

ⅱ　なおこの部分は鈴木（2009）など多くの論者が
言及しており、村上の小説世界の中で何かしら
目を引く発言であるようである。

ⅲ　これは微妙だが決定的な違いである。別の人物
を挙げて説明しよう。たとえば『ノルウェイの
森』の緑と、僕が新宿で偶然出会った小柄な女
の子とは、どこが違うのか？　緑は僕の肩にも
たれかかり、自分が求めている完璧なわがま
まが通じる愛について語るが、僕は納得しな
い。「「ずいぶん理不尽な話みたいに思えるけど
な」「でも私にとってそれが愛なのよ。誰も理
解してくれないけれど」と緑は言って僕の肩の
上で小さく首を振った」（『森』上161）。他方、
新宿で偶然出会った小柄な女の子は、恋人が他
の女と寝ていることがわかったという話を僕に
語った後、「「誰にも私の気持なんかわからない
わよ」と小柄な女の子があいかわらずぷちぷち

と草をむしりながら吐き捨てるように言った」
（『森』上174）。緑と小柄な女の子は、言葉は
似ているが、それにともなう動作がまったく異
なっている点に注目しよう。緑は僕の肩の上で
首を振り、小柄な女の子は草をむしりながら吐
き捨てるように言う。緑の言葉とは裏腹に、緑
の動作は、僕なら理解してくれるのではないか
と思っていることを示している。しかし小柄な
女の子は文字どおり誰も理解してくれないと感
じている。

ⅳ　このようなところを指して、佐々木敦は次のよ
うに言っている。「実際のところあまり何も考
えていない男が、無表情なまま彼女の悩みに
耳を傾けていて、とりあえず話の接ぎ穂とし
て「わかるよ」とだけ口にしたら、彼女はその
寡黙な一言に隠された多くの想いを勝手に感じ
取り、深く感動して彼のことがますます好きに
なってしまう、というような印象」（河出書房
新社編集部編 2009: 175）。

ⅴ　平野（2001）と斎藤（1997）による。
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■人間文化セミナー

　滋賀県の湖東地域は、室町時代から麻織物の生産
が行われ、特に「高宮細美」と呼ばれた麻織物はそ
の優れた質により、彦根藩における江戸幕府への献
上品にされていたといわれています。今回はその

「高宮布」をテーマに、江戸時代の大麻布、苧麻布
の繊維と糸について、吉田真一郎氏にご講演いただ
きました。
　高宮布は近江商人が全国に行商して広めたこと
や、多賀神社の参拝客が土産物としていたことから
も、全国的に知られていましたが、明治時代以降に
なると、ものづくりの機械化や需要の低下により、
その詳細は途絶えていました。そうした中、吉田氏
は30年以上にわたって多数の織物を収集し、高宮
布の解明を実物から取り組み、近世の四大麻布、越
後縮、奈良晒、薩摩上布の原料は苧麻とされている
のに対して、高宮布は大麻であることを特定されま
した。
　講義で実際に布に触れた参加者からは、これまで
の大麻布のイメージはゴワゴワの硬い質感であった
が、直に触れてみると驚くほど柔らかく、想像と全
く違う肌に優しい肌触りであったことに驚きが広が
りました。また吉田氏は「川で晒す、雪で晒す、草
原で干す」など、麻布作りにはいずれも自然が不可
欠であり、本来、衣服は自然の在りようと深く結び
ついていることを、当時の絵画資料からも解説され
ました。そして麻布を晒すことで柔らかくして服を
着るという、日々の生活の行為の中での何気ない工
夫や知恵が、過去の時代は普段から行われていたこ
とや、一着を長く着続けることで布の味わいや魅力
が引き出されていたと述べられました。このこと
は、今日の生活における衣料品に対する生活者の意
識を考えさせる内容であったと思います。

☆演題☆

近江の近世麻布
─高宮布を現代の産業に活かす─

と　　き：平成30年10月23日㈫�13：10 〜 14：40
場　　所：滋賀県立大学A2-202�講義室
対　　象：学生・教職員および一般
講　　師：吉田真一郎氏（近世麻布研究所�所長）

　美術家でもある吉田氏が、地域の布の収集と解明
に取り組むきっかけとなったのは、ドイツ留学の際
に出会った現代美術家のヨーゼフ・ボイスとの会話
にあったそうです。そしてその後にたくさんの調査
に没頭する中で、本当に自分が探求すべきアイデア
ソースは、まずは自分の身のまわりにあり、さらに
身近なものの中に可能性を感じられるかどうかは、
どれだけ目の前のものを注意深く観察できているの
かにかかっている、と言われました。経験を交えて
の言葉は、学生の心に響く内容であったと言えます。
　今回の講義を共催していただいた滋賀県麻織物工
業協同組合では、近江の技術による大麻布を現代に
蘇らせようと、2016年から「「aishoasamalu（アイ
ショウアサマル）」に取り組まれています。その中
でも吉田氏が開発に関わられた「majotae（マジョ
タエ」は、国内外のブランドが使用されており、地
域の伝統あるものづくりが、今なお新しく発信され
ていることを感じる講義でした。

（文責　森下あおい）

吉田真一郎氏
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■2018年度卒業論文・修士論文・博士論文一覧

地域文化学科

丹羽　桃子 外国にルーツを持つ子どもの母
語・継承語教育支援

青木　俊輔 剣の授受からみる平安貴族社会
井内南奈香 信濃における中世の石垣について
 ─城郭を中心に─
井口　遼人 北国街道米原宿における歴史的環

境の保存と活用に関する研究　        
～石田家住宅を事例として～

石田　流星 中世村落の武力
 ─自力の村論の再検討─
今井　康喜 中世荘園の変貌
 ─尾張国安食荘を中心に─
今枝万由子 性教育とジェンダー
岩﨑　心人 山茶碗の消費地としての近江
内山はるか 「町」の組織と機能の変化
 ─大津市坂本・下阪本の事例を中

心に─
遠藤あゆむ 近江南部における７世紀の土器の

再検討　─大津城下層遺跡を中心
として─

大野　航平 尾張国における中世一宮制
奥田　日和 東近江のムラにおける垣内の機能
奥村　智樹 川まちづくりに携わる住民の意識
 ～徳島市・NPO 法人新町川を守

る会を事例として～
川北　未来 大学キャンパスにおける学生の

AED 配置イメージと BLS 安全域
川地　　愛 北東アジアにおける床暖房文化に

関する考察
貴志　　葵 大阪市北区中崎地区における商業

集積に関する研究
久保　瑞季 離島における集落活動の担い手と

しての他出者の可能性　─滋賀県
･ 近江八幡市沖島を事例として

小林真紀子 キャリア継続と子育て
 ─「ワーキング・ライブ・バラン

ス」を選択できる日本社会の実
現　滋賀県を事例に─

米山美沙紀 大学における性的マイノリティ
LGBTIX の権利保障

坂田　稜介 地方公共交通の存続に関する研究
 ─末端交通を活用した可能性─
佐々木麻衣子 明治時代における塚本定右衛門家

の活動　─川並村再建への活動─

佐藤　佑樹 瓦からみた豊臣政権下の城郭政策
 ─佐和山城跡の資料を中心に─
澤田　理緒 身体をめぐるマナー感覚　─雑誌

に描かれる加齢臭を手がかりに─
柴田　慎平 古屋敷遺跡からみた近江の中世
清水　佳菜 彦根市池州町・奥村家住宅の復原

に関する考察
鈴木あかり 社交ダンスにみるジェンダー構

造　─越境される性別─
鈴木　　大 唐招提寺金堂の三像に関する研究
田切　佳穂 近江における寺内町の形成と展開

に関する研究
田澤　勇河 滋賀県におけるビワマスの特産化

に関する研究
田中　杏佳 ビワイチと滋賀県観光のあり方に

関する考察
田中　創也 近江八幡市における神社の景観に

関する研究
田中理央奈 家事労働の構造の変化と家電製品
 ～「家電製品と家事をシェア」す

る可能性～
谷垣　優貴 郊外ニュータウンにおける住民に

よるまちづくり活動　─京都市・
洛西ニュータウンを事例に─

寺村　元希 女子野球クラブ創設における地域
支援の実態　～滋賀県東近江市に
ある東近江バイオレッツを事例と
して～

中島　和紀 湖東地域における古民家の活用に
関する研究　～多賀の空き屋を事
例に～

長屋　侑江 ニュータウン再生の意義と方策に
関する研究

長山　広樹 五個荘商人の本宅の空間構成に関
する研究

並川日菜子 中山間地域における高齢者の医療
機関へのアクセシビリティ

西川　圭悟 京坂における無宿について
野﨑　成二 彦根城の外堀について
野原　　渉 滋賀県における婚活支援事業
八田　将史 近江八幡市馬淵における複数村落

祭祀の変遷
高瀬　裕太 日本出土の銭文鏡について
久田　桃子 旧石橋家住宅の歴史的変遷に関す

る研究
福田　恭輔 八幡堀の歴史的景観の形成と保全

に関する研究
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福本　葉奈 大織冠図の研究　─慈受院蔵「大
織冠絵巻」を中心に

藤井　雄大 念仏における正統と異端
 ─法然の専修念仏を中心に─
藤田　沙知 天保期の中讃地域における打ちこ

わし騒動
三木　将弘 幕末大坂湾岸における御台場築造

について
 ─発掘調査事例を中心に─
南　　裕也 彦根市中心市街地における駐車場

用地の変容に関する研究
八幡　成美 多賀町屏風集落の居住空間に関す

る考察
山岡　優太 滋賀県愛知郡役所の位置変遷と郡

役所廃止論
山田奈津美 彦根城下町における町家の格子に

関する考察
山中　ゆき 若狭における産小屋の性格
吉井　大介 過疎地域におけるフードデザート

問題と移動販売事業に関する研究
米澤　和輝 自然災害からの復興支援と音楽活

動　─「COMING KOBE」から
見える復興支援と音楽フェスの結
びつき─

和田　夏実 過疎地域における民俗芸能の継承
村川　滉平 近江八幡市における仏教寺院の景

観に関する研究

生活デザイン学科

青木　春佳 日本を紹介するGIFアニメーショ
ンの制作

石川　采奈 人 口 減 少 時 代 に お け る 新 た な
ニュータウンの在り方　─中学校
と駅前施設の融合をとおして─

井戸田真帆 ボタンとファッション
 ─ボタンがつなぐ人と服─
上田　陽平 信楽焼を利用した冷風扇の制作
上野　莉奈 大人が好む絵本の特性の研究
浦野　紗季 陶芸の技法を活かした陶製表札の

制作
漆畑　　萌 昆虫を用いた服飾品の研究
遠藤　颯希 綿クレープを用いたウェディング

ドレスの提案
太田　明里 滋賀のエコを広めるコンセプト

ショップの提案
大西　　睦 発見を楽しむ絵の制作

上ヶ市果穂 トビ溶接工の作業着の提案
 ─柿渋染めを用いて─
桒田　美咲 園芸療法を利用したグループホー

ムの提案　─園芸療法をコミュニ
ケーションツールとして─

酒井　鮎実 ピアニストの衣装についての提案
 ─ビストロでの演奏時における着

用衣装─
坂部　菜穂 「つつした」のデザインとプロモー

ションの提案
島先　　沢 滋賀県をテーマにしたフリーイラ

ストの制作
清水　冬二 メディアとしての募金箱
千田　梨穂 和田岬線における線路空間活用の提

案　─街の個性継承を目指して─
髙田あゆみ 2025年 大 阪・ 関 西 万 博 の ユ ニ

フォームの提案
髙橋　杏奈 山村集落の終わらせ方取扱説明

書　─滋賀県米原市甲津原をケー
ススタディーとして─

高橋　愛海 都市近郊における高架下空間の活
用　─ものづくりの場を媒体とし
た連続性を持つ空間の計画─

田窪恵理奈 民家の終わらせ方に関する考察
 ─滋賀県東近江市平柳町の民家を

ケーススタディー対象として─
冨　　千優 革靴の制作　─20歳代の日本人男

性を事例として
永田さくら 介護予防の役割を担う老人福祉セ

ンターの提案　インテリアがもた
らす空間の多様性

中村　真子 割れた食器の新しい再生方法の提
案

春田　萌映 家庭料理の伝わり方　─親子の調
理はどのように似るのか─

福山未菜子 献血をより身近にするための複合
献血センターの提案　─ JR 彦根
駅前の再整備計画を通して─

松本　真澄 衣服のサイズ適合と印象評価につ
いて

宮崎　友里 アニメーション映画ポスターの本
国版と再設計版のデザイン比較

村林　里恵 旧能登川町 A 家の衣生活
 ～着物を中心に見える暮らし～
山口　大稀 スポーツクラブにおける運動継続

促進のための研究・制作
山本　紗也 高島ちぢみの特徴を活かしたテキ

スタイルの制作
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生活栄養学科

河田　美紀 腸 管 特 異 的 Nicotinamide 
phosphoribosyl transferase 欠損
マウスのリン代謝異常について

木村　　蒼 黒毛和牛における母牛の低エネル
ギーが胎仔の発育及びアミノ酸栄
養に及ぼす影響

木村　美海 レスベラトロールによる抗癌活
性：Hsp90発現抑制を介した p53
の分解機構についての検討

日馬　亜希 癌細胞に対するカプサイシンの細
胞周期停止メカニズムの解析

小泉花奈絵 ラットにおける非アルコール性脂
肪肝炎（NASH）が B 群ビタミン
栄養状態におよぼす影響

近藤　春菜 BCAA ス タ ベ ー シ ョ ン 後 の
BCAA 再添加がタンパク質合成
促進シグナルに与える影響

坂上　将人 低糖質食摂取が運動後のグリコー
ゲン回復に及ぼす影響

佐草　小夏 ヘスペレチンによる癌細胞増殖抑
制効果についての解析

田上　　愛 離乳食に関する母親の悩みについ
ての実態調査

竹内のどか 鉄不足は脂肪細胞における脂肪分
解を低下させる

立花　彩華 母乳育児におけるトラブルを未然
に防ぐための方法の検討

田中　彩恵 滋賀県民における主観的健康感と
生活習慣要因との関連

柘植　未来 クルクミンによる浮遊癌細胞に対
するアノイキス誘導メカニズムの
解析

中江　千夏 外食産業に向けたベジタリアンへ
の対応の検討

中辻　翔也 肝臓 Nampt 特異的欠損マウスに
おけるリン代謝異常の解析

西野奈々子 健常者における血中水溶性ビタミ
ン濃度の現状

西村　理紗 乾燥酵母に含まれる B 群ビタミ
ンの生体利用率および生体利用量
の評価

野口　晴加 肥満・糖尿病患者の食行動の特性
と心理学的特性の解析

野中えみな 乳房マッサージによる乳質の変化
橋本　瀬菜 頸部聴診音による嚥下評価指標の

検討　─健常高齢者との比較─

平井　眞穂 若年成人女性における B 群ビタ
ミンの摂取が尿中2- オキソ酸排
泄量の経日変化におよぼす影響

福西あずさ 重度の非アルコール性脂肪肝炎
（NASH）が脳内キヌレン酸産生に
およぼす影響

水谷　天音 非アルコール性脂肪肝炎（NASH）が
ナイアシン栄養状態におよぼす影響

向　樹里子 ゲル化剤使用基準の比較検討
村木　咲優 抗酸化作用を有する食事と高血圧

発症との関連
村岸　裕美 IUGR モデルラットとその回復

ラットにおける Dhfr 遺伝子の
CpG サイトのメチル化比較

山﨑永里加 血液透析患者の低亜鉛血症が食事
療法におよぼす影響

山下　真由 グルコース欠乏が C2C12細胞の
タンパク質合成促進シグナルに及
ぼす影響

人間関係学科

池田　茉由 優先席への着席行動と譲り合いを
巡る意識

石井佐智子 保護猫カフェが殺処分減少にどの
ように貢献しているか

岩崎　梨奈 大学生におけるきょうだい関係の認
知　─性別と出生間隔に注目して─

大橋　莉奈 2.5次元ミュージカルのファンの
研究　─『刀剣乱舞』をめぐる次
元の移動に着目して─

岡西　真子 大学生の対象喪失体験における対
処方略

長村　優香 幼くないものを人々はどのように 
“かわいい” と感じるのか

上山　有華 ソーシャルゲームの魅力はどこに
あるのか　─アイドルを扱うゲー
ムを通じて─

北岡　理沙 うつ病患者への適した対応とは何
か　─うつ病患者の家族の立場か
ら考えて─

隈元　範子 児童一人ひとりが持つ特別な教育
的ニーズをふまえた支援の在り
方　─学校教育の場での取り組み
に焦点をあてて─

小西　果鈴 ホースセラピーが人に与える心理
的影響と今後の展開可能性　─障
がい児への療育活動，および文献
検討を通して─
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澤　沙央里 入院児のきょうだい児支援に関す
る研究

XIN  YIJIE 意識的・無意識的思考は母語話者・
非母語話者に対する真偽判断を左
右するか

谷口　奈那 ツイッター一次創作企画の活動初
期における集団の創発

ZHANG YU 在日中国人大学生の留学生活への
適応を果たす要因についての探索
的研究　─留学生と大学へのイン
タビュー調査を通じて─

都関　　耀 話し合いの中での肯定的，否定的
応答が傍観者効果に及ぼす影響

西田麻美子 産後の女性に起こり得るガルガル
期と呼ばれる心理変化について

野村　真以 映画で描かれる「自殺」イメージ
の日本と欧米での比較

廣野優一郎 非明示的な命令は服従を生起させ
るのか

 ─忖度のミルグラム実験─
福永　治佳 ＳＮＳ相談に関する研究　
 ─相談者のニーズに着目して─
藤田　　陸 現代日本社会における「身体性の

欠如」が引き起こす悪　─中村文
則の小説作品から─

真下　朱夏 ユースセンターのロビーにおける
人々のかかわりと若者の居場所

森田　真由 発達障害をもつ子の保護者の”障
害受容”　─放課後等デイサービ
スを利用する保護者の聞きとりか
ら─

安延　美亜 障がい者と関わる活動を通じて、
学生ボランティアが得る充実感

栁本　美緒 化粧行動から見たジャニーズファ
ン

YAO JIAJIA 日本のサブカルチャーが中国の新
語・流行語に与える影響について

横井　幹人 都市辺緑地域の開発と住民の意
思　─愛知県名古屋市中川区富田
町大字千音寺を例に─

吉原　朱音 日用品の選択はラベルの好みに
よって変化するのか　─口紅の色
と色名に注目した実験的検討─

国際コミュニケーション学科

田中　詩織 台 湾 華 語 の 語 彙・ 語 法 に つ い
て　─現代北京語・福建語との比
較を通して─

大橋　晴佳 日本語におけるあいまい表現につ
いて

勝見　知佳 マンガにみるオノマトペの日英比
較

佐野　鮎里 「風と共に去りぬ」の複数の翻訳
者による和訳の比較研究

富田　花梨 副詞「ちょっと」に見る様々な意
味機能　─婉曲表現を中心に─

松井　美穂 若者言葉の慣習化・死語化の分
析　─機能的、形式的側面から─

澤井　早紀 日本を開く　─「生活者」として
の外国人労働者─

柴原　亮太 日本の英語学習における異文化理解
 ─語学学習と文化学習の関係性─
武知　利明 少年漫画におけるオノマトペ
 ─日本の原作と英語版の違いにつ

いて
淺田　真以 広告活動に利用されるマスコット

キャラクターにみられる擬人化
板谷恵太郎 若者言葉に見るドイツ
 ─1950年代から現在まで─
荻田　桃子 現代の日本人にとって学校制服が

果たす役割について
近藤　亮士 制約つきの食文化　～日本におけ

る菜食主義とハラールの現状～
明石　幸絵 新たな〈おとな〉像の発見　─ノ

ヴァク『えがないえほん』の考察─
田中　愛梨 パリ・オペラ座バレエ団のフラン

ス回帰：20世紀後半以降の舞踊監
督とレパートリーの傾向より

舟瀬　七海 「おばんざい」は京都だけのものか
 ─観光資源化による影響と課題
増田　珠美 日本の結婚式の演出に関する研究
 ─〈自分たちらしさ〉はどこにあ

るか
松下　奏未 ブランド観の変化とニューラグジュ

アリー ─食品店『Dean&Deluca』
のオリジナルトートを参考に─

仲岡　あみ “Make a Fresh Start”
 ─ Understanding Others through 

Communication
野川　愛実 “In the Train”─ Blending Oneiric 

Experience and Reality
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濱口　綾音 “Fateful Encounter”─ Narrating 
Timeless Love

広瀬　梨恵 “My Life”─ Discovering Small 
Happiness in Daily Life

清水　香帆 岡山方言にみられる「ラレ」の命
令的用法

善利　亜紀 おネエことば　─性と言語の関係
から─

福井　唯香 " J a p a n e s e  B e n e f a c t i v e  / 
Malefactive Expressions:

 How can "nakayoku site agete 
kureru?" be expressed in English?"

朝永奈津美 Team Teaching with ALTs
齋田　桃夏 Anx ie ty and L2 Language 

Learning
並河　大貴 Different Perceptions Shaped by 

Different Languages: Differences 
between Percept ions about 
Poss ib i l i ty i n Eng l i sh and 
Japanese

伊東美紗貴 Vocabulary Teaching Methods
佐野　桃果 Verbal and Non-verbal Listener 

Behavior: Backchannel Expressions 
in English, Japanese and Italian 
Conversation

高橋　　綾 Motivation and L2 Language 
Learning

伊地智優里 「貴婦人」青山みつの憂き目
 ─人生の裏表─
北村　三咲 カナダ移民・堀善次郎の陰に隠れ

た真実　─過去と未来を繋ぐ文献
資料の活用を見直して─

善家　　彩 教育者アリス・ベーコンが目指した
和洋折衷論　─文明社会の狭間で─

中村　朱里 民間外交官・渋沢栄一の「国民外
交」とその役割　─官民交流の担
い手として─

藤　　佑稀 夏目漱石の孤独と文学　─『吾輩
は猫である』・『こころ』の重なり─

北野　　遼 日本における技能実習生に対する
支援の現状と課題

島並佑里子 植民地朝鮮の日本人街の形成につ
いて

永山　開斗 創価学会員の活動と意識
花田　夕貴 日本におけるムスリムのコミュニ

ティの形成について　─大阪マス
ジドを中心に─

物部　瑳也 京都市近郊における農業の現代化
について　─京たけのこのブラン
ド戦略を巡って─

内山　夏希 日本における繊維産業の盛衰と地
域社会の変容　─岐阜県大垣市の
事例から─

小林　真結 大型災害と日本における災害ボラ
ンティアの在り方

橘　　春菜 日 本 に お け る 外 国 人 向 け ”
Japanese Restaurant”に関する
観光人類学的研究

西田　朱里 「漢字タトゥーを身にまとうアメ
リカ人」に関する文化人類学的研
究

野田　彩奈 縁を切りたがる理由　～安井金比
羅宮の事例から～

北野奈津子 「♯韓国人になりたい」 現象の実
態

畑　美沙希 多文化共生における図書館の役
割　～在日外国人への言語発達支
援～

平井　優女 ファン文化を通じてみる韓国社
会　─スキャンダルに対する反応
を中心に─

山中　尚子 呪いの言葉としての「女子力」　～
ビジネスの場における「女子力」
の使用実態～

地域文化学専攻──修士論文

蔵多　正裕 鳥取藩家臣の知行と領主権
 ─自分手政治から見る近世武士の

性格─
SAIBENJIA ギャロンにおけるカル（mkhar)

の機能に関する研究
 ─四川省丹巴県中路郷を中心に─
三木沙友理 南蛮屏風研究
 ─日明関係史からみる南蛮屏風─

生活文化学専攻──修士論文

●生活デザイン部門
WU Hanna（ゴ　カンナ）
 フリンベル市における建築物の

ファサードの色彩と図柄の実態調査
井上　智子 車いす利用者の衣服デザインのた

めの座位寸法の推定
FENG XINYI（ヒョウ　シンイ）
 日本人と中国人の美意識に対応し

た住宅照明
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●健康栄養部門
高村　佳那 食品成分に探る新規抗癌作用の発

見─レスベラトロールが有する癌
細胞増殖抑制機能の解析─

地域文化学専攻──博士論文

木下　光弘 中国 : ポスト文化大革命期の民族
政策─ウランフ（烏蘭夫）と華国
鋒を中心に─

久保奈緒子 三階蔵に関する基礎的研究

生活文化学専攻──博士論文

関根　愛莉 内因性神経調節物質キヌレン酸を
変動させる因子と栄養成分の解明



89人間文化●

人●間 ●文 ●化 ●通 ●信

■新任メッセージ

着任にあたり
 桑　原　頌　治
� 人間文化学部生活栄養学科

　2018年11月1日に生活栄養学科へ着任いたしま
した桑原頌治と申します。私の名前ですが、「くわ
はらしょうじ」と読みます。名字はさておき、読め
た方はいらっしゃいますか。小学校～高校までにお
世話になった先生で最初に「しょうじ」と読めた方
はお一人でした。
　これまでの経歴ですが、出身は静岡県静岡市で高
校まで静岡で過ごしておりました。大学の４年間は
長崎県佐世保市におり、お世話になっていた教授の
ご縁もあり、大学院（修士、博士）は徳島大学に在
籍しておりました。学部卒業後、管理栄養士の資格
を取得し、大学院では腎臓という臓器を標的に研究
をする機会をいただき、それが基盤となり、学位取
得後は新潟大学医学部で腎臓を研究している講座の
特任助教を拝命し、2018年10月まで臨床・基礎研
究に従事しておりました。
　徳島大学の大学院へ進学する際、学位が欲しいと
いう一心でした。いずれ大学教員として自身の専門
である栄養の教育に携わることを考えており、その
ために学位が必要であると聞いていたからでした。
学位は欲しいものの、それ自体が何であるかは全く
分かっていない怖いもの知らずの学生であったと今
にして思います。大学院よりお世話になっている教
授から「教育をしたければ研究をしなさい」と熱く
語っていただき、すっかり信者になった私はその後
の苦労も知らずに研究の世界へ大した覚悟もなく飛
び込んでいきました。大学院では６年間お世話にな
り、その間に研究だけでなく多くのことを学ぶ機会
を得ることが出来ました。お世話になった先生方の
ご指導の賜物であると疑う余地もありませんが、そ
の結果、新潟大学という腎臓研究のメッカで研究・
教育に携わるポジションを得ることが出来た次第で
す。新潟では臨床と基礎を両立させている講座に所
属し、なかなか私たち管理栄養士が経験する機会の
少ない医師と毎日ともに臨床、基礎の両面で仕事を
することが出来ました。幸いなことに栄養という分
野に造詣が深く、興味を持っておられる先生方と仕
事が出来たことは私のささやかな自慢です。また一
方で私自身のことでもありますが、医療現場ないし
医学（学問）としての栄養の弱さを様々な場面で指
摘され、体感しておりました。学会の栄養に関する
ガイドライン策定のチームミーティングや栄養に関
する総説、論文の執筆に携わりましたが、現代求め
られているエビデンスとして利用できるデータ・論

文が栄養の分野では非常に乏しいと言わざるを得ま
せん。しかし一方で栄養関連の学会、研究会は参加
者が多く、発表や議論はとても活発に行われており
ます。研究者である医師とよく話をしておりました
が、論文や学会発表の数は多い一方で、学問として
体系的にまとめられたエビデンス足りえるデータを
載せている発表や論文が少ないのです。若輩者の私
が指摘するまでもありませんが、学問は歴史にも似
た積み重ねであると思います。少ない・小さいデー
タであったとしても正しい研究計画に基づき、正し
く解析されたデータを如何に積み重ねていくかが重
要であると医学における臨床ないし基礎研究の現場
で医師と働き痛感いたしました。またベッドサイド
や栄養指導、市民公開講座、大学病院主催の食事
会・勉強会にも主催者側として参画させていただき
ました。医療職としての管理栄養士は医師や看護師
と比較すると患者と接する機会が少ない職種です。
患者だけでなく、医師や看護師が多くの栄養面に関
する質問・疑問点を抱えて働いていることを聞くこ
とが出来ました。医療現場では多職種連携がうたわ
れて久しいですが、まだまだ管理栄養士の活躍でき
る、ないし活躍すべき場所があるように思います。
医療現場である医師に言われたことですが、「現場
の栄養士はまじめな人が多い。でももっと新しい情
報を最新の英語論文から得てほしい。医師も知らな
い重要な情報を持っていることも多いから自分たち
から情報発信や医師とのコミュニケーションを積極
的にとってほしい。」と言われ、「ま、君みたいに学
位とっていないと英語論文読まないだろうけどね。」
とも指摘されたことが忘れられません。
　このような経験を管理栄養士の教育へ生かしてい
く機会を探しており、今回、本学の現職に幸いにも
着任した次第であります。教育においては、正しい
情報収集の方法、積極的な情報発信、チーム医療を
支えるコミュニケーション能力の向上を目指したい
と考えております。さらに医療現場において学位を
取得する過程で身に着ける能力の重要性も伝え、学
位をもつ管理栄養士の育成を目標の１つとしており
ます。また教育と密接に関連する研究では、管理栄
養士の研究としてふさわしい疑問点に基づく医学・
栄養学としての積み重ねを一歩一歩確実に進めてい
きたいと考えております。信念を持ち取り組んで参
る所存ですのでどうぞよろしくお願いいたします。
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■退職メッセージ

退職にあたって
 濱　崎　一　志
� 人間文化学部地域文化学科

退職に当たって
 地蔵堂　貞　二
� 人間文化学部国際コミュニケーション学科

　開学時の、いまだ一期工事が完全に終わっていな
い県立大学に着任したのは24年前のことでした。
一期生の入学式も交流センターが完成していなかっ
たため、体育館でおこなわれました。敷地内の道路
も舗装が完成していないところが多く、入学式の前
日の夜遅くまで、舗装工事が続けられていたのを覚
えています。人間文化学部棟も二期工事の途中でし
た。なぜかエレベーターがある部分が二期工事に回
され、重い書籍を抱えての引っ越しに苦労したこと
も遠い思い出です。
　ただ、新設の大学に来て良かったこともありまし
た。最初の頃は学生が少なく、年次を追って学生は
増えましたが、担当する講義も最初の頃はほとんど
無く、フィールドを走り回っていました。パキスタ
ンの仏教寺院の保存に関する調査、インドのヒン
ドゥー寺院の調査、シリアのパルミラ遺跡の発掘調
査、中国寧夏回族自治区での万里の長城の実測調
査、モンゴルの遊牧民の冬営地の実測調査、カンボ
ジアのアンコール遺跡の地図作成の事前調査、三蔵
法師の道をたどるパキスタン、ウズベキスタン、タ
ジキスタン、中国タクラマカン砂漠の踏査、カナダ
における移民の聞き取り調査、イランにおける土の
建築の調査、ヨルダンのペトラ博物館整備計画に伴
う初期遺跡影響評価に焦点を当てた環境社会配慮調
査などを自由にさせていただきました。
ただ一つの心残りはシリアのパルミラ遺跡のことで

　学部４回生の９月、両親の反対を押し切るかたち
で、中国留学に旅立った。二日後、毛沢東が亡く
なった。大学の文系学部の正規修学年数は、３年か
ら４年へ変更となった。激動の時期ではあったが、
学習環境には恵まれ、収穫は大きかった。
　４年の留学を終え、学部復学までの半年は、学費
を稼ぐために通訳のアルバイトに明け暮れた。復学
後の１年間は、卒業要件を満たすためにほぼ毎日授
業を受けた。学部卒業後は、大学院へ進学し、所謂

「博士課程単位取得満期退学」となったその年の４
月、某私立大学の新設学部の専任講師に着任した。

す。2015年、ベール神殿やバール・シャミン神殿
がイスラム国のメンバーによって爆破されました。
強い怒りを覚えましたが、手の打ちようがありませ
ん。不幸中の幸いなのは、調査の合間に計測した
ベール神殿の３次元データが残されていることで
す。戦況が落ち着けば、３次元データをもとにした
修復に参画できるのではと考えております。
　国内では古民家の調査を続けていましたが、報告
書が出る前に消滅する民家も出たことから、保存・
活用にも力を入れました。学生と一緒に近江楽座に
応募し、古民家楽座や男鬼楽座を立ち上げ、古民家
の保存・活用を模索してきました。
　また、市民の参加を前提に、湖北古民家再生ネッ
トワークや彦根景観フォーラムの立ち上げに参画
し、古民家の活用を視野に入れた活動をおこなって
きました。ところが滋賀の中山間地域では築10年
や築20年の空き家が発生しはじめました。古民家
の空き家の活用をおこなっても、その周囲で集落の
過疎化が進み、集落機能が衰退すると、古民家の活
用そのものが危うくなってきました。さらに近年は
空き家の活用だけでなく、周囲の迷惑となる特定空
き家問題の解決に取り組まざるを得ない状況となっ
ています。
　いずれにしても、こうした調査・研究・地域貢献
を自由にさせていただいたことに対して心から感謝
いたしております。

順風満帆の学究生活を歩むはずだった。
　しかし、前任校はごたごたが絶えず、文部省（当
時）の行政指導も２度受けている。在職中に幾度も
他大学への異動を試みたが、本学（国際教育セン
ター）に採用されるまでの17年、不本意な教員生活
を過ごした。因みに、前任校での最後の学期は、週
10コマ（１コマ90分）、10科目の授業を担当していた。
　本学（国際教育センター）は、担当授業数は週５
コマのみで、所属の学生もおらず、多くの時間を研
究に割くことができた。まさに「天国」であった。
　しかしその後、大学の組織改編の渦に巻き込ま
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感謝のみ
 小　澤　恵　子
� 人間文化学部生活栄養学科

　滋賀県立大学の前身である滋賀県立大学短期大学
の食物科を卒業し、医療の現場一筋に働いてきた私
に、「県立大学で働いてみませんか」と、お声をか
けていただいたのが、定年退職を迎えた５年前の２
月でした。
　ただひたすら、生きた人たちと向き合いながら、
今何をすればよいのか、今何が必要なのかと、目の
前の問題解決に取り組んできた私にとって、「研究」
という分野は敷居の高いもので、すぐに入れる世界
ではないと躊躇する思いがありました。にもかかわ
らず、声をかけていただいて、すぐに「よろしくお
願いします。」と答えたのは、やはり母校への愛着
ではなかったかと、今になって思われます。
　就職当時、栄養士に対する期待といえば、医師の
指示通りに食事が出ていればよいと、まさに「おさ
んどんのお姉ちゃん」で、職業としての専門性など
全く期待されてはいませんでした。診療報酬に、
栄養指導料としてわずか５点（50円）がついた時に
は、やっと栄養士の認められるチャンスが来たとば
かりに、栄養士会あげて喜んだのがまるで昨日のこ
とのように感じられます。（それだけ年を取ったと
いうことですね。）今では、NST（nutrition support 
team）という多職種連携で行う医療現場の栄養管理
中で、栄養士はなくてはならない存在となり、縁の
下の力持ちの時代から、一気にスポットライトを浴
びる職種へと変わっていったのです。
　わずか40年足らずの現場栄養士の活動の中で、
まさにこの大きな時代の変化を受け止め、求められ
る栄養士像に、期待に沿った活躍をと努力してきた
毎日でした。滋賀県の医療にかかわる栄養士に対
し、先導者としてそれなりの業績を積んだと自負し
て得おります。
　私には医療しかないと思っていた矢先のお話に、
さて大学で何を研究すればいいのか、というのが最
初の壁でした。定年退職後の私に残された時間は４

年足らず。積み重ねてきた研究テーマもない中で、
何ができるのだろうか……。
　そんな時、退職前の15年、関わり続けた「高齢
者の栄養管理」に、異なる視点から、何か現場に役
立つことを見つけてみようと思ったのです。今や社
会の中で、高齢者の栄養管理は無視することのでき
ない項目となっています。特に、在宅医療を勧めら
れる今、誤嚥性肺炎への危険性は、誰もが周知する
ところとなりました。退職前の10年間、まだまだ
取り組みの少なかった嚥下障害に深く取り組み、さ
まざまな症例と相対しながら、ご本人の、又、家族
の支えになれるようと費やしてきた時間を、ここで
活かしたいと ･……。
　この誤嚥性肺炎に対し、食形態を工夫する面から
は当然のことながら、誤嚥の危険回避がより重要で
はないかと、工学部（電子システム工学科）にご協
力いただき、早期発見に向けての研究にも時間を費
やしてきました。短い期間の中で、十分な成果を出
すことはできませんでしたが、少なくとも食形態に
関する様々なデータは、医療の現場で、高齢者施設
の現場で、また在宅の現場で参考となるものになり
ました。又、新たな発見もあり、今後のテーマとし
て、課題となったものもあります。（どうも、退職
と同時に全てを終わらせるわけにはいかないようで
す。）
　長い間、人だけを見てきた私にとって、今、現場
は何に困っているのか、何を求めているのか、それ
をどうしたら助けられるのか、それだけが見つめる
目標であったように思います。今後は、若い力で羽
ばたく卒業生たちが、希望と誇りをもって巣立つこ
とのできる社会環境づくりに努めます。
　研究者として、その世界に十分馴染めないまま職を
終わろうとする今、寛容に受け入れ、優しく見守り続
けていただいた先生方には、ただただ感謝の思いでし
かありません。本当にありがとうございました。

れ、国際教育センターは解体され、所属教員は、
地域文化学科の４名の教員とともに新学科（国際コ
ミュニケーション学科）に組み込まれた。新学科設
立までの道のりも険しかったが、新学科設立後もそ
れに輪をかけて大変だった。学科長を担当した２年
間は、本当に辛かった。
　大学教員生活32年。教育・研究を振り返ってみ
れば、「不遇」の時代（前任校在職中）が一番充実し
ていたのかも知れない。専門学科（中国語学科）の

所属教員であったので、同僚からは日々学問的刺激
を受けることが少なくなく、今から思えば、業績作
りに邁進できる環境にあったようだ。また、若かっ
たこともあり、学生との距離は近く、カラオケに
行ったり、スポーツを楽しんだり、時には一緒に遠
出をしたりした。楽しい思い出である。
　とは言え、本学には「救いの手」を差し伸べて頂
き、感謝に堪えない。
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■2018年度教員活動報告

━━━━━━━━━━◦地域文化学科

■濱崎一志（はまざきかずし）都市史、保存修景

◆研究活動
　米原市の姉川上流域で、岐阜県揖斐川町との峠を
越えた文化交流の視点から、大工の移動、建築技術
の類似について、調査研究を継続しておこなった。
甲津原や上板並の寺院の本堂や、揖斐川町ではノリ
クラと呼ばれる置き屋根を高く掲げる蔵への、揖斐
川町の大工の関わりを明らかにした。
　彦根市芹町の「旧石橋家住宅」の委託調査を彦根
市から受託し、実施した。また、米原市米原におい
て米原宿の町家を、東近江市竜田においては近江商
人本宅の調査研究をおこなった。
　このほか、東大寺大仏殿所在毘盧遮那仏坐像の保
存管理的視点による基礎的情報収集のため、毘盧遮
那仏坐像内部の計測をおこなった。
◆教育活動・社会貢献
　近江楽座の「男鬼楽座」を指導し，地域の活性化
や地域文化の振興を視野に入れた教育プログラムを
実施した。彦根市男鬼、長浜市上丹生、多賀町栗栖
において茅葺き民家の修復イベントを実施した。た
だ、今年度は台風の影響で修復イベントの日程が大
幅に遅れただけでなく、台風による物理的な被害の
復旧に追われた年であった。

■水野章二（みずのしょうじ）日本中世史

　研究成果としては、総合地球環境学研究所の気候適
応史プロジェクトが今年度で終了するため、全６巻
の論文集（臨川書店）の第１巻に「災害対応」、第４巻
に「一〇～一二世紀の農業災害と中世社会の形成」お
よび「中世の風害と気候変動」を執筆した。３月の
出版予定であったが遅れるとのことである。また滋賀
県発行の『琵琶湖ハンドブック』三訂版に「里山の
成立」を掲載した。『History of Japan』（CAMBRIDGE 
UNIVERSITY PURESS）第１巻に執筆した「10 ～ 16
世紀の災害と環境」は、現在英訳中である。
　代表を務める科研費「古代・中世の重要港塩津の
総合的研究」は、文献史学・考古学のメンバーとと
もに共同研究を進めており、最終年度である来年中
に論文集を刊行することで、出版社との調整を開始
した。また今年度より棚田学会の理事となったこと
もあり、鈴鹿山地の三重県側と滋賀県側の双方から
棚田調査を再開した。
　ゼミは、博士前期課程１名、４回生５名、３回生
６名であったが、ゼミによる現地調査などにはあま
り時間が割けず、申し訳なく思っている。

■中井均（なかいひとし）日本考古学
◆研究活動
　ICOFRT( 城塞軍事遺産国際学術委員会 ) の総会
がアジア圏では初めて彦根で開催され、その基調講
演をおこなった。著作では監修『図説近畿の城郭
Ⅴ』が刊行され、縄張図を集成するシリーズもこれ
で完結できた。また、『歴史家と噺家の城歩き』、

『伯耆米子城』、『覇王信長の海琵琶湖』の編著も刊
行できた。
◆教育活動
　大学院生が修論でチベットの遺跡を扱ったので、
院生・学部生と実際に見学に行けたことは大変参考
になった。また４回生８人の卒論を指導した。昨年
度から実施している岐阜県可児市の金山城跡の発掘
調査は今年度も夏休みに合宿しながら実施した。１
回生からの参加が多くあり、今後が楽しみである。
◆社会貢献
　国史跡大山寺、国史跡徳島城跡、国史跡菊川城館
遺跡群、国史跡金ヶ崎城跡の保存活用計画策定委員
を引き受けた。よりよい史跡整備に向けて尽力した
い。また、草津市の歴史文化基本構想策定委員とし
て歴史文化基本構想をまとめることができた。

■市川秀之（いちかわひでゆき）民俗学
　2018年度も前年に引き続き学科長だったが、ま
もなくその任から解放されるのでほっとしている。
西ノ湖文化的景観追加指定調査は最終年で報告書を
執筆。大阪の八尾市史も年度末に刊行される。高木
博志編『近代天皇制と社会』に遥拝所に関する論文
を書いた。また本号にも若狭の女性祭祀の論文を載
せた。そのほかパブリックヒストリー関連の本に滋
賀県の字史についての論文、古代史の本に古代の土
木技術の論文を書いたが、刊行は翌年度になる。ま
た夏には台湾の研究会で報告、はじめての海外報告
で緊張した。当屋制の科研は２年目で、そのほか３
つの科研に参加させていただいた。これらのほか大
阪の大東市で市民の皆さんと一緒に水利調査に取り
組み一定の成果を出せたのは嬉しかった。また甲賀
市、高島市などの歴史文化基本構想策定にも参加し
た。ゼミは４回生が５名、３回生が４人、今年から
院生２名が加わった。夏には若狭町神子で民俗調査
をしたほか、春秋４回、多賀町で集落調査をした。
若狭については過去３年間の調査報告書を学生の尽
力もあって出すことができた。

■亀井若菜（かめいわかな）日本美術史
◆研究活動
　今年度は関わっている二つの科研の共同研究が３
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年目を迎えた。代表になっている「伊勢物語絵」に
関する共同研究では、サントリー美術館、出光美術
館、海の見える杜美術館で調査を行い、また様々な
伊勢物語注釈書と絵画作品との関係性を調べ、研究
成果があがりつつある。親鸞の曾孫覚如の伝記を記
す絵巻「慕帰絵」に関する共同研究では、覚如の稚
児姿の表現ついて比較検討を進めた。
◆教育活動
　ゼミ学外実習で金沢、富山を訪れた。加賀の伝統
や歴史を実感するとともに、近年建てられた金沢
21世紀美術館、富山県美術館、富山市ガラス美術
館の３館を訪れ、館のコンセプトや３人の建築家の
造り出す空間の違いを比較することができた。
　毎年恒例となった３大学卒論合同発表会に向け、
４回生２人と修士２年生１人が今準備中である。
◆社会活動
　竜王町の男女共同参画集会事前勉強会に呼んでい
ただく機会があり、現代の広告の写真に表現された
男女の姿の違いについて講演し、意見交換ができた。

■京樂真帆子（きょうらくまほこ）日本古代史
①活字になったもの
・ 「『婦人国防』にみる大日本国防婦人会の活動─滋

賀県内の分会活動を中心に─」『地域女性史研究』
創刊号

・ 「燃える牛車─芥川龍之介「地獄変」とそのビ
ジュアル化─」『学士会報』第933号

②お話ししたこと
・ 第１回長浜女性会議　分科会３「男女共に主役

となるまちを創るために」講演・コーディネー
ター　2018年７月15日　於：長浜バイオ大学 

・ 向日市文化資料館　歴史講座Ⅱ「牛車で向かお
う！！─平安時代の乙訓地域─」2018年９月２
日　於：向日市文化資料館 

・ 人文研アカデミー 2018　公開シンポジウム企画
「映画『祇園祭』と京都」「映画『祇園祭』と歴史
学研究─〝祇園会じゃない祇園祭〟の創出」2018
年10月28日　於：京都大学

　いろいろなところからお声がけ頂き、研究の幅が
広がった一年でした。

■東幸代（あずまさちよ）日本近世史
◆ Topics
　５月、歴史地理学会大会に初参加し、シンポで漁
業に関するコメンテーターをつとめる。９月、科研
で久方ぶりに韓国に調査に行くはずが、台風による
関空閉鎖で飛べず。福井県の大音家文書調査完了。
◆研究活動
　複数科研のメンバーに加えていただき、走り回っ
た一年。研究報告で琵琶湖内湖のヨシの話をする

も、他県の研究者との関心の温度差を感じる。琵琶
湖舟運関係で本学科の中井先生らと『覇王信長の海
琵琶湖』（洋泉社）を刊行。舟運では船株の論文も執筆。
◆教育活動
　学生らの古文書勉強会が恒常化し、読解力が向
上。特に4回生や院生に力がついてきた手応えを感じ
る。環琵琶湖文化論実習で班長となり、甲賀市へ。
実習後プレゼン練習に力を入れたところ、上達顕著。
◆社会活動
　県内高校の社会科教員や近江八幡市郷土史会の皆さ
んに琵琶湖舟運について講演。地球研プロジェクトの
関係で、大津市守山地区で古文書講座を開催。地元の
史料での講座は理想的。岐阜県の高校で講義。草津宿
本陣文書の調査開始。多くの新聞社が取材に来られ、
学生・院生の写真やコメントが掲載される。

■武田俊輔（たけだしゅんすけ）社会学
　ウィーン大学日本学科での５ヶ月間の在外研修
で、現地の研究者達と共同研究を行った。成果は同
大学の W. Manzenreiter 編の共著（分担執筆）、ま
た K. Foster & J. Jerman 編の共著（分担執筆）The 
Right to be Rural（The University of Alberta Press）
に収録・刊行予定。三菱財団より2年間の研究助成
を得て、今後もウィーン大学とは日本の農村に関す
る研究を継続する。なお在外中にはトロントで行わ
れた国際社会学会第19回世界社会学会議で学会報
告、南オーストラリア大学ホーク研究所でのワーク
ショップで報告を行った。
　今年度内の成果として、学位論文を単著『コモン
ズとしての都市祭礼：長浜曳山祭の都市社会学』（新
曜社、2019年３月）として刊行。他に県大の男女共
同参画に関する論文（中村好孝先生と共著で『人間
文化』本号掲載）、日本村落研究学会年報での研究レ
ビューや日本ポピュラー音楽学会の学会誌での書評。
　社会活動は東京文化財研究所第13回無形民俗文
化財研究協議会「いま危機にある無形文化遺産」、
滋賀県民俗文化財保護ネットワークでの講演等。

■塚本礼仁（つかもとれいじ）地理学
　はじめに教育面では，４回生８名の卒業論文指導
のため，これまでになく気力と体力を使いました。

「自分が面白いと思うことを“地理学”にする」と
いうのがゼミのモットーなのですが，テーマが八者
八様（？）で，墓穴を掘ったかたちです。８名全員
が試問をクリアするまで気が抜けません。
　つぎに研究面では，2019年３月に『食と農の
フィールドワーク入門』（荒木一視・林紀代美編，
昭和堂，2,400円）を出版します。この本は，私も含
め「食べ物」を研究のネタとする地理学者が集ま
り，「このような調査をして，この論文ができまし
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た」というスタイルで書かれたものです。執筆者そ
れぞれの（フィールドワーク上の）“企業秘密”が満
載ですので，ご一読いただければと思います。
　最後に社会活動としては，「湖南市産業振興戦略
推進会議」（副会長）をお引き受けしました。県下
最大級の工業団地を要する湖南市はいま，従来型も
のづくり“＋α”の道を模索しているところです。
少しでもお役に立てればと考えています。

■石川慎治（いしかわしんじ）保存修景
◆研究活動
　本年度は、彦根市教育委員会から委託（旧石橋家
住宅重要文化財指定に向けた建造物等調査）を受
け、濱崎教授とともに取り組みました。その他に
も、多くの民家調査を行うことができました。ま
た、近江八幡市史執筆のために、市内にある社寺を
対象とした調査なども取りかかりました。
◆教育活動
　４回生６名の卒論指導を行いました。また、滋賀
県立高島高等学校１年生の総合学習に参加しまし
た。プレゼン指導の回では、ゼミ生３人とともに約
70名の生徒さんの前で発表させていただきました。
◆社会活動
「国道161号小松拡幅13工区ルート検討委員会」委
員（国土交通省近畿地方整備局滋賀国道事務所）、

「王寺町歴史文化基本構想策定委員会」委員（奈良
県北葛城郡王寺町）、「長浜市住民まちづくり事業審
査会」委員長（長浜市）、「近江八幡市伝統的建造物
群保存地区保存審議会」委員（近江八幡市）など、
９つの委員を新たにお引き受けしました。

■萩原和（はぎはらかず）地域計画学

　本年度（2018年４月～）着任したため、授業準備
や研究ゼミの立ち上げなど目まぐるしい１年を過ご
した。少しずつではあるが、地域計画学研究室の体
制が整いつつある。
　教育面では、学科の専門科目（地域と行政、地域
研究論など）を引き継ぐ中で、所属学生の傾向や興
味関心を掴むことができた。次年度からは、「地域
計画概論」、「地域計画実習」を新設する。
　研究面では、所属学会において論文２編（査読
無）が掲載された。具体的は、以下の通りである。
この数年間の研究成果が、一つの形として残すこと
ができた。引き続き、調査研究を深めるとともに、
地域計画学研究室が掲げる景観まちづくり研究への
応用展開を目指したい。
萩原　和（2018）：自治体の総合計画案パブリック
コメントにおけるワークショップ企画の実践─滋賀
県米原市における第２次総合計画策定プロセスを
事例に─，日本都市計画学会都市計画報告集 No.17 

309-316
萩原　和（2018）：地域人材育成プログラムの受講
者・卒業生の趣向特性の把握および要因分析─滋賀
県米原市のルッチまちづくり大学卒業生・在校生へ
のアンケート調査を通じて─，日本都市計画学会都
市計画報告集 No.17 317-323

■横田祥子（よこたさちこ）中国研究・文化人類学
◆研究活動
　インドネシア華人女性の国際結婚と移動の調査を
する中で、現地のシャーマニズムと民族関係にも興
味を持ち、新たなテーマとして学会発表を行った。
また、台湾の国際結婚の専門書の翻訳版に解説を
寄稿し、出版イベントに出席した。その他、World 
Wide Universities Network の一環で、台湾・オー
ストラリア・香港の研究者と女性の移動に関する
ワークショップに参加した。海外調査では、親の移
動に伴い台湾へ移動した子供たちの日常について
調査を継続している。研究成果のリストは http://
researchmap.jp/read0124252/ をご覧ください。
◆教育活動
　国内での実習では、大阪府八尾市のベトナム人コ
ミュニティにお邪魔し、ベトナム語教室や寺の役割
について調査を行った。例年、ゼミでは中国での実
習を行ってきたが、９月の台風被害で関空が使用で
きなくなったため、断念した。１月末現在、滋賀の
民俗を外国人留学生や観光客に伝えるイベントを行
う「近江楽座」を結成できないか、学生たちと検討
中である。

■鈴木開（すずきかい）朝鮮近世史、中朝関係史
【論文】
「1621年の進香使李必栄一行の遭難」、『明大アジ
ア史論集』23、2019年３月。

【学会報告】
７月１日 , “The transition of the Joseon’s tribute 
route from the land to the sea”, The 22nd ASIAN 
STUDIES CONFERENCE JAPAN, 国際基督教大学．
８月24日、「「胡乱」研究の注意点」、第３回「日
本・中国・韓国における国史たちの対話の可能性」
円卓会議（招待有）、K ホテル、韓国ソウル。
９月22日、「朝清関係再考」、歴史学フォーラム
2018（招待有）、大阪市立難波市民学習センター。
11月16日、「伝石之珩撰『南漢日記』と李道長撰

『承政院日記』」、名古屋大学高等研究院「16-19世紀
東アジア国際秩序の成立と変容の研究」シンポジウ
ム③（招待有）、島根県立大学浜田キャンパス。
12月15日、「1621年の進香使李必栄一行の遭難」、
朝鮮史研究会関東部会月例会、専修大学神田キャン
パス。
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━━━━━━━━◦生活デザイン学科

■印南比呂志（いんなみひろし）地域ブランド
　今年はイタリアのデザイン雑誌「DOMUS」の編
集に加わり、地域取材や執筆に追われる一年だっ
た。ゼミ活動は、毎年恒例の春夏の高知県四万十町
合宿や、春秋冬の石川県輪島珠洲合宿は16年目に
なった。5年目になった北海道東川町へは、今年３
度訪れ合宿時に遭遇した震災の経験など地域の一員
となって活動した。研究活動は、イタリアではシチ
リア島、サルディニア島、フィンランドではヘルシ
ンキ、ポリ、エストニアではタリン、タルトウ、パ
ルヌを訪れた。教育活動は、岡山県立大学で行って
いる地域デザイン講座のフィールドワークも10年
目になる。また、韓国済州島沖の離島・加波島で進
めていたアーティストインレジデンス施設のプロ
ジェクトが完成し、ソウルで展覧会を行なった。座
長として取り組んでいる学生の地域活動・近江楽座
が15年目を迎えた。

■面矢慎介（おもやしんすけ）道具デザイン論
◆国際学会参加
　バルセロナで開催されたデザイン史の国際学会に
参加した（10/29-31）。充実したアーカイブのあるデ
ザイン・ミュージアムも見学。日本にもこのような
施設がつくられるべきではないだろうか。
◆学会開催
　副会長を務めている道具学会の年次大会を武蔵野
美術大学で開催（12/1-2）。同大学のモダンチェア・
コレクションやデザイン稀覯書コレクション、宮本
常一由来の民俗資料室の特別参観も。
◆論文
 “Why flower patterns?: an aspect of product 
design　history in post-war Japan ”（Proceedings 
Book, ICDHS 10th ＋1 BARCELONA 2018）
「なぜ花柄だったのか？：魔法瓶と炊飯器に現れた
花柄の理由」（『道具学論集』第24号）
「アメリカの家庭用コーヒー・メーカー：その発展・
普及とデザインの変遷」（『嗜好品文化研究』第４号）

■佐々木一泰（ささきくにひろ）空間デザイン
　昨年度２月に川上村木匠塾20周年記念事業に於
いての基調報告。当日は研究者専門家を招いたシン
ポジウム、交流会が行われました。また取組に対し
て林野庁事業ウッドデザイン賞ソーシャルデザイン
部門を受賞。2012年に前任の山根先生から引継ぎ、
ひとつの成果が出たのではと思います。
　学位論文「G.Th. リートフェルトの建築構法に関
する研究」提出。「オランダの19世紀から20世紀に

かけての漁家・農家住宅の構法について」が意匠学
会誌学術論文掲載。他論文が準備中。また昨年度設
計した保育園がキッズデザイン賞を受賞しました。
　地域活動として、近年夏は奈良県川上村木匠塾と
米原市伊吹の天窓と二つの地域での活動が主に。ま
た滋賀県立文化産業交流会館の外部評価委員や、滋
賀県の文化施設の改修計画を進めています。
　12月には研究と並行しながら、オランダハーグ
の王立アカデミー関係者の運営するギャラリーでデ
ザインした家具を制作し、パーマネントコレクショ
ンに。オランダでは出版やデザインの企画が動いて
いて、まだまだオランダとの関りは続きそうです。

■藤木庸介（ふじきようすけ）建築計画・文化遺産観光
　7月は中国黒竜江省富錦市に招いて頂き、ルーラ
ルツーリズムに関するセミナーでレクチャーとルー
ラルエリアの視察。９月は内モンゴル師範大学とブ
レンサイン先生（国際コニュニケーション学科）にお
世話になり、師範大学でレクチャーと内モンゴル各
地を視察。11月は中井先生（地域文化学科）のご厚
意で、中井ゼミの調査に同行させて頂き、四川省・
ギャロン・チベット族の集落を訪れて感動した。来
る３月は、自身が代表の科研で、横田先生（地域文
化学科）・他とインドネシア・スンバ島で調査予定。
　話が前後するが、８月には久しぶり国際会議で研
究発表を行い、自らの英語能力が消失しつつあるこ
とを知る（言葉が出てこない、もっともこれは英語
に限ったことではない）。
　一方、面矢先生がご退職後にお住まいになる古民
家の再生設計を研究室にご依頼頂いた。５月にゼミ
生全員で１泊２日をかけて実測調査に行き、その時
のデータをもとに、現在鋭意設計中。
　６年前に着任した大津市開発審査会委員は、今年
で任期満了。つつがなく終えられそうである。

■南　政宏（みなみまさひろ）道具デザイン
◆研究活動
　彦根市のご当地ナンバープレートのデザインを担
当した。30 ～ 40代のバイク好きな男性がターゲッ
トという事で、井伊家の赤備えをモチーフにしたデ
ザインが採用された。
◆掲載
『素材が生きるパッケージデザイン・アイデア』グ
ラフィック社 pp.174-175『情報を魅力的に伝える！
親切な商品案内のデザイン』パイ インターナショ
ナル p.074『実例付きロゴのデザイン』 パイ イン
ターナショナル p.110,141,167,173,235,243『デザイン
ノート No.81』誠文堂新光社 p.052
◆展示会
ミッドパーク ギャラリー ～こいのぼりコレクショ
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ン～出展（５月／東京ミッドタウン）
デザインとこだわり展（10月／大阪：ギャラリーう
えまち）
“OISHII ART OISHII DESIGN”「オイシイアート
オイシイデザイン」展（10月／香港）
◆教育活動
　JAGDA 学生グランプリ2018　青木春佳（４年）、
岡田京子（３年）が共に次点。３年生で応募した第
11回シャチハタニュープロダクトデザインコンペ
において最終選考。

■宮本雅子（みやもとまさこ）住環境学、インテリア
計画
◆教育・研究活動
「生活スタイルに基づいた快適性と省エネルギーに
配慮した照明計画」に関する調査研究を継続し、ア
ジアライティングカンファレンス（神戸）で結果報
告した。また、M2の学生が「落ち着いた美しい住
宅照明」に関する調査報告を行った。
　車椅子利用者、視覚障がい者などが JR 各駅で安
全に電車を利用できるようにと2016年度の生活デ
ザイン学外演習履修者が中心に調査してまとめた内
容を３月に駅構内情報ガイドブック（checki）とし
て発行し、公表した。また、今年度の学外演習履修
者は彦根市内の車椅子利用者が利用しやすい飲食店
について調査し、滋賀県脊髄損傷者協会の協力を得
て結果を情報ガイドとしてまとめている。
◆学会活動
　日本建築学会「建築の質感・色彩計画小委員会」
委員､「環境バリアフリー小委員会」委員他。
◆社会活動
草津市・彦根市都市計画審議会委員､ 彦根市景観審
議会委員､ 滋賀県レイカディア大学講師等。

■森下あおい（もりしたあおい）服飾デザイン
　研究活動では、シニア女性のデザインのための基
準体形を抽出し、論文に纏めました。今後はアパレ
ル設計やデザイン教育に活用できる提示方法を検討
します。また座位姿勢に適応する女性用背広のパ
ターンについて12月に特許の登録を得ました。車
いす利用者や制服の設計などの現場へ働きかける予
定です。教育面ではテキスタイルデザインのテキス
トを執筆しました。
　ゼミ活動では、３、４回生が11月に NDK 主催の
第３回京都コレクションで作品発表を行い、デザイ
ンの評価を多方面からいただきました。また M2の
院生は、作品と調査研究の両方で学会発表を行い、
生活デザイン学科らしい成果となりました。
　また、日本製に特化した繊維製品の製造工場にお
いて、素材、縫製、検品までの流れを見学し、その

後も国内外の繊維製品の生産と消費の実態に関する
勉強会を企業や繊維協会の方と行い、生産者側、消
費者側の両方の立場から認識する課題を見出す活動
ができました。今後も継続していきたいと思います。

■山田歩（やまだあゆみ）消費者行動・マーケティング
◆研究活動
　消費者心理学の教科書として『消費者心理学』（勁
草書房，分担執筆，2018年10月）を執筆しました。
消費者行動の入門書として『選択と誘導の認知科学』

（新曜社，単著，2019年３月）を執筆しました。
◆教育活動
　学生チーム（酒井鮎実・清水冬二・中村真子・
春 田 萌 映・ 山 口 大 稀 ）が ビ ジ ネ ス コ ン テ ス ト

「BranCo!2018」にて全国３位に入賞しました。授
業履修者３名が「第６回 OAC 学生アイデアで社会
をよくするコンテスト」にて OAC ブロンズ賞を
受賞しました（遠藤颯希・河本菜緒・田中冴佳）。
３回ゼミ生が大学図書館の月替わりポスターを制
作し，図書館利用を盛り上げました（2018年７月
～ 2019年３月）。研究室で企画・実施したオープン
キャンパス来場者向け DM が「第33回全日本 DM
大賞」にて入選しました。
◆社会活動
　大兼工務店様の顧客コミュニケーションの制作の
支援を行いました。近江八幡市やエフエム滋賀の審
議会にて委員を務めました。

■横田尚美（よこたなおみ）服飾文化史
　ゼミでは、夏に３回生と、越後妻有の「大地の芸術
祭」を見学。冬に米原で真綿づくりを体験し、新商
品提案に挑戦している。４回生とは、国立民族学博
物館、神戸ファッション美術館、京都服飾文化研究財
団で収蔵品を熟覧させて頂いたり、様々な方にインタ
ビューをさせて頂いたりした。卒業制作を商品化でき
たゼミ生もおり、百貨店で購入する貴重な経験をした。
　学会活動では、４月より日本家政学会滋賀地区幹
事とる。12月に日本衣服学会で「衣料品とリアリ
ティ─あなたの服はどこから来たのか？─」を発表。
　社会活動として、７月26日に、県立虎姫高校の生
徒たちに、高大連係授業として「今、私たちがこう
いう服を着ている訳」を行う。８月７日には、滋賀
大学教育学部の教員免許更新講習の講師として、「社
会と学校を結ぶオシャレ～服装生活から考える持続
可能な社会の在り方～」を担当。
　「アパレル工業新聞」紙に、昨年度に引き続き、東
京コレクション評を寄稿。春には、パリの３つの衣
装展評を寄稿した。
　非常勤講師として、引き続き新潟大学人文学部で

「博物館学展示論」を担当。長年関わってきた新潟
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県南魚沼市六日町史民俗篇の原稿を完成させた。

━━━━━━━━━◦生活栄養学科

■矢野仁康（やのみひろ）病態栄養学
［年間活動］
　生活栄養学科では，専門基礎科目にあたる，人体
の解剖生理学，病態病理学，病態栄養学の講義と実
習を担当しています．研究活動につきましては，各
種の食品成分が有する癌細胞に対する増殖抑制効果
を分子レベルで明らかにする事で，新たな抗癌剤開
発の構造基盤のヒントに繋がる様な研究を目指して
います．また，癌幹細胞を標的とした研究も行って
おり，実際の癌の浸潤・転移・再発の予防に向けた
応用研究にも取り組んでいます．この様に，より身
近な食材が有する特性を明らかにする事で，食生活
の改善などによる疾病予防の科学的根拠の提示を
行っています．次年度からも，健康増進に貢献でき
る様な栄養学領域での教育・研究活動に取り組んで
いく予定です．

■中井直也（なかいなおや）運動栄養学
　本校に赴任して、はや４年が過ぎようとしていま
す。骨格筋に存在する幹細胞である筋サテライト細
胞を対象として、エネルギー代謝やタンパク質合成
促進作用を調節するメカニズムを研究しています。
運動栄養学研究室には３名の大学院生と４名の学部
４年生が所属し、准教授の東田先生と共に研究指導
を行いました。研究成果は、日本栄養・食糧学会お
よび日本体力医学会に発表しました。
　環びわ湖スポーツ栄養交流会（滋賀県立大、立命
館大、龍谷大、びわ湖成蹊スポーツ大）の活動にも
取り組んでおります。今年度は、11月に本学で第
３回公開講演会を開催しました。また、滋賀県農政
水産部・食のブランド推進課のお声掛けで、当学科
の学生数名が、琵琶湖畔味覚の宿「双葉荘」様と共
同で滋賀めしメニュー「近江の魅力まるごと膳」を
考案しました。

■福渡努（ふくわたりつとむ）基礎栄養学
　今年度より畑山助教が着任し，教員2人体制で基
礎栄養学研究室の運営，研究，学生の指導を行い
ました．今年度の所属学生は，大学院生３名（博士
後期課程２名，博士前期課程１名），４回生６名で
した．現在，取組んでいる研究テーマは，「アミノ
酸代謝調節による脳機能の保護」，「トリプトファン
からのナイアシン供給経路の重要性」，「ビタミンの
栄養状態および生体有効性の評価」です．研究に
関する詳細につきましては，研究室ホームページ

（http://www.shc.usp.ac.jp/fukkie/）をご覧ください．
　９月に４日間に渡って，本学交流センターにて第
15回国際トリプトファン学術大会を開催しました．
アミノ酸のトリプトファンについて，栄養学，免疫
学，脳神経科学，病理学，分析化学など様々な分野
の研究者100名以上が国内外より集まり，シンポジ
ウム講演やポスター発表等を行い，情報交換を行う
とともに交流を深めました．開催の運営，実施に協
力していただいた研究室スタッフ，本学職員の皆様
にはこの場をお借りして御礼申し上げます．

■辰巳佐和子（たつみさわこ）臨床栄養学
2018 年度活動報告
　滋賀県立大学に赴任し１年半が過ぎようとしてい
ます。出来たばかりの研究室ではありますが、本年
度は２名の卒論生を迎え、さらに11月からは助教
として桑原頌治先生を迎えることができ、非常に充
実いたしました。教育面においては、［臨床栄養学
Ⅰ , Ⅲ］、［生命科学と人間］の講義、［臨床栄養学
実習Ⅰ，Ⅲ］の実習を担当しました。研究面におい
ては、リン代謝における多臓器連関制御を明らかに
することを目標にしております。本年度は成果を国
際学会、論文および総説で発表することが出来まし
た。益々教育・研究に邁進していきたいと決意を新
たにしているところです。
論文・総説
１）Ikuta K et al. Pflugers Arch. 2019, 471:123-136. 
２）Fujii T et al. Clin Exp Nephrol. 2018 (in press)
３） Kaneko I et al. Endocrinology. 2018 1;159:2741-

2758. 
４） Miyagawa A et al. Kidney Int. 2018 93:1073-

1085. 
５） Ikuta K et al. Clin Exp Nephrol. 2018 22:517-528.
６） Tatsumi S et al. Pflugers Arch. 2019, 471:109-122.
国際学会：１回　国内学会：５回発表

■小澤惠子（こざわけいこ）給食経営管理論
【年間活動報告】
　本年のトピックスは、台湾の「亜洲大学国際シンポ
ジューム」に招致いただき、「日本の介護食事情につ
いて」講演をしたことです。高齢化がまだまだ日本の
ように進んでいない中、実際に発表された大学での取
り組みなどを聞かせていただくと、日本の「介護」と
は全く次元の違うものだという印象を受け、又、国民
性の違いによる高齢者自身の日常の生活リズムの相違
も目の当たりにしました。しかし、近い将来同じ道を
歩むことも踏まえ、一歩進んだ分野の取り組みで、非
常に参考になったと喜んでいただき、社交辞令かとも
思いながらホッとしたところです。
　研究室では、引き続き高齢者の誤嚥性肺炎の危険
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に向き合ってきました。食事が喉頭を通過した直後
の音において、嚥下障害の危険性の有無を判断でき
るのではないかとの昨年までの結果に加え、高齢に
よる嚥下機能の低下が客観的に明らかになったこと
が、本年の新たな一歩であり、今後の課題となりま
した。
　滋賀県栄養士会の会長職も９年を終え、今後若い
管理栄養士たちが、存分に力を発揮できる地盤作り
にも、努めていきたいと思っています。

■奥村万寿美（おくむらますみ）臨床栄養学
「行動経済学の指標を用いた新たな栄養食事指導法
の開発」を目指して研究を行っています．また，
ジュニアスポーツ選手への食育，大和証券福祉財団
からのボランティア活動助成による介護予防のため
の料理教室の開催など実践的な活動を学生とともに
充実した１年でした，その成果を日本透析医学会，
日本栄養改善学会等で３演題発表しました．社会活
動としては、滋賀県臨床工学士会「血液浄化セミ
ナー」，保育士会「食物アレルギーの基礎知識とお
やつの調理実習」，おうみ冨士 JA「リメイク料理」
などの講師を務めました．野洲市食育推進委員会委
員長，日本給食経営管理学会評議員，臨床栄養協会
評議員，地域多職種連携活動「チーム勢多」のコア
メンバーとして活動に参加しました．

■廣瀬潤子（ひろせじゅんこ）栄養教育論、小児栄養
　本年度の活動で最も心に残っているのは、７月に
当学科の小澤先生が会頭で行われた京滋摂食嚥下を
考える会と大津市で在宅療養における多職種連携の
取り組みをされている西山先生の人間文化セミナー
に参加させていただいたことです。いくら栄養が
あっても、対象の方が食べたいと思う食事の提供で
なければ、QOL の向上はないということを、実際
の症例をご紹介いただき痛感しました。「よい食事
とは？」については、管理栄養士として常に考え続
けていかなければならないことだと思います。
　研究活動では、学会発表３演題、論文発表３報を
報告させていただきました。共同研究者のみなさ
ま、研究にご参加くださった母子のみなさまに感謝
申し上げます。授乳期の栄養は、液体ミルクの導入
などで新たな課題も出てくるかと思います。お母さ
まと赤ちゃんが楽しんで授乳期間を過ごしていただ
けるような提案をできるよう研究を続けていきたい
と思います。

■今井絵理（いまいえり）公衆栄養学，栄養疫学
　公衆栄養学（栄養疫学論）と応用栄養学の講義・
実習を担当しています。本年度は１人の院生，２人
の卒論生とともに栄養疫学研究を進めてきました。

また，昨年度に引き続き，滋賀県国民保健事業支援
評価委員として各市町のデータヘルス計画策定，評
価方法のグループ支援をさせていただきました。来
年度は科研費最後の年度ですので，多くの成果を出
せるよう，論文作成に邁進してまいります。
学術論文
Imai E, et al . ,  Fish and meat intakes and 
prevalence of anemia among the Japanese elderly.
Asia Pac J Clin Nutr, Accepted（2018.9）.
学会発表
５回（うち国際学会１回）

■東田一彦（ひがしだ　かずひこ）運動栄養学
　研究活動では、近年流行している糖質制限食につ
いて実験を行い、研究成果として論文を発表するこ
とができました。また、日本体力医学会や日本ス
ポーツ栄養学会大会で研究発表を行いました。「運
動と健康」の講義では、内容を刷新して、運動生理
学の内容がより分かりやすくなるように工夫をしま
した。「健康・体力科学」の講義では、2019年に開
催されるラグビーワールドカップを見据えて、身体
接触のないタグラグビーを導入しました。ルールは
通常のラグビーと似ているので、講義を通じてラグ
ビーのルールや文化について学ぶ機会を提供できた
と思います。

■佐野光枝（さのみつえ）食品学、分子栄養学
◆年間活動
　昨年度に引き続き、妊婦さんの食事内容によって
胎児が受け取る栄養成分がどう変わるのかを調べる
研究を行っている。本年度は新たに３つの研究を始
めた。一つ目は「黒毛和牛の妊娠中の飼料摂取量が
羊水中の遊離アミノ酸含量に与える影響」を調べる
研究。二つ目は「食品成分表から読み取れる日本と
外国（フランス、中国、アメリカ）との食文化の違
い」を調べる研究。三つ目は「外食産業のベジタリ
アン対応についての現状を明らかにし、今後の必要
性を検討する」研究である。
◆学会発表
　日本家政学会近畿支部第40回研究発表会（11月：
帝塚山大学）にて口頭発表を行った．
タイトル「食品成分表の日・仏・米・中比較～野菜
類、藻類、きのこ類の解析～」「食品成分表の日・
仏・米・中比較～肉類、魚類の解析～「食品成分表
の日・仏・米・中比較～穀類、豆類、いも及びでん
粉類の解析～」

■遠藤弘史（えんどうひろし）
　昨年度は，クルクミンやヘスペレチン，カプサイ
シンやレスベラトロールのような食成分が持つ抗癌
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作用の詳細な細胞内メカニズムに加えて，がんの予
後に大きな影響与えることが注目されているがん幹
細胞ならびにがんの転移・浸潤に関わる浮遊癌細胞
と食品の関係について研究を行いました．
　がん幹細胞はがん細胞中に10％程度ほど存在し
ており，抗がん剤や放射線照射などのがん治療に対
して感受性が低いことが知られています．がんの治
療において，このがん幹細胞が残存すると再発の原
因となり，また，がん幹細胞が遠隔転移を引き起こ
す原因だと考えられています（がん幹細胞仮説）．今
年度は食成分のいくつかは，がん幹細胞にも抑制効
果があることを見出しました．浮遊癌細胞に関して
も，クルクミンが14-3-3蛋白質の発現を低下させるこ
とで，細胞死を引き起こしていることを見出しまし
た．これらの研究成果は学会（日本生化学大会・日本
栄養食糧学会）で報告をおこなってまいりました．

■畑山　翔（はたやま　しょう）
　今年度より、人間文化学部生活栄養学科に赴任い
たしました。新しい環境となり、まだまだ慣れない
ことも多くありますが、学科の先生方のご協力によ
り何とか１年目を乗り切ることができました。
　研究活動においては、水溶性ビタミンやアミノ酸
の代謝に関する研究を行っています。学会活動につ
いても日本栄養食糧学会や日本アミノ酸学会などに
参加し、新しい知見を得ることができました。ま
た、福渡先生とともに本学で開催された国際研究会
の運営に携わらせていただきました。次年度も、新
たな発見にむけて研究活動に取り組んでいきたいと
思います。
学会発表：２回

■桑原　頌治（くわはら　しょうじ）
　2018年11月に生活栄養学科に着任しました。イ
レギュラーな着任時期ではありましたが、臨床栄養
学の実習などに従事しております。私自身が学部学
生であったときは私立大学ということもあり、学年
の人数が100名を超える管理栄養士の養成校であっ
たため、当初は30名程度の実習風景にしばらくは
慣れませんでした。今ではむしろ学生一人一人に時
間を使えるため理にかなっているように感じていま
す。臨床栄養の実習は範囲も広く、また決まりきっ
た回答が無いことの多い分野です。症例や患者個々
人に向き合った管理栄養士の育成の一助となるよう
実習に取り組んでおります。11月着任であったた
め、１月に発表があった卒論生の指導面ではあまり
多くはできておりません。しかし限られた時間の
中、一定以上の信頼関係の構築と行き詰っている学
生のフォローが少なからずできたと感じています。
来年度は学科運営などより広く活動範囲を広げてい

く所存です。

━━━━━━━━━◦人間関係学科

■後藤崇志（ごとうたかゆき）社会心理学・教育心理学
研究
　今年度は、人が自由意志を信じることの心理的機
能に関するものと、前任校で行っていた MOOC に
関するものとで、計３本の論文（筆頭は２本）が公
刊された。また、分担執筆で関わらせていただいた
教育心理学の教科書とベイズ統計の分析事例集の２
冊が公刊された。
教育
　４回生ゼミでは、細馬先生と合同で５名の指導を
行った。社会の中にある現象を統制された実験パラ
ダイムに落とし込むことや、社会的相互作用を客観
的に捉えようとすることに苦労しつつも、熱心に取
り組み、興味深い成果を挙げることができたと思
う。来年度に向けて、６名の３回生ゼミの学生たち
もテーマを模索しているようだ。
社会
　SDGs 特化型地域課題研究の支援を受け、彦根
市・長浜市の学習塾の講師との共同研究を行ってい
る。地域の実践者が抱えている問題意識と心理学の
知見との情報交換を行いつつ、効果的な教育実践の
開発につなげていきたい。

■原　未来（はらみき）青年期教育、若者支援

　昨年度から科研費「Narrative Inquiry による
〈若者支援〉実践の深化と専門性の探究」に取り組
んでいる。また、全国の〈若者支援〉にかかわる研
究者・実践者と共に『若者支援の場をつくる』とい
うジャーナルを発刊し、寄稿した。滋賀県内では、

「ひきこもり」等を経験した若者や支援者と共に
「若者サミット」を企画・運営し、盛会であった。
興味のあるゼミ学生も参加するなど、重要な研究・
実践・教育活動の拠点となりつつある。また、引き
続き県内の子ども・若者支援地域協議会（滋賀県、
彦根市、大津市など）の委員や講師なども務めた。
今年度も、当事者や支援現場、行政の方々とのつな
がりのなかで活動できたことに深く感謝したい。

■細馬宏通 (ほそまひろみち）人間行動学
　科研「介護場面における掛け声・オノマトペの動
作調節機能に関する実証的研究」は二年目に入り、
介護施設でのデータ収集、動作分析を行っている。
国際社会言語学会（SS2）、認知科学会、質的心理学
会、SLUD などで発表を行った。
　本年度は多くの対談の機会を得た。土居伸彰、伊
藤比呂美、五十嵐耕平、吉田隆一、牧真司、清原
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惟、岩井秀人、セバスチャン・ローデンバック、
田村セツコ、田中みゆき、捻子ぴじん、マメイケ
ダ、福永信、鈴木卓爾、濱口竜介、杉本拓、後藤
美月、柴崎友香、佐藤文香、大岡淳、上田假奈代

（時間順、敬称略）。それぞれ、ことばを生み出すこ
と、創作を行うことについて実践を通して考え抜い
ておられる方々であり、話すほどに世界の解像度
が上がる思いだった。相模友士郎作・演出「LOVE 
SONGS」にドラマトゥルクとして関わったのも得
がたい経験だった。
　本年度をもって開学以来24年間勤務した滋賀県
立大学を辞し、異動することになった。お世話にな
り親しくしていただいた同僚のみなさま、職員のみ
なさまに感謝申し上げます。

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

【研究】
　学術研究助成基金助成金（若手研究（B））の助成
を受けて「持続可能な開発のための教育（ESD）」
の充実した実践を行うための評価方法とカリキュラ
ムの開発をめざした研究を継続するとともに、その
成果の一部を学会発表や論文等を通して発信した。
また、学校の先生方とともに、授業づくりや授業研
究に関する取り組みも進めた。

【教育】
　今年度のゼミでは、可能な範囲で３・４回生合同
での発表や議論の機会をつくり、それぞれの研究な
らびに学習環境の質の向上に努めた。他の講義や演
習に関しても、受講生の状況や自身の研究の成果等
をふまえつつ、内容や進め方の改善を図った。

【社会活動】
　学校の先生方を対象とした「学力向上」「教育評
価」「授業づくり」等のテーマに関する研修会の講
師や、学校の研究に関わる委員などを務めた。

■丸山真央（まるやままさお）地域・都市社会学
　都市研究に関する３つの科研費が最終年度となり

（１つは延長予定）、成果を地域社会学会、日本都市
社会学会、大阪市立大都市経営研究科ワークショッ
プ、愛知大人文社会学研究所ワークショップ等で報
告した。大阪の都心回帰に関する共編著書はようや
く刊行されそう。2020五輪バブルに乗っかって（？）
1964東京五輪の検証本に東京都政論を寄稿した。
　地域自治の研究としては、平成の大合併から10
年、各地で様々な課題が噴出しており、現地調査を
もとに、日本社会学会で報告したほか、『都市計画』
誌に寄稿したり、東京大地域未来社会連携研究機構
ワークショップ等で報告したりする機会を得た。
　東日本大震災の被災地に関しても、震災から８

年、復興の課題は山積で、『東海社会学会年報』誌
に論文投稿したり、日本社会学会震災問題研究交流
会で報告したりした。
　ゼミには４回生３人、３回生４人が所属した。社
会活動としては、彦根市業務見直し検討委員を務め
たほか、同市選挙管理委員会の児童・生徒向け選挙
啓発活動にゼミ生と一緒に協力した。

■松嶋秀明（まつしまひであき）臨床心理学
　研究面では何年かぶりに科研費『逆境にある子ど
ものレジリエンスを育てる場としての「放課後児童
クラブ」の改善策』が採択され、過去２年間とりく
んできた COC 地域研究を発展させたプロジェクト
を開始した。その成果の一部は日本発達心理学会な
どの国内学会で発表した。これまで主戦場として関
わってきた日本質的心理学会が企画した『質的心理
学辞典』に10項目を執筆した。このほかレジリエ
ンス関連の総説論文を３本書いたほか、教師教育の
ための教科書に非行・生徒指導のあり方について、
ゼロトレランス に注目して一章を執筆した。
　地域貢献としては、草津市のいじめ対策協議会の委
員をつとめた。また COC 地域研究の成果について、
本学が会場となった近江地域学会で演題発表した。
　教育面では５名の卒業論文の指導をおこなった。
ホースセラピー、障害受容、留学生の適応、公共交
通機関での席譲りに関する意識、かわいい感情の規
定因など、多様で個性的なテーマがそろった。

■中村好孝（なかむらよしたか）社会学
【研究】
　デヴィッド・ハーヴェイの Marx, Capital and 
the Madness of Economic Reason の共訳はまだ今
年度は出版されないようだ。これは私の責任ではな
い。それとは別の、まだ出ない共訳もあるが、これ
は全面的に私の責任だ。大変申し訳ございません。

【教育】
　ゼミは４回生６人、３回生２人で行なった。卒論
はいつものことだがバラエティに富んでいる。ポテ
ンシャルがポテンシャルのまま提出されているとい
う感じで、もう少し早く進んでいたらもっと良いも
のになったのにと心残りである。近年はサブカル
チャー関連のテーマが多いかもしれない。

■大野光明（おおのみつあき）歴史社会学
　社会学や歴史学などの学問領域を超えて、社会
運動史の記録を残し、研究成果を蓄積する新たな
メディア『社会運動史研究』（新曜社、2019年）を
創刊し、論文「運動のダイナミズムをとらえる歴史
実践」を発表した。また、ベトナム戦争期の沖縄・
日本・アメリカ合衆国の反戦運動のつながりについ
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て、インタビュー調査や史料調査を進めてきた成果
を論文「太平洋を越えるベトナム反戦運動の軍隊

『解体』の経験史」（『立命館平和研究』20号、2019年）
にまとめることができた。
　教育活動では、４回生２名、３回生７名とともに
ゼミを活発に実施した。ジェンダーやセクシュア
リティをめぐる文化やメディア表象を分析対象に
して、文献購読だけでなく、ファッションブラン
ド店、「インスタ映え」スポット、京都国際マンガ
ミュージアムなどでのフィールドワークも実施した。
　社会活動としては、京都府京丹後市宇川地区での
基地問題をめぐるフィールドワーク、講演会、写真
展、現地での電磁波測定調査などに関わった。

■杉浦由香里（すぎうらゆかり）教育学、教育史
◆研究活動
　『明治前期中学校形成史─府県別編Ⅳ北陸東海』が
刊行されました。新たに始まった南海編では和歌山
県の中学校形成史を担当することになりました。科
研費（若手研究 B）「学校組合立実業補習学校の設立
と変容に関する研究」では、愛知県と長野県の事例
を調査し、学会報告に向けて成果をまとめています。
　2015年度より日本教育史研究会の世話人を務め
ていますが、今年度は機関誌『日本教育史往来』編
集担当となり、隔月の原稿集めに四苦八苦しまし
た。来年度はサマーセミナーを彦根で開催すべく企
画立案を進めています。
　執筆協力員として携わってきた『新修豊田市史』
では、資料編近代Ⅱが刊行され、残すは通史編のみ
となりました。また、『愛知県教育史』編さん事業
が始まり、愛知県へ資料調査に通う日々です。戦後
教育史の面白さを再認識しています。
◆教育活動
　３回生２名のゼミ指導にあたりました。卒業研究
に向けて問題関心を深めていってほしいと願ってい
ます。

■上野有理（うえのあり）比較認知発達科学
　前期はサバティカル研修に従事し、乳児をもつ母
親を対象とした調査の実施と分析作業をおこなっ
た。今年度は、科学研究費助成研究「共感の構造と
進化に注目した養育の実証研究：子育て支援の実践
に向けて」の最終年度にあたる。得られた成果につ
いて、子育て支援の実践につなぐべく、公表作業を
すすめた。
　教育活動では、４回生４名のゼミ生の指導にあ
たった。地域・社会活動として、彦根市立ふれあい
の館運営委員会委員長を務めたほか、保育士や育児
者を対象とした子育て講座での講演をおこなった。

━━◦国際コミュニケーション学科

■河かおる（かわかおる）朝鮮近代史
　2018年４月の南北首脳会談、６月の米朝首脳会
談と、朝鮮半島の歴史的瞬間が多く目が離せません
でした。そのためか、県内各地の市民団体から、朝
鮮の近現代史に関わる講演依頼が相次ぎ、主要メ
ディアの関連報道の偏向・劣化が日に日に深刻化し
ているので、声がかかれば話に行こうと腹を決め
て、今年度だけで16回にもなりました。「滋賀と朝
鮮」というタイトルで月１の連載をある団体の機関
誌にしているのですが、本にしてほしいというリク
エストをいただき、何とかしたいと思っています。
　SDGs 特化型地域課題研究で、愛荘町を対象に

「外国人の子どもの保育・教育環境の改善について」
という研究課題に取り組みました。愛荘町にあるサ
ンタナ学園を支援するNPO法人の理事にも就任し、
2019年10月からの幼児保育無償化に外国人の保育施
設も対象となるよう行政等に働きかけを行いました。

■小熊猛（こぐまたけし）認知言語学

　教職の再課程認定の審査受審にあたり、教務担当
事務職員および英語担当の先生方とともに必要な見
直しおよび文部科学省への申請書類（英語教職関連
科目のシラバス）の作成にあたった。
　教員志望の学生達の熱心な授業研究の努力が実
り、本年度もまた４名の学生全員が教員採用試験
に現役合格した。平成31年４月より、公立学校教
員（英語）として教壇（滋賀県高校２名、同中学校１
名、岡山県高校１名）に立つこととなった。

【研究活動】
　科学研究費補助金については、基盤研究（C）代表

（「ダイクシスの動的側面への認知類型論的アプロー
チ：日韓英の指示詞と関連表現を中心に」）および
分担（「発話事象概念の認知的言語類型論研究」）が
新規採択された。研究成果の一部を国際学会で発表
した。

【教育活動】
　本年度は教職科目「教科教育法（英語）Ⅲ・Ⅳ」
を担当し、教育実習の事前事後指導ほか、学科の教
員採用試験対策に注力した。後期開講の「教科教育
法（英語）Ⅲ」では、手本となる授業の在り方の一
例として、本年度現役で教員採用試験に合格した４
名の模擬授業を体験観察する機会を設けるなど新規
の取り組みを行った。また、人間文化論セミナー B

（オムニバス）を担当し、英語の歴史的変遷につい
て３回の講義を実施した。卒業論文指導につては、
３名がそれぞれ、方言、ジェンダー、恩恵・迷惑と
う観点から言葉の問題に迫り論文を書き上げた。
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■呉　凌非（ごりょうひ）言語学
教育活動
　私は国際コミュニケーション学科の中国語関連科目
のほか、「言語接触論」と「翻訳文化論」の２つの専
門科目も担当しています。そのなかでも印象に残った
のが、『人間探求学』の授業における「日本における
英語の第二公用語化」をテーマとしたディベートで、
学生たちが熱心に資料を調べ、真剣に取り組んでくれ
ました。私のゼミに所属しているゼミ学生は三学年合
計15名で、うち５名が留学しています。留学レポート
やゼミ課題の形で指導を行っています。また、卒論指
導にも精力的に取り組んでおります。
研究活動
論 文 発 表：On the Trace in“ba”Sentences and Its 
Pedagogical Effect. 2018.6. Applied Chinese Language 
Studies IX. London. pp50-56.
社会貢献
　2018年７月８日に、彦根東高校夏季囲碁強化練
習会に参加し、アマチュア６段で指導員として高校
生を相手に囲碁の指導を行いました。

■地蔵堂貞二（じぞうどうていじ）言語学・中国語歴
史文法
　本年度をもって退職する。
　学部ゼミ生は２名（うち、１名は休学中）であっ
た。幸いにも就職の内定が早く決まったので、卒論
の執筆は順調に進んだ。休学中の学生の卒論指導は
他の先生にお任せすることになる。
　昨年度の本誌にも書いたが、担当している専門科目

（演習科目・講義科目）に中国人留学生の履修が少なく
ない。留学生教育の更なる充実を図って頂きたい。
　執筆中の論文は、不勉強のため、未だ完成に至っ
ていない。恥ずかしい限りである。
　15年にわたって務めていた日本中国検定協会の
評議員の退任手続きを行なった。昨今の受験生の減
少は、残念ながら日中関係の影響をもろに受けてい
るようだ。

■島村一平（しまむらいっぺい）文化人類学・モンゴ
ル研究
　研究仲間の Richard Noll が学振の外国人招へい研
究者（短期 S）が採択され、昨年６月に来日。本学で
講演を行い、名誉客員教授号を授与された。彼は米
国の著名な心理学者・人類学者。国立民族学博物館
や琉球大での講演のほか、一緒に大峰山の修験道や
沖縄の聖地の調査を行う。道中、大阪府北部地震に
遭い電車が止まってびっくり。８月には（科研 A）で
モンゴルへ２週間、Rustam Sabirov 君（モスクワ大
准教授）と仏教調査。台風21号で関空が水没したの
で９月の海外調査は断念。11月にはモンゴルの有名

なラッパー、QuizaとGennieを招いて学園祭で公演。
今年度に発表した論文やエッセイなどは８本。講
演・学会が８本。学生の留学や就活支援に関する講
演依頼が他大から来るようになった。また本年度か
ら比較宗教論を開講。博士院生１名、研究生３名、
４回生４名、３回生14人、２回生８人のゼミ生を指
導。モンゴルから国費留学生を受け入れた。ゼミ生
の日笠君が文科省のトビタテ留学に合格、ヨルダン
へ。今年も就職委員として10本の就活セミナーを企
画。今年の目玉は数学が苦手な国コミュ生のための
ＳＰＩ数学対策講座！さて吉と出るか？

■棚瀬慈郎（たなせじろう）チベット学、文化人類学
　ヒマラヤのチベット系民族の親族関係に関する研
究が中国で出版された関係で、青海省の西寧で８月
に講演をおこないました。その中では、文化人類学
における親族研究の学説史的な話と共に、これから
は外国人ではなくチベット人自身が、自らの社会や
文化の現状と将来を考えるために文化人類学的な研
究をおこなうべきであると呼びかけました。
　その一方で、現在の中国における社会科学的研究
は国の政策に沿った形でおこなわれざるをえない状
況があり、若いチベット人研究者が、どこまで自由
な研究が許されるのかということについては危惧の
念を抱いています。
　1950年代の東チベットの遊牧地帯での生活や、
人民解放軍との戦い、大躍進時代の惨状を描いた、
ナクツァン・ヌロの著作の翻訳を一応完成しまし
た。これについては、引き受けてくれる出版社の目
途がついたので、現在編集の作業を始めています。

■谷口真紀（たにぐちまき）思想、文化
　赴任後初の卒業生を送り出す喜びもひとしおの谷
口氏に今年もインタビューを敢行した。
　米国出身の政治学者ジーン・シャープの非暴
力行動論についての英語講演「Gene Sharp, an 
Advocate for Strategic Nonviolent Action」は研究
活動のハイライトであった。「湖風祭と講演日が同
じで、学園祭まであと何日のカウントダウンの垂れ
幕が私の講演準備を後押ししてくれました」（谷口）。
　他方、担当している学科の留学業務は年々増えて
いる。「留学生活の危機管理をめぐる責任の重さを
痛感しています」（谷口）。
　そうした中、授業には常にはりきって向かってお
り、特に１・２回生対象科目「アフリカ系アメリカ
人の歴史」では熱心な受講生に恵まれ、ポスター
セッションやグループ討議が盛り上がりを見せてい
た。「毎回汗だくでした」（谷口）。
　この１年は楽しかったが苦しかったと氏は言う。
それでも、憂いの分ほど深い喜びはあっただろう。
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■橋本周子（はしもとちかこ）思想史
　昨年は産育休を取得させていただいたこともあ
り、今年度は久しぶりに教壇に立ったり、慣れない
育児との両立に奮闘するうちに一年が過ぎていきま
した。必死になって日々を回している姿を学生に間
近に見せることになり、不甲斐なくもありました。
とはいえとりわけ女子学生の多い本学科においては

（女子はもちろん男子にとっても）将来のことをリ
アルに考えるきっかけを与えられたかもしれないと
いう点で、それなりに意義があったのでは、とも思
います。同僚のみなさまのあたたかいご理解と、地
域の有償ボランティアさんの協力でかろうじて日々
を乗り越えています。
　研究方面では、味の素食の文化センターの企
画するシンポジウム（「〈国民料理〉の形成をめ
ぐって」）、人間文化研究機構主催のシンポジウム

（「ジャポニスム2018」）への登壇を実現、数年来よ
り進めてあったフランスでの著書刊行を予定してい
ます。

■ボルジギン・ブレンサイン　現代中国研究、社会
史、モンゴル・満洲地域史
　2018年度は、当ゼミの大学院博士後期課程を満
期退学した学生の博士学位請求論文の提出を受け
て、それを審査し博士学位（論文博士）が授与され
た。またもう一人の学生が修士課程を卒業し、研究
生も四名を受け入れた。学部生に関しては、二名の
卒業生の卒業論文の指導に当たった。卒論の指導を
通して、国際コミュニケーション学科の卒業生に対
する卒論執筆の重要性を改めて実感した。
　研究活動に関しては、科研費「国際共同研究強化」

（B）「『満洲』・モンゴル社会の再編と戦後の中国社会」
が採択された。それに加え分担者として加わってい
た科研費の「基盤研究」（A）「アフロ・ユーラシア
内陸乾燥地文明の歴史生態人類学的研究」（中部大
学）に関しても二回にわたって海外調査を行った。
９月には中国の関連大学で招待講演を行った他、国
際会議で二回ほど発表を行った。８月にはソウルで
開かれた第四回「アジア未来会議」で「一帯一路に
おける中国の辺境地域」と題するセッションを組織
した。

■ホークス　マーティン　応用言語学・第二言語習得
教育活動
　６月には、国際コミュニケーション学科の学生と
ドイツの留学生を JEMUN という全日本大学英語
模擬国際連合大会に引率しました。当大会2018の
テーマは「飢餓をゼロに」（SDG2）と「全ての人に
健康と福祉を」（SDG3）でした。
　また、12月に ACE 学生会議というイベントにも

同学科の学生と台湾の留学生と JCMU のアメリカ
人の学生と皆で参加しました。ACE では、約10人
を１グループとして企業が抱える問題に対し解決を
図り、会社の代表者に発表しました。
研究活動
学会発表
・ 2018年 ９ 月：The timing of explicit instruction 

and its impact on task outcomes. The 51st 
Annual Meeting of British Association for 
Applied Linguistics. York St John University, 
York, United Kingdom.

社会活動
・ 全国語学教育大会（JALT）京都支部の財務担当役員

であり、本部の年次国際大会の審査委員を務めた。
・ 11月に「ひこね広報」（英語版 ) という毎月発行

されているコミュニティのニュースレターの校正
者になりました。

■ジョン�リピー　クリエイティブ・ライティング
　平成30年度は留学関係の活動に多くの時間を割き
ました。アメリカ人の大学生・大学院生25名が県
大に短期留学（６、７月）するＣＬＳプログラムの
実行委員長を務めました。当プログラムでは県大生
約65名がスタッフ、会話パートナー、インターン、
ＴＡ、ＲＡなどの役割を果たし、彼らの国際的感覚
を磨く８週間でもありました。平成30年度は滋賀県
立大学がＣＬＳプログラムのホスト校を務める最終
年でありました。このプログラムの４年間続き合計
98名のアメリカ人学生が本学に留学し、県大生合計
250名ほどがプログラムに貢献しました。また他に
も国際交流活動関係で担当している「Cross-Cultural 
Business at American Community Colleges」 プ ロ
グラムに学科生の派遣留学をさせるためのＪＡＳＳ
Ｏ奨学金を獲得しました。この外部資金を得たのは
５年目になります。研究関係では以前から行ってい
る里山と文学の関係を研究し、人間文化学部の紀
要『人間文化』に文芸創作に関する論文を載せまし
た。創作活動の一つとして詩の朗読会にも参加しま
した。学科生４名の卒業論文である小説創作及び分
析（英語）の指導をしました。新しい取り組みとして
は学科生及び学科の受け入れ留学生の英語作文紀要
の作成を試み、その顧問を勤めました。

■山本　薫（やまもとかおる）英文学
　昨年度は補佐だったが、今年は主任としてオープ
ンキャンパスを担当した。大学全体で過去最高の来
場者数となったが、ここ数年で高校一年生・二年生
も増えたように思うし、家族が一緒に来場している
ことも来場者数増加に関係しているだろう。また、
大学連続講座で英国の探偵小説についてお話しした
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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。

が、その際も参加者の高校生は熱心だった。科研費
採択課題に関する調査・資料収集を９月にエディン
バラで一週間ほど行った。2017年に英国 Bloomsbury
社より出版した拙書 Rethinking Joseph Conrad’s Concepts 
of Community の書評を海外のコンラッド研究者からい
ただいた。ここ数年国際学会で発表してきた論文、

‘La Folie Almayer: Madness in Conrad and René Magritte, 
in Conrad: Eastern and Western Perspectives. ed. Wiesław 
Krajka（Lublin: Maria Curie-Skłodowska University 
Press; New York: Columbia University Press, 
forthcoming）（ 査 読 有 ）、“Burns' Burst of Laughter: 
The Shadow-Line between the Arts,”（International 
Joseph Conrad Conference “Between Texts and 
Theory: Transnational Conrad”, L’Epoque Conradienne: 
Journal of the French Conrad Society, no 42. （University 
of Limoges, forthcoming）.（査読有）が１月中には出版
される予定である。今年も英米文学講読のクラスに
社会人の受講生がいらした。授業では、英語で書か
れた短編小説を皆で丁寧に読み、いろいろな解釈を
出し合って議論し、濃密な時間が過ごせた。授業と
は別に社会人向けの輪読会のようなものができない
か、という話にもなった。是非実現したい。

■吉村淳一（よしむらじゅんいち）ドイツ語学
　現在、ゼミ生のうち２回生２名がドイツのアウク
スブルク大学に留学中で、昨年５月には３回生１
名がアメリカから無事に帰国しました。昨年度も
JASSO の海外留学支援制度（協定派遣）を利用して
ドイツに留学する学生を支援するために、プログラ
ム申請をしたのですが、一時は不採択になったもの
の、最終的には追加採択されました。さらに新規申
請した来年度分のプログラムも無事に採択されまし
た。今年度の卒業予定者は５名で、卒業論文の研究
テーマは、言語に関するものが２つ、文化に関する
ものが３つで、例年通り内容が多岐にわたっている
ことから、指導にはひときわ苦労しました。研究に
関しましては、昨年度に引き続き、ドイツ中世の叙
事詩を対象にして詩形と言語使用の関係について調
査を行っています。

【社会貢献】
　日本独文学会データベース委員会委員（2005年～
現在）、阪神ドイツ文学会庶務担当幹事（2016年４
月～現在）、京都ドイツ語学研究会広報・渉外委員

（2014年５月～現在）
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編集後記

● 嶽山残照 ●

　滋賀県立大学から湖西に向って比良山系の山々を
望むことができる。その山々の中央に位置する独立
峰の嶽山である（高島市音羽）。
　山の正面の一角に花崗岩が風化した「白坂」と呼
ばれる露岩があり、遠方からも山のポイントになっ
て良く見える。その下には池もあり、標高は 536 メー
トルとさほど高い山とは言えないが奥深く歴史、文
化の積み重ねに彩られた美しい山である
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■編集後記■
　2018年４月に本学部に着任して初めての学内実務が
人間文化編集委員の仕事であった。私自身、不慣れな
ところもあったが、学部紀要の原稿取りまとめは学部
内の雰囲気を肌で感じ採る絶好の機会となった。多く
の教職員スタッフとの交流を通じて、徐々にではある
が本学部の水に慣れつつある。
　さて、本号は平成最後の「人間文化」であり、大き
な節目を迎えたことになる。この紀要を手に取ってい
る多くの読者は既に新たな元号を知り、新しい時代の
幕開けを感じていることだろう。平成の時代に滋賀県
立大学が創立され、その平成が終わり、新たな元号の
もとで大学の歴史がまた刻まれる。このタイミングで、
形に残る仕事に関われたことに感謝申し上げる。

（萩原　和）

編集委員■
面矢慎介・松嶋秀明・橋本周子・萩原和・畑山翔

米原市志賀谷のオコナイ

餅つきの様子
　米原市志賀谷のオコナイ行事は、古くから有名であり、筆者
も過去何度か見学にうかがったことがある。ところが2018年の
オコナイを最後に、これまでのやり方での祭礼は数年に一度と
し、その間の年には神事を中心とした省略した形でオコナイを
執行することが地区で決定され、筆者らも依頼されて祭礼の様
子を記録することとなった。この年の場合には1月18日が玉く
じの行事で、その年のオコナイの神事面を担当するネギと、実
務面の担当者であるトウニンが決定された。2月10日は早朝か
ら餅つきがおこなわれ、大きな鏡餅が作られる。午後からはオ
ンベと呼ばれる巨大な御幣がトウニンを中心に作られるが、ト
ウニンを補佐するオコナイ組のメンバーはわいわいと議論をし
ながら楽しげにオンベを作る。かつてはオコナイの準備には10
日ほどを要し、餅つきなどもトウニン宅が会場であったが、現
在は公民館でおこなわれている。夜には神の膳という供物がつ
くられ、深夜に神社に供えられる。
　翌日がホンビで、朝から公民館での出立の儀式があり一行は
神社へ行列し、餅やオンベ、シキミの枝先にケヤキの木をつけ、
分岐部分に餅を巻き付けたハナモチなどが運ばれる。神前に供
物などが供えられ、本殿前でネギがトウニンに向かってがオン
ベを振り、「大願成就お目出度う」という場面がこのオコナイ
のクライマックスである。現在では短くなっているが以前はト
ウニンはこのオコナイのために一年以上も潔斎生活を送らなけ
ればならなかったので、まさしく大願成就であった。
　米原市を代表する盛大なオコナイであり、地域の人々の結集
の場ともなっている志賀谷のオコナイを今後も見守っていきた
い。� 市 川 秀 之
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鳥居をくぐるオンベ（米原市志賀谷のオコナイ）
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