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● 荒神山の頂きより ●
滋賀県立大学の指呼に位置する荒神山は琵琶湖畔
の独立峰で美しい山である。特に山頂からの眺めは
素晴しい光景である。
古への湖上交通舟から現在の車へと時は流れる。
西は比良山系、西北の阿弥陀山、東山を借景に多
景島、竹生島が遠望できる。
サイズ
画材

38 ㎝× 56.4 ㎝
鉛筆・顔彩

絵と文／安土
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人間文化学部

学部長

３月に入って、新年度が目前である。卒業していく学生、かれらは満足
な学生生活を送れたのであろうか？希望に満ちて入学してくる学生、彼ら
の夢を現実に近づけるサポートができるだろうか？
景気は一向によくならない。若者にとって将来の見通しがたてにくい社
会になってしまったものだ。日々の勉強と、バイトとサークル活動、加え
てこの時期は就職活動、学生の平均像である。その中で励まされる話題も
ある。少なくない学生が東日本大震災の復旧活動にボランティアとして参
加している。本学学生の地域への貢献活動が根付いてきた証でもあろう。
社会は常に若者の活力を期待している。
人間文化学部は新年度から国際コミュニケーション学科を加え、５学科
の体制となる。包含する分野もきわめて多彩であり、学際的な教育／研究
を進めるには格好の学部となった。かけ声だけでなく、多彩な専門分野を
活かしたのびやかで楽しいプロジェクトスタートの元年としたいものであ
る。

人間文化●

1

論文

岐阜県下の自治基本条例の動向と
今後の展望についての一考察
横

山

幸

司

大野町参事

Ⅰ

はじめに

Ⅱ

自治基本条例制定の意義

Ⅲ

岐阜県下の制定状況

Ⅳ

考察

Ⅰ

はじめに

平成 12 年４月１日より施行された地方分権の推
進を図るための関係法律の整備等に関する法律（以
下、
「地方分権一括法」という。）の制定により、国
と地方の関係が見直され、「地域のことは地域で考
え、地域で決定していく」ということを本旨とする
地方分権が推進されることとなった。
それに伴い、地方自治体における政策法務の重要
性が叫ばれ、憲法や地方自治法に規定しきれていな
い地方自治のシステムを規定する必要性からも、
「自治体の憲法」と言われるいわゆる自治基本条例
の制定が全国の地方自治体で急速に広まっていった。
そのさきがけとなったのが、平成 13 年４月１日
に施行された北海道ニセコ町のまちづくり基本条例
である。しかし、その後、いわゆる平成の大合併の
時期を経て、自治基本条例の意義は、初期のそれと
はだいぶ変化してきているように思われる。
その一つの例として、平成 20 年４月１日施行の
上越市の自治基本条例がある。上越市は、2005 年
１月１日に周辺市町村 14 市町村による大規模合併
によって市域が広域化し、人口も 20 万人を突破、
2007 年４月１日に特例市へ移行した。市の大規模
化に伴い、地域住民の声を行政に反映させる必要
性から、合併特例法で定められた地域自治区制度
（2008 年４月からは地方自治法に基づく地域自治区
（注 1）
に移行）を全国で初めて導入した。
一方、平成 19 年４月１日に自治基本条例を施行
した福島県大玉村のように小さな町村でも自治基本
条例を制定するところが増えている。
自治基本条例は、「まちのつくりかたを規定した
もの」〔松下啓一，2007 年，p.13〕という考え方か
らすれば、大規模な市であっても小さな町村であっ
てもその根本的な意義は変わらないが、自ずと、そ
の自治体が意図するまちづくりの目的や力を入れる
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点は違ってくると思われる。
推察するに、上記の上越市の場合には合併後の都
市内分権に大きな目的があると思われるし、大玉町
は逆に合併しなかったゆえの今後の特色あるまちづ
くりに力点があるように思われる。
そのことを反映するかのように、自治基本条例の
名称も「まちづくり基本条例」とする自治体も多
い。自治体の憲法というような政策法務の面から導
入された自治基本条例であるが、法令のもつ堅さよ
りも、その内容に立脚し、市民主体によるまちづく
りの条例というほうが一般的に分かりやすく、ソフ
トなイメージを与えるという側面もあろう。
従って、今後、自治基本条例を制定しようとする
地方自治体は、単に潮流に乗って自治基本条例を定
めるというのではなく、何のための自治基本条例な
のか、どういうまちづくりを目指すために必要な条
例なのかを改めて考える必要があろう。
そこで本稿では、岐阜県下の市町村における自治
基本条例の制定状況とその内容を分析し、その意義
や今後の展望について考察することとしたい。

Ⅱ
１

自治基本条例制定の意義

自治基本条例の必要性
冒頭に自治基本条例が誕生してきた背景に地方分
権があることを述べたが、さらに詳しく自治基本条
例の必要性について整理しておこう。
神原勝は自治基本条例が必要とされる背景とし
て大きく３点を挙げている。
〔神原勝，2005 年，
pp.79-87〕
一つは自己責任の自治体運営である。
地方分権一括法により、機関委任事務や通達が廃
止され、国と地方の関係は「上下・主従」の関係か
ら「対等・協力」の関係に変わり、地方自治体はそ
の権限が増すと同時に自己判断・自己責任が求めら
れることとなった。その責任を全うするために強調
されたのが「政策法務」である。政策法務とは、自
治体の政策に使える法律を選択し解釈するとか、お
かしな法律は改正の声を上げるとか、政策のために
条例を制定するとか、政策目的のために自治体がそ
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うした法務を自主的にこなせる高い能力をつけよう
ということである。
二つに政策資源と市民ニーズである。
我が国は国家的な財政難と少子高齢化時代を迎
え、地方自治体にとっては、政策活動を行うために
必要な資源の減少と少子高齢化に伴う市民ニーズの
変化・増大のギャップをいかに調整するかという大
問題がある。財政計画とリンクした総合計画の策定
と運用が不可欠であるが、役所だけで判断できるも
のではなく市民の合意が必要となってくる。総合計
画はもっとも重要な手だての一つであるが、それを
含めて市民合意を形成する自治体運営と政策活動の
ルールづくりが不可欠なのである。
三つに補完性原理による要請である。
補完性の原理とは、主権者市民から発して、多段
階の政府を形成する基本原理、あるいは多段階政府
の関係を理解するに際しての基本原理である。
市民生活においては、解決すべき問題がいろいろ
発生する。それはまず、市民自由によって市民自身
の判断と行動で、また市民連帯による市民活動に
よって解決するのが基本である。けれども、そこで
解決できず、社会全体で解決したほうが、より効果
的であると認知された問題は、第一義的に基礎政府
たる市町村が、さらには広域政府たる都道府県、中
央政府たる国、さらに国際機関へと問題解決のレベ
ルを移していく考え方である。
神原は別の言い方として、法律型の自治体運営か
ら自治型の自治体運営のために自治基本条例が必要
だと述べている。つまり、今では各自治体において
一般化している市民参加、情報公開、総合計画、政
策評価のシステムなどは地方自治法に基づくもので
はなく、自治体が市民とともに知恵を絞って独自に
開発してきたことに由来している。
地方自治法には、市民参加制度として、条例制定
改廃請求権（第 12 条第１項）、事務監査請求権（第
12 条第２項）、議会解散請求権（第 13 条第１項）、首
長・議員等解職請求権（第 13 条第２･ ３項）等があ
るが、定数要件など利用条件が厳しく、決して使い
勝手がいいものとは言えない。
そのため、今まで別個に制定されてきたこれらの
システムを総合化したものが自治基本条例というわ
けである。〔神原勝，2005 年，pp.64-78〕同時に、
そこには、
「住民（注 2）と自治体との関係の再定義」
という性格も併せ持っているのである。〔辻山幸宣，

2002 年，p.13〕
このことは、自治基本条例の要件、すなわち条例
に盛り込まれる内容につながってくるのだが、この
点については後述したい。
松下啓一は自治基本条例の必要性についてさらに
分かりやすく、①地方分権＝自前の自治システムの
必要性、②限られた資源を有効に使うシステムの必
要性、③みんなが活き活き活躍できるルールの必要
性の３点を指摘しているが、前述の神原の指摘とほ
ぼ同様の意味である。松下はその結果、「自治体の
メンバー全員が、元気で頑張れるような制度や仕組
みを用意するのが、自治基本条例である。
」と定義
しているが、一般的で分かりやすい表現である。
〔松下啓一，2007 年，pp.6-11〕
ここで、留意しなくてはいけないのは、自治基本
条例は政策条例ではないという点である。政策条例
とは、例えば環境基本条例に代表されるように環
境、福祉、文化、産業などの分野別に政策の基本を
制定する条例のことであり、それに対し、自治基本
条例は、そういう政策を形成するために必要な自治
体の運営、政策活動のルールを整備するものである。
政策は、時代によって、あるいは人によっても、
党派によっても変わり、何を基本政策にするかの議
論を始めればなかなか合意はできない。そうした合
意形成を含めて、よい政策を生み出すためのルール
こそが自治基本条例なのである。
〔神原勝，
2005年，
p.70〕
２

自治基本条例の要件
では、自治基本条例の要件とは何であろうか。
神原は、自治基本条例の３要素として次の３点を
挙げている。すなわち、
①自治体を運営するための理念を定めること。
②そ の理念を具体化すること。情報公開、市民参
加、総合計画、政策評価といった制度に理念を具
体化すること。
③制度をどう動かすかといった作動の原則の規定。
である。
〔神原勝，2005 年，p.72〕
また、松下は、自治基本条例の要件として、次の
４点を挙げている。
①自 治（まちづくり）の基本理念や基本原則が書か
れていること。
②市 民が自治（まちづくり）の主体として位置づけ
られていること。
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2005 年，p.71〕
また、松下は、稲美町まちづくり基本条例案を例
に、
①前文、②基本的な事項（目的、この条例の位置づ
け、基本となる用語、まちづくりの主体）、③まち
のあるべき姿、④市民の権利・責務、⑤まちづくり
の基本原則（市民自治、情報、参加、協働・連帯）、
⑥まちを創造する仕組み（情報公開、参加制度、協
働の仕組みなど）、⑦市民のための行政（首長、職
員、財政、法務など）、⑧市民のための議会、⑨活
き活きと活動する市民・市民活動団体、⑩国その他
の機関との連携、⑪実効性の確保を挙げている。
〔松下啓一，2007 年，p.25〕

4
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ここでも両者の主張には微妙な違いがあるが、
神原のそれは「必要な制度項目を最大限網羅する」
〔神原勝，2005 年，p.98〕ことに主眼が置かれてい
る。つまり自治体の憲法としての自治基本条例の要
素が強い。それに対し、松下は、法制執務の技術
を凝らすのではなく、
「わかりやすさを基本に条例
をつくるべきであろう」
〔松下啓一，2007 年，p.36〕
と市民の目線に立った自治基本条例の姿に主眼を置
いている。
近年制定されている自治基本条例の形式をみてみ
ると松下の主張するような内容に収斂されてきてい
るように思われる。この点については次章で実際に
岐阜県の事例で検証することとする。
３

まちの成熟度によって違う自治基本条例の姿
自治基本条例の要件として何を強調するかは、そ
の自治体の発展段階や規模によっても違ってくると
思われる。
神原は、自治基本条例制定の意義を「首長のリー
ダーシップ」からみた「自治システムの水準」と
「まちづくりの水準」の関係から説明を試みてい
る。図表１をご覧いただきたい。
座標軸のうち、縦軸は、市民参加、情報公開、総
合計画、政策評価など行政の政策活動システムの整
備水準の高低を、横軸は、まちづくりが現在到達し
ている水準の高低を示す。
図表１

首長のリーダーシップ
自治システムの水準
高

ま ち づ く り の 水 準

③役 所や議会が自治（まち）のためにがんばる規定
が定められていること。
④市民や市民活動団体が元気で活動することができ
る規定が定められていること。
である。〔松下啓一，2007 年，p.25〕
両者の要件はほぼ同じことを指しているのだが、
神原がより自治体の憲法としての意味合いを強調し
ているのに対し、松下は市民主体という面が強調さ
れている。しかし、神原も、「自治基本条例をつく
る意味は、市民主権の自治体運営を実現すること、
そのことを通してレベルの高い政策活動が行えるよ
うにすることの二点」である〔神原勝，2005 年，
p.96〕と述べているように、自治基本条例が、これ
までの条例と大きく違う点は、行政主導ではなく、
市民主権＝市民主体の要素が大きくなったことに違
いない。
そのことは、自治基本条例の立法過程においても
顕著である。自治基本条例は基本的にその程度の差
こそあれ、市民参加による手法によって策定されて
いる。
では、自治基本条例に盛り込まれる具体的な項目
としては何があるのだろうか。
神原は、札幌市自治基本条例案を例に、
①前文、②目的、③理念、④制度と原則（情報の公
開と共有、市民参加の市政の推進、多様な主体との
協力、行政の政策活動の原則、行政組織と職員政
策、議会と議員活動の原則）、⑤公正と信頼の確保
（行政手続、外部監査、政治倫理、職員倫理等）、
⑥責務（市民の責務、市長の責務、議員の責務、職
員の責務）、⑦最高規範性（最高規範性、見直しの
継続、市民投票手続き）を挙げている。〔神原勝，

Ⅳ

Ⅲ

最適型

制度型

低

高

Ⅱ

個性型

Ⅰ

模索型

低
出所：神原勝（2005年）「自治基本条例の理論と方法」より筆
者作成
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自治システムの水準もまちづくりの水準も低いの

実際、大規模都市と小さな町村を比較すればその

がＩの模索型、ともに高い最終地点がⅣの最適型で
ある。Ⅰの模索型から脱出する場合、Ⅱに行くかⅢ
に行くかであるが、Ⅱの個性型に行くと、従来型の
先駆的自治体、つまり、首長の個性的なリーダー
シップによって、まちづくりの水準を高めた自治体
である。しかし、首長の任期は永遠ではないので、
首長個人の力量に依存する分、自治システムの整備
はおろそかになりがちで持続性に欠ける。
一方、Ⅲの制度型は、まだまちづくりの実績は少
ないが、自治システムの整備に力を入れて、それを
活用することによって市民や職員の知恵や活力を引
き出そうと考える自治体である。これからの自治体
はこのタイプが増えていくことが予想される。そし
て、このタイプの自治体こそ、最も自治基本条例を
制定しようとする必要性の高い自治体でもある。
〔神原勝，2005 年，pp.90-92〕
神原はまた、「はじめから完璧な自治基本条例は
つくれない」ともいい、そのためには、
①個別の制度改革を先行させて自治基本条例に組み
込まれる制度の水準を高める
②①の個別制度の改革が相当進んだ段階で、具体性
のある自治基本条例を制定する
③行政に比べて議会改革の進行が進まない場合は行
政基本条例を先行制定する
④行政、議会の改革がともに進んだ段階で自治基本
条例を制定する
といったような戦略的な制定段階を提示してい
る。
〔神原勝，2005 年，pp.61-62〕
神原の指摘のとおり、おそらく多くの自治体でこ
のような状況が想定される。実際、次章でみていく

法制執務の人員や能力に差があるということも否め
ないであろう。しかし重要なのは、前述の神原の指
摘のように、規模の問題というよりも、そのまちの
成熟度によって自治基本条例のあり方や過程が違っ
てくるという点であり、これから条例を制定しよう
とする自治体はその点を踏まえて、自分たちの町は
現在どの水準にあり、これからどのような水準を目
指して条例を制定するのか、あるいは条例制定前の
段階として、まずどのようなシステムの導入（例え
ば「協働の指針」の導入など）が必要なのか等を検
討する必要があろう。

岐阜県内の事例においても議会基本条例を同時に制
定している例はほとんど見あたらない。
また、松下は、自治基本条例は、「比較的小規模
から中規模の自治体向きの制度といえるだろう」
〔松下啓一，2007 年，p.25〕と述べているが、大規
模都市においては例えば都市内分権の必要性から、
より自治基本条例の制定の必要性も高まることも考
えられ、この指摘は不十分であると考えるが、他
方、
「市民の顔が見える小さな自治体では、条例と
いう形式にまとめる意義は乏しいだろう。条例内容
を共有するもっと実践的な手法があるからである」
〔松下啓一，2007 年，pp.24-25〕という主張は現実
的であろう。

Ⅲ

岐阜県下の制定状況

１

制定状況と全体像
岐阜県下の市町村における制定状況をみると 42
市町村ある中で、平成 23 年５月１日現在、自治基
本条例を制定している自治体はわずかに４自治体し
かない。制定順に並べると、多治見市市政基本条例
が最も早く平成 19 年１月、次いで、岐阜市住民自
治基本条例の平成 19 年４月と続き、それから３年
ほど経って、輪之内町まちづくり基本条例が平成
22 年４月、垂井町まちづくり基本条例が平成 23 年
４月の施行となっている。
（図表２）
関連して、議会基本条例の制定状況をみると、議
会基本条例を制定している自治体はわずかに３自治
体しかない。多治見市議会基本条例と北方町議会基
本条例が、いずれも平成22年４月１日に施行され、
平成 23 年度になって高山市議会基本条例が新たに
施行されている。
議会基本条例はその趣旨からして、自治基本条例
とセットで制定されることが望ましいが、自治基本
条例が制定されている４市町において、自治基本条
例と議会基本条例をそろって制定しているのは多治
見市のみである。議会のほうが追いついていない状
況が浮かび上がる。
また、条例のタイトルをみると、先駆者である多
治見市や岐阜市が「市政」や「住民自治」なのに対
し、輪之内町や垂井町では「まちづくり」と変化し
てきている。これは前章で考察したように、自治体
の法制執務能力やまちの成熟度の問題、さらには、
自治体の憲法という面から、市民に分かりやすく、
市民主体のまちづくりという面が強調されるように

人間文化●

5

岐阜県下の自治基本条例の動向と今後の展望についての一考察

なってきていることに比例していると思われる。
また、条項数についてみてみると、最初の多治見
市が 42 条と多いが、次の岐阜市では 18 条、輪之内
町、垂井町も 20 条代に留まっている。これも、初
期の自治基本条例においては、あらゆる制度を総合
化する面が強調されたことに比例している。以後、
内容も精査、収斂されてきて、今後は、条項数のあ
まり多くない自治基本条例が多くなっていくことが
予想される。なお、岐阜市が少ないのは後節で述べ
るが規則に委任しているためでもある。
２

条例の内容
それでは、次に条例の中味、項目について以下の
12 項目別にみていくこととする。（図表３）
⑴前文
前文は、条例制定の由来や背景、自治（まちづく
り）の方向性や基本原理、制定者の決意などを述べ
るものである。〔松下啓一，2007 年，p.25〕初期の
自治基本条例には、「市民主権」「市民信託」といっ
た原則を述べることが必須とされたが、近年は、
「市民参加」「協働」といったキーワードで原則を分
かりやすく盛り込むところが多くなっている。加え
て、そのまちの歴史や文化、環境等に触れ、そのま
ちらしさを表現するケースが増えている。
岐阜県内の事例をみてもそれは顕著で、初期の多
治見市においては「市民自治の主権」、「市民の信
託」という表現がみられたが、岐阜市以降は、「協
働のまちづくり」といった表現が共通して使われて
いる。同様に多治見市を除いて、そのまちの歴史や
文化、環境に関する記述がみられる。
⑵基本的な事項
いわゆる総則とよばれる部分である。ここには、
条例の目的、基本となる用語の定義、基本理念・基
本原則、条例の位置づけ、といった内容が盛り込ま
れる。
ここで気をつけなければいけないのは、目的や基
本理念・基本原則といった項目は、前文や後述の市
民に関する事項と重複する可能性があるので、なる
べく簡潔にしかも具体的な記述が求められるという
点である。
岐阜県内の事例をみてみると、初期の多治見市を
除いて、条例の目的、基本となる用語の定義、基本
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理念・基本原則、条例の位置づけはすべての自治体
で共通しており、これらの項目が標準装備となりつ
つあることが分かる。
多治見市では総則の中に「市民主権」や「選挙」
に関する項目があるが、これは後述の市民に関する
事項に位置するべきものであろう。自治基本条例が
普及してきた今日、条項の順番も定まってきたよう
に思われる。
また、輪之内町では「基本施策」の項目がみられ
るが、その内容はまちづくりの基本を述べたもので
あり、施策という表現は、適当ではなかろう。前述
のとおり、自治基本条例には政策を盛り込むべきで
はないからである。
⑶市民に関する事項
この事項では、市民の権利、役割と責務が述べら
れる。自治基本条例は市民主体の条例である意義が
強いことからも重要な項目である。
岐阜県内の事例をみても、すべての自治体で標準
装備となっている。ただ、初期の多治見市において
は、
「選挙」や「原則の制度の維持と拡充」といっ
た項目もみられる。
しかし、選挙については、地方自治法に「普通地
方公共団体の選挙に参与する権利」
（第 11 条）とあ
ることから市民に保障された当然の権利であり、法
に規定しきれていない市民の権利や役割、責務を定
めることこそが自治基本条例においては重要であ
る。
「原則の制度の維持と拡充」も当然であること
からあえて条項を定める必要はないと思われる。
⑷コミュニティに関する事項
コミュニティに関する事項を自治基本条例に盛
り込むべきなのかは、議論のあるところ（注 3）である
が、
〔神原勝，2005 年，p.39〕岐阜県内の事例をみ
ても、初期の多治見市以外の自治体では盛り込んで
いる。
近年、地域連帯感の希薄化などコミュニティの衰
退と逆にその役割の重要性が増している状況から鑑
みれば、コミュニティに関する条項を定め、市民が
コミュニティの大切さを共通認識し、まちづくりに
参画していくこと、あるいはコミュニティ自体がま
ちづくりの主体であることを明言することは今後の
自治基本条例にとって必須項目となっていく可能性
が高いといえるだろう。

岐阜県下の自治基本条例の動向と今後の展望についての一考察

図表２

岐阜県下の自治基本条例等の制定状況
平成23年５月１日現在

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

自治基本条例等
協働の指針等
策定組織
議会基本条例
岐阜市 住 民 自 治 基 本 条 例 協 働 型 市 政 運 営 行 動 計 画 岐阜市住民自治基本条例検
岐 阜 市
─
（H19.4）
（H20.3）
討委員会
（H18.5～H19.1）
市民協働のまちづくり指針
大 垣 市
─
─
（H22.4）
高山市議会基本条例
高 山 市
─
─
（H23.5）
多 治 見 市 市 政 基 本 条 例 多 治 見 市 市 民 参 加 条 例 多治見市自治体基本条例市 多 治 見 市 議 会 基 本 条 例
多治見市
（H19.1）
（H20.1）
民研究会
（H15.10～H17.2） （H22.4）
関
市
─
─
─
中津川市
─
─
─
美 濃 市
─
─
─
瑞 浪 市
─
─
─
羽 島 市
─
─
─
協働のまちづくり指針
─
恵 那 市
─
（H19.11）
美濃加茂市
─
─
─
土 岐 市
─
─
─
各務原市
─
─
─
市民参画と協働のまちづく
可 児 市
─
─
り条例（H16.7）
山 県 市
─
─
─
瑞穂市まちづくり基本条例
─
─
瑞 穂 市
（策定中）
飛 騨 市
─
─
─
本 巣 市
─
─
─
郡上市市民協働指針
郡 上 市
─
─
（H21.7）
下呂市まちづくり基本条例
下 呂 市
─
─
否決（H20.3）
海 津 市
─
─
─
岐 南 町
笠 松 町
─
─
─
養 老 町
─
─
─
垂井町まちづくり基本条例 垂井町協働のまちづくり推 垂井町自治基本条例策定委
垂 井 町
─
（H23.4）
進規則（H23.4）
員会（H21.6 ～ H22.12）
関ヶ原町
─
─
─
神 戸 町
─
─
─
輪之内町まちづくり基本条
輪之内町まちづくり基本条例
輪之内町
─
─
例（H22.4）
検討会議（H21.3 ～ H22.1）
安 八 町
─
─
─
揖斐川町
─
─
─
大 野 町
─
─
─
池 田 町 （H23年度中に策定目指す）
─
─
北方町議会基本条例
北 方 町
─
─
（H22.4）
坂 祝 町
─
─
─
富 加 町
─
─
─
川 辺 町
─
─
─
七 宗 町
─
─
─
八百津町
─
─
─
白 川 町
─
─
─
東白川村
─
─
─
御 嵩 町
─
─
─
白 川 村
─
─
─
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⑸議会に関する事項
議会は、まちづくりの主体として市民、行政（執
行機関）と並ぶ重要な主体であり、自治基本条例に
おいて再定義される必要性がある。しかし、議会に
関する事項は膨大になるため、自治基本条例の制定
とともに別に議会基本条例を定めることが求められ
ている。
しかしながら、岐阜県内の事例をみても、前述の
とおり、自治基本条例の制定と同時に議会基本条例
を定めているのは多治見市しかない。岐阜県内では
首長提案の自治基本条例を否決した議会もある。自
治基本条例や議会基本条例は政策ではないのだから
政治の争点とするべきではない。また市民の台頭が
自分たちの権益を侵すことにつながるというふうに
勘違いしている議員もいるが間違いである。議決権
の持つ正統性は、選挙で選ばれた議会議員だけが持
つことを忘れてはならない。むしろ議会も積極的に
自治基本条例に関与したり、自らの議会基本条例の
制定に努めるべきである。
⑹執行機関に関する事項
執行機関に関する事項は、行政（市町村）の役
割、首長の責務、職員の責務、行政委員会、審議委
員会等の役割を述べる部分である。執行機関の範囲
は自治体によって様々であるが、その性格上、公安
委員会等は含まれないのが通常である。
自治基本条例の意義が、市民主体のまちづくりの
要素が強いことから、この事項では執行機関と市民
との関係を規定したものが多い。岐阜県の事例をみ
ても、多くの自治体でこの事項で市民参加や協働に
関する記述がみられる。
ここでも初期の多治見市においては、「組織機構」
や「公益通報」の規定まで盛り込んでいるが、その
他の自治体では見られない。
⑺市民参加・協働に関する事項
自治基本条例の意義が、市民主権＝市民主体によ
るまちづくりにあることから、市民が参画する権利
や協働の基本について規定することは自治基本条例
の必須項目である。そして、実際には、自治基本条
例には基本的な事項を定め、基本条例を受けて、別
に協働に関する条例や規則あるいは指針等を策定す
るのが常である。
岐阜県内の事例をみても、すべての自治体で、こ
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れらに関する規定が盛り込まれている。 特徴的な
のは、岐阜市で、
「協働で担う公共」という条項を
規定し、協働の目的を「公共を担うため」と明言し
ている。協働の概念には様々な定義があるが、
「新
しい公共」（注 4）の手段として「協働」が存在するこ
とは明らかである。
〔松下啓一，2009 年，pp.44-48〕
市民が、なぜ行政運営に参画するのか、それは新し
い公共を担うためであるということを明確にする意
味からはこのような表現も一手であろう。
⑻情報公開・個人情報保護に関する事項
自治体の情報公開や個人情報保護については、行
政機関の保有する情報の公開に関する法律（2001 年
４月１日施行）や個人情報保護法（2005 年４月１日
全面施行）の施行に伴い、各自治体ですでに関連条
例が整備されているところがほとんどである。従っ
て、ここで主張されるべき情報公開とは、そういう
法律に基づくこと以外の、例えば政策形成過程での
情報の開示や分かりやすい予算資料の提供等であろ
う。
岐阜県内の事例をみても、岐阜市を除いて情報公
開等に関する規定を設けている。
（ただし、岐阜市
は基本原則の中で情報共有を記述している。
）その
内容も情報公開というよりも情報の共有、情報の提
供といった内容が主である。
⑼行政運営に関する事項
行政運営に関する事項では、行政運営の基本原則
（例えば説明責任など）や行政計画、行政評価、行
政手続、住民投票、財政運営、法務に関することな
どが盛り込まれる。
ここでも行政評価や行政手続、直接請求に基づく
住民投票などは法に基づくもの（注 5）は当然であるこ
とから、その原則を再定義する場合と、独自に法定
以上の制度を設ける場合（例えば常設型の住民投票
制度）の２通りがある。いずれにしても、自治基本
条例においてはその原則を定め、別に条例等を設け
るのが常である。
また総合計画との関係においては、
「総合計画
は、まちの内容を規定したものであるのに対し、自
治基本条例はまちのつくり方を規定したもの」〔松
下啓一，2009 年，p.13〕として区分され、総合計画
は自治基本条例のもつ最高規範性に統制される。
いずれにしても、この項目で重要なのは、行政計
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画の策定過程や行政運営の過程において十分な市民
への説明責任や市民参画を保障すること、あるいは
行政評価による政策の実効性の確保等であろう。
岐阜県内の事例をみると、この事項に何を盛り込
むかについては若干差異がある。そのまちが何を重
視するかである。
⑽まちづくり支援制度に関する事項
自治基本条例の意義が市民主体のまちづくりの側
面を強く持つ以上、市民のまちづくり活動に対する
支援の原則を定めておくことは必然的な流れであ
る。岐阜県内の事例をみても多治見市を除いて、す
べての自治体でこの事項に関する規定がある。さら
に岐阜市や垂井町においては、市民主体のまちづく
り組織についても規定している。その詳細は、通
常、別途、規則や計画等で定められる。岐阜市には
「協働型市政運営行動計画」、垂井町では、「協働の
まちづくり推進規則」が制定されている。
⑾条例の見直しに関する事項
条例は作ったらおしまいではない。特に、地方自
治を巡る環境の変化の激しい今日では、常に、状況
に応じた見直し・改正を行っていく必要がある。ま
た、市民自治のあり方も試行錯誤の中で培われてい
く。そうした実践の中で得たノウハウをもとに、使
い勝手の良い条例とするためには、柔軟な改正が求
められよう。そういう意味でこの条項を明文化する
ことは意義のあることであろう。
岐阜県内の事例では唯一、岐阜市だけがこの条項
を設けていないが、逆に岐阜市だけが「規則への委
任」の条項を設けており、規則で柔軟に改正するこ
とが期待されているように推察される。通常の法令
には規則への委任があるが、基本条例ではその性質
上珍しい。
⑿その他
その他の項目としては、岐阜県内の事例をみる
と、はじめに輪之内町の「近隣地方公共団体等の
関係」「広域連携」であるが、全国的に初期の自治
基本条例ではよく見られた条項であるが、当然のこ
とであり、特筆すべき広域連携関係がない限り改め
て規定する必要性は低いだろう。同様に多治見市
の「政府としての多治見市」「自治行財政権の確立」
も、地方分権の時代にあって地方自治体の気概を示

したものとして評価できるが、前述の市の役割や財
政運営の中で規定してもよいものであろう。
その他、多治見市において、
「多文化共生社会の
実現」「平和への寄与」災害などの「危機管理」に
関する条項が見受けられるが、特にそのまちにおい
て、それらについて特筆すべき事情がないかぎり、
一般的な自治基本条例に定める必要性は低いといえ
よう。

Ⅳ

考察

最後に、改めて、次の４つの視点から、自治基本
条例制定の意義と今後の展望について考察してみた
い。
１

総合計画や他の条例などの手段との関係
はじめに、自治基本条例は、まちづくりの手段と
して、どのような点にメリットがあり、デメリット
があるのか、考えてみたい。
自治基本条例とともにまちづくりの根幹をなすも
のは、総合計画である。しかしこの総合計画は、や
やもすれば絵に描いた餅になりやすく、総合計画の
もとに作られる基本計画さらにはその下の実施計画
ならびに予算との連動性はすでに破綻しているとの
指摘もある。
〔神原勝，2005 年，p.78〕そこに、実
効性の確保から、つよい法規範をもたせる自治基本
条例による統制の意義が出てくるのであるが、この
ことにはデメリットもあると考える。
事例に取り上げた多治見市においては、自治基本
条例と総合計画、予算がすべて連動しており、総合
計画のあり方としては最先端の理論と手法との評価
も高いが、
〔神原勝，2005 年，pp.76-78〕
、事業の一
つ一つが計画に基づき、予算と連動した個票で管理
するという手法は、不透明な政治的介入を防ぎ、
個々の事業の進捗状況を管理するという面では確か
に優れた手法といえるが、日々、さまざまな案件に
対応しなくてはならない実際の行政の現場では、す
べてが計画に基づく事業ばかりではいられない。一
刻もはやく対応しなくてはいけない事業の必要性も
出てくる。それらがいちいち議会の承認を得るよう
なことになれば時期を逸することも出てこよう。ま
た、ただでさえ、スクラップ＆ビルドが苦手な行政
において、計画に基づいた事業は、柔軟に廃止ある
いは改編できるのであろうか。
また、管理や評価のウェイトが高まれば、議会等
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に対する執行機関側の説明資料の作成やそれに割く
労力と時間のほうが肥大化し、執行機関の負担が増
すばかりである。
このような観点からすれば、自治基本条例や総合
計画による権力の抑制〔金井，2010 年，p.20）とい
う面は理解できるが、政策に、“余白”がない状況
は、政策の柔軟な発案、あるいは機動性という観点
から疑問がある。いかなる法令も万能ではなく、最
後は、人々の英知に基づき、よく議論して、あるべ
き政策を形成していくことこそが肝要である。
そういう趣旨からすれば、自治基本条例では大き
な理念・原則を定め、その下に実質的、機動的な指
針等を作成し、市民主体のまちづくりを行っていく
ことこそが重要であり、そのルールさえ保障されれ
ば必ずしも自治基本条例制定にこだわる必要はない
ともいえる。

条例制定後に改めて、条例を実行するための協働運
営の計画を作っているのである。多治見市や垂井町
は自治基本条例制定と並行して、市民の参加や協働
の実行のための条例や規則をつくり、条例の実効性
を高めようとしている。輪之内町は、逆に条例を先
行して制定し、今後、実質的な制度を整備していく
つもりであろう。
このように、自治基本条例はまちの状況に応じ
て、進められるべきものであり、必ずしも条例をす
ぐに、あるいは最初につくらなければいけないとい
うものではない。むしろ、条例そのものよりも、そ
れに関連したまちの水準を高めるルールの整備こそ
重要である。条例だけ出来てもそれを実施するシス
テムが整備されなければ絵に描いた餅、総合計画で
指摘されているような弊害と同じことになってしま
うからである。

２

３

果的に議会の議決を経て施行されるのは自治基本条
例の１年後となったが、自治基本条例と同時に市民
参加条例の案づくりが進められた経緯がある。同様
に、垂井町では垂井町自治基本条例策定委員会によ
り条例案づくりが進められ、条例と同時に「垂井町
協働のまちづくり推進規則」も制定している。輪之
内町も、同様に輪之内町まちづくり基本条例検討会
議によって条例案が作られたが、こちらは、その実
施を担う指針等は策定されていない。
このことから分かるように、岐阜市のような大都
市においても、いきなりは自治基本条例の制定に
至っていない。その前に協働の指針によって、市民
が協働する土壌をつくっているのである。そして、

はないからである。市民もまたいくら行政に直接参
加する機会が保障されたといえ、何でも自分たちの
言い分が通ることだと勘違いすれば誤解以外の何者
でもない。政策の最終決定は議会の議決権以外にな
いのである。
逆に、この際に議会から首長・執行機関への監視
機能を強めようとする議会もあるが、それもまた
偏った認識である。議会の権能を、首長・執行機関
に対する監視機能としか認識していないような議員
が見受けられるが、議会の機能の大きなもう一つ
は、政策立案機能である。議会には首長と並んで条
例の発案権があるのだから、首長に負けず、積極的
（注 6）
に自治基本条例案を提案すればよいのである。

まちの水準に見合った制度の導入を
第２章の３で、そのまちの成熟度によって自治基
本条例のあり方や過程が違ってくるということを述
べた。岐阜県内の事例においても、岐阜市は平成
19 年４月に住民自治基本条例を施行しているが、
それ以前に平成 16 年３月には「岐阜市協働のまち
づくり指針」を策定している。この時の指針策定検
討委員会が、平成 18 年度には「岐阜市住民自治基
本条例検討委員会」へ移行し、条例案づくりを担っ
た。岐阜市ではその後、自治基本条例制定後の平成
20 年３月に、協働のまちづくり指針を発展させた
「協働型市政運営行動計画」を策定している。
同様に、多治見市においても、多治見市自治体基
本条例市民研究会という市民主体の組織により、結
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議会はもっと政策能力を高める努力を
自治基本条例を制定する際にあたって、問題とな
ることの一つに議会との関係がある。
前述のとおり、議会によっては、首長提案の自治
基本条例案に対し、否決した例もあるが、ただ政治
的な背景から否決したのだとしたら全く論外な話で
あるし、市民の台頭への拒否反応だとしても自治基
本条例の意味をよく理解していないことになる。
自治基本条例は、首長をはじめとする行政や、議
会、市民等を再定義し、市民主体のまちづくりへの
ルールを整備するものであって、首長を優位にした
り、議会制度を否定するものではない。いかに市民
自治や協働が発展したとしても、法に定められた議
会の議決権等の権能はいささかも歪められるもので

岐阜県下の自治基本条例の動向と今後の展望についての一考察

図表３

自治基本条例の内容
平成23年５月１日現在
多治見市市政基本条例
（H19.1）
前文
目的

前文
総則
（目的）
（定義）
（基本理念・基本原則）
（条例の位置づけ）
最高規範性
住民
市民主権
選挙
市民の責務
原則と制度の維持と拡充
コミュニティ
議会
議会の設置
議会の役割と責務
執行機関
市の役割
連携協力
市長の設置
市長の役割と責務
行政委員会の役割と責務
組織機構
職員の責務
公益通報
住民参加・協働
市民参加の権利
市民参加の推進
情報公開
総合的な情報公開の推進
情報公開制度
個人情報の保護
行政運営
制度の活用と改善
説明責任
（行政計画）
総合計画
（行政評価）
（行政手続）
（住民投票）
（財政運営）

（法務）

政策評価
行政改革
行政手続
是正請求制度
市民投票
尊重義務
財務原則
出資団体など

条例の見直し
規則への委任

輪之内町まちづくり基本条例
（H22.4）
前文
目的
用語の定義
基本理念と基本施策
条例の位置づけ

垂井町まちづくり基本条例
（H23.4）
前文
目的
用語の定義
基本理念
基本原則
条例の位置づけ
まちづくりにおける町民の責務 住民の権利
住民の役割と責務

コミュニティ
市議会

コミュニティの役割
議会の役割と責務

コミュニティの形成
議会の役割と責務

執行機関等
審議会等の運営

町の役割と責務
町長の役割と責務
職員の役割と責務

行政の役割と責務
町長の責務
職員の責務
審議会などの運営

協働で担う公共

まちづくりに参画する権利

市政運営の基本原則

情報共有の原則
情報への権利
個人情報の保護
計画の策定等における原則

住民参加
協働のまちづくり
情報共有
情報の公開と提供
個人情報の保護
説明責任

行政評価の実施

総合計画
意見の聴取
行政評価

パブリックコメント手続
市民投票

行政手続
住民投票

住民投票

財政
予算編成及び執行
財政状況の公表

財政運営

コミュニティ活動への支援

まちづくりセンター
まちづくり協議会
まちづくり審議会

法務原則
法令遵守

まちづくり支援制度

その他

岐阜市住民自治基本条例
（H19.4）
前文
目的
定義
基本理念
基本原則
条例の位置付け
市民の権利及び役割

まちづくりに関する協議会等
中間支援機能
住民自治推進審議会
政府としての多治見市

近隣の地方公共団体等との連携

自治行財政権の確立
多文化共生社会の実現
平和への寄与
災害などへの対処
国と他の自治体への働きかけ
災害時の市民の役割
改正

広域連携

全42条

規則への委任
全18条

条例の検討及び見直し

条例の見直し

全23条

全28条
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そして議会においては、自治基本条例と同時に議
会基本条例を制定するべきである。ここでも議員の
中には誤解があるが、議会基本条例は首長に対抗す
るものではない。自治基本条例同様、今まで個々に
定められてきた委員会条例等の総合化と、市民への
説明責任や市民参加等、市民のための議会の機能を
再定義し、さらに強化するためのものである。自治
基本条例で首長や行政に求められている市民からの
厳しい視線が議会にも向けられていることを議員は
再認識しなければならない。
４ 市民が学び、参画することによる市民自治力の
向上
自治基本条例の制定過程において特徴的なのは、
いずれの事例においても、市民主体の策定組織が、
長い時間の議論を経て、条例案を策定していること
である。（図表２）
ここで重要なのは議論の長さではない。この過程
において、条例策定組織に参画した市民は、当初は
行政に対するクレーム的な発言を繰り返すものの、
住民同士で議論する中で一方的な意見を差し控える
ようになり、やがて、他の住民へのタウンミーティ
ング等においては会を代表しての説明をするように
なるという。〔岩崎泰典，2009 年，p.7〕
つまり受動的な市民から能動的な市民へと変化し
ていくのである。市民が“お客さん”のうちは、文
句を言う側でしかないが、まちを運営していくとい
う立場に立てば自ずと行財政の仕組みや関係法令を
勉強することになり、行政の立場も分かってくるの
である。その上で、改めて行政、議会、市民等の役
割は何かを考えることになる。そうした意識に立っ
たとき、はじめて自立した市民となるのである。自
治基本条例制定の意義はこうした自立した市民をで
きるだけ多く創出することであると言っても過言で
はない。
そして、市民の学びは、条例制定までではない。
県内の事例をみると岐阜市では、「市民は、自らま
ちづくりに関して学ぶ権利を有する。」（第６条第２
項）
、輪之内町においては「生涯現役で生きがいの
溢れる生涯学習を推進するまちづくり。」（第３条第
４項）、垂井町では、「住民は、町政について認識を
深めるよう努めます。」（第８条第２項）と市民の学
びについての条項がある。自治基本条例は、自治体
の憲法と同時に市民自治の憲法といってもいいだろ
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う。そして、それは自立した市民による不断の学習
によって維持されるものであろう。
これからの市民主体のまちづくりとは、自治基本
条例を中心としながら、市民が学び、参画し、まち
づくり活動を実践していくサイクルをつくりあげて
いくことである。このサイクルによって市民自治力
を高めていくことこそ、自治基本条例制定の最大の
意義といえるだろう。
【注】
１）地域自治区には地域協議会が置かれるが、上越
市は地域協議会の委員の「公募公選制」を全国で
初めて導入したことでも有名である。
２）本稿では「住民」と「市民」は同意語とし、以
下「市民」で統一している。
３）神原勝はコミュニティ活動は市民自由の領域に
属するという観点から自治体運営の基本原則を定
める自治基本条例には含めるべきではないと主張
している。
４）新しい公共とは、行政が一元的に公益性を判断
して公益を実現するのではなく、行政、企業、市
民活動団体等が対等な立場で多様な価値観に基づ
き多元的に公益を企画・提供すること。
５）例えば地方自治法の直接請求に基づく住民投票
制度として、地方公共団体の議会の解散の請求
（第 76 条第３項）
、地方公共団体の議会の議員、
首長の解職の請求（第 80 条第３項、第 81 条第２
項）がある。
６）例えば、長野県飯田市や香川県善通寺市などは
議員提案による自治基本条例を可決している。そ
のほか議会の自治基本条例制定への関わり方につ
いては、石平春彦著「
『自治体憲法』創出の地平
と課題─上越市における自治基本条例の制定事例
を中心に─」
（2008 年，公人の友社）に詳しい。
【引用・参考文献】
１）松下啓一（2007 年）
「自治基本条例のつくり方」
ぎょうせい
２）神原勝（2008 年）
「自治・議会基本条例論─自治
体運営の最先端を拓く」公人の友社
３）辻山幸宣「自治基本条例の構想」
（2002 年）松下
圭一、新藤宗幸、西尾勝編『自治体の構想 機
構』岩波書店
４）松下啓一（2009 年）
「市民協働の考え方・つくり
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方」萌書房
５）金井利之（2010 年）
「実践自治体行政学 自治基
本条例・総合計画・行政改革・行政評価」第一法

規
６）岩崎泰典（2009 年）
「自治基本条例制定後の状況
と課題」
『自治体法務研究 No16』ぎょうせい

Comment
田中

俊弘

岐阜薬科大学特命教授

2000 年代初頭、いわゆる地方分権一括法の施行
と同時に幕開けした地方分権時代において“自治体
の憲法を”と、その制定が声高に叫ばれた自治基本
条例であるが、今日までそれを制定している自治体
は当初の掛け声ほどには増えていない。
その理由は何か。その後のいわゆる平成の市町村
合併や国家的な財政難など地方自治体を取り巻く環
境の急激な変化もその要因として挙げられるだろう。
加えて、横山氏は、自治基本条例の意義が、当初
の“自治体の憲法”から“市民主体のまちづくり”
に変化してきているためではないかと指摘している。
その背景には、いわゆるＮＰＯ法施行以降の市民
活動の発展とそれに伴う“協働”や“新しい公共”
の進展があることは間違いないが、こうした市民主
体のまちづくりのためのツールとしては、必ずしも
条例といった形にこだわる必要はなく、各自治体の
市民自治の発展の度合いによって、規則や指針等の
策定を優先した方がよいケースもあると考えられる
からである。

そこで氏は、岐阜県下の自治基本条例の制定状況
を調査し、各自治体の自治基本条例の名称から条項
数、項目の内容等を比較することによって、上記の
ような傾向を確認するのである。
さらに氏が着目しているのは、その制定過程であ
る。つまり、自治例基本条例案の策定はいずれも市
民参加による策定委員会等の組織によって、１年以
上の検討期間を経て、原案が策定されている。
このことからも分かるように、当初、行政の基本
条例としての意義が強かった自治基本条例は自治体
の団体自治とともに市民自治のための基本条例とし
ての意義が強くなってきたと言える。
最後に、氏は、自治基本条例制定の最大の意義
を、市民が学び、参画し、まちづくり活動を実践し
ていくサイクルをつくりあげていくこと、そのサイ
クルによる市民自治力の向上と結論づけているが、
今後、自治基本条例の制定を考えている自治体に
とって、不可欠な視点と言えるだろう。
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論文

「ウランフへの崇拝」
：歴史、記憶、
ⅰ
そして民族的英雄の創造
カ

ル

ト

ウラディン・Ｅ・ボラグⅱ（ ケンブリッジ大学教授 ）：著
木 下 光 弘：訳
〈序〉
ⅲ
ウランフ（烏蘭夫）
という存在は、内モンゴルの
エスノ・ポリティクスに関する多くの分野におい
て、常に議論の的になってきた。ウランフという名
前は、モンゴル語で「共産主義の赤い息子」という
意味だ。彼は内モンゴル自治区を創立させ、1947
年の自治政府成立から文化大革命の初期に彼が失脚
するまで、内モンゴルの最高指導者であった。彼は
長年、少数民族幹部の中できわめて高い地位にお
り、1980 年代には国家副主席にも就任している。
これほどの高い地位に就いた少数民族幹部はほかに
はいない。だが、ここで一つの疑問が残る。モンゴ
ル人や漢人たちは、ウランフの生涯あるいは死後の
ウランフを、いったいどのように評価しているのだ
ろうか。本来ならば、この疑問に答えるために内モ
ンゴルや中国でウランフに関する世論調査などを行
なうべきであろう。だが、残念なことに、今日の中
国における政治的状況では、そのような調査をする
ことは不可能だ。そこで本稿では、近年、内モンゴ
カ ル ト
ルで見られる「ウランフ崇拝」の構築という現象に

内モンゴルと中国という二つの異なった世界の
間を行き来していたウランフは、複数の意味でハ
イブリット（異種混交的）な存在であった。たとえ
ば、彼はモンゴル人でありながら、モンゴル語を話
すことができず、主に漢語（中国語）を使用してい
た。政治面においては、モンゴル人を代表するリー
ダーであるだけでなく、中国国内の全少数民族の代
表者でもあり、さらには国家指導者の一人だともみ
なされていた。中国共産党の公式見解では、きわめ
て高い評価を受けており、
「優れた民族政策指導者」
で、共産党と国家を代表する「重要な民族工作指導
者」とされている。そのうえウランフとは、中国型
社会主義におけるエスノ・ポリティクス上はもちろ
んのこと、地域研究や国際政治に関わる民族関係を
考えるうえで、きわめて興味深い人物だ。そこで本
稿では、中国国家の中央または漢人やモンゴル人に
よるウランフの評価と、その変化について検討を加
えていきたい。なおその際、人類学的手法にとどま
らず、文献の精読や聞き取り調査も併用する。これ
により、予想外の発見をもたらすことになるだろう。

注目したい。これは、彼の死後、モンゴル人と漢人
の双方の評価に基づいて生まれた現象であり、本稿
カ ル ト
はこの「ウランフ崇拝」についての分析を試みる。

〈「ウランフ崇拝」の構築〉

カ ル ト

カルト

れた「毛沢東崇 拝」という現象がある。これは毛
沢東への政治的かつ宗教的な尊敬、もしくは崇拝に
カ ル ト
基づく現象だ。ただし、この「毛沢東崇拝」と「ウ

1988年12月８日、ウランフは北京で亡くなった。
この時彼は、全国人民代表大会常務委員会副委員長
の地位にあった。中国共産党による彼の公式評価
コ ミ ュ ニ ス ト
は、
「信頼できる共産主義の戦士であるだけではな

ランフ崇拝」とは大きく異なるものである。なぜな
カ ル ト
ら、
「ウランフ崇拝」の場合、「ウランフ・バッジ」

く、優秀な党と国家の指導者でもあり、きわめて優
プ ロ レ タ リ ア
れた無産階級革命家で、有能な民族工作指導者だ」

という幸運を招くお守りのようなものは、広く人々
に好まれて着用されているわけでもなく、力の源と
される「ウランフ料理」ⅳ なるものもないからだ。

とされている。ところが不思議なことに、ウランフ
が亡くなった時、当面の間、中央だけでなく内モン
ゴルにおいてさえも、公然と胸を叩いて悲しむ人が
現れるようなことはなく、彼の死去はあまり注目さ
れなかったようだ。彼の告別式は、北京にある中国
人民解放軍総後勤部のホールにおいて、ひっそりと
行なわれただけで、内モンゴルでは大々的な哀悼集
会なども開催されなかった。およそ 400 ～ 500 人程
の人々だけが北京での告別式に参列しているが、党
や政府、軍関係の幹部といった公職関係者を除け

崇 拝と言えば、1980 年代から 90 年代にかけてみら
カ ル ト

1

カ ル ト

さて、まずウランフについて考える際に、彼には異
なった二つの側面があることに注目すべきである。
つまりそれは、内モンゴル自治区におけるモンゴル
人の指導者という側面と、中国国家の中央における
少数民族幹部という側面だ。ちなみに、モンゴル人
は中国全体だけではなく、自らの民族自治区におい
ても少数者（マイノリティ）となっている。
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ば、そのほとんどがトゥメト・モンゴル部族（特に
ウランフ一族）であった。ただし、招待はされてい
ないが自主的に内モンゴルから告別式に駆けつけた
者もわずかながらいたようだ。告別式に参列したあ
る人物の話によると、遺体のまわりを足早に歩かさ
れ、その後三回頭を下げるとすぐに外に出されてし
まった、と聞く。それは、悲しむ暇も与えらぬほど
のきわめて短い時間であった。ウランフの長男であ
り、その後内モンゴル自治区政府主席となったブヘ
（布赫）は、内モンゴルでも適切な追悼行事を行な
うように中央に要請したが、時の最高実力者、鄧小
平がこれを認めなかったといわれている。そこで、
ブヘは小さな廟を内モンゴルに建てたいと求める
が、これも鄧小平は許さなかった。唯一認められた
のは、革命の英雄であるウランフを火葬することだ
けであった。しかしその見返りとして、ブヘは告別
式の間、北京で拘束されていたと噂されている。
ウランフが亡くなった翌年、1989 年の上半期に
は、注目すべき二人の指導者が亡くなっている。一
人はチベット仏教界の指導的立場にあった 10 世パ
ンチェン・ラマが１月に、もう一人は最高指導者の
地位から失脚した胡耀邦が４月に亡くなっている。
この二人の告別式と比べると、ウランフの告別式は
実に質素なものであったと言えるだろう。10 世パ
ンチェン・ラマの死に際して、彼の告別式は人民大
会堂で行なわれた。中国のいたるところ（もちろん
チベットも含む）でも、仏教徒による彼への追悼式
が取り行なわれた。チベット自治区人民政府並びに
タシルンポ寺ⅴの管理委員会には、彼を称える仏塔
（ストゥーパ）や記念碑の建立が託された。そして
その仏塔と記念碑はタシルンポ寺の中に建てられる
ように命じられ、公式記録によると、「愛国的で、
仏教的に功績が大きかった 10 世パンチェン・ラマ
に未来の世代の者たちが、敬意を払えるように」と
記されたそうだ 2。
それならば、ウランフと 10 世パンチェン・ラマ
との待遇では、なぜこれほどの違いがあるのだろう
か。ある中国の政治家が、その理由はウランフが共
産主義革命家であるのに対し、10 世パンチェン・
ラマはチベット仏教の高僧だったからだと、説明し
てくれた。つまりウランフは、1983 年から 1988 年
まで全国人民代表大会の副主席という高官だったた
め、
「党指導者の告別式は簡素に行なわれるように」
という党の政策に従った、と言うのだ。しかしなが

らこの説明では、10 世パンチェン・ラマの政治性
を過小評価している。彼の死後、中国政府当局は、
国際的な「チベット・サポーター」たちをけん制す
るために、14 世ダライ・ラマは「母国中国」に対
し変節した裏切り者で、これに対して10世パンチェ
ン・ラマは愛国者であった、と繰り返し宣伝して、
二人の違いを強調した。つまりその違いは、10 世
パンチェン・ラマは単に宗教的なリーダーだっただ
けでなく、中国国家とチベット人にとって重要な政
治的シンボルであったということに由来していると
思われる。
では、胡耀邦の死や告別式についてはどうであろ
うか。1915 年に生まれた彼は、18 歳のときに中国
共産党に参加し、その後中国共産主義青年団ⅵとい
う組織において政治経験をつちかってきた。1952
年から 1966 年の十四年間、彼は共産主義青年団の
総書記であった。そのうえ、文化大革命が終わる
と、鄧小平の側近であった胡耀邦は、1980 年に中
国共産党中央委員会で中国共産党総書記に指名され
る。ところが、ブルジョア自由化の問題に対する彼
の対応が理由で鄧小平を激怒させてしまい、その結
果、1987 年には失脚させられることになる 3。さら
に彼は、天安門広場における学生抗議運動の真っ最
中の 1989 年４月に、突然急死してしまう。学生た
ちは、1987 年に胡耀邦が中国共産党総書記を辞職
した理由を説明するように要求していたが、党はこ
れを退ける。なおかつ、党は人民大会堂で行なわれ
た彼の公的な告別式の際に、学生たちの参加を認め
なかった。このため胡耀邦は、学生たちの「崇拝す
べき英雄（a cult hero）
」に変貌したのであった。４
月 22 日、学生たちは自主的に胡耀邦の追悼集会を
開き、公的な告別式への反発を表明した 4。
この胡耀邦の例を見ると、たとえ公的に高い立場
の共産党幹部の死であったとしても、中国共産党が
ウランフのように質素な告別式を行なうとは言い切
れなくなる。また、指導者の大規模な告別式が禁止
されるのは 1991 年 10 月以降のことであり、しかも
それは一時的なものだった。ロイター通信が伝える
ところによると、1991 年 10 月 11 日に中国共産党中
央委員会から「党や政府の高官が亡くなった時、告
別式は簡素なものにしなくてはならない」という内
容の決定が確かに出されている。この決定に従え
ば、亡くなった指導者の遺体を火葬することのみ
が、許可されていることで、遺灰を埋めてその場所
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に墓標を建立することや、遺灰を散在することを禁
止している 5。しかし、ウランフの死はこの規定が
できるよりも以前のことであった。では、このご立
派な原理がいったいなぜ事前にウランフに適用され
たのであろうか。
中国政府がウランフの大規模な告別式を行なわ
せず、内モンゴルでも彼の追悼行事を禁止したこ
とは、多くのモンゴル人にとって大きな驚きに値
し、衝撃的ですらあった。モンゴル人の間では、ウ
ランフが何か鄧小平の信頼を失うような失敗を犯し
たのではないかという憶測が飛び交った。さらにウ
ランフの告別式は、数年前にあった李森の告別式よ
りも規模が小さかったのではないかと、冗談交じり
の皮肉がとばされた。李森とはウランフの部下の一
人で、トゥメト・モンゴル部族（内モンゴル西部の
部族）のベテラン共産党員であった。彼はフフホト
市民族事務委員会の主任というそれほど高くない地
位にいた人物だ。ただし李森は、1981 年に起こっ
たモンゴル人学生運動の際に彼らの要求を支持し
たため、学生たちの人気を大いに集めた人物でも
あった。彼の告別式の時の参列者は、フフホトから
50 ㎞も離れたラマトン（喇嘛洞）まで行進したとい
われている。このラマトンという場所は、日中（抗
日）戦争中に李森が革命活動を行なっていた場所で
ある。また一方において、中国の指導部が、ウラン
フの死をきっかけに「内モンゴル人民革命党冤罪事
件」ⅶ で弾圧された者たちや「ウランフの失脚」の
関係者たちがウランフの告別式に集まり、騒動を起
こしかねないと心配しているのだ、と私に語ってく
れた人もいる。もっともその当時の中国政府がなぜ
ウランフの死を軽視したのか、その正確な理由を明
らかするのは難しい。ただし、彼の中央による告別
式の扱われ方やモンゴル人の冷淡な反応は、ウラン
フの政治的影響力の低下を表しているのかもしれな
い。確かに 1988 ～ 89 年の時点で、ウランフには 10
世パンチェン・ラマと胡耀邦のそれぞれが、チベッ
ト人と漢人に対して持っていたような権威はなかっ
た。
ただし、ウランフの死から３年後、彼に対する
政策的変化が生じたことは事実である。1992 年６
月、中国共産党中央宣伝部は、内モンゴルの区都フ
フホトに彼を祭る小さな記念館の建設を正式に許可
した。その時に出された中央による建設通達の一部
が、記念館に記されている。その内容は以下のよう
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なものだ。



 992 年６月 12 日、中国共産党中央宣伝部：ウ
1
ランフ同志のために小さい記念館を建設するこ
とを認める。その際には、節約と簡素を心がけ
てつくられるように。また、建設費用は内モン
ゴル自治区が負うこととする。
中国共産党中央委員会事務室

ところがこの通達は、どうやら事後に出された
もののようである。なぜならば、上記の指示が出
される一ヶ月前、つまり 1992 年５月には、内モン
ゴル自治区共産党委員会および自治区人民政府のも
とで、既に建設が始まっていたのである。場所は、
フフホト市西部にある植物園内で、記念館の建設工
事は急ピッチで行なわれた。ところが、建設通達
によって定められた「節約と簡素を心がけたよう
な」建物ではなく、実に大きな記念館が完成した。
この事実は注目に値する。ウランフ記念館は、ウラ

①ウランフ記念館前にそびえ立つウランフ像

②チンギス・ハーン廟前にあるチンギス・ハーン像
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ンホトにある「チンギス・ハーン廟」やオルドスに
ある「チンギス・ハーン陵」を見本にして建てられ
た。ただ異なる点は、ウランフ記念館の方が大き
かったことだ。1992 年 12 月 23 日に正式に完成した
この記念館の大きさは、なんと 2,100 ㎡に及ぶもの
である。それに比べて「チンギス・ハーン廟」は
822㎡、「チンギス・ハーン陵」は1500㎡しかない。
そこにはウランフの遺灰こそないものの、記念館の
前には彼の大きな像がそびえ立っており、その姿は
まるでウランフがよみがえりモンゴル草原を歩いて
いるかのようである。メインホールの中にはウラン
フの座像があり、特別な式典が行なわれる際には、
様々な人々や団体からの花輪などがその像を囲む形
でささげられている。よろいを着ていない点を除け
ば、オルドスの「チンギス・ハーン陵」と驚くほど
よく似ている。ただし「チンギス・ハーン陵」のよ
うに、本物の遺品はほとんど展示されていない。そ
の代わりにウランフの経歴や業績を、写真と絵画で
時代順に展示している。また、建物の外側には、寄
贈者として内モンゴルのすべての県政府、党委員会
の銘が記されている。その後、このウランフ記念館
は「愛国主義教育の拠点」に指定された。さらにこ
こでは、女性の日（３月８日）、子どもの日（６月１
日）および軍隊日（８月１日）に、自治区人民政府主
催の誓いや入会式など各種セレモニーが行なわれ
る。このようにウランフ記念館は、単にウランフの
愛国主義的な功績を示すモニュメントとしてだけで
なく、内モンゴルにおける政治的儀式の舞台として
も使われている。この記念館の目的をウランフの娘ⅷ
は、以下のように記している。
改革開放が新たなに推し進められている昨今、
ウランフ同志記念館にある様々な展示は、歴史
的にも今日的にも重要なものであり、大きな意
味を持っている。つまり、我々が革命の伝統や
愛国心を知る上で、大変重要な教育機会の足が
かりを与えてくれているものなのだ。そして、
プロレタリアート
無産階級者、革命戦士たちのような古い世代が
持っていた崇高な精神を、後の世代の人々がい
つでも学ぶことができ、彼らの未完成な工作も
成し遂げることができるようになるだろう。6

〈エスノ・ポリティクスおよびウランフとその
諸立場と意識形成〉
ウランフは 1966 年から 22 年間失脚もしくは冷遇
されていたにも関わらず、死の三年後に復活を遂げ
ているという事実は、実に興味深い出来事だ。1966
年、彼は中国に対する裏切り者とされ、反革命分子
というレッテルをはられた。もっとも、この反ウラ
ンフ・キャンペーンでは、ウランフだけではなく内
モンゴルのモンゴル人指導者のほとんどすべてが容
赦なく粛清され、さらに一般のモンゴル人民衆にも
多数の犠牲者が出るほどであった。ところが、ウラ
ンフはその死後に中国という国家を代表する最大の
象徴として、完全に復活を遂げることになる。その
復活は、モンゴル人の英雄としてだけでなく、中国
への愛国心の象徴、さらには中華民族ⅸの擁護者と
して扱われている。つまりウランフが亡くなった
1988 年には粗末な扱いをされながら、1992 年以降
は逆に積極的に取り扱われ、完全な復活を遂げる。
しかし、このタイミングはいったい何を意味してい
るのだろうか。それは北京政府が自治区を安定さ
せ、コントロールしようとする意図があると思われ
る。内外的な原因によって中国が分裂してしまうこ
とが危惧される時代になると、彼は称賛されるよう
になった。また、モンゴル人側にも、中国政治や社
会の中でモンゴル人の地位を高めたいと考える人々
が存在し、そのためにウランフの名誉を回復させ、
その遺光を利用しようとする動きもあった。
そこで、1980 年代と 1990 年代初期の内モンゴル
におけるエスノ・ポリティクスの状況を簡単に検討
してみたい。1980 年代になるとウランフの子ども
たちや親類の多くは、内モンゴルでの高い地位とそ
の影響力を取り戻した。つまりこの頃の内モンゴル
では、ウランフ一族が強力な政治派閥を形成するに
いたった。たとえばウランフの長男であるブヘは、
1982 年から 1992 年までの十年間は内モンゴル自治
区政府主席を務め、その後父のあとを継ぎ、1993
年に全国人民代表大会常務委員副委員長となり内モ
ンゴルから北京に異動した。ただしブヘは、父ウラ
ンフとは異なり、内モンゴル自治区共産党書記には
なれなかった。内モンゴル共産党の第一書記の地位
は、1966 ～ 67 年 ⅹ にウランフが解任されて以来、
常に漢人によって独占されてきた。注目すべきこと
は、ウランフ以来、モンゴル人の中から多方面にわ
たって権力を持つ者が現れなかった、ということで
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ある。ウランフは、内モンゴルでは共産党や自治区
政府、軍の最高司令官であっただけでなく、北京で
も党中央や国家機構の重要な役職を兼務し、その権
力は多岐にわたっていた。その息子ブヘの政治的地
位は、ウランフの七光であると一般的に考えられて
いる。ちなみにこのように親の遺光による権力の継
承は、内モンゴルに限ったことではなく、中国全体
でまかり通っている。中国共産党古参幹部の子や孫
たちが、その指導的地位を引き継いでいる例は多
い。その最たるものが、李鵬である。彼は、首相で
あった周恩来の養子であり、李鵬もまた首相になっ
ている。
さて、内モンゴルにはウランフ一族の政治的支配
をあざけ笑う話がたくさんある。たとえば、ある者
Lǎoyún
が内モンゴル自治区政府庁舎の前で「老雲」と呼ん
だ。すると、政府庁舎の半数の窓が一斉に開いた。
Xiǎo y ú n
その者は間違いに気づき「小雲」と呼び直すと、今
Yún

度は残りの半分の窓が開いたという。「雲 」とは、
ウランフの漢語の姓であり、彼が属するトゥメト・
Yún
モンゴル部族では、同じく「雲」という姓を用いる
者が多い。同様の笑い話として、北京にてウランフ
の告別式が行なわれた際に、内モンゴルでは一般の
Yún
人々が鉄道の切符を買えないほど「雲」と名乗る人
たちが各駅に殺到した、という話もある。
また、ウランフ一族が内モンゴルにおける権勢は
モンゴル民族の中の部族間競争問題だけにとどまら
ず、公職の腐敗にまでおよんでいた。中国では、市
場経済化の導入により個人的な利益を手に入れよう
と、政治的コネクションがよく使われるようになっ
た。ちなみに、このような公職の腐敗に反発した
人々が、1989 年に天安門広場において透明性のあ
る政治を求め、抗議活動（天安門事件）を起こした
ことは周知のとおりである。このように、公職の腐
敗に対して多くの人々が立ち向かい、正義を求める
ようになった。これと同じようなことが内モンゴル
でもあった。たとえばこの時期、急速に需要を伸ば
していたカシミアへの投機に関連して、ブヘの妻と
李鵬の息子とが結託して私腹を肥やそうとしたこと
があった。これに対して、民衆の意識を呼び覚まし
声高に抗議を行なった。このような腐敗に対して内
モンゴルでも抗議活動が発生しているようだ。海
外の反体制中国人による出版物『中共太子党ⅺ』7 に
は、ウランフを「モンゴル王公」とし、内モンゴル
における彼の一族支配も「民主主義的」な批判を浴
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びた。このような指摘は、ウランフが「現代の王
公」となり「独立王国」をつくろうとしている、と
いった文化大革命中のウランフ批判を連想させるも
のである。
さて、ここでは見落とされがちになる二つの問題
点を注目しておきたい。一つは、内モンゴルにおけ
るモンゴル人内部に存在する部族間対立問題と、も
う一つはモンゴル人と漢人との間に存在する民族間
対立の問題である。つまり、中国のような多民族社
会において、
「人民」による「部族主義」に基づい
た公職腐敗への批判は、漢人とモンゴル人を分ける
民族境界線を越えられる「有効な方法」になりえ
る。言い換えると、モンゴル人内部の部族間の対立
ばかりを注目すると、モンゴル人と漢人との間に存
在する民族問題が見落とされてしまう危険性があ
る。なぜならば、腐敗トゥメト・モンゴル役人への
非難は特定の個人に限らず、
「モンゴル人」一般に
まで及んだからだ。ここで大切なことは、内モンゴ
ルで「人民」とは言うまでもなく圧倒的に漢人であ
り、モンゴル人は自らの「民族自治区」においても
絶対的に少数派（マイノリティ）となっているとい
う事実だ。そして、このような状況を容易に変える
ことはできない。
「人民」一般がトゥメト・モンゴル部族に対して
抱いていた憤りをなだめるために、1991 年末、ブ
ヘの弟であるウジェ（烏杰）が内モンゴルから異動
させられ、隣の山西省の副省長に就任した。ウジェ
は当時、内モンゴルで最も大きな都市の一つである
包頭市の市長だった。序列としては、彼が自治区主
席の座を兄のブヘから継ぐはずだったが、結果的に
内モンゴルからは排除される形になった。一方の兄
のブヘは、上述したように 1992 年に内モンゴル自
治区政府主席のポストを退任させられ、父ウランフ
が死ぬまで務めた全国人民代表大会常務委員会副委
員長に就任した。すなわち、ブヘも自身の政治基盤
となる内モンゴルから追い出されたことになる。ブ
ヘが内モンゴルを離れたあと、多くのトゥメト・モ
Yún
ンゴル部族、中でも「雲」という姓で政治的権力を
持つ高い地位にいた幹部たちが次々と免職させら
れ、それに代わって、内モンゴル東部のモンゴル人
や漢人たちがその職に就いた。これと同時に共産党
は、内モンゴル東部のモンゴル人の支配をけん制す
るために、自治区政府主席を内モンゴル西部のトゥ
メト・モンゴル部族と内モンゴル東部のモンゴル人
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との間で、交互に就任させた。そして他の主要な部
族を除外することで、妙な形で部族主義、とりわけ
部族間対立を固定させて制度化させている。
中国国内のエスノ・ポリティクスの内的力学に加
えて、モンゴル人民共和国およびその他のアジア諸
国における民主化運動やソ連の崩壊などの外的要因
も、漢人とモンゴル人との民族関係に影響を与え
る。その一例として、1990 年５月 14 日に『人民日
報』にも掲載された、内モンゴル自治区共産党書記
である王群による注目すべき報告書の内容を紹介し
たい。これまで内モンゴルでは、新疆ウイグル自治
区などのような分離独立運動や暴動が起きてこな
かった。しかし王群の考えは、内モンゴルと隣接す
るモンゴル国とは民族的に密接なつながりがあり、
民主化の影響も大きく受けており、油断すべきでな
いというものだ。王群の上記のような意識が次の出
はる なつ
来事からわかる。
「去年の春夏以来、内モンゴルに
おいて、一部の者たちが二つの問題を引き起こして
いる。当初、民族問題を利用して無意味な陰謀を企
て、国家の団結と祖国統一を破壊しようとしてい
る」8 という指摘がなされたのだ。その後当局は、
イフジョー盟（オルドス）とバヤンノール盟におけ
る二つのモンゴル人組織を厳しく取り締まった。こ
の二つの組織は、モンゴル文化の復興と民族の近代
化などをテーマに、家族会議や講演会を開催してい
た。このような組織に対し、モンゴル国の民主化運
動の指導者で民族主義者でもあるバーブルが書いた
反ソビエト、モンゴル民族主義的なパンフレットを
配布し、国境を越えて様々な人々と接したという疑
いで告発された。罪状には、民族文化をめぐる議論
や家族内での会話にいたる詳細なことまで含まれて
いた。たとえ文化的且つ穏健な市民社会型活動で
あっても、中国共産党は誇大妄想的に疑い、厳しい
弾圧の標的とするのである。さて、当該グループは
不法組織とされたうえにその主だったメンバーは長
期にわたって投獄されることになった。このように
して、内モンゴルでは「反モンゴル民族主義」キャ
ンペーンが実施された。海外のモンゴル人団体であ
る「内モンゴル人権保護同盟」は、以下のようなこ
と声明を発表し、同キャンペーンを批判した。
現在、内モンゴル自治区党書記である王群は、
高圧的なやり方でモンゴル人知識人やモンゴル
人幹部を脅かしている。このような事件は、さ

らに大規模な政治的弾圧キャンペーンに発展す
るのではないかと危惧するモンゴル人たちは多
い。モンゴル人知識人たちは、みな口をつぐ
み、モンゴル人上級幹部たちにも怯えている状
態である。なぜならば、二十二年前に「新内モ
ンゴル人民革命党を根こそぎ引きずり出せ」と
いうスローガンのもとに、何十万もの人々が殺
された大虐殺の記憶が、まだ鮮明であるから
だ。9
しかしながら本稿において注目したいことは、モ
ンゴル人幹部たちがこの危機的な状況下でどのよう
な行動を取ったのか、彼らは抵抗をしたのか否か、
ということである。そこでブヘの行動をみると、大
いに称賛すべきところがある。彼はモンゴル人知識
人を同情し、さらにはモンゴル人による民族的権利
の要求に対しての抑圧に対して悔恨の念を抱いてい
た。そして、ブヘと党書記王群との間には多くの摩
擦を引き起こしたことも知られている。王群は、
「帝国の特使」のように内モンゴルの中国への統合
を熱心に促進させ、中央の方針を忠実に、時には熱
狂的に実施した。一方でブヘは、内モンゴルを統治
してきた父ウランフのように内モンゴルの独自性を
強調し、多くの地方において中央の政策をそれに応
じた形で適応させようとした。確かにこの点に関し
ては、ブヘを高く評価するモンゴル人は多い。とこ
ろが、ブヘや他のモンゴル人幹部たちは結局、中央
の指示にかしずくように服従させられ、
「民族団結」
路線を守ることを主張せざるを得なかった。では、
このようなモンゴル人幹部たちの「裏表のある態
度」をどのように考えるべきなのだろうか。
そ こ で、 ジ ェ ー ム ズ・ ス コ ッ ト の 叛 乱・ 抵 抗
に関する理論 10 を用いて考えてみたい。彼による
トランスクリプト

と、 政 治 演 説 に は 公 に 表 現 さ れ る 記 録（public
トランスプリクト
transcript）と、隠された 記 録（hidden transcript）
の 二 つ に 区 別 す る こ と が で き る と い う。 こ こ で
トランスプリクト
いう「 記 録 」とは、言い回し、演説のやり方、
話 し 方、 表 現 方 法 な ど も 広 い 意 味 に お い て 政 治
ディスクール
トランスクリプト
的 言 説 ⅻ である。
「公に表現される 記 録（public
transcript）
」は有力者とのやり取りの中で、強者
への従属性や敬意、承認を表すために立場の弱い
人々がかぶる防護マスクのようなものだという。一
トランスプリクト
方の「隠された 記 録（hidden transcript）
」とは、
立場の弱い人々が、仮面を外してから本音を表わ

人間文化● 19

「ウランフへの崇拝」：歴史、記憶、そして民族的英雄の創造

す舞台裏のパフォーマンスである。ここで注目す
べきことは、「公に表現される記録（トランスクリ
プト）
（public transcript）」が、ある種の「ヘゲモ
ニー」として有力者のみならず、配下の者にも大き
な影響力を持つ、ということだ。スコットの主張に
よると、被支配者層が抵抗を行なう場合、支配的イ
デオロギーとは異なった主張やイデオロギーを持っ
ているわけではなく、むしろ支配的イデオロギーを
概ね受け入れている、という。つまり「暴力的なも
のを含めて、ほとんどの抗議行動や挑戦的異議申し
立ては、支配形態の主な要素が従来通りに継続する
状態を予期している」のだ 11。さらには、こうした
闘いの中における戦略的行動とは、多くの場合に権
勢を持っている制度や権力者に対して強い忠誠心を
見せることであり、この点は注目すべきである。そ
してヘゲモニーを目指すどんな支配的イデオロギー
であっても、被支配者層には「公に表現される記録
（トランスクリプト）
（public transcript）」として使
える政治的な武器を与えなければならないとスコッ
トは論じている 12。
このような「ヘゲモニーの使用価値」について、
モンゴル人知識人や幹部も、自らの目標を達成する
ために中国の国家体制の公式イデオロギーをうまく
利用する方法を学び、よく理解している。たとえ
ば、
「民族団結」という用語は、中国共産党の下で
諸少数民族を統合し、一致させる政治的スローガン
だ。この用語のヘゲモニー的な側面は、国家の存在
理由が「民族団結」の確立であり、これを保障でき
るのが社会主義のみであるというものだ。そこに共
産党一党独裁政治の絶対的な前提が現れる。しかし
この「国民統合」は、結局のところ漢人に特権を与
えることにつながる。つまり中央の公式見解と指示
により、「民族団結」を切り崩すようなすべての言
動が御法度となっており、その結果「民族団結」の
維持という名のもとにおいて、少数民族としてのあ
らゆる正当な異議申し立てや政治的主張をすること
が実質的に不可能な状態にあるのだ。つまり民族的
不満が政治的要求として浮上しようとする時に、
「政府の下で団結して、国民統合を進め確立しよう」
というスローガンが直ちに掲げられてしまう。その
際にモンゴル人幹部や知識人たちは、テレビやラジ
オの前に一人一人連れ出され、民族主義に対する
各々の立場を公表させられる。そしてその答えは、
例外なく同じである。その答えとは「民族団結を阻
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害する動きには断固反対する」というものだ。この
ことで、行き過ぎたモンゴル民族意識が中国政府よ
りもモンゴル人にとって有害であるという逆の印象
を人々に与えるのである。しかし、この民族団結へ
の訴えが政府にとって最高の武器の一つである一方
で、その実践は大変複雑なものなのだ。
これまで指摘したことからわかるように、
「民族
団結」というキーワード自体は、本当の戦場のよ
うなものである。ダニエル・ロジャースは政治的
キーワードの重要性を次のように強調している。彼
によれば、政治的闘いとは、
「正当性を与えるメタ
ファー」としてこのキーワードの専有をめぐる闘い
なのだ、という 13。プラセンジット・ドゥアラによ
る、中国史における「封建」概念に関する優れた研
究 14 があり、そこからロジャースの主張の検討をは
じめてみたい。ドゥアラによると、
「封建」という
伝統的キーワードは、各省において地方分権推進論
者によって使われていた、という。具体的には、満
洲人による支配の最後の数十年間、常に弱体化し続
けた中央政府の現状に鑑みて、地方の民衆や行政機
構の権限補強が中国そのものを救う方法として評価
された。しかし、後に地方勢力の強化が「軍閥」化
をもたらしてしまう。そして現在の中国共産党体制
下では、
「封建主義＝反動的」というマイナスの意
味を帯びるようになり、地方分権思想はその正当性
を失うようになった。
以上のようにかつて、列強による脅威を前にした
「封建」をめぐる論争では、国家と社会との関係を
定義する重要な原理を浮き彫りにした。その結果、
「地方自治」は総じて国家の統一およびその主権を
侵害するものだと見なされることが多くなる。確か
に「内モンゴル自治区」にあるように、
「自治」も
しくは「自決」という用語は、少数民族名と共に用
いられ肯定的なキーワードとなったのも事実だ。と
ころが、1960 年代初期、中ソ対立の激化のさなか
に中国中央政府は、国境沿いのモンゴル人に対し絶
対的な忠誠を要求した。ウランフは「地方自治とは
モンゴル人の権利の保護である」と主張したが、そ
の後、この発言が中国からの分裂を企む根拠として
非難され、粛清されるようになった。1981 年７月
には『人民日報』においてウランフは、少数民族
の自治権を守るために以下のように切実に主張し
た。
「民族自治がきちんと実施されれば、少数民族
の人々は、自らの故郷の主人公であるだけでなく、
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『祖国中国』の主人公でもあるのだという確信を持
つようになり、そして祖国を愛する精神と自民族へ
の愛情も大いに高まるだろう。」15
民族自治権と民族団結の条件をめぐるこのような
論法は漢人とモンゴル人の間に、せめぎあう願望と
立場を明らかにする。モンゴル人は、限定された自
治権への要求が漢人にとって国家主権の弱体化につ
ながる、と捉えないように必死である。中国中央
は「民族問題」に対して神経過敏であり、モンゴル
人が国家体制における自らの不安定な正当性を失え
ば、必ず厳しい弾圧の標的になる。そこで、「民族
団結」という用語を検討する。この用語は、「国家
統合」と「民族融和」という二つの違った意味が含
まれており、曖昧さを残している。この相反する二
つの意味があることで、漢人もモンゴル人も異なっ
た捉え方を持ちながらも、そのスローガン自体を支
持している。「国家統合」だと、政治的、文化的単
位としてのモンゴル人が隠されかねない。それに対
して「民族融和」では、民族間の文化的差異と対等
な関係に重点がおかれて過ぎている。したがって、
統合的な意味合いを持ちながら各民族の固有の性質
をも表す「民族団結」は、場合によってその相反す
る意味を戦わせることがあり得る。たとえば中央に
よる同化政策は、「民族団結」を推進するのではな
く、逆に破壊するものとして批判することができ
る。一方、漢人から見れば、民族団結の条件として
少数民族側が要求する、民族的差異の公認や民族
間の平等と民族自治は、「民族団結」の原理に反し
「国家分離」に結びつくと言うことができる。次に
紹介する例では、「民族団結」の意味合いを巡る攻
防戦の中で、複数の立場とアイデンティティがよく
表れている。
1990 年代初頭に、モンゴル国において民主化・
民族運動が拡がった。その際、中国政府は、内モン
ゴルでも汎モンゴル主義の気運に加わり、独立・民
主化運動に拍車をかけることを恐れ、神経をとが
らせていた。内モンゴルの共産党書記であった王
群は、多くの内モンゴル政府関係者および知識人
をうろたえさせ、「民族団結」の必要性と「分離主
義」の危険性を訴えた演説を繰り返し行なった。こ
れは、辺境地域において自らの権力を整えるために
清代の漢人役人がとった常套手段と同じである、と
打ち明けてくれたモンゴル人もいる。別の例として
次のような話もある。内モンゴル共産党副書記の韓

茂華は 1993 年、内蒙古党校において、
「モンゴル人
はわずか 800 年前に内モンゴルに住むようになった
新参者である。それに対して漢人は、太古から内モ
ンゴルの地に住んでいたということを示す歴史学
的、考古学的証拠がある。
」と報告した。モンゴル
人の多くが、これもモンゴル人の自治権を否定する
企みだ、と捉えた。王群や韓茂華の言動は、モンゴ
ル人の非難の的となり集中砲火を浴びた。あるモン
ゴル人上級幹部の一部は、漢人の王群や韓茂華こそ
が、モンゴル人を内モンゴルから追い払って中国国
家を分裂させようとしているのだ、と強調した。別
のモンゴル人指導者も、この二人の言動が、内モン
ゴル自治区におけるモンゴル人の民族的特権を保障
する中国憲法や民族区域自治法に違反していると、
批判した。彼らは中央政府にこの実態を速やかに報
告し、調査を依頼した。モンゴル人指導者は、漢人
幹部が韓茂華の演説内容を公にしないように（特に
モンゴル人学生に対して）中央に請願した。仮に、
学生や一般のモンゴル人が慎重に振る舞うことをせ
ず、公的な場で突然発生的に怒りを表した場合があ
るとする。そうなれば、彼らは「民族分離主義者」
とされ、漢人の地方当局は、内モンゴルは厄介な民
族問題を抱えており、中国祖国を守るために厳しく
取り締まる必要がある、と中央に説得できる口実
（武器）を与えてしまうことになるだろう。さて、
この問題はどのような帰結を迎えるのであろうか。
王群たちは党中央から批判されるようになった。し
かしながら、彼らは罰せられることはなかった。そ
れどころか、王群は内モンゴル自治区人民代表大会
常務委員会委員長という役職を与えられる。この役
職は形式上、内モンゴル自治区最高意思決定機関で
あるものの、本来はモンゴル人が就任するために存
在する役職だった。一方の韓茂華は、内モンゴルか
ら異動になったものの、寧夏回族自治区党書記に就
任した。これは明らかに彼の功績を反映した昇進と
いえる。モンゴル人にとって韓茂華の処遇は、到底
納得できる結果ではなかった。もっとも、自治区か
ら韓茂華を追い出し、彼の有害な演説内容が世間に
出回ることを阻止できたという点では、
「小さい勝
利」と言えるかもしれない。だが、果たしてこの勝
利は価値のあるものなのか、議論の余地が残るとこ
ろだろう。その理由は、内モンゴルの政治的文脈の
中で拡大していく中央の管理強化や、国家安全保障
の最前線に立つ辺境地帯の漢人幹部に対して、モン
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ゴル人は絶えず防衛的な姿勢をとり、構えなければ
ならないからだ。つまりモンゴル人の観点からの
「勝利」とは実際問題、内戦をもたらす分離独立で
はなく、せいぜい不安定な現状維持なのである。
このような地政学的な状況下で、ウランフの政治
的キャリアが再び重要視されるようになる。1989
年、天安門事件やチベット蜂起の余波を受けて、ブ
ヘを頂点とする内モンゴル自治区政府は大規模な政
治的キャンペーンを行なった。そのキャンペーンと
コ ミ ュ ニ ス ト
は、ウランフが忠誠心の強い共産主義者であり、内
モンゴルをはじめとする中国の民族問題の解決を目
指した愛国者である、と北京やフフホトに宣伝する
ものであった。この頃チベット自治区では、チベッ
ト人による民族蜂起（暴動）と独立への呼びかけが
盛んであった。それに対して内モンゴル自治区は、
ウランフのおかげで安定繁栄しており、党の指導へ
の信頼がゆるぎないものになっていた。その時、北
京では、1991 年にウランフの生涯を回想する大規
模な展覧会が開催された。また、ブヘの指導の下で
1989 年に「ウランフ革命資料編纂室」が、1990 年
に「ウランフ研究会」が設立され、また彼の日誌な
どを扱う『ウランフ研究』も出版されるに至った。
ウランフ研究会は、内モンゴル档案館内に置かれ、
所蔵されている史料などを用いて、ウランフの愛国
的思想と革命的活動の調査研究を進めた。その後、
数年間にわたって、ウランフに関する伝記、回想
録、写真集が編纂され、さらには６編からなるテレ
ビドラマもつくられた。これらの作品の中で「内モ
ンゴル問題」を解決しようとしたウランフのすぐれ
た功績が描かれている。
このような試みは、中国中央にとっても民族問
題で悩まされ、必死に正当性を求めていた国家体
制の難局に対応するために必要なものであった。
1980 年代末から 1990 年代初期にかけての民族対立
は、ある意味では中央政権に危機対策を迫ったの
だ。つまり、チベット、新疆、内モンゴルを中国に
統合（編入）されたのは中国人民解放軍による一方
的な「解放」のためではなく、ウランフのような愛
コ ミ ュ ニ ス ト
国心に燃えた少数民族共産主義者による積極的な決
断があったからなのだ、というような正当な理由が
必要だったと考えられる。このような内外的政治状
況が、中国、内モンゴル双方の共産党指導者にウラ
ンフを再評価し、受け入れることを強いたのだ。こ
うして内モンゴルにおける錯綜する権力関係が、亡

22

●人間文化

きウランフや彼がつくった体制を新しく構築され
カ ル ト
た「ウランフ崇拝」の枠内に再挿入されることで、
モンゴル人、漢人双方が利用することができる政治
資源を入手することができるようになった。ウラン
フが内モンゴルの革命と愛国心の象徴となるや否
や、すべてのモンゴル人と漢人、とりわけその官公
吏が、必死にウランフ記念館の後援者になりたがっ
た。突如、ウランフは偉大なる人物として祭り上げ
られ、もはや評価が分かれる人物ではなくなった。
それ以降、誰もが彼から逃れることができなくなっ
てしまった。
「ウランフは確かに死んだ！だが、い
まだに生きているようだ！」言い換えれば国家がウ
ランフをよみがえらせたのだ。亡きウランフは国家
体制をまとわりつく「魔術」のように、その引力と
反作用の力学にしっかりと吸収された。このことに
ついてマイケル・タウシグは、ウランフは「国家に
縛られるようになった。そして国家を取り巻く家父
長の掟を連想させる性欲のひと吹きや、さらには忘
れてはならない要素として、人間の死の恐ろしさ、
魂の揺さぶられるほどの存在の不十分さにも固く縛
られた。
」16 と雄弁に語っている。
では、ウランフとはどのような人物だったのだろ
うか。彼は、中国という国家体制とモンゴル人に
とってどのような意味を持った人物なのだろうか。
ウランフの「貢献」に関する個人史や同時代的記憶
を描く前に、ここで参考になる何人かの研究者たち
の理論や概念を簡単に紹介したい。
レナード・ロサルドは、人類学的な立場にたつ研
究者を「位置づけられた主体（positioned subject）
」
と し て 規 定 し て い る。 こ の 視 点 は、 特 定 の「 文
化」を分析している時、人類学者は自分とその「文
化」との関係を反省的、再帰的に捉えるプロセス
（reflexivity）を優先する、というものだ。一方、エ
スノ・ポリティカルな研究では、研究者は複数の文
化、複数の集団と出会って付き合う者である、とロ
サルドは述べる。このような文化と集団は相関的な
ものであり、時にはたがいに近い関係であり、また
ある時には対立関係になることもある。各集団のメ
ンバーそれぞれが発する声や意見も「位置づけられ
た」ものであることを認識しなければならない。重
要なのは、時々衝突する「位置づけられた主体」の
意見それぞれに対して真摯に受けとめ、双方の発話
者をある種の社会科学的分析者としてみなすことで
ある 17。
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またアンドリュー・シュライオックは、「対立す
る集団の関係性」と「位置づけられた主体性」につ
いて、興味深い指摘をしている。彼の研究は、分
岐性の高い関節社会（segmentary society）の政治
的、社会的条件下で、ベドゥインの種族長たちが系
図や歴史を記録保存する際に、二つのレトリックが
用いられていることを巧妙に明らかにしている。そ
こでは、真実とは地域と関係によってその理解が異
なり、それゆえ変わりやすいものなのだ 18 という。
同様に、マイケル・ヘルツフェルトは、「再帰的比
較 主 義（reflexive comparativism）」 を 提 起 し て い
る。その目標は、シュライオックが描写しているよ
うな歴史づくりを西洋的な歴史編纂法と同じような
ものとして取り扱ってはならない、というものだ。
この「再帰的比較法」の利点は、「自らの思考方式
を他者の絶対的評価基準にするよりも、その思考方
法自体を興味深い文化的産物の一つとして見なす」19
ことができる。さて、ここで「再帰的比較法」とい
うアプローチにそって、ウランフを考えてみたい。
彼の生涯と言動から客観的な真実を探りだすつもり
はない。真実は必ず相関的なものであり、社会主義
国家において特にそうである。そのため、私は６章
の中においては、「草原英雄子姉妹」について論じ
た。中国の政治世界の中で儀式的に構築されたウラ
カ ル ト
ンフ崇拝という現象を検討することで、モンゴル人
および漢人の相関的に位置づけられた主体性、その
錯綜する諸立場と意識形態をよりよく理解できるよ
うになるのだ。

〈中国から見たウランフの存在意義〉
この節では、ウランフが中国共産党とその国家体
制にとってどのような存在であったのかについて考
コ ミ ュ ニ ス ト
えるために、彼の共産主義者としての歩みについて
検証したい。ウランフの生い立ちをさかのぼってみ
ると、彼は革命運動に参加してから、常に民族の境
界線を股にかけてきた。中国側にとって彼のもっと
も大きなメリットは、モンゴル人の利益のために
戦ったというよりも、彼の中国への「忠誠心」だっ
たように思える。
ウランフは 1906 年、現在内モンゴルの区都であ
るフフホトの郊外で、すでに漢化されてしまった
トゥメト・モンゴル部族の農家の家に生まれた。彼
は北京の蒙藏学校に入学し、1925 年には中国共産
党に入党している。ウランフに革命精神を教えた人

物が、李大釗であった。李大釗とは、中国共産党創
設時のメンバーの一人あり、党史の中では「伝説
的」な人物だ。彼は、ナショナリストの側面と国
際協調主義者の側面の両方を持ち合わせた人物 20 と
しても知られ、さらにはモンゴル人の理解者でも
あった。また、ウランフの革命運動を語る上で、
1925 ～ 29 年までのモスクワにて留学生活を送り訓
練を受けていた時のことは、忘れて語ることができ
ないほど重要な時期だったと、彼自身が回顧してい
る 21。その理由は、彼が革命家としての生涯で、後
に大きな助けとなる王若飛や周恩来、伍修権たちと
の出会いがあった 22 からである。留学から帰郷した
ウランフは、当時すでに解党状態であった内モンゴ
ル人民革命党を復活させようとした多くのモンゴ
コ ミ ュ ニ ス ト

ル人共産主義者とは異なる行動に出た。彼はかつて
張家口で開催された第一回内モンゴル人民革命党党
大会（1925 年）には参加しているものの、1929 年に
なると他のトゥメト・モンゴル部族の仲間たちとと
もに内モンゴルに戻り、中国共産党支部を立ち上げ
るのである。この頃に、ウランフは中国共産党だけ
でなくコミンテルンとの間の国際的なパイプも確
立していた。さて、このようにして内モンゴルで
コ ミ ュ ニ ス ト
共産主義者として活動し始めたウランフは、その初
コ ミ ュ ニ ス ト

期段階において、共産主義者の漢人同志に対して二
つの大きな手柄をあげている。その一つが王若飛の
救出である。王若飛は党の上級幹部であり、ウラン
フが綏遠省に設立した拠点へ移動し、その工作に加
わった。王若飛の指導下でウランフが中国政府の与
党である国民党に対してモンゴル人による蜂起を行
なおうとした。ところが、1931 年に王若飛は国民
党に捕らえられてしまう。そこでウランフは彼の救
出計画を画策し、無事に王若飛を奪還に成功した。
二つ目の手柄は 1936 年、モンゴル人ナショナリス
トであるデムチュクドンロプ（徳王）政権の軍に入
隊していた、トゥメト・モンゴル部族の多くの者た
ちを脱走させたことである。もっとも脱走した兵士
の大半が後に国民党軍によって全滅させられてしま
うが、このウランフが引き起こしたこの企ては大変
象徴的で重要なものとして漢人たちは捉えている。
なぜならば、これが日本軍とそのモンゴル人協力者
に対して口火を切った最初の抵抗だったからだ。そ
の後、日本の侵略に対抗するため第二次国共合作が
成立した。この時のウランフは、国民党管理下のモ
ンゴル人部隊に加わるもののその中で中国共産党へ
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の入党者を増している。この事によりウランフは、
共産党にとって政治的実力と象徴的重要性がいっそ
コ ミ ュ ニ ス ト
う大きくなったといえる。それは、共産主義者であ
り、モンゴル人でもある彼が率いた抵抗運動グルー
プが、中国共産党に従う唯一のグループだったから
だ。
1941 年ごろなると、ウランフのその活動が国民
党の恨みを買い、殺される危険性すらある苦しい状
況におかれていた。この状況から彼を救い出したの
が中国共産党幹部になっていたモスクワ留学時代の
仲間たちであった。まず、彼らはウランフを延安に
呼び寄せた。次第にウランフは中国共産党の中で最
コ ミ ュ ニ ス ト
も信頼される少数民族出身の共産主義者となった。
そして、党の少数民族政策の立案と実施に直接貢献
したのである。さらに延安民族学院の初代教育長
を務め、1942 年の延安整風運動でも生き残ったウ
ランフは、1945 年に行なわれた中国共産党第七期
中央委員会全体会議の中央候補委員におどりでた。
そして、第二次世界大戦の終わりを迎えるころに
は、ウランフは共産党において内モンゴルに関わる
諸問題を解決するための中心人物になった。
ウランフは1945年以降、中国共産党の意向に沿っ
た形で「内モンゴル問題」を解決する実力を発揮し
たのである。まずは聶栄臻将軍の命令に従い、内モ
ンゴル人民共和国臨時政府を解体させた。内モンゴ
ル人民共和国臨時政府とは 1945 年にソ連・モンゴ
ル人民共和国軍が侵攻し、内モンゴル中部・東部の
大部分を占領した後に、デムチュクドンロプ政権の
幹部たちによって、設立されたものである。そこに
銃を撃つこともなく乗り込んだウランフは、その内
モンゴル人民共和国臨時政府代表の座を手に入れる
ことに成功する。ところが代表に就任した途端に、
彼は同政府そのものを解散させてしまう。そして
1946 年には、半官半民的な組織である内モンゴル
自治運動連合会を新たに結成し、内モンゴル人民共
和国臨時政府のメンバーを募って自らの組織に編入
させた。さらにウランフは内モンゴル東部へ赴き、
軍事的にも有力な東モンゴル人民自治政府とも接触
し、これを内モンゴル自治運動連合会に取り込んで
しまった。その結果、1947 年５月に内モンゴル自
治政府の設立への道を開いたのである。内モンゴル
自治政府の成立は、1947 ～ 48 年の間に行なわれた
満洲支配をめぐる国民党と共産党の争いを決定づけ
るものとなり、中国共産党にとっては意外な授かり
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物であった。なぜなら中国共産党の支配下におかれ
た内モンゴルは、対国民党工作の上で強い根拠地で
あっただけでなく、モンゴル人の支持をも保証した
からであり、内モンゴル自治政府の成立は領土問題
と民族問題の双方においても、最初の大きな成功と
もなった。つまり内モンゴル自治政府は中国共産党
からみると、重要な意義を持った存在だったといえ
る。ウランフは、こうして中国共産党の意向に沿っ
た偉業をおさめた人物として大いに報いられた。そ
の後、彼が内モンゴルの全面管理を任され、漢人に
奪われた伝統的領土を内モンゴル自治区として取り
戻すことも許されたのである。
以上のような略歴を見ると、ウランフの党内にお
ける驚くような昇進は、彼が「内モンゴル問題を解
決」したという大功績によるものだったことが分か
る。ウランフの実力は疑う余地はないが、発揮され
た彼の能力を理解するにはその背景にあったより大
きな力関係に着目する必要がある。つまり内モンゴ
ルの人々は、中国共産党に協力すること以外に生き
残る道はなかった。なぜなら中国共産党は、モンゴ
ル人に漢人の近隣省を分解し、それらを返すと約束
していたからだ。ウランフらの中国共産党との全面
協力は、漢人の共産主義者兼ナショナリストが主張
するように、少数民族を中国へ引きつける魔法のよ
うな引力が、共産主義やナショナリズムにあるとい
うわけではない。むしろ、ウランフや彼に近いモン
ゴル人が戦略的な選択として中国共産党と連携関係
を結んだという解説の方が現実に近いと考えてよい
であろう。中国側の記述をみると、中国共産党の軍
事力の配置、とりわけ満洲で 100 万もの戦闘部隊が
国民党と覇権を争った事実は例外なく控え目に描か
れている。さらには、内モンゴルの中国への編入
は、モンゴル人が将来的に中国と統合するほかな
いと理解したからこそ、ウランフらがそれを「望
み」
、そのために戦ったのだと、漢人たちは述べて
いる。
漢人によるこのような美しい「物語」から、ウラ
ンフが内モンゴル革命に与えた「効果」をよりよ
く理解できる。ここで帰結として提示しておきた
いのは、次のようなことである。要するに、中国の
意向に沿って「内モンゴル問題を解決」したこと
により、ウランフは内モンゴルの将来問題を、漢人
や日本人による植民地化の問題から中国の国家主権
への脅威の問題へと切り替えたのである。確かに、
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ウランフはモンゴル人であり、革命に関わるきっか
けは、貧しいトゥメト・モンゴル部族の暮らしを改
善したいという気持ちに端を発している。彼はある
種の民族主義者であり、植民地支配からの解放をと
なえる共産主義には強い憧れを感じていたのも事実
である。しかしながら、彼は共産党の大きな変動に
まったく気づいていなかった。それは、中国共産党
が当初国際協調路線を支持しており、利他的に民
族、国籍などを問わずにすべての人間の解放を熱烈
に訴えながら徐々に変化をしていったということ
だ。日本の侵略行為に伴って、中国共産党はだんだ
んと漢民族のナショナリズムを扇動するようになっ
た。つまり社会的、民族的平等の実現よりも救国路
線を優先事項であるとみなすようになる。この変化
を見落としたままのウランフは、中国共産党員のメ
ンバーとして、常に党への忠誠心を重視するのか、
モンゴル人として自民族への忠誠心を重視するの
か、たえず選択が迫られる窮地に立たされることに
なる。1947 年、民族自治を強調した内モンゴル東
部のモンゴル人の批判に対してウランフは、内モン
ゴル問題が中国革命と綿密な関係にあるため革命を
先に成功させてからでないと、内モンゴル問題は解
決できないのだと反論した。この観点からウランフ
は国民党との勝利を目指して、モンゴル人に働きか
けて共産党への無条件の支持を喚起させた 23。ただ
し、共産党による国民党との戦いは、建国のための
戦いでもあった。それゆえ中国共産党が内戦に連勝
し、1949 年に中華人民共和国を建国後、少数民族
が自治・独立にこだわることは、革新勢力から離反
し反動的分離主義だと解釈されるようになった。ウ
ランフは内モンゴルを中国共産党に、そしてその後
中華人民共和国の手に譲り渡すという役割を果たし
た人物となった。また彼はモンゴル人の平等と自治
の擁護者であり、共産党のために「内モンゴル問
題」の解決者でもあった。この二重の役割から、彼
が優秀な民族的指導者として、そしてまた優れた共
産主義幹部としても捉えられるようになる。
コ ミ ュ ニ ス ト
以上のような経歴と、モンゴル人共産主義者であ
るということ、またモンゴル人民共和国とソ連とも
広いつながりを持つ人物として、中華人民共和国成
立後のウランフは要職を歴任する。まずは、1949
年９月末に中央人民政府委員や中国人民政治協商会
議委員にも選ばれた。このことから、彼が中華人民
共和国の創設者の一人だったことがわかる。また、

1949 年 10 月５日に中ソ友好協会幹部会の総裁に選
ばれ、その外交能力も公認された。そのうえ、中国
人民政治協商会議には設立時からたずさわり、国家
民族事務委員会副主任にも就任した。彼の地位は、
国家における少数民族の代表という役割が 1950 年
９月１日に確認された。その際、国務院の前身であ
る政務院からの要請で、ウランフは中華人民共和国
第一回国慶節招待委員会副主任として、他の少数民
族代表者をもてなす任務を担った。1954 年９月、
彼は次々と国務院副総理、国防委員会委員、民族事
務委員会主任にも着任した。1955年９月27日には、
元帥に次ぐ上将の位も授与された。1956 年９月に
なると、中国共産党の中でももっとも強い権力を持
ち、限られた者しか選ばれない中央政治局候補委員
に昇格する。以上のような経歴からわかるように、
ウランフは党中央権力の頂点近くにまで上り詰めた
唯一の少数民族出身者であった。なお、これらの高
い役職は、文化大革命が始まるまで内モンゴルにお
ける党、政府、軍の最高位との掛け持ちで行なって
いた。
当然ながら、ウランフが就任したこれらの役職を
その後も維持していくのには慎重な振る舞いが必要
となった。中央の政治過程における彼の生命線は、
内モンゴルの中国への統合を完成させる彼の実力次
第であったが、これは諸刃の剣であった。モンゴル
人が徐々に国家体制に吸収されるにつれて漢人との
民族的「差異」も小さくなれば、ウランフの重要
性は減っていくだろう。それゆえに、1950 年代か
ら 60 年代初頭まで、上述したようなエスノ・ポリ
ティクスの急迫した状況下、ウランフは二つの有力
な「物語」と論理を展開させた。一つは、内モンゴ
ルが中国に属するべきかどうかという問いをめぐる
ものだった。彼の答えは、内モンゴルは中国の領土
であり、それは断固として守られるべきだという強
い信念を持っていた。モスクワでも教育を受けた
コ ミ ュ ニ ス ト
共 産主義者で、延安整風運動を経験したウランフ
は、党内でよく議論されていた「何が資本主義的で
何が社会主義的なのか」という「二つの路線」の論
争に精通していた。これが内モンゴルにおいては、
資本主義なのか社会主義なのかという違いだけでな
く、
「中国の一部なのか分離・独立なのか」という
「二つの道」の議論が加わった。不幸なことに、ウ
ランフは自分の中国への忠誠心を証明するために彼
によって随分前に消滅した内モンゴル東部のモンゴ
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ル人による内モンゴル人民革命党の幻を復活させ、
利用した。彼は、精力的に延安の道（社会主義革命
的）と独立の道（民族分離主義）との対立的選択肢を
取り上げ、1947 年に内モンゴル人民自治政府の設
立の数か月前にも行なわれたこの二つの道をめぐる
激しい論争を蒸し返した。ウランフによれば、内モ
ンゴル人民革命党の道は国民党と日本軍国主義と連
結する形での分離・独立を導くものであり、これは
反モンゴル的であり、ナショナリスト的なものでは
ないという。これに対して、延安の道の方が、漢人
の進歩性と良心的な振る舞いを前提としながらも、
モンゴル人の民族的発展に役立つと主張した。ウラ
ディスクール
ンフが考えた「二つの道」の言説はある程度まで、
地理的にも政治的にもモンゴル人を二つのグループ
に区分してしまった。つまり分離主義的考えを隠し
持つ東部内モンゴル側とトゥメト・モンゴル部族を
中心とした西部内モンゴル側だ。そして、後者のみ
がモンゴル人に望ましい未来を掌握させた前衛隊と
見なされた。なお、このような問題設定は、分離・
独立の危険性についての絶え間ない警戒や、モンゴ
ル人の地域に根差した部族的ナショナリズムへの非
難の繰り返しが必要とされた 24。
しかしながら、以上のような「物語」に対してウ
ランフはもう一つ別の論理も展開した。この論理
とは、漢人によるモンゴル人の民族的権利の侵害
を相殺するために、モンゴル人の支援を培う試み
だった、というものである。最初の「物語」はウラ
ンフを中国への「愛国者」としての政治的アイデン
ティティに由来するものだったのに対して、もう一
つは、彼のモンゴル人としての民族的アイデンティ
ティから来るものであった。ウランフの主な仕事
は、内モンゴルを漢人の抑圧から解放へとつなげ
るものだとみることができる。レーニンの定義に
沿って考えると、「解放」とは小さな被抑圧民族を
抑圧する大民族から解放するということを意味す
る。この観点からすると、内モンゴル自治区の設置
は、モンゴル人を解放するためのウランフなりの方
法であった。たとえば、彼が実施した措置の中に、
内モンゴルの統一と、モンゴル人牧民と漢人農耕民
の民族的対立の緩和があった。後者の実現するため
に、ウランフは草原地帯における階級闘争の追求を
禁じつつ、牧畜業を中国の国民経済の中に位置づけ
たのだ。彼はまた、内モンゴル行政における管理職
に多くのモンゴル人を任命した。これらの政策は、
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モンゴル人を自治区における主要民族とし、内モン
ゴル自治区の呼称が文字通り、モンゴル人が行政権
にふさわしい法的地位の確保することを目指した。
この方針を進めながら、ウランフは実質的に漢人を
モンゴル人の助手としてみていた。そのため、彼に
よる大漢民族主義に対する批判はきわめて厳しいも
のだった。ただし理論武装したウランフには、二つ
の武器があった。まずは、毛沢東による大漢民族主
義批判を引用しながら、毛沢東の民族平等への公約
を称賛した。そしてウランフは少数民族の自治区域
制度を定義し、その法文化に努めたのである。今日
の視点に立って見れば必ずしも充分とは言えないも
のの、ウランフの努力により、1950 年代の中国で
は少数民族自治に関する多くの法律や制度がつくら
れた。このようにして、内モンゴルのエスノ・ポリ
ティクスには興味深い進展が見受けられる。このよ
うな民族自治を維持していくのは、小規模な民族国
家の主権を維持することに等しいのである。つまり
民族自治を確立するためには、自治区域の境界、行
政、言語、教育などは、モンゴル人のために保護さ
れるべき重要な目標となる。それゆえにウランフと
その周囲の人々は、民族自治の軽減と縮小や、ウラ
ンフを通さない国家や党による干渉に対して抵抗を
したり、それを大漢民族主義として非難したりもし
た。さらにウランフの二つ目の武器として、政府や
党の諸機関を飛び越して毛沢東や周恩来に直接相談
できることがあった。このようなやり方は内モンゴ
ルにおいて奇妙な印象を与えた。要するに、毛沢東
や周恩来が内モンゴルに対して好意的で思いやりを
持っていた 25 のに対して、末端レヴェルの漢人は悪
意を持つ者たちが多かった、ということだ。
こうして、1950 年代から 1960 年代初めの内モン
ゴルは矛盾に満ちた状態にあった。具体的に言う
と、中国を支持するモンゴル人、モンゴル人民共和
国を支持するモンゴル人、末端レヴェルで少数民族
に反感を持った漢人、そして毛沢東や周恩来のよう
に権力を持ち少数民族に好意的だった漢人、という
四つの勢力が内モンゴルには存在した。これらの勢
力のバランスをたもつことが、ウランフの政治力の
向上につながるのであった。さて、1950 年代にな
ると、毛沢東自身が大いに促した地方少数民族指導
者の個人崇拝が目立ってくる。毛沢東は少数民族区
域を統治していく上で、少数民族指導者には重要な
役割があると考えていた。以前、国家民族事務委員
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会委員であった江平によれば、1965 年に中国（内モ
ンゴル）
・モンゴル人民共和国の国境付近にあるス
ニト旗（シリンゴル草原）の迎賓館でウランフの肖
像画が飾られていたのを見たという。この肖像画
は、毛沢東の指示で飾られていたもののようであっ
た。江平は次のように想起している。「毛主席は死
ぬまで、何度も『内モンゴルではウランフの肖像画
を掲げ、ウランフ万歳を叫ぶべきだ。我々には少数
民族の大衆と親しい関係を結び名声のある指導者と
結束することが必要である。このことは革命戦争に
おいて絶対的に不可欠であったように、現在の社会
主義建設期においても同様である』と語った」26 と
いう。
だが、こうしたウランフの神格化は、指導者が自
身の政治的基盤に忠誠を払うという自由民主主義的
政治の代表制原理に反することになる。つまり、ウ
ランフがモンゴル人の中の党の代表者でありなが
ら、同時に党の中のモンゴル人の代表者でもあると
いうことは、一個人として彼に与えられる道徳的権
威にとって不利に働くのだ。ちなみにグリーソン
は、ソ連支配下の中央アジアにおける地方役人の特
徴を次のように記している。
必ず地方役人は有力な中央権力者に忠誠を誓っ
ている。しかしながら、同時に有能で臨機の才
のある者ならば、自ら出身地域や自民族の利益
をも引き出そうとするだろう。中央権力の代理
である地方役人は、政治的経済的決定権を持ち
合わせている。そこで中央にいる保護者の求め
に応じるために、一地方特有の資源の欠乏やそ
の分配に関する個人的な決定権を利用すること
もある。一方で、地方を代表する者として、同
様の権限と手口を使い自民族の利益を向上させ
ようとすることもある。ソ連の周辺地域にいる
地元の役人とは、いったい誰のための存在なの
か。この問いに対し、賢者ならばいつものよう
に「私はみなさんのための存在」と答えるだろ
う。27
だが、このようなデュアル（二重）な忠誠心には
危険性も孕んでおり、中央・地方のだれもかれもを
喜ばすことはできないこともあろう。ウランフの場
合、彼が文化大革命で失脚したのは、このデュアル
な忠誠というものが原因だったと言えるだろう。彼

は中央政権の大物として、内モンゴルでは自らの意
志を押し通すことができた。またそれとは逆に、内
モンゴルのために中央からの援助や資源分配をめ
ぐって、毛沢東、周恩来、朱徳らと直接会見し、交
渉することもできた。さらには、内モンゴルでの少
数民族自治の経験を他の中国少数民族地域にも適用
しようともした。そしてその結果、1958 年、周恩
来によって内モンゴル自治区は模範的な自治区域だ
と称賛された。ところが他方では、ウランフが振る
舞った権勢は行政的な任務においてはきわめて有効
だったが、内モンゴルの部下や北京の上司の忌諱
に触れることもあった。内モンゴルの民族的「差
異」や特殊性を主張し、党の政策や指示をそのまま
受け入れず妨げ修正しようとする時には、中央より
風当たりが特に強くなった。たとえば次のような事
例がある。ウランフの指示によって内モンゴルの牧
畜地域において階級闘争がうまく回避され、草原の
開墾も強く抵抗した。この時、ウランフは李雪峰と
間で激しい論争になった。ウランフは政治局候補委
員であるだけでなく、中国共産党華北局の二等書記
（1960 年 11 月に任命されている）も務めていた。一
方の李雪峰は華北局第一書記である。ウランフは、
デュアルな忠誠を巧妙に利用し政治局候補委員の地
位を前面に出して、華北局では上位である李雪峰の
意見に反対し、華北局の内モンゴルへの介入を退け
た。この振る舞いは李雪峰を悔しがらせ、その恨み
を買う結果となった。
このような政治的衝突は、けしてめずらしいこと
ではない。政治とは対立を引き起こすものだ。ただ
しここで問題になるのは、内モンゴルの全運命が一
人のカリスマ的政治家の行動次第によって決定され
るということである。この類のカリスマ政治という
ものは、大きな危機やウランフ自身の政治的利用価
値がなくなった際に、その弱さを明らかにしてしま
う。実際にウランフのもくろみの多くが失敗に終
わっている。たとえばウランフは 1966 年、民族自
治を守ろうとし、毛沢東が 1935 年に出した内モン
ゴル人民への宣言を印刷してそれを配布した。だ
が、この行動が逆効果をもたらした。また「四清運
動」ⅹⅵからトゥメト・モンゴル部族を守る試みも、
革命的真正さとモンゴル人による内モンゴルの行政
権を維持するために行なったトゥメト・モンゴル部
族の大量登用も裏目に出た。さらには、内モンゴル
における多民族的状況下で、普遍的な階級闘争の代

人間文化● 27

「ウランフへの崇拝」：歴史、記憶、そして民族的英雄の創造

わりに民族優遇政策の適用を強調したことも不毛な
結果を招くことになった 28。さて、1966 年５月から
６月にかけて、北京の由緒あるホテル前門飯店で長
時間に及ぶ華北局会議が行なわれた。そこで上述し
た出来事を理由にウランフへの弾劾が始まり、これ
までの彼の行動がはじめてやり玉に挙がった。な
お、同会議は文化大革命（1966 ～ 1976 年）の幕開け
でもあった。この会議では内モンゴルの部下と華北
局で上位にいる李雪峰が力を合わせ、ウランフを批
判した。その内容は、内モンゴルに独立王国を建設
し、内モンゴルの独立を訴え、ソ連やモンゴル人民
共和国にも内通した、というものだった。ウランフ
への批判はこれだけではない。ある会合の中で、彼
が武力政変を計画していたという非難もあった。そ
の武力政変の内容とは、1967 年の内モンゴル自治
区成立二十周年の記念日にあわせて漢人を虐殺する
という陰謀を企てており、そのためにすでにフフホ
ト郊外には漢人を埋葬する共同墓地がつくられてい
たというものだ 29。五十日にもおよぶ糾弾会議の結
果、華北局はウランフに関する五つの罪を確定し
た。その内容は、1966 年 11 月２日に正式に党中央
によって承認されることになった。その告発は次の
ようなものだ。
ウ
 ランフの誤ちは、党や社会主義、そして毛沢
東思想に反するものである。それは、彼が独立
王国建設を目指すことが目的であり、国家統一
を破壊し、国家分裂や修正主義を行なおうとす
る過ちである。ウランフとは実質的に内モンゴ
ル共産党の中でもっとも有力な走資派ⅹⅶだ。ウ
ランフの誤ちの摘発と批判は党内に仕掛けられ
た時限爆弾を掘り出すことに等しいのだ。30
1966 年８月 16 日から 1966 年 11 月２日にかけて、
党中央はウランフの役職を次々と取り上げた。まず
は内モンゴル共産党委員会の一等書記の地位を、次
いで華北局二等書記、内モンゴル軍区司令官や政治
委員の地位、さらには内モンゴル大学学長の地位ま
で奪われた。ただし 1967 年中ごろまで、内モンゴ
ル自治区主席の地位だけは、形式的に残された。
ウランフへの批判は、当初は共産党が中心となっ
て行なわれていた。ただし、毛沢東の革命的ビジョ
ンに支障をきたした官僚的障害を破壊するために放
たれた紅衛兵などがウランフを糾弾したわけではな
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い。むしろ、ウランフはある程度、劉少奇と似た存
在として扱われた。劉少奇は当時、確かに毛沢東や
党の革命的プログラムと正反対の立場にいると見な
されていた。しかしローウェル・ディターによる
と、時と場合にもよるが、劉少奇への批判の本当の
狙いは別のところにあったという。⒈まずは、劉少
奇をすべての「走資派」のシンボルとして祭り上
げ、特定のカテゴリーのエリート幹部全員に対し抵
抗を呼びかける存在とされた。⒉他の走資派の身代
わりとして、
「友・敵」のどちらの立場であっても
共に批判できる悪党とされた 31。さらに、ディター
によれば、劉少奇のこのような二つの存在意義は交
互に機能し合っていた、という。
「走資派のシンボ
ルである劉少奇を攻撃対象としたのに対し、党の機
関紙などでは逆に同じ対象から攻撃をそらすため劉
少奇の身代わりに立てていた」という指摘である 32。
しかし、死にいたるまで拷問を受けた劉少奇とは異
なりウランフは生き残った。劉少奇のような暴力行
為も受けなかったようである。前門飯店の会議の後
ウランフは北京にて留置され、その後軍の監視下に
おかれ湖南省へ移送されている。
毛沢東や周恩来は、取り締まりや自己批判のため
にウランフを内モンゴルに移送することを許さな
かった。それはウランフが、怒り狂う紅衛兵の諸派
閥によって殺されることを慎重に心配していたから
かもしれない。しかしながら毛沢東も周恩来もこれ
まで表舞台を歩んできた少数民族幹部にも関わら
ず、ウランフが敵なのか「革命的」幹部なのか、と
いう評価を明らかにしなかった。このことはウラン
フの立場を悪化させ、さらなる困難をもたらした。
ちなみに、ウランフが失脚する前門飯店会議の議長
は、周恩来自身であった。
ウランフの立場の曖昧な脆さは、彼が党中央や華
北局双方で批判を受けたことで明確になる。ただ
し、内モンゴルの機関に属する者たちが、彼を直接
的な攻撃対象とすることは認められていなかった。
さらにウランフは、1967 年までは、毛沢東や周恩
来と共に天安門の演壇に上り続けていた。また、同
年まで、内モンゴル自治区主席、政治局候補委員、
中国国務院副首相でもあり続けた。ところが、ウラ
ンフの帰還や報復を恐れていたウランフの漢人の部
下や華北局の指導者は、内モンゴルのいたるところ
で全力をあげて反ウランフ宣伝運動を展開するよう
になる。彼らは、ウランフは国家分裂主義者である
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と宣伝し、その他の罪の具体的証拠をかき集め、そ
の結果、党中央が完全にとウランフを殺してしまう
ことに期待していたのである。ウランフは党中央に
よって公然と批判されるようになり、内モンゴルの
全人民の敵であるともされた。そして 1967 年５月
なると、ついに彼は残りの役職からも解任され、内
モンゴルは北京軍管区の管理下におかれることに
なった。それでも、中央がウランフを内モンゴルの
造反派ⅹⅷに譲り渡さず「革命的正義」から守り切っ
た。このことは党の志士や紅衛兵双方を困惑させ
た。しかし、ウランフは四方から悪霊扱いされ、そ
れぞれの勢力は過去において彼と何らかの形で協力
したことを口実に互いに攻め合うようになる。つま
り、ウランフは相手を責める上で便利な悪党のシン
ボルとされたのだ。この反ウランフ・キャンペーン
は、1970 年代初頭まで盛んに行なわれる。ウラン
フは、その後全内モンゴルを席巻した不当な三大事
件の中心人物とされた。その事件とは「ウランフ反
党叛国集団事件」
「内モンゴルにおける二月逆流事
件」そして「新内モンゴル人民革命党冤罪事件」の
ことである。後のことであるが 1981 年７月 16 日当
時、内モンゴル共産党総書記であった周恵はこれら
の事件について中国共産党中央書記局への報告書を
以下のようにまとめた。その内容は「自治区のいた
るところで、三大事件に関わった疑いで 790,000 人
が投獄され、監禁中に取り調べを受けた。そのう
ち、22,900 人ものが亡くなり、120,000 人に後遺症
が残るほどの重傷を負った」33 というものだった。
1969 年５月、毛沢東によるあまりにも冷淡な決
定が下された。それは、モンゴル人への虐待がやり
すぎあっても間違いではなかった、というものであ
る。ウランフにとっては、信じがたい決定内容で
あっただけでなく、こうした状況下で彼自身の復活
も容易なものではなくなった。ところが、1971 年
９月に林彪が亡くなった後、周恩来が「釈放すべ
き」老幹部リストを作成し、毛沢東はこれを了承し
た。そのリストには、ウランフの名前も入ってい
た。その後の周恩来は表面上、ウランフをどのよう
に擁護したかということは大変興味深い。ウランフ
の公式伝記の作者である郝玉峰によると、1971 年
後半、第十回党大会の準備委員会の会合の席上で、
のちに四人組と称される江青、王洪文らは、ウラン
フが国家分裂主義や修正社会主義の罪を犯している
と主張した。そして内モンゴルの「偉大な革命的大

③隣の省から一部をかじり取り内モンゴルにしようとして批
判されるウランフ：1967 年 10 月８日

④中国からモンゴル人民共和国へ内モンゴル自治区を引きず
ろうとするウランフ。「私は、60 歳を超えて、40 年ものあ
いだ大漢民族主義と戦ってきた。しかし、まだまだできる
…」：1967 年 11 月８日

衆」は彼の解放を決して許すはずがないと力説して
いる 34。
これに対し、会合に同席した周恩来はウランフを
次のように擁護した。
「ウランフは、我が党の草創
期からのモンゴル人幹部である。彼は、中国革命に
おいて、大きな功績を数多く残してきた。
」その功
績の中で特に重要なのは、中国を分裂させ国家統一
を阻もうとした内モンゴル人民共和国政府を廃止に
追い込んだことであると周恩来は説いた。さらに、
ウランフは自身の安全をかえりみずにたった一人で
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敵の拠点に立ち向かう勇敢な人物だ。彼の勇敢さの
おかげで、内モンゴルの自治権が確立し、内モンゴ
ル人民政府が設立されたのだ、と称賛した。ウラン
フには誤ちがあったものの、それらは重大ではな
く、毛沢東に対して自らの誤ちを認め、そして修正
する決心を見せている、とも述べている。そして、
最後に周恩来は「五十六もの民族が存在する我々の
ような偉大なる国では、我々と共に工作に取り組む
少数民族指導者がいない現状は異常である」35 と述
べた。明らかに周恩来は多くの少数民族指導者たち
が解任され、批判の対象になっていることに対して
戸惑っているのだった。
ウランフが復帰した理由は、「モンゴル人」とし
てのアイデンティティと彼の「少数民族幹部」とし
ての立場があったからだ。この時期から彼は内モン
ゴルの分離・独立を阻止し、中国への統合を成し
遂げたことで再び称賛されるようになった。しか
し、1947 年以降にモンゴル人のために行なった行
動は「誤ち」とされた。そのため彼は謝罪すること
になった。その後ウランフは、北京にて共産党と政
府機関においる高い地位を再び与えられることにな
る。まず、1978 年２月全国政治協商会議の初代副
主席に選ばれた。ちなみにこの時の主席が鄧小平で
あった。鄧小平もウランフの状況を理解していたよ
うであり、彼が副主席に選任された後、ウランフに
以下のように語っている。
あなたは我が党の民族指導者であり、民族工作
の分野ではたいへん豊かな経験を持っておられ
る。毛沢東同志や周恩来同志も生前、この点を
高く評価されていた。ご覧下さい、林彪や「四
人組」によって、我が国は大変ひどい状態にお
かれてしまった。四人組よるこの混乱状態を解
決するために、党中央で手助けをして欲しい
と、私は望んでいます。36
混乱状態を収拾する目的で、ウランフは党中央統
一戦線部部長にも就任し、党中央のために「混乱を
片づける」ように働くことになった。この間に、彼
は中央政治局委員や国家副主席などの要職も務める
ことになる。さらに 1988 年に亡くなるまで、全国
人民代表大会副議長でもあった。しかしながら、こ
のように党と中央政府において高い地位が与えられ
たにもかかわらず、二度と内モンゴルの役職は与え
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られることはなかった。彼は党を代表する少数民族
指導者に返り咲くはずだったが、結局内モンゴルと
いう彼の地盤は奪われたままでその生涯を終えたと
いう点は、非常に重要だ。彼の死後、党によるウラ
ンフの公式評価では、ウランフ同志という存在は
コ ミ ュ ニ ス ト
「信頼できる共産主義者戦士であり、党と政府にお
プ ロ レ タ リ ア
ける名高い指導者、傑出した無産階級革命家、そし
てすばらしい民族工作の指導者である」となってい
る。

〈モンゴル人の目から見たウランフ〉
カ ル ト

一見すると、
「ウランフ崇拝」という現象は、モ
ンゴル人、漢人の両民族が持っている同じ願望を表
した現象のように見えるかもしれない。この願望と
コ ミ ュ ニ ス ト
はウランフの共産主義者精神に訴えることで、双方
が共に民族団結や共通の繁栄を追求しようとするも
のである。しかし実のところ、このような外見的連
帯感の裏には、モンゴル人と漢人との間に異なる評
カ ル ト
価基準を持つ「ウランフ崇 拝」の存在がうかがえ
る。モンゴル人が自ら漢人社会へ従属を望み、漢化
（同化）されていくと主張されることは、モンゴル
人の立場からは、大変理不尽な捉え方だといえる。
モンゴル人指導者にとって、ウランフの魅力と
は、彼がモンゴル人の利益と中国という国家の利益
を同格のものとして考えていたところにある。つま
り、彼が絶えず中央に対して指摘してきたことは、
モンゴル人の利益や民族間の調和をはかることが
「内モンゴル問題」の解決につながるだけでなく、
国家の安全保障を含めた中国の基本的利益を守るカ
ギになるということであった。確かに、ウランフが
内モンゴルのために勝ち取ったのは独立ではなかっ
た。さらには、彼と彼の一族やトゥメト・モンゴル
部族の仲間たちが、内モンゴルの権力を独占してし
まう。だが、その長期にわたる統治の間に、ウラン
フはすべてのモンゴル人にとっていくつかの有益な
ことを成し遂げた。要するに、彼の指導下の内モン
ゴルと今日の内モンゴルを比べると、ウランフ時
代（1947 ～ 1966 年）を懐かしむモンゴル人の多くに
は、彼の時代が失われた楽園のように見えるのだ。
過去と現在を比較してみると、ウランフがいた時代
は漢人との民族関係まだ我慢できるものであり、何
よりもモンゴル人による内モンゴル統治という栄光
の時代が浮かび上がってくる。このことは、モンゴ
カ ル ト
ル人から見たウランフ崇拝を支える基軸となる価値
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観である。
では、なぜウランフの時代が栄光の時代だったの
だろうか。それは、彼のリーダーシップの特徴によ
るところが大きい。ウランフという人物は、モンゴ
ル人指導者や一般のモンゴル人のみならず、ある程
度の内モンゴルの漢人にさえも、ウランフの中央へ
の対応による特性を高く評価している。では、次に
モンゴル人幹部が指摘するウランフの特性について
紹介する。モンゴル人幹部である趙真北は、シリン
ゴル盟政府の盟長であった。彼は、1980 年代初め
に不法に移住してきた漢人を追い返したことで有名
な人物である。彼のウランフへの評価は、1990 年
ウ ラン フ
に出版された『烏 蘭 夫 記念論集第２巻』37 に収録さ
れている。ここにはモンゴル人幹部たちが、モンゴ
ル人に向けのコメントを寄せている。ただし彼らの
言葉は、中国当局の検閲の対象ともなり、多かれ少
なかれ党にとって容認できる内容でなければならな
いことを留意する必要がある。
趙真北はウランフを「モンゴル民族の偉大な息
子」であると記している。ウランフの功績は、「独
創的」な手法を用いて内モンゴルの現状をマルクス
主義に適用させたことにあるという。それは、毛沢
東によって改められた中国的マルクス主義とよく似
ている。そしてこのことは現代にいたっても、内モ
ンゴルで民族工作を進めていく上で、大変重要であ
る。では、内モンゴルにおけるウランフの「独創
的」な手法とはどのようなものであったのだろう
か。趙真北によると、ウランフには、完成された
「思想体系」があり、それに基づいて牧畜地域にお
ける民族工作を行なっていた、という。つまり、牧
畜経済が農耕民族の漢人が考えているように遅れた
ものではなく、牧畜経済を国民経済の中で正当な生
産部門の一つとしてしっかりと位置づけたのだ。こ
のような考え方はウランフ独自のものだ。こうして
牧畜経済に対する漢人幹部の考え方を根本的に改め
させようとした。
ウランフは、牧畜業が内モンゴル経済の中で重要
な位置を占めていると主張していた。この考え方に
もとづき、漢人の末端幹部や、華北局と農墾部の漢
人幹部によるモンゴル草原の開墾と農地への転用に
対して、猛反対もした。ウランフは、モンゴル人牧
民が農民とは異なる階級構造を持っており、毛沢東
によって農村地帯で行なわれている階級化をむやみ
に適応すべきではないと抵抗を示した。それに代え

て、内モンゴルに適した新たな政策を考案した。そ
の内容は、土地の再分配を行なわない、階級闘争を
行なわない、階級分けを行なわないという「三不運
動」である。このようにして、遊牧民と家畜の関係
が相互補完的であるべきだと信じた 38。牧地の共有
化運動がもっとも激しかったときにも、ウランフ
は、人民公社などいかなる再編に対しても反対した
と趙真北は指摘している。中央の政策に対して表面
上同意し、牧民の地域共同体であるモンゴル・ソ
ム（蘇木＝郷）という呼称を「公社」に変更させた
だけで、その他の地域で行なわれていた共有化運動
を、内モンゴルに適応させることに対して断固抵抗
した。
つまり、ウランフは自主的で独創的な考え方の持
ち主であり、中央からの不適切な政策には抵抗し、
正しいことを見きわめ、それを実行する能力も持ち
合わせていた。そのため、彼は一段上の人間として
捉えられるようになった。さらに彼は、「実体」を
も守る能力を持っていた。毛沢東の革命的熱意が引
き起こした大躍進運動などの急進化政策では大飢饉
にいたる失敗に終わってしまったが、ウランフの指
導下にあった内モンゴルでは、1947 ～ 1965 年の間
に、モンゴル人の人口は 80 万人から 130 万人に、家
畜頭数は 84,100 頭から 417,000 頭まで増加した。こ
のような繁栄は、中国の他のどこにも見当たらない
事例である 39。趙真北によるこのような指摘は、誇
張ではないにしても、彼はウランフの欠点を無視し
がちである。趙真北による絶賛的な評価に対して、
ある漢人評論家は、ウランフの業績を高く評価しつ
つも、その原因が別のところにあると力説し、根本
的に異なった視点から以下のように分析している。
「この功績はウランフ同志が、マルクス・レーニン
主義や毛沢東思想にもとづき、内モンゴルに住む
様々な民族を正しい方向に導こうとしてきた結果で
ある。つまり、これもまた、党の民族自治政策の必
然的結果なのだ。このことは、誰も否定することは
絶対にできない。
」40
さて、ウランフを想起するモンゴル人たちは、ほ
ぼ例外なく彼の独創性や自主性を強調する。内モ
ンゴルの文化部副部長のボヤンダライ（宝音達賚）
は、ウランフが新しい内モンゴル文化の下地をつ
くったと言う。1950 年代後半から 60 年代の初めの
間、ウランフは自ら進んで、毛沢東思想を普及す
るためのモデルにもなった内モンゴル文芸団（ウラ
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ン・ムチル／烏蘭牧騎）を設立した。このことを想
起しつつボヤンダライは、ウランフがモンゴル人以
外の人々も学ぶべき豊かな文化を持っているのだと
主張していたこと、を指摘している。ウランフの
もっとも大きな功績は、内モンゴル文化がマルクス
主義的な内容を持ちながら、形として民族的なもの
でなければならないことを考えたことにあるとい
う。さらに彼によると、現代にいたっても行なわれ
ている中国当局によるモンゴル人の美的、文化的表
現の抑圧とは対象的だとも言う。ボヤンダライはウ
ランフへの回想を、次のように締めくくっている。
 ランフは、我々を残したままこの世を去って
ウ
しまった。しかし、彼が一意専心に取り組んだ
輝かしい民族文化と民族芸術の思想や民族文化
プロジェクトを全面的に称賛する。彼のことを
思い出すのは、我々がその遺産を受け継ぎ、そ
して天に召されたウランフの魂をなぐさめるた
めにも、さらに洗練された文化や芸術の多くを
進展させたいゆえんがある。41
また、ウランフがモンゴル語に関しても貢献をし
たという主張は特に意外なものである。モンゴル言
語の使用は、漢人との政治的平等のシンボルである
が、1949 年の中華人民共和国の建国以来、このこ
とが問題視されてきた。漢語（中国語）が優勢であ
る事実は確かにある。具体的には毛沢東の方針を伝
えるだけでなく、行政から教育、軍事など中央政府
の活動では当然のごとく使用され、また内モンゴル
自治区でも事実上すべての行政機能の分野において
優位性を持っていた。漢語中心主義的な発想が政治
的潔癖主義と重なってしまうことで、モンゴル人を
二つの厳しい選択肢に追い込んでしまう。つまり
は、政治的にも科学的にもモンゴル語は「漢化」し
てしまうか、漢語から単語を取り入れていくうちに
いつの間にか完全にモンゴル語が消滅してしまう
かもしれないということだ。前者は、モンゴル語
へのこだわりは、「遅れている」のだと諦め、その
結果漢人による「文明化」に甘んじるというもので
ある。後者は漢人に追いつくために、モンゴル語
の「漢化」を促進させようとするものだ。ある中国
寄りのモンゴル言語学者の中には、モンゴル語を表
記する際に漢字を使用し、さらには音声や文法的要
素まで漢語から取り入れることを主張する者までい
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た。しかし、大半のモンゴル人幹部は委員会を立ち
上げ、隣国のモンゴル人民共和国で使われていたキ
リル式モンゴル語からの借用を主張し、モンゴル語
の漢化に抵抗した。つまり彼らは、漢語のみから単
語を受け入れることに反感を持っていたのだ。
なお、モンゴル人エリートたちが置かれていた状
況はモンゴル語の衰退をいっそう加速した。自治区
においてモンゴル語が消滅してしまえば、モンゴル
人エリートの社会的地位は低下してしまうであろ
う。そして、この言語消失がフフホトでは現実のも
のになりつつあった。1947 年に内モンゴル自治政
府が創設されたことに続き、1952 年にフフホトに
区都が移された。このフフホトとは、もともとは寺
院の多い町で、モンゴル人の僧侶や巡礼者に加え、
満洲八旗の駐屯兵、漢人商人が住み分けしていた町
であった。ところが、早い時期から何百何千もの漢
人農民や官僚が中国北部から流入してきて、まる
で漢人の町になってしまった 42。このような状況下
で、モンゴル人幹部や知識人の子どもが、早くもモ
ンゴル語が話せなくなっていった。なぜならば、モ
ンゴル人の生徒は圧倒的多数の漢人の生徒に囲まれ
ており、また、授業も漢語のみで行なわれたからで
ある 43。このようなきわめて急速な言語消失を目の
前にしたモンゴル人幹部や知識人たちは、強い憤懣
を喚起し、1957 年の百花斉放・百家争鳴運動の際
に、その多くが不満の声を挙げた。その声とは古い
時代に大漢民族主義の抑圧で多くのモンゴル人が民
族語を喪失したとしても、民族差別の撤廃と民族平
等を標榜した新中国においては、同様の現象が生じ
るのは考えられないことであり、どのように説明で
きるというのだろか、というものだ。多くのモンゴ
ル人に、モンゴル語の使用を広げる必要性があるこ
とを痛感させた。ところが、百花斉放・百家争鳴運
動が始まった一ヶ月後、中央によって公認されたこ
のような主張は党や中国そのものへの攻撃の隠れ蓑
として捉えられ、批判の的になった。民族言語の使
用は、モンゴル人の民族的アイデンティティの中枢
であるからこそ、政治問題化したのである 44。皮肉
なことに 1947 年の内モンゴル自治政府の設置にあ
たって、モンゴル語は自治区の第一公用語と規定さ
れ、すべての政府公刊物がモンゴル語と漢語の両方
で出版されなければならなかった。しかし 1949 年
以降になると、二重言語政策をこのまま維持し続け
ることは重荷だという認識がモンゴル人側から広
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がっていった。これは、単にモンゴル人幹部や知識
人にとって不便だったからだけでなく、モンゴル語
そのものは彼らの自治の地位や民族アイデンティ
ティの強力なシンボルだったためである。言語が奪
われることは大きな政治的含意を持っていた。なぜ
ならば、これはモンゴル人が漢人へ同化するという
ことを意味し、彼らの地位や権限の基本となるモン
ゴル人の自治権が奪い取られる可能性とつながるか
らだ。民族自治とは結局のところ、民族的差異に由
来するものなのだ。
内モンゴルの最高実力者であるウランフも、1957
年に言語政策に対して痛烈な抵抗を見せた。彼は内
モンゴル自治区創立十周年の記念日に、あえてモン
ゴル語で演説を行なったのである。このことに多く
モンゴル人が心動かされ、涙ぐんだ。その発言から
三十年がたった彼の死後も、その感動が忘れること
ができないものだそうだ。その理由は、モンゴル人
はウランフのモンゴル語による演説を、モンゴル文
化を著しく浸食していく毛沢東主義や大漢民族主義
への反抗であると解釈したからだ。ウランフによる
このパフォーマンスは、彼が属するトゥメト・モン
ゴル部族がすでに一世紀も前にモンゴル語を話すこ
とができなくなっていたために、人々を大いに驚か
せ強い印象を残した。ロシア語が流暢だったウラン
フは、キリル文字を読むことには困らなかった。そ
こで、漢語で記した原稿をキリル文字で書かれたモ
ンゴル語に訳してもらい、それを読んでいたのだっ
た。
ベテラン言語学者のＳ・ナムジル（舎那木吉拉）
は、ウランフが新中国におけるモンゴル語政策の
基礎を整えた人物である、と述べている。彼によ
ると、1949 年から 54 年にかけて、ウランフが人民
政治協商会議の承認した暫定憲法に第 53 条を書き
加えたそうだ。このことはウランフの大きな功績
であると言う。その第 53 条とは、「すべての少数民
族は、それぞれの言語と方言を発展させ、その民族
的な慣習や伝統、あるいは宗教を守り、改善させる
自由を享有する」というものだった 45。ウランフ自
身はモンゴル語を自由に操ることはできなかった。
しかし、すべてのモンゴル人、漢人幹部に、モンゴ
ル語と漢語のバイリンガルになるように求めた。実
際に彼は、漢人幹部にモンゴル語を強制的に学ばせ
た。モンゴル語の取得は、漢人幹部たちが内モンゴ
ルにいる漢人に役立つのか、モンゴル人に役立つの

かをみる判断材料になると主張した。さらにＳ・ナ
ムジルは、1957 年にウランフが、モンゴル人民共
和国から訪ねてきた使節団に対して、モンゴル語で
演説し、多くの聴衆に強い印象を残した、と述べて
いる。著名なモンゴル人作家Ｔ・ダムリン（特・達
木林）は、1987 年に北京で行なわれた記念行事に出
席し、同席したウランフについて以下のように記し
ている。
「ウランフは、内モンゴルの芸術家たちに
いつもモンゴル語で挨拶をされていた。彼のモンゴ
ル語を聞いて、みんなが大変感動し、涙がこぼれそ
うになった」46
ここまで見てきたいくつかの事例から、モンゴル
人有力者たちのウランフへの称賛は、どうも本音で
あるように思える。しかし、実はそこには、現政権
に対するある戦略的意図が隠されているのだ。ウラ
ンフを称え、称賛することにより隠されたその意図
とは、モンゴル人が持つ現状に対する強い憎しみの
ような不満のことである。ウランフがモンゴル語を
語る際の涙は、1980 年代から 90 年代初めにかけて、
内モンゴルにおいてモンゴル語がどんどん消えてい
くことに対するモンゴル人の怒りと悲しみなのだ。
文化大革命終了後に設立されたモンゴル語学校の多
くが今現在では消えつつある状況にある。漢人が支
配する市場経済化の侵入によってモンゴル語教育は
持続不可能な状態になりつつあり、無用なものとし
て扱われるようになってきている。ウランフへの絶
賛は、決してウランフの部下など限られたモンゴル
人エリートたちだけが行なっているわけではない。
トゥメト・モンゴル部族出身であるなしにかかわら
ず、一般のモンゴル人の多くが彼を讃えている。彼
らは、客人の前で自らの子どもにモンゴル語の使用
を禁止する今のモンゴル人指導者たちに、最大限の
軽蔑を表している。彼らに「ウランフを見ろ。ウラ
ンフは大した人物だった。自分自身がモンゴル語を
話そうとしただけではなく、漢人にまでモンゴル語
を学ばせようともしたぞ」と批判しているのだ。こ
こで大事なことは、ウランフのモンゴル語能力と
か、どのくらいの漢人がモンゴル語を覚えたかとい
うよりも、ウランフの「真意」と「努力」である。
実際、ウランフのモンゴル語能力は自分の名前を書
くことや、簡単な会話ができる程度のものだった。
ウランフの時代を振り返ると、モンゴル人の多く
が次のような二つの点について同意する。一つは、
内モンゴルのモンゴル人が、国内に住む他の多くの

人間文化● 33

「ウランフへの崇拝」：歴史、記憶、そして民族的英雄の創造

人々よりも比較的豊かであったという事実がある。
これは 1950 年代だけでなく、1960 年代の大躍進に
伴った大飢饉の際にも当てはまることである。二つ
目は、政治的に、ウランフ時代のモンゴル人が今日
のモンゴル人よりも多くの利益を享受していたとい
う事実である。
上述したモンゴル人幹部らは、ウランフがモンゴ
ル民族の英雄として描いている。その英雄的行為
は、かつての状況と現状の比較に基づいたもので
あり、また毛沢東との対比にも基づいている。この
ような比較法は、モンゴル人が、中国における権
ディスクール
力 言 説 に関わるための戦略でもあるかもしれない
が、ここではモンゴル人がウランフに対して抱いて
いる純粋な気持ちを無視することができないことを
強調しておきたい。そこで、内モンゴルでは、ウラ
ンフを規範としてモンゴル人の指導者を評価するた
めに新しい基準が現れつつあることを、以下におい
て論証したい。
モンゴル人は、20 世紀を振り返ってみると、自
分たちが漢人支配に追われて弱小民族になったとい
う「自画像」を突きつけられる。自らの民族内にお
いても絶望的に分離され、圧倒的に強い国家体制や
漢人の内モンゴルへの大量移住を前にして、民族的
統一を遂げることができず、自民族の利益を守るこ
とすらできないという現実がある。この一世紀間の
衰退状況は、モンゴル人の過去の栄光や武勇と比べ
ると実に対照的である。そのため、多くのモンゴル
人によるチンギス・ハーンへの懐旧の念は、大ハー
ン時代のようなモンゴル民族の優勢を回復させたい
という絶え間ない熱望でもある。ところが残念なこ
とに今世紀始め、内モンゴルの封建的王公たちは利
己的な権益を追求し、多くの人々を犠牲にしたと、
モンゴル人たちはみている。彼らは漢人軍閥と協力
しただけでなく、モンゴル人に対しても伝統的権威
をふるって一般モンゴル人のさえも抑圧したのだっ
た、と感じている。このようなモンゴル王公の悪業
への見方から、漢人による植民地化から自民族の利
益を守り、漢人と平等に太刀打ちできるリーダーを
求めているモンゴル人一般の姿が窺える。彼らが考
えるリーダーの欠かせない資質とは、まず何より、
強さと力なのだ。ここでいう力とは、内向きではな
く、外向けにあるべきものである。
さて、ウランフは自治区の中では党、政府、軍の
すべての最高役職に就いただけでなく、中央政府で
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は国務院副総理に 1954 年と 65 年の二度もなり、少
数民族では唯一の政治局候補委員であった。このこ
とを現在のモンゴル人たちはよく口にする。そし
て、このように複数の高い役職を同時に独占するこ
とは内モンゴルのみならず、他の少数民族区域にお
いても、前例のないものである。ところが、ウラン
フの時代と比べて現状はまったく変わってしまっ
た。すなわち、軍、党、人民代表大会のすべての実
権が、漢人によって握られてしまっている状況なの
だ。たとえモンゴル人が自治区主席に就任していて
も、ウランフのような実権を持てない。なぜなら、
本当に実権を握っている党の第一書記の座は、必ず
漢人に掌握されているからだ。もっとも、ウランフ
が権力を独占したことは、モンゴル人の内的関係に
おいて対立の種になっていた。それにも関わらず、
彼を評価する上では彼の最大功績とされ、今ではモ
ンゴル人は例外なく、このことを大いに感心し褒め
たたえている。
さらにモンゴル人の間では毛沢東とウランフを連
想させる不思議な類似点もよく注目される。それは
以下のような三点であり、指摘に値する。⑴双方と
z é
もに 82 歳まで生きた。⑵二人の名前には、
「沢」と
yún z é

いう同じ文字がある（ウランフの漢語名は雲沢であ
る）
。この漢字は、
「池」という意味があり、そこか
ら派生し「恵み」という意味合いも持ち合わせてい
る。⑶ウランフは、毛沢東より少しだけ身長が高
かったものの、外見的に彼ら二人はよく似ている、
といえる。これらの特徴は、毛沢東に匹敵する偉人
として、ウランフの価値をさらに高めることになる
のだ。
この二人の共通点をどのように理解すべきなの
か。エヴィアの研究に、この問題を解く一つの手
こう とう
がかりがある。彼によると叩頭儀礼は、
「従属儀礼
である」という常識（定説）を覆し、新たな興味深
い指摘を行なっている。エヴィアはキャサリン・ベ
ルの研究を踏襲して、叩頭儀礼とは「戦略的行動方
式である」という見方を提起した。つまりキャサリ
ンは、叩頭というものが「微妙な権力関係を生み出
し、それらの関係には、両当事者による承認と抵抗
の両方の意味がある。そして、交渉によってもたら
された利益の流用や、あるいは救済をもたらし得る
覇権的秩序の再評価というプロセスを見受けること
ができる。
」47 と主張した。このような考察を踏まえ
てエヴィアは、叩頭儀礼とは「統治者との依存関係
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において、被統治者がその関係に呼応ができる力で
ある」48 と見ている。この観点から、叩頭とは権力
関係のあり方をめぐる交渉の過程でもあるというこ
とになる。それゆえに誰もが叩頭を許されているわ
けではない。「叩頭する側には包含される資質が不
可欠である。」つまり、被統治者は、帝国の支配下
に編入されるほどの特質と能力を持つ有力者でなけ
ればならない。要するに、歴史的に漢人の朝廷に貢

人のモンゴル人の話によると、ウランフは 1973 年
に軟禁状態から開放され、政治的活動を再び行うこ
とが許されたそうだ。復活した彼はたいへん力強く
精力的に働いた。毛沢東の後を継いだ華国鋒は少数
民族工作について詳しくなく、責任を持って民族工
作を行なえる他の少数民族幹部はまだ復帰していな
い状況下であった。そこで華国鋒は、ウランフに大
きな裁量権を与え、統一戦線工作部部長に就任させ

ぎ物を納めつつも、遊牧民の王公は自分たちの権威
を認めさることで、その実力の強化させたことは明
らかである。そして、朝貢関係を結ぶ交渉から得ら
れたものは王公やその従者にとって物的にも有利で
あった。つまり自身の支配を強化するために、皇帝
や帝国に対して自ら積極的に支配下に入ることにあ
る。以上のような歴史的事例は、強い指導者が叩頭
のような儀式的な行ないを通じて、自らの国家と民
族のために利益をもたらすことができるという考え
方を生み出した。このような観点から、ウランフの
中華という儀式的世界への参加を考えてみると、共
産党が分断された故国（内モンゴル）を復活させ、
モンゴル人の力だけでは実現できないある種の自治
を保障してくれるだろう、という期待を喚起したと
思われる。そして同様に、多くのモンゴル人にとっ
てウランフが中国の国家体制のいただき近くまでに
昇進したことは、彼が漢人の操り人形になったので
はなく、むしろ、中国国家が無視できないほどの実
力を持ったモンゴル人リーダーであったということ
を意味した。ウランフの政府機関における高い地位
を、中国型民族関係のヒレラルキーにおけるモンゴ
ル民族のパワーの証として見なしていたのかもしれ
ない。さらには、ウランフはそのヒレラルキーの中

た。そして 1979 年に他のモンゴル人指導者たちと
協力し、分断された内モンゴル自治区の全領域の復
活を命じた。しかし、この目標を達成するのは簡単
なことではなかった。なぜならば、次の三つの立場
の人々が強く反対したからだった。一つは中央の大
臣たち、もう一つは内モンゴルに隣接していた五つ
の省や自治区の関係者、そして最後はモンゴル人地
方幹部たちである。なぜ一部のモンゴル人地方幹部
らが、内モンゴル自治区復活に反対したのかという
と、彼らは、すでに内モンゴル分割後の各省内で力
ある地位についていたからだ。内モンゴル自治区復
活、再編によって、彼らは役職の入れ替え・改造が
行なわれて、自分たちの立場が弱くなると恐れてい
た。この話は、中国指導層の中から自民族のために
手腕をふるう一個人（ウランフ）と、他の省に居座
り利己的な権益を追求したモンゴル人幹部とを対照
化させた。この結果、ウランフは反逆者から民族的
英雄へと変容したのだ。今日のモンゴル人たちは、
ウランフなしに再統一された内モンゴルが存在し得
なかった、いやそれどころか、自治区自体が再び設
立されることもなかったであろうと考えている。現
体制に反対しているモンゴル人の一人は、ウランフ
の長所をほとんど認めようとしないが、自治区を守

から大きな特権、とりわけより強い自治権を勝ち取
ることができたという見方である。
このウランフのようなデュアルな忠誠心と権力関
係は、現実の世界にどのように成り立ったとされて
いるだろうか。ウランフが築き上げた内モンゴルの
自治は解体され、文化大革命中にモンゴル人が被っ
た被害と同様に彼も失脚してしまう。つまり、ウラ
ンフも他のモンゴル人も同じ苦しみを味わうことに
なってしまう。双方の生きた体験は、他のモンゴル
人との隔たりをなくするように働いた。さらに、
1970年代に復活したウランフは、分割されてしまっ
た内モンゴル自治区の領域を何とか再建しようと全
力を尽くした。内モンゴルの再建に直接関わった一

り切ったことに対しては一目を置いている。彼は招
かれていない北京でのウランフの告別式に参列し、
「二度も内モンゴルを統一したことを忘れてはなら
ばん か
ない！」という挽歌を記した。
だが、英雄ウランフに彼の強さや能力の他にもう
一つの要素がある。それは、彼の「モンゴル人の純
粋な心」だ。この「モンゴル人の心」とは多面的
で、仮にその人物が少々の失敗を犯しても自民族へ
の忠誠心さえあれば、許されるという概念である。
ウランフにとっては、これが彼の評判に関する試金
石となっている。
「モンゴル人の心」は、外部・内
部と他者・自己の関係を区別し、一線を画す概念で
もある。要するに、
「他の者たちのための一人」か
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ら「我々のための一人」になるのか、それともその
逆になるのかという問題であり、「我々のために」
という姿勢が明らかだとわかる場合は、たとえ完全
な失敗を犯した場合でも、その人物は犠牲者（殉ず
る者）に変容することがある。逆にそうした姿勢が
見られない者に対しては、たとえ大きな功績を残し
ても、その人物の評価が否定されることさえある49。
ウランフの「心」は、中国という国家のために
あったのだろうか、それともモンゴル人のために
あったのだろうか。彼の死後、その評価は論争の
焦点となり、分かれるところだ。1996 年 12 月 23 日
の『人民日報』では、ウランフの生誕九十周年を記
念した特集記事が掲載された。そのなかに、当時、
人民代表大会委員長を務めた喬石は、ウランフの党
への忠誠心を強調し、次のように記した。「ウラン
フ同志は、党と人民への工作に対して大変忠実に取
り組んだ。彼はどのような状況下でも、またどのよ
うなポストにあっても、いつも党の方針、党の様々
な原則と政策を実践し、そして常に断固として、中
国という国家の本根本的な利益と中華民族としての
利益を優先し、考慮していた。」50 ウランフは、中国
を裏切ろうとしたモンゴル人に対して激しく立ち向
かったその姿勢が漢人には高く評価された。党の
公式的な見解では、彼の偉大さは「中華民族（中国
人）としての純粋な心」によるものだったという。
それゆえ、このようなウランフのいわゆる愛国心
や中華民族としての忠誠心に対して、モンゴル人は
心の奥底で、苦々しく腹立たしい気持であることは
否めない。しかしながら中華人民共和国内におい
て、この状態は既成事実であり、モンゴル人幹部た
ちがこの事実を嫌っていたとしても否定できないも
のなのだ。もっと正確にいえば、1947 年以降、モ
ンゴル人は必死になってウランフの「モンゴル人の
心」を表す兆候を探そうとした。モンゴル語を習得
しようとする努力やモンゴル人の権利を確立させる
工作、漢人による粛清などウランフの生涯を取り巻
く諸伝説は、彼が漢人側のスパイだという疑惑をほ
ぼ晴らした。もっとも 1940 年の段階のモンゴル人
たち、とりわけ内モンゴル東部のモンゴル人は、ウ
ランフの民族的アイデンティティに対して、強い疑
yún z é
義を抱いていた。それは、このころ「雲沢」という
名を名乗れて、内モンゴル自治運動連合会代表の地
位を手に入れたウランフは、漢人のスパイとみなさ
れていたためである。噂によれば、彼が有名なデム
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d é wáng

チュクドンロブ（徳 王 ）が始めた政治運動である蒙
古地方自治政務委員会の最初の議長であったユン
デンワンチュクの化身として偽装しているといわ
れていたそうだ。ちなみにユンデンワンチュクと
y ú n wáng
は、1939 年に亡くなり、中国式の略称である雲 王
としても知られている 51。こうして、うわさ話や逸
話などを通じてウランフの一定のイメージが創ら
れていった。この過程には、典型的に「隠された
トランスプリクト
記 録（hidden transcripts）
」がせめぎあっている。
このようにして社会構築的にⅹⅸつくられたウランフ
の人物像は、彼の活動に対して多くのモンゴル人が
持ったきわめて選択的記憶や解釈に基づいたもので
あるが、彼は必ずモンゴル民族の利権を最優先に考
慮した偉人として描写されてきた。
上記のようにウランフを長年疑っていたモンゴル
人知識人の中には、彼が「モンゴル人の心」を持っ
ていたとしても、残念なことに共産主義がモンゴル
人を解放してくれると信じ込んでおり、その結果、
中国共産党に手を染めるという致命的な過ちを犯し
たとみている人々もいる。ウランフ自身がそのこと
に気づいたときにはもはや手遅れであり、引き返す
ことができず中国共産党員として活動し続けるしか
なかった。今となっては新しい証拠に照らし合わせ
て、モンゴル人たちの多くは、内モンゴルには中国
に併合される以外に選択肢はなかったことを理解す
るようになってきた。その理由は、ソ連とモンゴル
人民共和国に、内モンゴル独立のためになおいっそ
うの支援を行なうことを明確に拒否されてしまって
いたからである。
ある別のモンゴル人は、ウランフが民族に関わる
案件にどんなに詳しくても、漢人のメンタリティー
に関して言えば、実はきわめて無知だったと言う。
これはそもそもウランフを批判的に語る資格を持つ
内モンゴル東部のモンゴル人知識人の言葉だ。しか
しながら、おそらくそんな彼らもウランフのことを
確信的な裏切り者だというよりも、当時共産党によ
る国際主義へ熱望の犠牲者として見ているであろ
う。彼らの批判の矛先は、純粋なモンゴル人の心を
持ったウランフではなく、むしろ彼を欺き利用した
漢人に向けられている。
一方、ウランフによる民族的意識の目覚めに関
する話は数々残されている。モンゴル語ができな
い彼が 1957 年に読み上げただけの「モンゴル語演
説」に対して、一部のモンゴル人が大絶賛をしたこ
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とは、すでに上述済みである。ある内モンゴル東部
のモンゴル人幹部によると、ウランフが実はモンゴ
ル語に詳しかったのだということを私に説明するた
めに次のようなことを語ってくれた。1950 年代に
新しく中国の紙幣が印刷された際、ウランフはそこ
に書かれた「銀行」のモンゴル語表記が誤ったもの
であることに気づいた。表記されたモンゴル語の
「mongon ger」は、漢語の「銀行 yínháng」を逐語
訳したものに過ぎず、「mongon ger」のままだとモ
ンゴル語では「金やお金の家」となり、意味をなさ
ないと指摘した。この誤りに瞬時に気付いたウラン
フは、モンゴル語でも通用する「バンク」という外
来語に直すように中央へ要請をした。さらに、すで
に印刷された紙幣を回収し、正しい表記で紙幣を再
発行するように中央を説得したという。
また、別の代表的な逸話の一つにウランフが王震
を侮辱した話がある。王震とは、軍の最高幹部の一
人であり、同時に農墾部の大臣でもあった。その王
震が、1960 年代初めに内モンゴル東部にあるフル
ンボイル草原の広大な牧草地を農地に転用した。地
元のモンゴル人が、牧草地の喪失をウランフに訴え
たところ、彼は激怒したと言われている。ウランフ
は、すぐにフルンボイルに出向き、モンゴル人牧民
に馬を農耕地に放し、農作物をすべて馬に食い荒ら
させるように命じ、王震の転用計画を無効にさせた
という。もちろん、この話は大げさで不正確なもの
と思われる。だがその後、新疆ウイグル自治区で
は、王震が中心となって生産建設兵団による大規模
な開墾事業 52 を堂々と進めたことを考えると、ウラ
ンフが王震を説得し、内モンゴルにおけるそのよう
な大型プロジェクトをけん制することができたこと
は注目に値する。
さらに、有名なモンゴル人歌手に関する別の話も
よく知られている。その歌手が国歌を歌い、それに
あわせて踊りを披露するために北京に訪れていたと
ころ、北京で中央民族歌舞団の漢人ディレクターか
ら差別的な待遇を受けたという。これに対して、彼
女は何とか助けて欲しいと、ウランフに相談した。
数日後、国家民族事務委員会の会議の席上、ウラン
フはトゥメト訛りの漢語で主任に対して次のように
言ったという。「おい、ＹをいじめるＸという悪い
輩がいると聞いた。何とかしてくれないか。」その
後、このディレクターはくびになった、というス
トーリーだ。

上記の２つのエピソードからは、強い「モンゴル
人の心」を持ち、漢人に抵抗を示し、モンゴル人を
守ってくれる。これらのことが、モンゴル人にとっ
てモンゴル人指導者の最低条件となっていることが
窺える。このような指導者の行動はモンゴル人の中
で正当化され、大いに承認され得るものであり、こ
れらの行動は「モンゴル人の心」を強く持つ人物に
期待されることである。
さらに、次に紹介する別類の話も重要だ。この話
はほとんどすべてのモンゴル人が知っており、ウラ
ンフの絶望感を示す例である。文化大革命の失脚か
ら復活したウランフは、北京に異動させられること
になるのだが、彼はこれをたいへん嫌がっていたそ
うだ。この話は、体が不自由になった虎が檻に入れ
られても、常に内モンゴルに帰りたいというウラン
フの思いがテーマになっている。彼は内モンゴルの
発展のあり方について失望し、今後の見通しについ
て心配していた、と話すモンゴル人もいる。一方、
この話の中では、時の最高実力者である鄧小平は妥
協を行なわない強硬な人物として描かれている。
1987 年、内モンゴル自治区創立四十周年の記念日
に、ウランフはどうにか内モンゴルに戻ることがで
きるように懇願するが、鄧小平はなかなか許可しよ
うとはしなかったという。最終的には内モンゴルに
戻る許しは出たものの、その際いくつかの条件がつ
けられた。まずは第一に内モンゴルの現状について
肯定的に公表すること、第二にけして何か問題を起
こさない、という二つの条件だった。モンゴル人に
とってこの話のもっとも感動的な部分は、これらの
条件を承諾し内モンゴルへ戻ったウランフが、チン
ギス・ハーン陵への訪問し参拝を行なったところに
ある。当初は、チンギス・ハーン陵への訪問参拝は
予定されていなかった。そのため、再び鄧小平の許
可を得る交渉をしなければならなかった。そして、
どうにか二時間だけの訪問が認められ、訪れたチン
ギス・ハーン陵の前に立ったウランフは、大きな声
をあげ、嘆き悲しんだと言われている。ちなみに、
現在でもチンギス・ハーン陵を訪ねるモンゴル人の
多くが、ウランフと同じく嘆き悲しむ。最終的に
は、ウランフを守るべき警備の者たちが彼をヘリコ
プターに押し込み乗せるまでの四時間以上もの間、
ウランフはチンギス・ハーン陵から離れようとしな
かった。そして、その後、彼は二度と内モンゴルに
戻ることはできなかった。大きく嘆き泣き叫んだ
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後、81 歳になったこの老人は立ち上がり、「それで
も、民族団結は良いものだ」とつぶやいたそうだ。
このストーリーの中では、ウランフが中央によっ
て人質にとられたやさしく年老いたモンゴル人とし
て語られている。チンギス・ハーン陵の前で立ち、
涙を流すことはモンゴル民族の象徴的祖先を通じ
て、ウランフと他のモンゴル人との悲しい運命をつ
なぎ合わせる効果を持っているといえる。ウランフ
のチンギス・ハーンへの崇拝はこれが初めてではな
い。古くは 1939 年、日本軍がオルドスにあったチ
ンギス・ハーン陵を接収しようとした時に、オルド
スから比較的安全な甘粛へ陵を移動させたことにも
ウランフは関わっていた。1946 年には「チンギス・
ハーンの子孫よ、団結しよう！」というスローガン
を訴え、内モンゴル自治のための戦いへの参加を呼
びかけた。1954 年にチンギス・ハーン陵をオルド
スに戻すための準備をすすめ、1956 年の陵移築に
際し、新たに三つの霊廟建設を命じた。その新しい
チンギス・ハーン陵においてもウランフは、1962
年に、チンギス・ハーンを祈る儀式の司祭を務めた
のである。文化大革命中に失脚させられた理由の一
つに、ウランフは第二のチンギス・ハーンになろう
としていたと糾弾された。数多くのモンゴル人民族
主義者と同じく、ウランフもチンギス・ハーンに対
して常に敬意を払い、心のよりどころにしていたの
だろう。チンギス・ハーン陵の前での涙は、チンギ
ス・ハーンを踏襲する試みが失敗に終わったという
象徴的な意味を持っていた。同時にそこには、結果
はどうあれ、全力をあげてその敬愛を貫こうとした
というメッセージも込められている。もっとも、彼
の心の奥底にどのような思いがあったのか。彼の涙
の真意はわからない。しかし、この時のウランフの
叫びは、モンゴル民族最大の象徴であるチンギス・
ハーンへの懺悔の意であると、多くのモンゴル人た
ちが思っている。
さて、東洋と西洋の道徳観についての比較研究を
行なっているＣ・ハンフリーの考え方をここで紹介
したい。彼女によれば、西洋ではルールに基づいた
道徳観が語られる。しかし、東洋、とりわけモンゴ
ル世界では、道徳観が模範的人物の言説にもとに構
築されている、という。そのような社会では絶対的
な正義も悪も存在しない。その理由は、模範的人物
に基づいた道徳観は個々人の差異や社会的階層・上
下関係を許しているからだ。モンゴル社会では、誰
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もが人生のいつかの時点において師を必要とするは
ずだ、と考える。その師とは、
「勇気」とか「思想
の純潔さ」「哀れみ」などの道徳的原理を目指し、
自身の身を磨いてきた人間でなくてはならない 53 と
されている。漢人の側から見ると、ウランフという
人物は政治的思想を学び、その実践を試みた模範的
人物に当たるかもしれない。なぜならば、一般の人
民が彼の政治的メッセージを学び、自らの行動規範
にすることができるような人物だからだ。一方のモ
ンゴル人の感覚からすると、模範的人物とは多次元
的な存在である。Ｃ・ハンフリーは模範的な人物
から何を学び、それをどのように使うかは、個々
人（個々の弟子たち）にゆだねられていると言う。
その個人（弟子）の課題は、自らの道徳観念の形成
過程において模範的で確かなことをいくつも行なう
ことにあると指摘している。この考察から、モンゴ
ル人がウランフをどのように見ているかを垣間見る
ことができる。中央が愛国者としてモンゴル人のた
めに一元的な手本であって欲しいという思惑に反し
て、ウランフはモンゴル人にとって多元的なメッ
セージを体現している。控えめに見ても、ウランフ
の典型的な模範行為とは中国共産党の思惑を見抜
き、彼らとの約束を信頼しないことである。モンゴ
ル人はウランフの「民族団結」という教えという謎
を必死に解こうとした。ウランフは偉大で優秀な人
物なので、この「民族団結」という言葉には何か隠
された意味があるに違いない、とモンゴル人は考え
ている。数々の受賞歴を持つある著名なモンゴル人
学者は、その隠された意味（たとえわずかであって
も）を、以下のように解明している。彼によれば、
ウランフは、民族間の連帯のみならず、まずはモン
ゴル人が団結するべきだと考えていた、という。以
下に、彼の言葉を少し詳しく引用する。
プ ロ レ タ リ ア

我が国の革命第一世代の無産階級的革命家であ

⑤モンゴル人の中において、国家指導者として存在するウラ
ンフ（2000）
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り、優秀な少数民族指導者で、内モンゴル自治
区創設者でもあるウランフ同志は、死の直前ま
で団結について深い関心を持ち続けていた。
1987 年の内モンゴル自治区創立四十周年記念
に際して、彼はこの団結をテーマにして、次の
ように繰り返し述べていた。「団結とは国家の
中に存在するすべての民族の団結だけではな
く、内モンゴルの中にいる多くの民族の団結、
そして各民族の内部団結をも含まれたものであ
る。つまり、国家体制の統一が強化された時、
強い統一された母なる大地の中国が現れた時、
そして民族自治を成し遂げた地域が内部統一さ
れた時、これらのように団結が強化された時
には様々な問題が解決に向かうであろう。［中
略］モンゴル民族の形成と発展はモンゴル諸部
族が団結を固くした結果である。」1988 年にウ
ランフは文精同志との非公式会談を行ない、熱
い気持ちや真剣な言葉使いで、内モンゴルにお
ける諸民族間、そしてモンゴル民族内にもより
よい統一が実現できるという期待を述べた。こ
れが、我々が敬愛するウランフ同志が永遠の世
界に旅立つ直前まで望んでいた最大の希望であ
る。ウランフのこの遺言は、内モンゴルの新体
制が確立した 1988 年に文精副主席によってテ
レビやラジオでの質疑応答という形で公表され
た。その放送は内モンゴルのすべての民族幹部
や大衆に称賛され支持されたのである 54。

〈結びにかえて－実力者ウランフがいた時代を
懐かしんで〉
カ ル ト

本稿では、モンゴル人の「ウランフ崇拝」という
現象は、過去と現在を「対比」させることによっ
て編みあげられたものであることを立証した。過
去とは重層的な構築物である。つまり、伝説的で神
秘的な黄金時代もあれば暗黒の時代もあり、一民
族の繁栄期と没落期も含まれる、まさに栄枯盛衰で
ある。ウランフによって表象される時代は、必ずし
も黄金時代とは言えないが、地獄のような暗い時代
が終わり、新たな希望を持つことができる時代で
あった。この希望の時代とは、限られた可能性の
枠内ではあったが、チンギス・ハーンが活躍した崇
高な黄金時代との関連性を確立した時代だと言え
る。また歴史的対比というアプローチは、近代的国
民国家の歴史認識を形成する過程において、過去の

時間に切れ目を入れて区切り、これを制度化したも
のである。共産主義支配下の中国では、この歴史法
が体制に政治的正当性を与える仕組みとして特に強
力になった。つまり、歴史的対比とは現在と過去を
絶えず対比させ見直すことによって、人々はより明
るい未来への希望を持つようになる。ところがこの
ような未来向きの対比法を逆転させ、過去を懐かし
むあまり、今を暗黒の時代だと見なし、未来を不安
視してしまうことも起こり得る。この場合、過去は
造形深く安定した確実な目印になる。バーメーによ
れば、
「ノスタルジーとは、今ある恐怖、現状に対
する不満、将来への不安を発端としている。社会が
混沌とし分裂状態に陥ると、ノスタルジーが過去と
の継続感覚を与え、懐かしんでしまう。これがノス
タルジーだ。
」55 と言う。バーメーはさらに 1980 年
代後半から 1990 年代前半にかけて見られた毛沢東
カ ル ト
崇拝という新しい社会現象は、過去への皮肉（アイ
ロニー）と郷愁（ノスタルジー）との相克から発生し
た弁証法的結果だったとみることができる、と指摘
している。ここでいうアイロニーとは、毛沢東が主
導した大粛清と恐怖政治にもかかわらず、彼はス
ターリンと同様に自国の「歴史と人民精神の体現で
あり、彼を否認することは、自国の歴史だけでなく
その国民性の最も肝心な要素を否定する」56 ことに
なる。一方の毛沢東へのノスタルジーとは、鄧小平
の改革による経済不安や社会的混乱の中で、毛沢東
のイメージにある種神秘的なオーラを与えた。彼を
「安定性と確信、あるいは文化的・政治的統一性の
ある時代と、そして何より経済的平等と腐敗のない
高潔な時代を代表する人物として表象された。」と
カ ル ト
バーメーは言う。さらにそれゆえに毛沢東への崇拝
は、
「全体主義への郷愁」でありながら、ある種の
現状への不満を表しているともいえると主張する。
カ ル ト
ただし、毛沢東崇拝のアイロニーと限界はこの点に
ある。つまり、これが過去のあり様を単純なモデル
として提示しつつも「中国が直面している諸問題へ
の新たで有効な具体策を示してくれるものではな
い。
」57 とバーメーは分析している。
次に、ウランフについて考える。ウランフへの

カ ル ト

崇拝の場合も、ある程度は「全体主義への郷愁」と
理解できる面がある。これもまた対比法という仕
カ ル ト
組みに立脚している。しかし毛沢東崇 拝とは異な
カ ル ト

り、ウランフ崇 拝というものは中国における民族
問題（モンゴル側かすれば、これは漢人の責任であ
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り、また漢人側からするとモンゴル人の責任だとさ
れる）への実行可能な解決を目指して構築されたの
である。確かに、ウランフという人物は一定程度の
成功しかおさめることができなかったが、長年にわ
たって問題解決のために奮闘してきた。このような
考察は、民族関係における国家や憲法の役割を浮き
彫りにする。要するに、中央と漢人がお粗末な手法
でモンゴル人の忠誠心を得る目的でウランフを自ら
の英雄にして乗っ取っている。これに対してモンゴ
ル人は、ウランフの民族的アイデンティティを奪還
させ、中央の偽善を明らかにするのみならず、新し
い政治の可能性をも示唆している。現在、モンゴル
人が持つ当然の民族的権利を漢人が侵害している。
これを食い止めるために、モンゴル人幹部はウラン
フのイメージや思想を全面的に接収し、自らのもの
にしているのだ。モンゴル人にとってウランフは、
民族権利の擁護の仕方を手ほどきした人物であり、
またそれを可能にした国家機構の中枢の一員でも
あった。もし彼を、中国の副主席にまで上り詰めた
人物で国家指導者として、また少数民族の諸権利を
保障する立法の立案者としてきちんと認めるのであ
れば、モンゴル人幹部らは、ウランフへの最大の敬
意を表わすべきである、と多くのモンゴル人が口に
する。つまり、モンゴル人が中国の愛国主義者であ
る彼を強調することで、漢人が否定することができ
ないウランフという確固たる根拠が完成するのだ。
多くのモンゴル人にとってウランフは、国家との
シンボル
交渉にあたり頼りになる象徴となっている。興味深
いことに、モンゴル人（特に学生）はしばしば、チ
ンギス・ハーンの肖像画を掲げつつも、ウランフが
確立した権利の回復を要求する。今現在は、内モン
ゴルにおけるモンゴル人の民族的権利が大きく衰退
しており、モンゴル人指導者の中にはウランフがい
なくなって残念がっている者も多い。もし彼が生き
ていれば、内モンゴルの状況は違っていただろう。
ウランフが、漢人からの差別や抑圧に太刀打ちでき
る唯一のリーダーだった、と語る者もいる。そこ
で、モンゴル人は、チンギス・ハーンと共にウラン
フを民族の英雄としてみるようになってきた。この
カ ル ト
ようなウランフへの崇拝は、彼を曖昧な立場の人物
からジェームズ M・バーンズの言うような「英雄
的リーダー」に変貌させたのだ 58。
ただし、ここでいう英雄的リーダーシップとは、
ウランフがモンゴル人に明らかな恩恵をもたらした
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英雄的特質を持っていたということを必ずしも意味
しない。なぜなら、英雄的行動は成功によって成り
立つとは限らないからだ。さらに言えば、英雄的
リーダーシップは「ある人物の資質だけではない。
それは、指導者と随員との関係にもよるもの」59 で
ある。いかに資質や能力を持っている英雄的指導者
だとしても、その人物への尊敬崇拝が、従者による
期待や個々の不安の投影、攻撃性、そして争いを許
している社会的現象を象徴的に解決するという強
い願望、の帰結といえる。つまり、
「英雄的なリー
ダーシップとは、内部と外部の対立に象徴的解決を
もたらすもの」60 である。
しかしながら、上述のようにチンギス・ハーンも
ウランフも共に、中国という国家から民族的英雄と
して乗っ取られている。チンギス・ハーンとウラン
フの双方は、中華民族の英雄として祭り上げられる
経過は、複雑な事情がある。その事情とは、モンゴ
ル人の容認と抵抗も、国家による少数民族への対策
も見受けられ、その背景には民族関係が錯綜してい
るというものだ。モンゴル人は、自らの文化や英雄
が国家に正確に評価され、表象してもらいたいと考
えているのに対して、国家側はモンゴル人を他の少
数民族とともに国家体制にうまく統合させたいと考
えている。後者に関しては言えば、可能性として、
中央がチンギス・ハーンを脱モンゴル化させ、彼を
漢化された汎中国的英雄にする試みもありえる。変
貌させられたチンギス・ハーンの高い名声によっ
て、中国人が民族的にも、軍事的にも「白人という
他者」よりも優れた人種であることを示すことがで
きる。同様に、ウランフも脱モンゴル化され、中国
共産党に忠実な中国人の「民族工作指導者」とされ
得る。つまり、国家からみれば、ウランフが国家を
征服するか（国家指導者であるか）、国家に服従す
るかという二面的な悪循環の代表となり、結局は国
家に従う少数民族の模範として使われることもある
のだ。
このような中国によるモンゴル人の英雄物語の流
用に対して、モンゴル人がどのように複雑な感情を
持ち抱いていても、モンゴル人からすると、チンギ
ス・ハーンとウランフの間には明確な差異を感じ取
ることができる。つまり、チンギス・ハーンとはモ
ンゴル人にアイデンティティを与える最大の象徴で
カ ル ト
あり、彼への崇拝は、宗教的且つ民族的なものであ
る。これに対しモンゴル人によるウランフへの尊敬
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は、上述のように自らのアイデンティティを祭るも
のではなく、中国国家に立ち向かい、窮屈な現状へ
対応する武器道具である。言い換えると、民族問題
への象徴的な解決方法なのだ。しかし、たとえば新
しい世代のモンゴル人幹部が、ウランフのように断
固たる態度をしめせば、中国中央政府は相手にして
くれるであろうか。このような疑問への答えを簡単
に出すことはできない。ただし、ウランフの場合
コ ミ ュ ニ ス ト
は、初期の共産主義者としての経歴や、ソ連とモン
ゴル人民共和国との関係も深かった。中国の国家体
制の中では、どのようなモンゴル人でも、彼のよう
な経歴や経験なしに同等の功績をおさめられないだ
ろう。しかしながら、今なお、ウランフはモンゴル
人の未来への希望を象徴する欠かせない存在なので
ある。
2000 年の夏、私は内モンゴルを訪れた際、再度
ウランフ記念館にも足を運んだ。実はこれまでに数
回訪問をしているが、初めて足を運んだ時とは対照
的に、その巨大な記念館はまるで放棄されたように
人影がない状況だった。植物園にも来客者はほと
んどおらず、さらに記念館はもっとひどい状態だっ
た。植物園と記念館の入り口は料金を回収するガー
ドマンによって守られ、ウランフはひっそり静け
さを楽しんでいるようにも見える。そこは、通りの
雑踏や風に舞うほこりとはまったくの別世界であっ
た。私はあの巨大なウランフ像をじっと見つめてい
た。するとパーヴェル・コルチャーギンの有名な言
葉が思い浮かんできた。パーヴェル・コルチャーギ
ンとは、ソ連の作家ニコライ・オストロフスキーが
書いた小説『鉄鋼はいかに鍛えられたか』の主人公
であり、1950 年代から 80 年代にかけて、中国では
大勢の高い理想を抱いた人々に刺激を与えた。
 人間にとってもっともたいせつなもの─それ
は生命である。
 それは人間には一度だけしかあたえられてい
ない。だからあてもなく過ぎ去った歳月にいた
ましい思いで胸を痛めることがないように、い
は じ
やらしく、くだらなかった過去に、恥辱で身を
焼くことのないように、また死にのぞんで、生
涯を一貫して、持てるすべての力が、世の中で
もっとも美しいもの－人類解放のたたかいのた
めに捧げられたといいきれるように、この生命
を生き抜かねばならない 61。

その後私は、あるモンゴル人上級幹部にこの話を
したところ、彼は大きなため息をつき、次のように
言った。
「だが、彼は同じく後悔と恥辱とともに死
んでしまったよ。ウランフは晩年、今後に対して強
い不安を抱いていて、その懸念が原因で癌になって
しまったんだ。
」



（ロバート・リケット和光大学教授・
ボルジギン・ブレンサイン監訳）

［訳注］
ⅰ この文章は Bulag, Uradyn E. 2002. The Mongols
at China`s Edge: history and the politics of
national unity の 第 ７ 章‘The Cult of Ulanhu
:History, and the Making of an Ethnic Hero’：
p207-44 を翻訳したものである。他の章も現在翻
訳中であり、今後翻訳文を発表する予定である。
ⅱ 著者ウラディン・Ｅ・ボラグは 1964 年中国内
モンゴル自治区イフジョー盟オトク旗の牧民の家
の生まれ。内蒙古師範大学英語学科を出た後、英
語教員を務める。その後イギリスに留学し、1993
年、ケンブリッジ大学で博士号（社会人類学）取
得。1998 ～ 2007 年までニューヨーク市立大学に
おいて人類学を教える。現在ケンブリッジ大学社
会人類学部教授。
ⅲ 「ウランフ」という一般的に最も知られている
表記で統一した。しかし「ウラーンフー」
「オ
ラーンフー」などの表記の仕方もあり、言語学的
には「オラーンフー」が適切であるという指摘も
ある。
「中見立夫氏、フフバートル氏のコメント」
『中国 21Vol.19』2004 年５月を参照。
ⅳ 「ウランフ・バッジ」と同じく「ウランフ料理」
も毛沢東に対応するものである。つまり、同じ
カ ル ト
崇拝でも「毛沢東料理」は存在するが「ウランフ
料理」はない、という意味。ちなみに「毛沢東料
理」とは、彼が好んで食べた料理のことで、毛沢
東の故郷である湖南省の料理が中心とした香辛料
がきいたものが多い。
ⅴ チベットのシガツェにあるゲルク派の寺院。
代々のパンチェン・ラマが座主を務めている。
ⅵ 中国共産党太子党とは、若手エリートを養成す
る組織のことを指す。
ⅶ 「内人党事件」ともいう。内モンゴル人民革命
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党とは建国前に内モンゴルで活動し、内外モンゴ
ルの統一を目指していた政治組織である。1946
年に内外モンゴルの統一の失敗後事実上消滅す
る。ところが、文化大革命期に同党が「反革命勢
力」として残存しているとされ、ウランフをはじ
め多くのモンゴル人たちが弾圧された事件のこと
をいう。
ⅷ 具体的には雲曙碧のこと。
ⅸ 原文の‘Chinese Nation’で「中華民族」と訳
す。今日の中国では、中国全土に住むすべての
人々は一つの「民族」であり、これを「中華民
族」と呼ぶという言説が流布している。拙論の木
下光弘「中国民族政策の背後にあるもの─重要
度を増す「中華民族」論」『地域文化研究（７）』
2004 年１月を参照されたい。
ⅹ まず、1966 年に党書記と軍区司令官の職を解
任され、1967 年に自治区主席を解任される。
ⅺ 中国共産党の上級幹部たちの子女の総称で特権
的地位にいる者たちのことを指す。
ⅻ ‘discours’ の 訳 語 と し て は、 言 語 学 系 で は
「談話」や社会学系では「言説」という訳語が使
われることが多い。また、言語学やシュールから
デリダへと続くポスト構造主義の流れに関わる認
識論ではディスコース、ロラン・バルトやミシェ
ル・フーコーの権力論に関わる思想史の叙述では
ディスクールと使われていることが多い。そし
て、その意味や用法は多岐にわたり、また議論が
分かれるところであるが、ここでは「ある言葉や
行いが、それが語られたあるいは行われたコンテ
クストの中で、何を意味し、またなぜそれを意味
するようになるのか（なったのか）を分析する概
念。」としておきたい。（中西満貴典「ディスコー
ス概念の再考」『岐阜市立女子短期大学研究紀要
（57）』2008 年３月、「Developing World：国際協
力」による用語解説などを参照。）
 Bulag, Uradyn E. 2002. The Mongols at
China`s Edge：の第６章の‘Models and Morality’
 内モンゴルに住むモンゴル人による民族主義政
党のこと。
 漢語の「教育長」であり、日本のような教育委
員会における教育長のように行政上の役職ではな
い。学院において、院長、副院長に次ぐ役職で、
各学校の教務主任や学務主任のような立場のこと
を指すと思われる。
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ⅹⅵ 「政治、経済、組織、思想の四つを清らかにす
る」という共産党中央が呼びかけた政治運動のこ
とで、当時、国家主席であった劉少奇によって推
進された。
ⅹⅶ 資本主義化を目指そうとした者、という意
味。中国文化大革命の際に、毛沢東らによって、
資本主義の復活を目指す実権派、として打倒の対
象とされた人々のこと。
ⅹⅷ 毛沢東による「造反有理：反逆には道理があ
る」という言葉が、文化大革命ではスローガンの
一つになる。ここから、毛沢東への忠誠を誓い、
劉少奇ら実権派に反逆し、文化大革命を推進した
人々のこと。ここでは、
「文革支持し、ウランフ
を批判し、攻撃を加えようとする人々」を指して
いる。
ⅹⅸ 原文は‘social constructions’
（社会的構築）
。
この用語は、
「ある現実とは言説によって構築さ
れる」という社会学で使われ始めたアプローチで
あり、主に本質主義に対する批判として用いら
れ、現在では多くの分野で使用されるようになっ
ている。上野千鶴子編『構築主義とは何か』2001
年、勁草書房、ヴィヴィアン・バー（田中一彦訳）
『社会的構築主義への招待』1997 年、川島書店な
どを参照。
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講演記録

多文化背景の子どもの発達を
どう支えるか
─母語・継承語の大切さ─

中

島

和

子

トロント大学名誉教授

本講演記録は、2011 年８月 17 日にひこね文化プ
ラザにて行われた中島和子・トロント大学名誉教授
の講演の記録に講演者が修正・加筆したものであ
る。講演会は、人間文化学部地域文化学科教員の河
かおる・武田俊輔がメンバーである彦根市在日外国
人支援団体 Girassol の主催、および人間関係学科教
員の竹下秀子がメンバーである滋賀多文化保育研究
会等の各団体の共催で実施された。その貴重な講演
内容を広く共有するため、本誌で活字化するもので
ある。なお、テープ起こし原稿に基づく再構成は河
かおるが行った。紙幅の都合により、質疑応答は省
略した 1。
当日の講演は、ポルトガル語の同時通訳を付けて
行われ、来場者の多くは在日ブラジル人当事者か、
在日ブラジル人を中心とした在日外国人に関わって
いる者であった。そのような来場者の傾向に配慮
し、講演で日本の現状に即した話をされる場合は、
主として「母語」「継承語」「第１言語」としてはポ
ルトガル語を、「第２言語」としては日本語を例に
話していただいた。従って、例えば在日中国人の
ケースであれば、ポルトガル語を中国語に置き換え
て本講演録を理解していただければ幸いである。
中島和子氏略歴
カナダのトロント大学教授、名古屋外国語大学教
授を歴任、トロント大学名誉教授。母語・継承語・
バイリンガル教育（ＭＨＢ）研究会会長。バイリン
ガル教育、継承語教育、日本語教育学が専門。著書
に、
『マルチリンガル教育への招待─言語資源とし
ての外国人・日本人年少者』
（ひつじ書房、2010 年）、
『言葉と教育─海外で子どもを育てている保護者の
みなさまへ』
（海外子女教育振興財団、1998 年）、『バ
イリンガル教育の方法─ 12 歳までに親と教師がで
きること』増補改訂版（アルク、2001 年）。訳書に
ジム・カミンズ＆マルセル・ダネシ著『カナダの継
承語教育─多文化・多言語主義をめざして』（明石
書店、2005 年）、ジム・カミンズ著／中島和子訳著
『言語マイノリティを支える教育』（慶應義塾大学出
版会、2011 年）。

はじめに
みなさん、こんにちは。ブラジル人の保護者の方
に話すことと、支援にあたっている方に話すことと
は、本当は少し違ってくると思うのですが、両方に
役に立つようなことをお話しできればと思っていま
す。
私はカナダで息子が生まれて、そして自分が全く
知らない地域の学校に子どもを入れなければならな
いという経験をしておりますので、親の気持ちも分
かるし、また支援にあたっている皆さんの気持ちも
分かるつもりです。今日のテーマである母語の問題
は、当事者である親が決めることであって、第三者
があまりとやかく言うべき問題ではないのですが、
親が賢いチョイスができるように支援するというの
が、たぶん私たちの役割かなと思います。
今日の話のタイトルは、「多文化背景の子どもの
発達をどう支えるか」です。最近日本でよく使われ
る「外国にルーツを持つ子ども」
「外国人の子ども」
という言い方もありますが、実際に私の息子のよう
に海外に出た日本人の子どもも含まれますので、海
外で学齢期を過ごす日本人の子どもや、日本に帰っ
てきて再適応しなければならない日本人の子どもも
含めて「多文化背景の子ども」としてとらえ、その
問題を考えてみたいと思います。
「母語・継承語の大切さ」とありますが、
「継承語」
ということばはあまり聞かないことばですよね。多
文化背景の子どもは幼児期は親の母語で育てられる
のが普通ですが、学齢期になると学校言語である第
２言語の方が強くなり、親の「母語」がだんだん自
分の「母語」とは言えない状況になっていきます。
しかし、親のことばが外国語になるわけではなく、
自分が親から継承する言語、つまり継承語と、学校
で学習に使う第２言語の二つの言語のバランスの問
題になっていきます。そこで「母語」だけではなく
「継承語」という用語（概念）が必要になります。

親が母語について迷うこと
自分が全く学校経験をしたことのない土地で、現
地校に子どもを入れなければならないという時に、
親はいろんな迷いを感じます。その悩みを私たちは
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しっかり受け止めなければなりません。以下に、悩
むであろうポイントをいくつかあげてみました。こ
こでは特にことばの問題だけを取り上げます。
①学校と家で違うことばを使っていると、言語の発
達自体が遅れてしまうのではないか？
定住ブラジル人の場合、家の中でポルトガル語を
使い、学校では全て日本語で学習しなければなりま
せん。日本人の子は、家でも学校と同じことばを
使って育つのですが、家で使うことばと学校で使う
ことばが違うと、ことばの発達が遅れるのではない
かという疑問です。
②家でポルトガル語を使うと日本語の習得が遅れる
のではないか？
自分自身は日本語がまだあまり得意ではないが、
子どものためには、下手な日本語でも使ってあげる
方が、学校で子どもが日本語を学ぶ時にプラスにな
るのではないかと親は考えます。
③家でも日本語を使った方が学校の成績が上がる？
子どもたちはただことばを学ぶのではなくて、学
校で教科学習をし、何らかの成績をあげていかなけ
ればならない時に、家でも日本語を使って勉強の手
助けをする方が、子どもの成績にプラスになるので
はないかという疑問です。
④日本語を使いたいが自信がない場合はどうすれば
いいのか？
成人になって海外に出た場合、どんなに頑張って
も現地語の力がなかなか上達しないのが普通です。
特に現地校に通った経験がなく、学校で教師が教科
をどう教えるか全く分からない状況では、子どもの
勉強を手伝うにしても戸惑うことが多いですね。発
音にも文法にも自信がない場合でも、それでも親は

ることを簡単にお伝えしておきましょう。
①ですが、家庭と学校で異なる言語を使うという
ことだけで言語の発達自体が遅れるということはま
ずありません。それぞれの言語をいきいきと使って
いれば、二つだからといってことばの発達が遅れる
ということはありません。家ではポルトガル語、学
校では日本語という使い分けで、二つの言語が育つ
はずです。
②は、むしろ反対です。家で親がポルトガル語を
しっかり使う方が日本語の学習に役に立ちます。ポ
ルトガル語の力がつけばつくほど、その力は日本語
の学習で役に立つからです。
③については、親が日本語が得意で教科学習の手
助けができる場合には、確かに親が日本語を使った
方が成績は上がるでしょう。しかしこれまでの研究
では、親がどっちの言語を使おうと、子どもの２言
語の発達にあまり関係ないと言われています。むし
ろ子どもが親に日本語で話しかけるか、ポルトガル
語で話しかけるか、ということの方が大きなインパ
クトを持つようです。確かに子どもが日本語を家で
使う方が、子どもの日本語会話力にはプラスになる
ようですが、逆に、ポルトガル語を失う速度がぐっ
と速まります。ですから、長い目で見ると日本語の
会話力の伸びが一時的にマイナスになっても、子ど
もが親の母語を使って親子のコミュニケーションを
可能にしておく方が、いろいろな意味でプラスにな
ります。
④ですが、大抵、成人してから学習した第二言語
には限界があります。言えることと言えないことが
あり、言えることに合わせてしまうと知的レベルが
下がります。つまり、子どもの知的レベルに合わせ

家で日本語を使った方がいいのか、それとも自信の
あるポルトガル語で通した方が子どもにとってプラ
スになるのかという疑問です。
⑤国際結婚家庭の場合はどうしたらいいのか？
国際結婚の家庭には母語が二つありますね。両方
伸ばしてあげたいと思うのが親の本音だと思うので
すが、そういう場合にはどうしたらいいのでしょう
か。父親はポルトガル語で、母親は日本語でという
形で二つの言語に触れさせる方がその子の２言語の
発達にプラスになるのでしょうか、それともマイナ
スになるのでしょうか。こういう疑問を持たれるこ
とが多いと思います。
ここでこれまでの実証的研究の結果で分かってい

た突っ込んだ話ができなくなるのです。親が自分の
自信のある母語で子どもに話しかけ、子どもの知的
レベルに見合った会話をする方が、子どもにとって
プラスになります。
赤ちゃんに英語で話しかける熱心な教育ママが、
日本にもいますね。自分は英語ができなかったから
子どもには生まれた時から英語に触れさせて英語の
できる子に育てたいという親の願いからそういう行
動をとるようです。これは赤ちゃんにとってプラス
なのでしょうか、マイナスなのでしょうか。日本人
が英語を使う場合、口から出ることばはたしかに英
語であっても、顔の表情、眉毛の動かし方、肩の動
き、目線など、どうしても日本的になってしまいま
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す。ですから、トータルにみると、文化的に中途半
端な言語を使っていることになります。そういう言
語は、後で習いなおさなければなりませんから、子
どもにとってプラスとは言えないでしょう。むしろ
親の自信のあることばで、赤ちゃんに話しかける方
が何倍もの価値があります。
⑤は非常に複雑です。両親のことばが置かれてい
る社会的地位、それぞれの言語の能力レベルなど考
慮すべき要因が多く、すべての国際結婚家庭に役立
つ一つの定番の答えはないと思った方がいいでしょ
う。個々の家庭の事情に合わせて、ご自分の家庭の
２言語使用のルールといったものを作ることが大事
です。

大事な幼児時代
現在日本では、日本生まれの多文化背景の子ども
が増えており、まさに定住２世時代と言えます。定
住１世である親は赤ちゃんに親の母語で話しかける
ことが多いと思います。定住２世児が日本の公立小
学校に入って遭遇するさまざまな問題が指摘されて
いますが、私が特にここで強調したいのは、小学校
に上がる前の幼児時代です。就学前幼児時代がいか
に大事かということを親たちに伝える必要があると
思うからです。
幼児時代に子どもはことばを通して考える力を獲
得していきます。また人に自分の意思を伝え、人と
の関係づくりをするためにもことばが必要であり、
この人とのやりとりを通してことばそのものを獲得
していくのです。つまり、幼児時代とは、人とのや
りとり、ことばそのものの発達、ことばを使って考
える力が同時に育つ大切な時期だと言えます。この
場合、特に大事なのは、まず周囲の大人が子どもに
話しかけることです。これは一見簡単なようです
が、以下の二つの事例のように、「話しかけ」「話し
合い」がうまくいかないケースもあります。
事例①
カナダのマリちゃん（４歳）の話です。私が住ん
でいるトロントの家の近くに小学校があり、４歳児
から始まります。幼稚園の部分が小学校にくっつい
ているという感じですね。その小学校から電話がか
かってきて、「日本人の女の子が入ってきて、まだ
４歳だが、何語を話しているか全くわからない。英
語でもない、日本語でもない。どうも母親も分から

ないらしい。だから、何語で話しているか調べてく
れないか。
」という依頼でした。
そこで、写真や絵がたくさん入っている４歳児用
の国語絵辞典を持って学校に行きました。マリちゃ
んと一緒に本を開いて、
「これなあに？」というや
りとりをしました。マリちゃんはブツブツ何か言っ
ていますが本当に何を言っているのかわからないの
です。英語でないことも、日本語でないことも確か
なのですが、何語かは分かりませんでした。
「たま
ご」を指して、
「たごま」と言ったので、もしかし
たらこれは日本語の単語かな？と思いました。
その後で母親と会って、やっとその理由がつかめ
たのです。母親は日本人で、昔幼稚園の教師をされ
ていたとか。その後カナダの日系２世と結婚。その
日系２世の父親は片言の日本語を話すが英語の方が
得意という方だそうです。マリちゃんを大変可愛
がっていて、会社から帰ると近くの公園に連れ出す
という生活だそうです。
母親は和文タイプのアルバイトをしているそう
で、いろいろと話を聞いてみると、自分はかつて幼
稚園の先生ではあったが、子育てがこんなに大変だ
と思わなかったと話していました。毎日家にいるわ
けですが、子どもに話しかけるということが非常に
少ないのではないかという印象を受けました。「マ
リちゃんはお母さんが和文タイプのお仕事をしてい
る間、どうしているのですか」と聞いたら、
「テレ
ビの前に座っています」という答えでした。つま
り、マリちゃんは一日の大半を一方的に耳に入るテ
レビの英語を聞いて過ごしていたということです。
父親とは片言の日本語で、母親と一緒にはいるが、
あまり話しかけてもらえないという言語環境だった
ようです。
かなり頭のいい子どもだったのでしょう、一方的
に耳に入る英語で自分のことばを作ってしまったの
ですね。テレビというのは一方方向です。だから話
し合いのチャンスがないために修正されるチャンス
がないまま誰にもわからないことばをブツブツ言う
ようになってしまったのですね。カナダの幼稚園教
師は、社会性でだいたい２年遅れ、でもまだ４歳だ
から母親が一心発起して家でも話し合いの機会をつ
くれば、入学前に治る可能性があると言っていまし
た。
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事例②
移住者としてカナダに入ってきた日本人家庭の例
ですが、懐石料理の店を開けたばかりで多忙を極め
た頃、赤ちゃんを冷蔵庫の上に置いて両親が店で働
いていたそうです。子どもが４歳になって近くの週
末日本語学校に来た時に、担任教師がこの子はどう
もことばが出ない、聞いて解っているのかどうかも
わからない、ほとんど発言をしない、ということに
気づき、心配になったそうです。そこで親に、「仕
出しなどを車で配達する時にもそばに乗せて、何で
もいいから話しかけてあげてください、双方向でこ
とばを交わしてください」とアドバイスしたそうで
す。その後両親も努力したのでしょう。10 歳になっ
た時に、たまたま会話力調査でその子に私は出会っ
たのですが、日本語も英語も立派に育っていまし
た。幼児時代というのはまだ可変的で矯正が可能な
時期ですので、周囲の大人が心がけて「話しかけ」
「話し合い」をしていくと、ことばが自然に育ちま
す。

幼児期に育つ読み書きの基礎
幼児への（絵）本の読み聞かせですが、もしブラ
ジル人の家庭でしたら、なるべく日本語の本とポル
トガル語の本の両方に親しませ、必要なことばが一
つではないということを早くから子どもに体得させ
ることが大事だと思います。
幼児期が大事だという理由の１つは、４歳児頃か
ら文字の習得が始まることです。文字習得は、小学
校１年からと思われがちですが、実際は違います。
大事な時期をミスしてしまうと、小学校に入学した
時点ですでに遅れをとることになりますので、幼い
ころから本に親しませることが必要です。
読み聞かせの基礎は幼児期に育ちます。別に教え
なくてもいいのです。周りに本があって、自然に本
に親しんでいると、子どもは初めは本を読むという
行動の真似をしますが、だんだんに自分で文字の拾
い読みを始めます。このような形で自然に読めるよ
うになっていく子もいます。この時代に周囲の大人
達がいろいろな形で本の読み聞かせをしていくこと
が大事です。ただ文字を読むのではなく、本に親し
ませ、本と遊ぶという感じが一番いいと思います。
本を開けば、そこにある挿絵、表紙の絵などに意味
があり、そこに文字がくっついているのです。子ど
もは初めから文字を読むわけではありません。ま
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ず、
「絵を読む」という段階を経て、
「文字を読む」
ようになるので、「絵を読む」時代から本というも
のに親しませることが大事です。
だれでも母語で書かれた本は自信を持って読み聞
かせができますが、外国語の本となると自分の不正
確な発音を聞かせていいものかどうか迷いますね。
自信がない場合は、モデルテープなどを使って、本
の中の文字以外の情報、例えば挿絵とか、そこに出
てくる登場人物などについて話し合うといいと思い
ます。またいつも親が読んでやるというよりは、子
どもにも一部読ませて親が聞き役になることも大事
です。
親が字が読めないというケースもありますね。文
字が読めない親が多い、ロンドンの低所得層地域の
学校の研究があります。地域の子どもたちに読み書
きの基礎を教えるために、３年かけてある実験をし
たのです。まず読みの専門家が放課後に直接子ども
を補強するグループと、学校で読んだ教科書の一部
を子どもが親に読んで聞かせるグループと二つ作っ
て比べたそうです。その結果、学校で習ったことを
子どもが親に読み聞かせる、後者の方が読みの力が
上達したということです。そして子どもの読む力が
上がったばかりでなく、親の学校に対する態度が積
極的になったそうです。初めて子どもの教育に参加
できた、自分も何か役に立てたということで親はう
れしかったようです。それぞれが置かれた事情に
合わせて、親子や仲間といっしょに（絵）本に親し
み、本の中に違う世界があること、面白い世界があ
ることを体験させていくことが大事だと思います。
ところで就労のために外国に定住するということ
は世界中で起こっている現象ですが、そういう家庭
には、子どもの本がほとんどないと思わなければな
りません。アメリカのある大きな調査によると、移
住者家庭には平均17冊しか本がなかったそうです。
その 17 冊の中には電話帳や聖書まで入っており、
絵本などがないのはごく普通だということです。日
本でも、日本語の本もさることながら、多様な文化
背景を持つ子どもたちのために、さまざまな継承語
の本を地域として揃えていくことは、どうしても必
要なことです。

母語は１～５歳までに消える
定住外国人の子どもの母語は、１歳から５歳まで
に消えると言われます。日本に来たのだから日本語
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ができるようになってもらいたい、と同時にブラジ
ルに帰ることを考えるとポルトガル語も大事と、親
は二つの言語の間で揺れるようですが、実際はポル
トガル語も日本語も両方伸ばしたいと思うのが親の
本音でしょう。ところが、２言語をバランスよく伸
ばすこと自体が、非常に難しいのです。
なぜかというと、日本語は周りに使っている人が
大勢いますから、会話力は伸びていきます。また学
校でも教科学習に使いますから、日本滞在が長引け
ば長引くほど日本語力が上達します。一方ポルトガ
ル語の方はどうでしょうか。ポルトガル語は家庭や
地域のコミュニティでしか使わないため、接触量が
非常に少ないのです。その上、遊び仲間のことばは
子どもにとって大事な言語ですが、親の母語は子ど
もにとって、そう魅力のあることばではありません。
子どもは周囲で触れる人たちと同じようになりた
いという気持ちを３歳ごろから持ち始めます。お兄
さんがいれば、お兄さんと同じことをしたいと思う
し、幼稚園に行けば、幼稚園の子と同じになりたい
という気持ちを持つのが普通です。ですから、周囲
に日本語を話す大人や子どもが大勢いると、日本語
が大事だと自分でも思うようになるわけです。
逆にポルトガル語の方はどうかと言うと、まだ５
歳児で言語の社会的地位の格差などが分かる年齢
ではないのですが、肌で感じるのでしょうか。「こ
こでは日本語ができないとどうしようもないんだ」
と、子どもなりに感じ取って、自らポルトガル語を
捨てていくのです。ですから、幼児期にポルトガル
語で育った子どもでも、日本の幼稚園・保育園に通
うようになると、あっという間に日本語しか使おう
としなくなります。ところが親の方は、そのことに
ほとんど気がつかないのが普通です。私自身、自分
の子どもが日本語を忘れるなんて考えてもみません
でした。自分の延長線上に子どもを位置づけますか
ら、我が子に限ってそんなことはないという気持が
強く、つい母語の後退を見逃してしまうのです。
もちろんポルトガル語が口に出にくくなる、口か
らスッと出るのがいつも日本語、という傾向には気
づいていても、だからと言ってポルトガル語が消え
て話せなくなってしまうとまでは思いつかないのが
親だと思います。しかし実際は、そうこうしている
うちに、ポルトガル語が消えて、子どもの口から出
るのは日本語だけ、ポルトガル語は聞いてある程度
理解する程度、という状況に、学校に行く前から

なってしまうのです。
このようなハードルをなんとか乗り越えて、会話
力を保たないと、ポルトガル語の基礎そのものが失
われてしまいます。継承語の保持伸長には、だいた
い３つの壁があると私は考えています。第１は、幼
稚園・保育園生活が軌道に乗る５歳前後。第２が学
校に入って友達ができ、学校生活に根を下ろす８歳
前後です。家庭で親がポルトガル語を使っていて
も、子どもは日本語で応答するようになります。第
１、第２の壁をなんとか乗り越えると会話力は安定
するようです。第３が 10 歳前後です。この年齢に
なると抽象的な概念や抽象語彙が発達しますが、具
象的な世界から抽象的な概念の世界へのジャンプが
第２言語では困難なために、教科学習について行け
ないという状況になります。あるいは、このジャン
プにモノリンガルよりもずっと時間がかかるために
学習困難に陥ると考えた方がいいかも知れません。

母語を失うとアイデンティティも揺れる
母語が消えても親子のコミュニケーションは大丈
夫と思われる方がいるかも知れません。確かに家庭
内のコミュニケーションはことばに頼らない部分が
大きいので、日常生活にそんなに支障はないでしょ
う。しかし、実は非常に大きな問題なのです。つぎ
の事例③のように、母語を失うということはアイデ
ンティティも揺れるということを意味するからです。
事例③
ある調査で出会った小学校１年生のブラジル人男
児の例です。全員日本語でしか話さない家庭で育
ち、日本の学級では７人のブラジル人児童が取り出
し授業を受けていました。７人は勉強もいっしょ、
遊び時間もいっしょという状況でしたが、その子を
見ていると、いつもブラジル人仲間にも、日本人
仲間にも入ろうとせず、一人ポツンとしているの
です。
「どうしていっしょに遊ばないの？」と聞く
と、
「ブラジル人仲間に入らないのは、みんなと同
じようにポルトガル語ができないから、日本人仲間
に入らないのは、日本人のように日本語が話せない
から」と言うのです。どうして自分がブラジル人の
顔をしながらポルトガル語が話せないのか、自分自
身わからないという状況でした。このために自分か
ら社会生活の幅を狭めてしまうという結果になって
いたのです。
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アイデンティティの問題は、思春期に近い、小学
校高学年の問題だと思っていたのですが、すでに小
学校１年時から居場所が分からず、二つの言語、二
つ文化の谷間に落ち込んでアイデンティティが揺れ
るという状況があることが分かりました。

マイノリティー言語の場合は要注意
一般的に言ってマイノリティー言語を母語とする
児童の場合は、二つのことばの社会的地位が違うた
めに、両言語が同じようには伸びていきません。日
本の学校に在籍すれば、日本語を使って学校で学習
するわけですが、ポルトガル語は家の中で使うだけ
で、ポルトガル語で教科学習をするという機会が与
えられません。だから、二つの言語はアンバランス
な伸び方をするのです。特に、ポルトガル語の方
は、よほど周りで補強をしない限り、健全な伸び方
をしません。ポルトガル語を読み書きまで可能にす
るためには、家庭の努力だけでは不十分で、学校や
地域の支援が必要なのです。
マイノリティー児童生徒の場合、継承語であるポ
ルトガル語の接触量が少ないため、社会的に優勢な
日本語のプレッシャーによってポルトガル語を失っ
て日本語のモノリンガルになる傾向があります。ま
たアイデンティティも揺れます。これを「マイナス
に働くバイリンガリズム」、あるいは「減算的バイ
リンガリズム」と言います。本来なら家庭で使う継
承語（Ｌ１）と現地の学校ことば（Ｌ２）の両方が育
つはずですが、Ｌ２が伸びると同時にＬ１が後退し
ていきますから、「Ｌ１＋Ｌ２－Ｌ１」となり、大
事な親子のコミュニケーションツールである継承語
が話せなくなってしまうのです。
親子のコミュニケーションがとれなくなることほ
ど、子どもにとって大きな損失はないと言っても過
言ではないでしょう。もちろん日本人家庭でも、親
子の折り合いがうまくいかず、子どもが口を閉ざし
て話し合いができないという状況はよくあることで
す。ただこのような状況は、話し合うためのツール
がないという問題とは質的に違います。
最近、阪大の先生や院生の方と一緒に、大阪在住
の中国系児童生徒の実態を調べているのですが、
実際に母語を失って、親子の会話が成り立たなく
なっている子どもが多いのです。「何か困ったこと
があったら、誰に相談しますか」という質問をする
と、親、年上の兄弟、友達、先生という答えはほと
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んどなく、「一人で考える」という答えが圧倒的に
多いのです。親に相談できない、相談したくても通
じることばがないということです。同じ屋根の下に
暮らしていても、人生の節目に来た時に、異性問
題、就職問題、進学問題などについて親子でじっく
り話し合う言葉がないというのは、まさにあっては
ならない悲劇と言わざるを得ません。
これはその子たちの問題というよりは、社会の問
題として学校や地域が向きあっていかなければなら
ない課題だと思います。何とかして親子の会話が成
り立つぐらいの会話力を失わせないように、保持伸
長を可能にするプログラムが必要です。
普通の日本人の子ども、つまりマジョリティ児童
生徒の場合は、学校で外国語を使って学習すると、
母語に第２言語が加わって、バイリンガル、バイリ
テラルに育ちます。バイリンガルというのは、二つ
のことばで話すことができること、バイリテラルと
いうのは、二つのことばで読み書きまでできるとい
う意味です。これを「プラスに働くバイリンガリズ
ム」
、
「加算的バイリンガリズム」と言います。
「Ｌ
１（母語）＋Ｌ２（外国語）＋α（余得）
」となり、２
言語が発達することによって、認知面での利点まで
あると言われています。
例えば静岡県に加藤学園という日本人の子どもの
ための日英イマージョン方式の私立学校があり、そ
こでは学校の授業の約 70 ％は英語で、ほぼ 30 ％は
日本語で学習しています。その 30 ％の中には、学
年相当レベルの国語科と社会科が入っています。だ
から、日本人と同じように国語や社会ができるよう
になると同時に、算数や理科を英語で学習するの
で、小学校６年生ぐらいになると、日本にいながら
にして、英語の学習言語も育つようです。
このような教育実験は、世界各地にあるわけです
が、バイリンガルに育つ子どもとモノリンガルの子
どもとを比べてみると、ただ複数の言語ができるだ
けではなくて、認知面でいろいろなプラスがあると
言われています。一つ以上のことばに触れるという
ことは、すなわち違う価値観、違うものの見方がで
きるようになるということです。このため、考え方
が柔軟性を持つようになり、複視眼的なモノの見
方ができるようになると言われています。
「α」と
は、このような余得を意味しています。
二つの言語を伸ばしたいという親の気持ちは同じ
ですが、それぞれの言語の社会的地位を踏まえて、
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両方ともすくすくと育つ状況なのか、一つは伸びる
が一つは伸び悩む状況にあるのかを判断する必要が
あります。日本では、ポルトガル語、スペイン語、
中国語などは話者人口が少なく、その社会的重要性
も、国際語である英語とは違います。このため、ポ
ルトガル語を維持しつつ、日本語も高度に伸ばして
「プラスのバイリンガリズム」を実現することは容
易なことではありません。このために、家庭の努力
に加えて、地域の支え、学校の支えを必要とするの
です。

モノリンガリズム、加算的バイリンガリズム、
減算的バイリンガリズム
図１はフィンランドのスクトナブ＝カンガスとい
う有名な社会言語学者の蓮の花の喩えです。左上の
花はモノリンガリズムで、一つのことばでも十分立
派な花が咲きます。下の花は、根もしっかりしてい
て、大きな花が二つ咲く、いわゆる「加算的バイリ
ンガリズム」を示しています。右上の花は「減算的
バイリンガリズム」を表したものです。花が二つ
あってもどちらも小さい花です。継承語は根とのつ
ながりがあいまいで、第２言語の方は根なし草とい
う状況を表しています。

大事な母語の基礎
母語の力は目に見えない力です。日本にいるのだ
から日本語ができればいいとか、学校に行って日本
語で勉強しているのだから日本語はできるようにな
るはず、だから中国語とかポルトガル語は忘れて日
本語に集中した方がいい、と考える親もいるでしょ

う。しかし実はそう簡単ではありません。目に見え
ない母語の力が理解力、思考力を高める上で大きな
役割を担っているのです。ですから母語の力を大事
にしないと、第２言語だけでは、高い学力の獲得が
難しいのです。さらに問題なのは、第１言語が弱ま
ると、それが第２言語にもマイナスの影響を与えて
いく、ということです。つまり両方の言語が伸び悩
むという状況になることです。
日本にいる多文化背景の子どもにとって、第２言
語である日本語で教科学習をさせられるということ
は、どういうことでしょうか。まず第１に、はっき
りものが見えず、霧の中で模索するという感じで、
推測をして理解しようとしてもはっきりとは分から
ないという状況にあるのです。第２に、読み書きの
習得に時間がかかります。もし母語で読み書きまで
ある程度できていたら、
「読む」というプロセスは
どの言語でも同じなので、ひらがな・カタカナなど
文字学習が終わると、読めるようになります。
学校教師は、日本人の子と同じように１年生に
入ってから文字を習ったのだから読めるはずだと思
うかも知れませんが、母語の力もなく日本語の力も
まだ低い状態では、そうはいかないのです。読む時
には、ある程度の語彙や文法の知識が必要ですし、
文化背景が異なると文の意味が汲み取れないことが
よくあります。そこを補うためには、言語体験がよ
り豊なもう一つのことば（親の母語、子どもにとっ
ては継承語）で読み書きまで入っておくことが大き
なリソースになるのです。
母語の力を大切にした方がいいというのは、母語
を知っていれば就職の幅が広がるというような問題
ではなく、一つ以上のことばを育てなければならな
い環境にいる子どもの場合は、言語体験が一番豊か
である初めに覚えた言語の力をしっかり伸ばしてお
くことが、第２言語である日本語の力を強めること
になるし、またそれが学力を向上させることにつな
がるということなのです。

母語の力は日本語に転移する

図１

タイトルなし

Skutnabb-Kangas, T.（1981:53）

母語の力は日本語に転移します。転移ということ
ばは、好ましくないことに対して使われることが多
いようですが、ここでは良い意味で使っています。
目には見えなくても、母語で習ったことは他のこと
ばでの学習でも役に立ちます。学齢期の子どもが転
校を余儀なくされた場合、国内の日本人の子どもの
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転校であっても、新しい土地の学校に慣れるのに時
間がかかりますよね。多文化背景の子どもたちは、
国、文化、言語を超えての転校を経験するのですか
ら、日本の学校文化や学校言語に慣れるのに、時間
もかかるし、日本人児童生徒の何倍ものさまざまな
問題を抱えることになります。
この場合、教科学習が母語である程度進んでいる
と、その力がリソースとして役立つので、新しい言
語での教科学習に慣れるのも早くなります。小学校
４年生位まで母語できちんと学習した経験のある子
どもは、日本語での勉強に追いつくのが早いと言わ
れています。一番時間がかかるのは、実は日本生ま
れの子どもです。日本にいる時間が長いのだから、
当然日本語力も学力も、学齢期の途中で編入した子
どもよりも高いだろうと親は思うし、周りの人もそ
う思いがちなのです。ところが、実は大違いです。
母語の基礎ができていないところに日本語との接触
量が急激に増すために、どちらの言語もしっかり確
立されないまま学年が上がり、その結果、学力が低
迷するという問題です。
ですから、私はここで、幼児から本の読み聞かせ
をすることの重要性を強調し、また読み書きの初歩
をまずポルトガル語で教えるということを提案した
いのです。繰り返しになりますが、読み書きの初歩
を習うのに一番適しているのは、始めて覚えた第１
言語です。教科内容の理解も同じです。経験の浅い
言語での学習は、霧の中を手探りでものを見分けよ
うとしているようなもので、深い理解は難しいので
す。読み書きも教科学習も、一旦学習されればもう
一つの言語に自然に転移するのです。どういうこと
か、一つ例をあげると、時計を見て「時間を読む」

カナダでの継承語教育

ということを一つのことばで習得すると、もう一つ
のことばでまた習い直す必要はありません。第２の
言語の数字が言えるようになると、「時間を読む」
ことが自然にできるようになるということです。
最近のアメリカの研究によると、母語の読み書き
の力を小学生の間に継続して伸ばすと、５、６年生
になった時に学力にプラスの差が出るということで
す。幼児期に母語を大事に育て、学齢期を通じて母
語を継続して伸ばしつつ、母語を使って教科学習を
する機会を与えることができれば、明らかに学力に
プラスになることがすでに分かっているのです。

題と取り組んでいます。例えば、読み聞かせの習慣
が文化によって違うため、それぞれの言語状況に
合わせて、母語での読み聞かせを奨励するＣＤを
15 ヶ国語で出版しています。母語の基礎をつくら
ないと英語も強くならないという認識に基づくもの
です。
一つ特記すべき取り組みは、学校の授業のなかで
母語を使用する機会をつくり出し、「母語もできる
子」という自尊感情を育てることを目的とした取り
組みです。事例④は、その例です。

公立の学校で母語指導をすると言っても、同じ母
語を持つ子どもが集まっている学校では可能かもし
れませんが、母語の種類が何ヶ国語にもなると難し
くなります。移民大国であるカナダなどでは、どの
ように対処しているのでしょうか。私が住んでいる
トロントでは、学齢期の子どもの約 75 ％が家で英
語以外の言語を使っている移住者児童生徒だそうで
す。学校によっては移民の子どもが 90 ％を占め、
その母語の数が 100 以上というところもあります。
そういう状況で現在カナダがやっていることを２点
簡単に紹介しましょう。第１は、教育委員会管轄の
下、週末にそれぞれの言語の母語教室をほぼ無償で
提供していることです。第２は、学校全体、そして
担任教師が母語の大切さを保護者に訴え、子どもに
も直接伝えようとしていることです。
母語の維持伸長は、親にその動機とエネルギーの
源があり、何とかできるような立場にいる親が中心
になって進めるべきものです。ただ実際は、私も親
だったのでわかるのですが、息切れがするもので
す。家に英語を持ち込むのを何とか阻止して日本語
での会話を維持するだけでも、たいていの親は疲れ
てしまうのです。このような親の努力を後押しする
放課後とか週末の継承語プログラムが必要です。そ
してこのような継承語プログラムを地域の団体がサ
ポートする必要があります。
昔はカナダでも、
「家で日本語を使っていると、
英語がなかなか上達しませんよ。家でも英語を使っ
てください」と注意されたものです。今では、それ
がガラッと変わって、例えばトロントでは教育委員
会が率先して母語をどうやって保持するかという問

事例④
アイデンティティテキストとは、文字だけでなく
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２言語共有説
「２言語共有説」は、トロント大学のカミンズ教授
が提唱したものです。図３の右側のように、二つの
ことばは別個のことばではあるが、思考と関係の深
い深層面は共有されているから、一つの言語で学習
したことはもう二つの言語でもアクセスできる、つ
まり転移するという考え方です。
共有説より前に提唱されたのが左側の分離説で、

図２

二つのことばはそれぞれ違った袋があり、両方の袋
が膨らむと脳の許容量を超えるため、Ｌ２が膨らむ
と当然Ｌ１はしぼむという考えです。カミンズ教授
によると、現在分離説をサポートする実証的な研究
は一つもなく、共有説の方は過去 30 年間 1500 以上
の研究で実証されているそうです。

アイデンティティテキスト（創作作文）

絵、音、映像などのメディアを使い、そこにマル
チリンガルで書かれたテキストを添える創作作文
です。ファースィ語を家で使っている子どもがいれ
ば、英語とファースィ語で作文を書きます。まだ文
字が書けない子は親や上級生に書いてもらいます。
マルチリンガルである自分をアピールし、それがア
イデンティティを高揚することに繋がるということ
でアイデンティティテキストと呼ばれています。
図２はその例で、社会科とＥＳＬを組み合わせた
カリキュラムの一貫で「移民」というテーマで書い
た作文です。カナダに移住してきて、車に乗ってア
パートに行った時、エレベータが来て入ったら、こ
んなに狭いとこに住むのかと思ってドキッとした、
エレベータを降りたら今度はドアがいっぱい並んで
いて、こんなに部屋が多いところに住むのかと思っ
た、という話が英語とファースィ語で書かれていま
す。

L１

L２

図３

図４は自転車の喩えです。左上は一つの車輪、
右上は一つの車輪プラスもう一つ車輪、左下は二
つのフルに膨らんでいる車輪、どれが一番遠くま
で行けるかというと、やはり二つの車輪がきちん
と 稼 働 し て い る 場 合 で す ね。 両 方 の こ と ば が よ
く発達している状況を「高度バイリンガリズム」
（proficient bilingualism）と言います。一方、一つ
の言語はしっかり伸びているがもう一つの言語は劣
るという状況を「部分的バイリンガリズム」
（partial
bilingualism）
、そして一輪車はモノリンガルです。
問題は、右下の二つの車輪がパンクしている状
況です。これを「リミテッド・バイリンガリズム」
（limited bilingualism）
、あるいは「ダブルリミテッ
ド・バイリンガリズム」と言います。この両言語が

ことばの力
一つの車輪でも行けるよ…

（思考タンク）

L１

分離説
２言語の分離説と共有説

バイリンガルの４つの型

大きな車輪と小さな車輪でもいいよ…

L２

共有説

でも、車輪がバランスがとれていて、
よく膨らんでいれば、もっと遠くまで
行ける…

図４

でも、もちろんこうならなければ…

２言語の到達度と認知面との関係
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学年相応のレベルに達することができない状況は、
日本生まれの子どもに多いのです。家で母語が十分
育たないまま、日本語環境に入るために母語も伸び
ず、そのために日本語も伸び悩むということで、ダ
ブルリミテッド予備軍となる危険性を持った子ども
たちです。

母語の力のどんなところが共有され転移するか
これについて今までわかっているのは、つぎの６
点です。
①概念的な知識
深い学びに支えられた概念的な知識は転移しま
す。日本の学校で多文化背景の子どもをどう指導し
ているかいろいろ見て歩いたことがあるのですが、
大抵練習問題をさせられていました。４年生なの
に、２年生の漢字が定着していない、２年生の算数
もできていないということで、１・２年用の練習問
題を毎日のようにさせられるという具合です。特に
ベテラン教師がいる学校では、上記のための練習問
題が各種用意してあって、とっかえひっかえ練習問
題をさせるというタイプの支援が多いという印象を
受けました。
練習問題ももちろん大切ですが、練習ばかりして
いては深い学びにつながりません。どうしたら知的
な刺激を与えられるか、どうしたらその子に分かる
説明ができるかが問題です。子どものレベルまで下
がって、子どもと向き合って教えるという教授スタ
イルが、多文化背景の子どもにも必要でしょう。40
分授業のうち、たとえ５分でも、個々の子どもの課
題に焦点を当てた時間が取れるといいと思います。
②読解力
読解力も転移します。文字の習得は４歳ごろから
始まりますが、小学校低学年の間に読む力の基礎が
でき、そして、９～ 10 歳ごろから深い読解力が獲
得されていきます。日本語で高度の読解力を獲得す
ることは、漢字習得の難しさも加わって、多文化背
景の子どもには、非常に習得が困難です。
読解力テストというと、日本ではテキストの一部
を抜粋して、その部分の理解度をみるというタイプ
が多いですね。そうではなくて、一冊の本を読み切
る力、読んで理解する力を中心に育てる必要があり
ます。このような読解力の力は、言語間で転移しま
すから、ポルトガル語で本が読める子どもは、日本
語の文章を読んで理解する力の獲得が早まります。
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多文化背景の子どもの場合、文字は読めるが、
意味は分かっていないという現象（字面読み）が
よく起こります。ただ文字を表面的に読むだけで
はなく、その裏の意味、行間の意味を理解するに
は、
「話し合い」が必要です。自分ではまだ本が読
めないときから、教師（あるいは親、地域の支援者
など）が全部あるいはテキストの一部の「読み聞か
せ」をし、その後で内容について「話し合う」こと
をすれば、行間の意味があることを学びますし、ま
た新しい語彙の理解にもつながります。
③読みや作文や会話のストラテジー
ストラテジーとは、例えば本を読む時に漢字が解
らなかったら辞書を引くとか、ハイライトをしなが
ら読むとか、空白にメモをしながら読むとか、繰り
返し読むとか、いろんな方法を使って頭に入るよう
な工夫をすることを言います。一つのことばでさま
ざまな学習上のストラテジーが使えるようになる
と、自然に他のことばにも転移します。
④文字と音との関係─音韻認識
例えば日本語なら、
「り・ん・ご」を三つの音に
分けて、その一つ一つに文字がありますね。この文
字と音との関係についての理解を音韻認識と言いま
す。これも一つの言語で音韻認識ができるようにな
ると、もう一つの言語に転移すると言われています。
⑤言語上の転移
二つの言語を組み合わせて伸ばす場合、言語差が
小さければ小さいほど、転移が起こりやすいと言わ
れます。例えば、韓国語と日本語の場合は、語順が
同じなので転移が起こりやすいですし、また中国語
と日本語の漢字も、意味がある程度推測できますか
ら、転移が起こりやすいと言えます。ポルトガル語
と日本語の場合は、言語差が大きいため、転移が起
こりにくい組み合わせと言えましょう。
⑥転移の方向性
転移には方向性があり、接触量の少ない言語で意
識的に学んだ深い理解が、接触量が多くて学習動機
の高い言語に転移します。つまり、接触量が少ない
ポルトガル語で勉強したことは、接触量が多くて動
機づけのある日本語に転移する傾向があるのです。
このため、放課後や週末の支援プログラムで母語を
使って本を読んだり、作文を書いたりすると、それ
は目に見えない形で日本語の学習にも役に立つので
す。
一方、日本語で学んだことが全くポルトガル語で
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ことば１

ことば２

認知・学力面の言語力
氷山に例えると表層面は二つ、深層面は一つ、ことば１で
学習したことは、ことば２でも使える（転移する）
図５

２言語共有説

の学習に役に立たないわけではありませんが、そも
そも日本の学校に通うブラジル人の子どもにはポル
トガル語で学習をする機会がないのが問題です。こ
のため、ポルトガル語でよほど知的な刺激を与えな
いと、転移の起こりようがないのです。
図５は、先ほど紹介した図３の共有説をカミンズ
教授が氷山に例えて詳しく説明したものです。表層
面では、表記法も、発音も、文法構造も、思考パ
ターンも全く異なる二つの言語ですが、深層面、特
に認知力と関係の深い領域では、共有面があるとい
うことを示しています。

複数の言語を習得するのは子どもにとってマイ
ナスか
日本の学校に通うブラジル人の子どもは、日本
語、ポルトガル語、英語の三つの言語を習得するこ
とになります。５年生から英語が入りますね。こ
のように一つ以上のことばに触れて育つということ
が、子どもの成長にとってマイナスなのでしょう
か、プラスなのでしょうか。カナダでは、1960 年
代までは、バイリンガルに育つことが精神錯乱、学
業不振、二重人格など、マイナス面と結びつけて考
えられていましたが、1970 年以降、プラス面が強
調されるようになりました。
1970 年代とはどのような時期かというと、フレ
ンチイマージョンというフランス語と英語のバイリ
ンガルプログラムが一定の成功をおさめ、その成果
が現れ始めたころです。カナダは、フランス語と英
語を公用語としています。その背景には、両方のこ
とばを公用語とすることによって、フランス系カナ
ダ人とイギリス系カナダ人が血を流して争うことを
避けたという事情がありますが、公用語が２言語で
あるために、政府機関、裁判所その他あらゆる面で
英仏バイリンガルが必要となります。首相になるた

めにもバイリンガルである必要がありますし、ビジ
ネスでジュースの缶一つ売るにも、表には英語、裏
にはフランス語で商標を示す必要があります。この
ような状況の下、学校教育を通してバイリンガルを
育てる試みが 1960 年代に始まり、その方法が今で
は世界各地に広まっているという状況です。
先ほど紹介した加藤学園は、カナダのフレンチイ
マージョンの日本版と言えるでしょう。カナダで
は、第２言語であるフランス語の基礎が確立する小
学校２、３年生まで、第１言語である英語を使った
学習はしないのが常套手段なのですが、加藤学園で
は１年生から「国語」の学習を入れています。漢字
学習に非常に時間がかかることを考えると、日本の
状況に合わせた賢い選択だと思います。
複数の言語を習得することの利点については、先
ほど思考の柔軟性について触れましたが、そのほ
か、言語の分析力に優れる、新しい外国語を学ぶ時
に習得が早い、ことばで人を判断したり差別したり
しなくなる、比較することによって新しい発想が生
まれるなど、さまざまなプラス面が指摘されていま
す。

母語・継承語を放置するとどうなるか
今度は逆に、母語が衰退していった時にどういう
問題が起こるか考えてみましょう。この問題につい
ては、これまでいろいろ調査をしてきましたので、
その結果を簡単にまとめてお話ししておきたいと思
います。
まず、母語・継承語を放置すると、母語・継承語
での会話が困難になります。ブラジル系児童生徒に
会話テストをすると、日本語の会話にはポルトガル
語が現れることがほとんどありませんが、ポルトガ
ル語の会話には、日本語の語彙や表現がたくさん混
じります。つまり、ポルトガル語の語彙不足や未習
得の文法が目立つのです。ポルトガル語が自信のな
い、弱い言語になってしまっているか、あるいはポ
ルトガル語に日本語を混ぜて話すのが習慣になって
しまっているか、どちらかでしょう。さらに大事な
のが心の問題です。親の期待に応えて、親の母語で
十分話ができないとなると、自信喪失、情緒不安定
につながり、アイデンティティも揺れて、学習に対
しても消極的になるという現象が見られます。
またポルトガル語の会話に自信がなくなると同時
に、日本語の方が自信のある言語になります。もち
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ろんポルトガル語は親の母語ですから、日常生活の
上で食べ物の名前とか、いろいろな形で触れていま
す。しかし、親の友達がきてワイワイ騒いでいる時
に、ことばが不自由であるために、自分だけ仲間に
入れず、疎外感を感じることが多いようです。この
ように、継承語は親から継承したことばではあり、
生活上よく触れることばではあっても、自信が持て
ない言語になるわけです。
さらに問題なのは、家庭使用だけでは継承語の読
み書きの力が十分育たないことです。ここで学校教
師が率先して「母語の読み書きもできる」というこ
とがいいことなのだ、すばらしいことなのだという
メッセージを子どもに与え続ける必要があります。
母語の衰退を放置すると、２言語がどのような関
係になるかというと、つぎの四つのタイプにまとめ
ることができます。
①会話型バイリンガル：会話は２言語でできるが、
読み書きは１言語のみ。
②聴解型バイリンガル：聴いて理解することは２言
語で可能であるが、発話は日本語のみ。ポルトガル
語を聞いてある程度わかるが、答えは日本語にな
る。読み書きは日本語のみ。
③現地語モノリンガル：聴くのも話すのも、読み書
きも日本語のみ。
④ダブルリミテッド：どちらの言語も会話は流暢で
あるが、年齢相応の教科学習が困難というタイプ。
以上の四つのタイプのうち、④のダブルリミテッ
ドについて後ほど詳しく述べますが、その前に、母
語・継承語を放置せず、週末継承語プログラム（４
歳から 14 歳まで）で日本語を学んだ日系カナダ人の
事例⑤⑥をあげておきたいと思います。英語も日本

なお皿とかに分かれていて、その、二つのお皿
が、二つともこすったり、両方重なったり、そう
すると、その辺、あたりは地震が起こる。
これでは何を言っているのかわかりませんよね？
問題は「お皿」です。英語では plate に２つ意味が
あって、お皿も plate ですが、地震のことを話す際
の地殻ですとか断層も plate になります。継承語は
よく「キッチン・ランゲージ」と言われ、家庭、そ
れも台所中心で、日常的なことについては話せて
も、教科用語を学習していないため、語彙が不足す
るのが普通です。この男児も教科用語を知らず、日
常生活で使う「お皿」を使ったために、全く意味の
通じない説明になってしまったということです。

語も話し言葉だけでなく読み書きまで一応でき、上
の四つのタイプに陥ることはないのですが、教科学
習をするチャンスが与えられない継承語が、どのよ
うな課題を持っているか理解していただきたいと思
うからです。

助詞を使いますね。でもこの子は接続助詞が非常に
限られているため、全部「たら」で繋いだというこ
とです。家庭の中の会話は、単語レベルの短略的な
会話が多く、一人で長く話すというチャンスがあま
りないために、このような結果になったのだと思い
ます。
実はこの男児は、英語でも同じような傾向が見ら
れました。ピリオドではっきり文を切ることが英語
では日本語以上に大事ですが、それがだらだらと繋
がっていくのです。この問題は、自分の考えをまと
めて、相手に分かるように意見を言ったり、説明を
したりする練習を日本語の学習の一部に加えること
によって改善されていくのではないかと思います。

事例⑤
カナダで生まれて、月曜から金曜までは現地校で
英語で学び、週末土曜日午前中だけ日本語を学習し
ている 14 歳の男児です。会話テストで「地震がど
うして起こるか」という質問に対してつぎのように
答えました。
世界は、あの～、地球はこう、ちっちゃいピース
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事例⑥
同じく日系カナダ人の 14 歳の男児です。会話テ
ストの課題は「小さい子にわかるようにお話をして
あげてください」で、
「３匹の子ブタ」の話を次の
ようにしてくれました。
（狼が）
「おーい、入れてくれ」と言ったら、子
豚さんが「だーれだ」と言ったら、「狼だ」と
言ったら、
「うん、出ていけ！ 今掃除している」
と言ったら、
「そう言わないで、めしくれ」って
言ったら、
「今ほんとにお願いします。めしくだ
さい」って言ったら、
「うん、いやだ」って言っ
たら、
「それじゃ、家をぶっこわすぞ」と言った
ら…（以下５回「たら」を繰り返す）子豚を食べ
た。
話が一つの文になってしまっています。もっとも
日本人が話をする時に一つの文になりがちですが、
それでも「たら」だけではなくて、いろいろな接続
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日本語でそのコツを覚えれば、いずれ英語の方も自
然に改善されていくと思います。

二つのダブルリミテッド
タイプ④のダブルリミテッドに話を戻しますが、
ダブルリミテッドというものを二つに分けて考える
必要があると思います。
一つは、母語がきちんと育っていないところに急
激に日本語に触れることによって両言語が伸びず、
このため言語の発達全体が遅れるという、幼児期、
小学校低学年で起こる問題です。ポルトガル語が
しっかりしていないために日本語も伸び悩むという
ことで、現地生まれの２世に多いケースです。こと
ばの発達が遅れるということは、機能的な障害が原
因かも知れません。見分けるのが非常に難しいので
すが、機能障害の場合は必ず両言語に同じ現象が起
こるので、言語能力の定期的診断も大事です。
もう一つは、抽象語彙や読解力が伸び悩むという
問題です。読み書きが不十分なため、semi-literate
と呼ぶ人もいます。小学校高学年から中学生にかけ
て起こる現象で、主な原因は不就学、学習言語の切
り替え、幼児期の言語未発達などです。事例⑦のよ
うに心理的に学習に前向きになれない状況がかなり
長い間続くので、心のケアが大事です。
事例⑦
皆さんの記憶に新しい宝塚市の放火事件は中学生
のダブルリミテッドの例です。
宝塚市の放火事件の少女は、ブラジル国籍で４歳
で来日、当時 15 歳。同級生の自宅に行って、油の
ようなものをまいているところを見つかって、身柄
を確保されました。養父（ブラジル人）としっくり
いかず、実母（ブラジル人）から暴力を受けていた
と言われます。母親はパン工場で朝から晩まで働い
ていて、日本語が片言しか話せず、少女の方は日本
語を話すがポルトガル語は使えなかったそうです。
親子の会話は成り立っていなかったのですね。学校
では日常会話はできるが、難しいテスト用語は理解
できず、教科書が読めないために授業を抜け出すこ
とが多かったそうです。会話が流暢であるために日
本語の特別指導なし。しかし教科書が読めず、試
験・テストの問題もわからなかったということです。
実はこれは、世界各地で起こっているユニバーサ
ルな問題と言えるでしょう。カミンズ教授もこの問

題に触れて、つぎのように述べています。
子どもが就学初期に学校言語の会話力をいかに
速く“ピックアップ”、つまり自然に覚えてしま
うかということに人はよく驚く（学習言語では母
語話者に追い付くのにずっと長い時間がかかる
が）
。ところが、教育者がなかなか気づかないの
は、子どもの母語の力がいかに速く失われるかと
いうことである。家庭でも同じである。…中略…
聞いて（理解する）受容面の言語能力は保持でき
ても、自ら話す産出面となると級友や兄弟、また
両親への受け答えにもマジョリティ言語を使うよ
うになる。そして子どもが成長して青年期を迎え
る頃には、親子の言語のギャップが感情の亀裂に
までなり、このため子どもは家庭文化からも学校
文化からも阻害されるという結果になるのであ
る。2
事例⑧
つぎは前に触れた大阪府の公立小学校に在籍する
中国系児童生徒の読書力の問題です。読書力という
のは、読書行動（どのように読むか）、読解力（どの
ぐらい理解するか）、読書習慣（どのぐらい本を読
むか）をまとめたものです。グラフＡは，日本人児
童と中国系児童の学年ブロックレベルの比較、グラ
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グラフ B：読書好きな児童の割合
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図６ 大阪府門真市の中国系児童の読書レベルと読書への態度

人間文化● 57

多文化背景の子どもの発達をどう支えるか─母語・継承語の大切さ─

フＢは、読書習慣の中の読書への嗜好性を調べたも
のです 3。
グラフＡを見ると、中国系児童の場合は、日本人
児童生徒のようにひらがなを学習していないので、
入学時点で読書力はほとんどゼロです。それが中学
年で少しは上がるようですが、高学年でまた下が
り、結局小学校で読書力が追いつくことなく、小学
校を卒業するという状況が見てとれます。
グラフＢですが、入学当時は本好きの中国系児童
が 80 ％もいるのに、学年が上がるにつれて急激に
下がっていくのが分かります。両グループを引っ括
めて調査結果を見てみると、学校全体で読書行動を
より高める必要があること、特に読書好きの子ども
をより増やす努力が必要であることがわかります
ね。特に中国系児童の場合には、就学時点での読書
力の差が縮まるように、親と地域が協力をする必要
があるでしょう。

保護者が家ですべきこと
子どもにとって初めてのことばの教師は親です。
でも、親がことばを教えるのではありません。母語
というのは「教える」のではなくて、「使う」もの
なのです。ですから、ごく自然に「話しかけ」、「話
し合い」、そして「読み聞かせ」をしていれば、こ
どものことばは育ちます。
親のことばに対する態度として大事なのは、まず
第１に自分が自信のある言語で子どもに話かかけ、
豊かなことばのやり取りをすること。第２に、二つ
の言語がどちらも大事だということを態度で示すこ
とです。ポルトガル語も大事、日本語も大事という
ことを、親がいつも言っていれば子どもは親の後姿
を見て育ちますので、自然にその思いが子どもに伝
わっていくと思います。
前に述べたように、国際結婚家庭では各家庭で言
語使用のルールを作ることが大切です。モノリンガ
ル家庭では、家庭言語と学校言語ということばの切
り替えで２言語を育てることができますが、家の中
に父語と母語がある場合には、２言語の混用、とい
う問題がよく起こります。もちろん二つの言語がリ
ソースとしてある場合には、混ぜて使ってみたり、
両方理解できる相手には頻繁に言語シフトをしたり
ということが起こります。ただどのぐらい混ぜて使
用するかは、周りの大人の混用度をみて、子どもが
判断をすると言われていますので、親自身の言語使

58

●人間文化

用にも注意する必要があるでしょう。また１言語し
か分からない相手には、その人が分かる言語できち
んとシフトせずに話すということばの使い分けの躾
も必要でしょう。

学校ができること
学校教師が、率先して親が家で子どもにポルトガ
ル語を使うことを奨励することが大事です。そして
子ども自身がポルトガル語ができることに自信と誇
りを持つように励ます必要があります。
またアイデンティティテキストの例のように、授
業の中で担任教師が積極的にポルトガル語を使う機
会を作ることも大事です。また読書好きになるよう
な環境づくりをすること、さらに国際理解教育に繋
がるように、日本人の子どもと一緒に学ぶグループ
学習も取り入れるといいでしょう。

地域にできること
地域にできることは、放課後や週末の学習支援の
他にもあります。本を読んでもらわなかった子は、
そのまま読み書きができるようになるとは思えない
のです。やはり幼児に戻って、本で遊び、本の読み
聞かせを入れないと、なかなか本に興味を持ってく
れません。学習支援に加えて、本の読み聞かせを積
極的に取り入れ、そのために必要な多言語の（絵）
本を集めることも必要です。
つぎに、多忙を極める学校教師に代わって、地域
の有志が母語力、日本語力の測定とそのモニターを
することです。定期的に測定した結果を、教師、保
護者、地域の支援者と共有するというような形にで
きるといいと思います。
最後に、地域がすべき最も大事なことは、中高生
のための仲間づくり・居場所づくりです。継承語を
保持する意味は、幼児や小学生にはなかなか分から
ないのですが、中高生になると違います。初めて継
承語を自分の言語として捉え直すと同時に、継承語
ができればそれだけ将来の自分の働き場所も増えて
くることが分かります。ですから、理想的には、継
承語を活用した職業訓練的な活動が加味された仲間
づくり・居場所づくりができたら最高だと思いま
す。いずれにしても、このようにして保護者を間接
的にあの手この手で支えることが大事です。
ご静聴ありがとうございました。

多文化背景の子どもの発達をどう支えるか─母語・継承語の大切さ─

注
１

全体の内容を知りたい方は、kkawa@shc.usp.
ac.jp までご連絡ください。
２ ジム・カミンズ著、中島和子訳著『言語マイノ
リティを支える教育』慶応義塾大学出版会、2011
年、p.67。
３ ジム・カミンズ著・中島和子訳著前掲書「序章」
に、ここで紹介された大阪府公立Ｓ小学校での調
査結果について述べられている。
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西浜千軒遺跡調査概報
─琵琶湖湖底遺跡の調査─
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人間文化学研究科博士前期課程
琵琶湖水中考古学研究会 代表

はじめに
滋賀県立大学琵琶湖水中考古学研究会では、昨年
度まで林博通研究室が行っていた水没村伝承の調査
を引き継いで行っている。
今年度は長浜市祇園町の沖合で調査を行い、①織
豊期のものと考えられる石群や②平安～鎌倉時代に
かけての土器類等を確認した。
これらについて調査を進めた結果、『西浜村水没
村伝承』の解明に結びつく興味深い遺跡である事が
分かり、2011 年９月７日に記者発表を行った。
現在は現地での調査を終了し、採集した資料につ
いて整理調査を行っている段階である。
本稿では現在判明している事例について報告する
と共に、今後の課題・展望について述べていきたい。

相撲町

祇園町

西浜千軒遺跡

琵琶湖

0

500

1000m

図１．西浜千軒遺跡位置図

60

●人間文化

１．位置と環境
現在の祇園町沖合の琵琶湖湖底には、かつて『西
浜村』とよばれる集落があったが、室町時代の寛正
年間（1460 ～ 1466）に起きた大地震によって湖底に
没し失われたとされる。現在湖岸に建つ石碑による
と、最近まで井戸跡や石垣の跡が船上から確認でき
たという。
（ただし伝承のみで、該当する地震の記
録は無い。
）
現在でも被害を逃れた人々の子孫が『西浜同行』
として遺物を伝えるなど、繋がりを保っている。
文献からは、長浜八幡宮の神宮寺堂塔建立の資金
調達を目的とした猿楽の収支記録、『永享七年勧進
猿楽奉加帳』に、現在も残る祇園町や相撲町と共に
その存在が認められる。
現在、この『西浜村』があったと想定される場所
を指して西浜千軒遺跡と呼称している。
２．発見に至る調査経緯
⑴学生主導での継続
2010 年度に退任された林博通先生（現名誉教授・
琵琶湖博物館特別研究員）は、琵琶湖湖底遺跡研究
の第一人者として特に水没村伝承を調査され、数多
くの成果を公表されてきた。
そうした中、先生が退任され調査が終了すること
は私個人にとっても、また他の学問分野との共同研
究が本格的に始まった水中考古学という学問にとっ
ても大きな痛手と感じられた。
そうした思いから、今後の調査を学生主導の形で
継続しようと考え、今年度の調査は始まった。
⑵調査地の決定と課題
調査にあたっては昨年度までと異なり調査船を利
用できないため、湖岸から探索できることが前提と
なる。また、資金的な問題からスキューバダイビン
グの機材の利用も控えねばならなかった。そうした
中、西浜千軒遺跡は遠浅の沖合に立地するため素潜
りによる分布調査が可能と判断し、調査地とした。
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⑶調査期間と範囲
現地調査は６月26日～８月31日まで計18回を行っ
た。
調査範囲は長浜市祇園町の沖合東西約 500 ｍ、南
北約 300 ｍ、水深約 1.0 ～ 1.6 ｍの範囲である 1）。
透明度は２～３ｍと比較的良好であったが、水草
が繁茂し、天候によっては湖水が濁るため１ｍ以下
の日も多かった。
こうした状況や、また先述の様に資金・機材面な
どで決して十分な環境ではなかったが、先生方のサ
ポートや研究会メンバーの尽力によって成果を挙げ
ることができた。
西浜千軒遺跡における明確な遺構・遺物の発見は
今回が初となる。
３．調査方法
範囲確認調査は主に素潜りで行った。
ウェットスーツを着用し、ウェイトや水中マス
ク、シュノーケル等を用いている。これらを着用し
た上で水面から湖底面を丹念に観察し、遺構・遺物
を探すのが基本的な調査方法である。
何らかの発見があった場合は各自の持つブイを目
印とした。ブイにはロープを繋ぎ、湖底に杭で固定
できる様になっている。
このブイは湖底遺跡調査のいわば生命線といえ、
もしこれが外れてしまった場合、再発見は不可能と
言ってもよい。（台風の影響で、いくつか外れてし
まったが…）
図面の作成にあたっては、石群では範囲確認調査
を踏まえ任意のＸ軸・Ｙ軸を設定し、そこから派生
させる形でグリッドを作成した。なお、この作業で

河口

Ｃ区

Ａ区
石群
Ｂ区
粘土

立木根

0

図２．西浜千軒遺跡調査区配置図

.

M.N

100m

はスキューバダイビングの機材を用いた。
湖底の高まりについては、水上に平板・レベルを
設置し、陸上と同様の手法で測量を行った。
４．遺跡の概要
⑴調査区の設定
範囲確認調査を踏まえ、調査区は図２の様に設定
した。また、各調査区を跨いで特徴的な畝状地形が
確認でき、遺物も確認されたことから４－⑹で述べ
る。
なお遺物実測図については図４に、観察表を表１
に示し、対応する番号を本文中で（№○）と表記す
る。
⑵範囲確認調査と採集資料
湖底からは様々な遺物が確認され、調査区毎に次
節に纏めている。
なお、他の調査区から外れた沖合約 150 ｍの位置
で立木根を発見した（図２．図版１右上）
。これは
砂層より沖合で確認し、当遺跡に広範に点在する粘
土状湖底面で確認されたものである。なお、この粘
土には木片が混入することが確認されている。水深
が 1.6 ｍ以上と素潜りによる調査は難しいため、来
年度準備を整え調査したい。立木根については図面
の作成後、化学分析のサンプルとするため切断した。
⑶Ａ区の調査
沖合約 80 ｍ～ 110 ｍ、水深約 1.2 ｍ、標高約 83.1
ｍの地点である。
遺構としては石群を確認した（図３）
。
石製品は石仏（１個体、下半欠損，№１）
、砂岩
製の一石五輪塔（空風輪と火輪の一部が残存，№
２）や花崗岩製の五輪塔（空風輪２個体，№３－４）
が確認された。
土器類は磨滅の少ないものでは土師皿１片を採集
している。
また、詳細不明なものに須恵器片２点、土師質土
器片３点を採集しているが、これらはいずれも激し
いローリングを受けることから、河川あるいは湖流
による流入品と思われる。
⑷Ｂ区の調査
沖合 100 ｍ以降、水深約 1.6 ｍの地点である。
Ａ区よりも大きな石で構成される石群や土器類を
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石仏

五輪塔 1

五輪塔 2

方形区画
一石五輪塔

石の重なり

方形区画拡大図
図３．西浜千軒遺跡Ａ区石群実測図
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確認したが、水深や調査期間の問題から詳細な調査
は行えなかった。今後検討を行い、来年度以降に改
めて調査したい。
土器は灰釉陶器片２点（№５－６）、中世のこね
鉢片１点、須恵器大甕片１点の他、詳細不明な土師
質土器片７点と須恵器片４点を採集している。また
石灰岩片一点を採集している。

⑵年代の推定
近江において砂岩製の一石五輪塔は 1530 ～ 1610
年を中心に制作されることが分かっている〔本多
2005〕
。他の五輪塔・土師皿についても概ねこの年
代と考えて問題無い。
また、立木根の存在はかつて当地が陸地であった
ことを示す。
こうした状況から、当石群は少なくとも 16 世紀

⑸Ｃ区の調査
分布調査の段階で沖合 20 ～ 30 ｍ、水深 1.0 ｍ程
度の地点に石群や土器を確認し、大型の花崗岩製石
材も確認された。しかしながら、具体的な調査の前
にブイが無くなってしまったため詳細な広がり等は
不明である。幸い大まかな位置は把握できているた
め、来年度以降に改めて調査したい。
土器は山茶碗片２点（№７－８）と須恵器片３
点、土師質土器片１点を採集している。また、花崗
岩片４点も採集した。

中頃まで存続し、その後何らかの原因で湖底に没し
たものと考えられる。

⑹湖底面の畝状地形
図２に示した畝状の地形である 2）。
ここでは周辺の水深が 1.2 ｍ前後である中、「２ｍ
程歩くと水深が 0.3 ｍ以下となる」という、異常な
湖底面の隆起が確認できる。図化できていないもの
を含め、現在三カ所確認できる。
概ね幅 50 ～ 70 ｍ程度あり、湖岸を向く方向に特
に明瞭な隆起が認められ、沖合の方向ではなだらか
になっている。
３～ 10 ㎝程度の礫で構成され、河川の堆積作用
によって生じた砂地より沖合に位置することから人
為の加わった可能性がある。また、この地形から多
くの灰釉山茶碗片（№９－ 18）が採集されているた
め、来年度地形測量図を作成予定である。
５．考察：Ａ区石群について
⑴概要
石群（図３）の範囲は東西約 38 ｍ、南北約 26 ｍに
及び、自然堆積とは明らかに異なる分布を示してい
る。
（河川堆積による砂層上に分布し、また密度の
濃淡が著しい。）
また一部では人為的と考えられる方形区画や３段
程の石の連なりが確認できる。ほとんどが凝灰岩の
自然石であり拳～人頭大、総数は430個以上である。
なお、遺物については４－⑶で述べた通りである。
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⑶遺跡の成因について
これまでの研究成果から、15 世紀頃から南郷洗
堰ができるまでの琵琶湖の水位は 84 ｍ～ 85 ｍ前半
代で推移し、現在とさほど変化が無いことが明らか
になっている〔林 2007 等〕
。したがって標高 83.1 ｍ
の当石群は、当初陸地にあったものが何らかの理由
で湖底に没したものと言える。
また作成した図面からは、湖底が東から西方向へ
向かって流動した様子を見て取ることができる。
こうした状況からは、大地震により地滑り（側方
流動 3））が生じ、湖岸の陸地にあった石群が発見地
点にもたらされたものと判断される。
⑷石群を湖底にもたらした大地震の時期
では、当石群を湖底に没せしめた大地震はいつ起
きたものであろうか。
出土遺物から、当石群は 1530 ～ 1610 年の期間に
は陸上に存在していた。この時期を中心として、近
江で大規模な被害をもたらした地震について調べる
と以下の３つが考えられる。
①天正 13 年 11 月 29 日（1586 年１月 18 日）
岐阜県中北部を震源とし、Ｍ 7.8 と推定。
②文禄５年閏７月 13 日（1596 年９月５日）
大阪府高槻市付近を震源とし、Ｍ 7.5 と推定。
③寛文２年５月１日（1662 年６月 16 日）
滋賀県高島市付近を震源とし、Ｍ 7.25 ～ 7.6 と推
定。
この内、②は震源地に近い京都に、③も震源地に
近い湖西地域や若狭、京都での被害が大きい。一方
で、①は長浜地域に大きな被害を与えたことが記録
されている。

西浜千軒遺跡調査概報 ─琵琶湖湖底遺跡の調査─

具体的には、『長浜市史』第二巻（1988 年）による
と長浜城では城の施設が倒壊し、城主山内一豊の
娘・与禰が死亡している。城下町でも宣教師ルイ
ス・フロイスの書簡に「1000 の戸数を有していた
が、土地が陥没して人家の半分を飲み、他の半分は
同時に発生した火事のため焼失してしまった」とさ
れる等、甚大な被害が記録されている。
実際に林博通研究室による過去の調査では、長浜
市良疇寺沖合の下坂浜千軒遺跡で当地震によって湖
底に没した集落の痕跡と考えられる杭・石材等が確
認されている。
⑸性質の推定
当石群の具体的な性質を考えたとき、現状では資
料の不足から明確な答えを提示し得ない。しかしな
がら、①自然石を方形に区画することや②いくつか
の纏まりが想定されること、③石仏や五輪塔が存在
することからは、墓域である可能性が挙げられる。
（蔵骨器等が確認されないと決定的なことは言えな
いが、一方でこの時期の集落の墓域にはそれを伴わ
ない場合も多い。）

おわりに
今年度の調査は水中という環境もさることなが
ら、初の学生による調査であることが何よりの困難
であったと思う。昨年までにない様々な制約を受け
た調査地の設定や、あるいはメンバーの安全確保な
ど、多くの課題が持ち上がった。そうした中で成果
を上げることができたのは、ひとえにメンバーの尽
力や定森秀夫・中井均の両先生のサポートに助けら
れたからだと、今更ながら痛感している。林博通先
生にも、調査方針や遺跡の評価の面で多くのご意見
を頂いた。また、愛知学院大学の藤沢良祐先生には
灰釉山茶碗についてご教示頂いた。ここに記して感
謝申し上げます。
来年度は西浜千軒遺跡の追調査を行うと共に、同
じ天正 13 年地震の被害が記録される長浜城付近の
調査を行いたいと思う。そうした中で、当研究会の
将来を担っていく後輩の育成にも力を入れていきた
い。
また、６月頃には長浜城歴史博物館にて企画展示
をさせて頂けることになっている。地域の方へどの
ような形で調査成果を伝えるのか、今からの課題で
ある。

〔調査参加者〕
（五十音順・敬称略）
大西遼・北森光・黒田昴嗣・中井均・中川永・仲田
周平・馬場将史・山本真衣
〔註〕
１．琵琶湖の水深は日々変動するため、本稿では琵
琶湖の標準水位である標高 84.371 ｍに換算した値
を用いている。
２．調査期間上の制約から上場と下場の関係のみを
記録した。来年度の調査で詳細な等深線を記録す
る予定である。
３．地震によって液状化現象が起きた際、液状化し
た層が地下で傾いている場合に地盤が下方に向
かって流れ動く現象が生じる。これを『側方流
動』といい、傾斜が１％以下の一見水平な土地で
も生じることが分かっている。
〔参考・引用文献〕
◦宇佐美龍夫 2003『最新版日本被害地震総覧』東
京大学出版会
◦狭川真一 2011『中世墓の考古学』六一書房
◦寒川旭 2011『日本人はどんな大地震を経験して
きたのか 地震考古学入門』平凡社新書
◦中世土器研究会 1995『概説 中世の土器・陶磁器』
真陽社
◦ 長 浜 市 史 編 さ ん 委 員 会 1998『 長 浜 市 史 第 ２
巻 秀吉の登場』長浜市役所
◦林博通研究室 2004『尚江千軒遺跡 琵琶湖湖底
遺跡の調査・研究』サンライズ出版
◦林博通 2007「琵琶湖湖底遺跡・下坂浜千軒遺跡
の調査」『淡海文化論叢─長谷川嘉和・別所健二
さん退任記念─』淡海文化財論叢刊行会
◦本多洋 2005「滋賀県の石仏・一石五輪塔」
『敏満
寺遺跡石仏谷墓跡 多賀町埋蔵文化財発掘調査報
告書第 17 集』多賀町教育委員会
〔図版出典〕
◦図１『国際航業株式会社調整１万分の１長浜市地
図』より、加筆して作成。
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図４．西浜千軒遺跡採集遺物実測図
図 4. 西浜千軒遺跡採集遺物実測図
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石群 灰釉陶器

碗

碗

碗

碗

碗

碗

碗

碗

皿

碗

碗

碗Ａ

碗Ｂ

器種

五輪塔①
（空風）
五輪塔②
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１

表１．西浜千軒遺跡遺物観察表

○16.5

○16.3

○15.6

○16.2

○16.3

○14.6

◎9.6

○15.8

○8.4

○7.2

○7.8

○8.2

○8.2

◎7.8

◎7.7

○6.3

○8.0

◎4.7

○7.7

○4.9

○5.6

○5.1

○5.8

△3.7

△2.3

△2.4

○3.3

△2.8

◎3.1

△3.7

底径
器高
（㎝） （㎝）

口径
（㎝）

8.6
14.7
12.3

20.8
16.4

12.3

残存高
（㎝） 残存幅
（㎝）
18.2
18.0

外面

橙

密（極少量の砂）
密（少量の砂）

灰白（5Y7/2）
灰黄（2.5Y7/2）

密
灰白（5Y7/1）
灰黄（2.5Y7/2）

ロクロ整形。
底部糸切り痕。 ロクロ整形。口縁部の一
貼り付け高台が剥離。
部に自然釉の痕跡か。

密（少量の砂・小石）

灰オリーブ
（5Y6/2）
灰白（5Y7/2）
淡黄（2.5Y8/3）
灰黄（2.5Y6/2）

ロクロ整形。

密（少量の砂）

密（少量の砂・小石）

密（少量の砂・小石）

密（極少量の小石）

密

灰黄（2.5Y6/2）
黄褐（2.5Y5/3）

灰白（7.5Y7/1）
灰黄（2.5Y6/2）

ロクロ整形。見込み端部
に重ね焼き痕。体部に自
然釉。
ロクロ整形。見込み端部
に重ね焼き痕。体部に自
然釉。

灰黄（2.5Y7/2）

灰白（2.5Y8/1）
淡黄（2.5Y8/3）

ロクロ整形。見込み端部
に重ね焼き痕。体部に自
然釉。
ロクロ整形。

灰白（5Y7/2）
浅黄（2.5Y7/3）

ロクロ整形。見込み端部
に重ね焼き痕。体部に自
然釉。

密

ロクロ整形。体部に灰釉 に ぶ い 黄
をハケ塗りする。
（10YR7/3）

密（少量の砂）

灰白（2.5Y7/1）
灰黄（2.5Y7/2）
密

密（極少量の砂）

灰白（2.5Y7/1）
灰黄（2.5Y7/2）

灰黄（2.5Y7/2）
黒褐（2.5Y3/1）

ロクロ整形。重ね焼き痕
が残り、体部に自然釉。

密
（極少量の砂・小石）

胎土

灰白（2.5Y8/2）
灰白（10YR8/2）

色調
（外面 / 内面）

ロクロ整形。
底部糸切り痕。
ロクロ整形。
貼り付け高台。

ロクロ整形。
底部糸切り痕。
貼り付け高台。体部上1/4
程度に自然釉。高台に重
ね焼き痕。
ロクロ整形。
底部糸切り痕。
貼り付け高台。高台に重
ね焼き痕。

ロクロ整形。

ロクロ整形。
底部糸切り痕。
貼り付け高台。高台に重
ね焼き痕。
ロクロ整形。
底部糸切り痕。
貼り付け高台。高台に重
ね焼き痕。
ロクロ整形。
底部糸切り痕。
貼り付け高台。籾圧痕多
数。

ロクロ整形。
底部糸切り痕。
貼り付け高台。高台に重
ね焼き痕。
ロクロ整形。底部糸切り
後に高台を貼り付け、内
部に強いナデ。体部下半
をヘラ削りし、その後上
半に灰釉をハケ塗り。

ロクロ整形。

ロクロ整形。

ロクロ整形。体部上半に
灰釉（ツケガケか）
。

内面

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

やや
甘

良好

良好

焼成

40％

45％

35％

40％

15％

20％

40％

40％

30％

20％

70％

15％

15％

残部

特徴
阿弥陀如来と思われるが、腕部から下が欠損しローリングも激しいことから詳細は不明。
空輪・風輪と火輪の一部が残存。空輪・風輪の境にノミ痕が残るが、ローリングを受け角がとれている。梵
字は認められない。
砂から出ていた部分はローリングを受けているが、概ね良好に残存する。梵字は認められない。
全体にローリングを受けており、損傷が激しい。風輪の一部は欠損している。梵字は確認されず。

ロクロ整形。体部上半に
灰釉（ツケガケか）
。体部
下半を回転ヘラ削り。
ロクロ整形。底部糸切り
後に高台を貼り付け、内
部に強いナデ。高台に重
ね焼き痕。
ロクロ整形。
底部糸切り後、
貼り付け高台。籾圧痕多
数。

花崗岩
花崗岩

砂岩

材質
花崗岩

尾張型４型式

尾張型３型式

尾張型４型式

尾張型４型式

尾張型４型式

尾張型５型式

尾張型４型式

尾張型４型式

K90-3型式

尾張型５型式

尾張型４型式

O53型式

O53型式

分類・編年

90％以上
65％

40％

残部
50％
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図版 1) 西浜千軒遺跡湖底面写真
図版１．西浜千軒遺跡湖底写真
右上）立木根確認状況
右上 ) 立木根確認状況
上）石の連なりと重なり
上 ) 石の連なりと重なり
右）一石五輪塔確認状況
右 ) 一石五輪塔確認状況

1

2
3
図版２．
図版 2
１～４）Ａ区石群採集遺物
1˜4)A 区石群採集遺物
７）Ｃ区石群採集山茶碗
7) C 区石群採集山茶碗
4
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図版３．西浜千軒遺跡採集灰釉山茶碗

14

13

14
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15
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図版４．西浜千軒遺跡採集灰釉山茶碗
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最新の成果と課題

（第 20 回）名
 勝 朽木池ノ沢庭園の日本庭園史
における位置付け

─遣水と流れの庭園意匠から─



高島市教育委員会事務局 文化財課

はじめに
現存する日本庭園の多くは、長年の自然作用や人
の生活空間において受け継がれてきたことによる改
修などにより、作庭当初の姿を大きく変えている。
このため、作庭当初の意図や施工技術、庭園意匠な
どの姿は大きく改変され、当時の景観や庭園意匠な
どが鑑賞できないものがほとんどである。
滋賀県高島市朽木村井地先に所在する「朽木池ノ
沢庭園」は、安曇川上流左岸の段丘面上の湧水を利
用した、「流れと池泉」を中心に作庭された平安時
代末期～鎌倉時代初頭の庭園である。この庭園は、
作庭当初の庭園の姿を周辺環境とともに当時のまま
残す貴重な事例として、平成 24 年１月に国の名勝
に指定された 1。
本稿では、名勝朽木池ノ沢庭園の概要（高島市教
委 2010）を中心に述べ、特徴のひとつとされる遣水
状の流れについて、日本庭園史における「流れ」や
「遣水」2 との比較検討を行い、同庭園の位置付けに
ついて検討を行う。なお図および写真については、
高島市教育委員会提供のものを使用している。

１．名勝朽木池ノ沢庭園の概要
①位置と環境
朽木池ノ沢庭園は、比良山地と丹波高地に挟まれ
た朽木谷を北流し、琵琶湖に流れる安曇川によって
形成された河岸段丘上に位置する【写真１】。庭園
が所在する段丘面は、東西 60 ｍ・南北 175 ｍの平坦
な地形を成す。北に小規模な谷地形を臨み、西には
急傾斜面が迫り、東から南にかけては安曇川との間
に比高 22 ｍもの急峻な段丘崖が連続する。三方を
断崖および傾斜面によって隔絶されているが、眼下
に安曇川の渓流を望み、対岸には比良山系とその
最高峰である武奈ケ岳（標高 1214 ｍ）が遠望できる
立地環境である【図１】。庭園の対岸には若狭街道
（国道 367 号：通称鯖街道）が存在し、京都と直接的
に繋がる地域である。
朽木は、古くから都城への用材の供給地である
「杣」として荘園化された歴史がある。平安時代以
降には、藤原摂関家が造営した平等院や法成寺など
を修理するための「朽木杣」として知られる（戸田
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宮 﨑 雅 充

1991）など、都にとって重要な地域であった。
「朽
木杣」の情景は、平安末期から鎌倉時代を通じて多
くの和歌にも詠まれ（朽木村史 2010）ており、朽木
は都人にとって憧憬を抱く風光明媚な別天地であっ
たことを示している。
② 概要
朽木池ノ沢庭園は、地元に残る伝承によりその
存在は古くから知られていた（朽木村教委 1977）。
昭和 55 年に道路建設計画に伴い地形測量と発掘調
査が実施された。結果、南北約 80 ｍの細長く弓状
に曲がった池跡と中島が確認された。出土土器か
ら、鎌倉時代前期（13 世紀前半～中葉）の池跡とさ
れ、当時の滋賀県下でも最も古い庭園である 3 こと
から、庭園を保存する位置に道路は敷設された（朽
木村教委 1981）
。その後、庭園は、草木で覆われる
状況となっていたが、平成 17 ～ 21 年度に高島市教
育委員会による確認調査が実施された（高島市教委
2010）
。
庭園は、段丘面に存在する旧河道の窪みや山裾
から湧き出る水を集めて池泉を構築し、露出する
チャートの岩盤やその高まりを、築山や中島などの
景に取り入れるなど、自然地形を巧みに利用して造
られている【図２】
。
池跡周囲からは、池への水源となる水口や遣水状
流れ、水を排水する石組の池尻のほか、浮島状の中
島や荒磯の景を造形した荒磯風石組、やわらかな汀

写真１

朽木池ノ沢庭園遠景
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朽木池ノ沢庭園

朽木池ノ沢庭園

図１

朽木池ノ沢庭園位置図
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池跡

安

曇

図２

川→

朽木池ノ沢庭園地形測量図

線を描く洲浜状の玉石敷や池護岸石積などの庭園意
匠が確認された。これらの庭園意匠は、おおらかな
空間構成もさることながら、平安時代の京都で好ま
れたチャートを使用（尼﨑 2009）していることと相
まって平安期から鎌倉初期の園池を彷彿させる作庭
の形態・意匠が見られる。
③変遷
発掘調査により、園池は12世紀後半に造営され、
その後２回の改修を経て、13 世紀前半に廃絶され
るまでの、３時期にわたる意匠と景観や構造の変遷
等が確認された。
Ⅰ期【図３】
：北西隅の湧水地点（水口）から南に向
かって池泉の西岸が護岸され、東に向かって露出し
た岩盤を取り込んで荒磯風石組の意匠が造られた。
池は、水位222.2ｍ、南北約80ｍ・東西約30ｍ以上、
最大深 40 ～ 50 ㎝を測る。形状は、逆三角形状を呈
し、現地形で認められる窪地に広く水を満たしてい
た。中島は浮島状を呈し、水口、荒磯風石組、池護
岸などの庭園意匠が機能し、水域を中心とした景と
なる。
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Ⅱ期【図４】
：安曇川の浸食により、池の東護岸が
削られ水位が下がり、これに伴い新たな護岸とし
て、段丘崖の水の落ち口に付近に地形の高まりを造
り、玉石を敷き詰めて洲浜状の汀線が造られた。崩
落により、水位221.8ｍ、南北約60ｍ・東西約20ｍ・
最大深 20 ～ 30 ㎝とその規模は縮小したが、遠浅的
な洲浜を造りのびやかな水域を表現するなど、汀を
強調する景となる。水域でない範囲においても、湿
地状の浅い沼地を利用した水生植物による景が維持
された。中島は水域と湿地との境界付近に浮島状に
残された。水口、荒磯風石組、池護岸などの庭園意
匠が機能した水景となる。
Ⅲ期【図５】：池尻付近の更なる崩落により水位が
低下したため、これまでの池泉から流れを中心とす
る意匠へと改修された。水口から湧き出た水は、池
尻（222.2 ｍから 221.6 ｍ）に向けて緩やかに蛇行しな
がら流れる。蛇行する流れを固定するように、流れ
の両岸を新たに整地し、遠浅の洲浜の形姿を象って
玉石、礫が敷き詰められた。池泉南側は湿地状を呈
し、明確に区別するように新たな流れが造られた。
また、西岸からは流れの方向を制御するかのよう
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に、玉石・礫を盛り上げた細長い岬状遺構が造られ
た。この先端からは、築山縁辺部の岩盤を利用した
荒磯風石組を背景に、左手奥の水口から段丘崖の上
端に造られた石組みの池尻に至るまでの緩やかに蛇
行する流れの全容が望める。足元の蛇行する流れを
手に取れる情景であり、遣水による水景を造り出し
ていた。
④年代
各期の庭園年代を決定する根拠は、池護岸石組の
裏込めから出土した土器である。この石組は、Ⅱ期
からⅢ期目の改修に伴い整備されたもので、土器
は、12 世紀後半から 13 世紀前半の年代に収まる。
従って、Ⅱ期からⅢ期の改修時期は 13 世紀前半と
判断できる。
他の出土土器を含めても、土器類は 12 世紀後半
から 13 世紀前半頃までに収まり、前後する時期の
土器は出土していない。また、層位ではⅠ期・Ⅱ
期・Ⅲ期を分ける堆積は、人工的な整地土以外は見
られない。さらに基本的な庭園意匠の変化も小さい
ことから、庭園が長期間機能していた状況は認めら
れない。このことから、Ⅰ期からⅡ期は 12 世紀後
半から 13 世紀初頭にかけて推移し、Ⅲ期は 13 世紀
前半の年代が求められる。

図３

Ⅰ期変遷図

図４

Ⅱ期変遷図

図５

Ⅲ期変遷図

⑤まとめ
朽木池ノ沢庭園は、12 世紀後半に作庭され、13
世紀前半までの約 50 年強の間に維持された庭園で
あった。河岸段丘上と言う特異な立地に造られ、そ
の周辺環境や庭園意匠、作庭技術が確認できた。庭
園は二度改修されているが、Ⅰ期目の池形態をⅡ
期・Ⅲ期の景に取り込むなど庭園の基本的な景は一
貫して同じ空間を利用し、その中での水域や植栽の
変化を巧みに表現した庭園であった。
当庭園の作庭には、この地域の都との直接的な繋
がりや「杣」として荘園化された地域であることが
背景にある。その立地や環境から、庭園は都人の避
暑や隠棲を目的とした山荘的な性格をもったものと
考えられる 4。
以上のように、朽木池ノ沢庭園は、安曇川上流左
岸の段丘面上の湧水を利用し、流れと池泉を中心に
作庭された 12 世紀後半～ 13 世紀前半の庭園遺構で
ある。そこには築山から池辺に迫る岩盤を利用して
造られた荒磯風の石組、池泉の汀及び流れに沿って

広がる洲浜状の玉石敷など、自然の地形・地質を活
かした独特の意匠・構成が見られる。鎌倉時代前期
の庭園が周辺の環境と共に良好に残る類例は少な
く、当時の庭園意匠やその作庭技術を知る上でも貴
重な作事である。
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２．日本庭園における「流れ」の遺構
朽木池ノ沢庭園は、湧水を基点として水を湛えた
園池から流れのある遣水を主体とする池に造り変え
るなど、水景の変化を巧みに表現して作庭した庭園
であった。
日本の庭園には古来より「流れ」を造る伝統があ
り、平安時代の「作庭記」には、造園方法について
793 行にわたり記述されている。このうち遣水につ
いては、全体の約 15 ％に当たる 117 行にわたって記
載され、流れが日本庭園において重要な構成要素で
あることがわかる（森 1986）。
つぎに、流れが認められる事例を時代順に扱い、
その変遷について概観する。なお図の出典および概
要については『発掘庭園資料』
（奈文研 1998）によっ
ている。
①飛鳥時代以前の「流れ」の遺構
日本の庭園における重要な構成要素とされる流れ
は、豊富な湧水を巧みに利用した造形や意匠、構造
によって造られ、その起源は古墳時代に認められる。
三重県伊賀市の城之越遺跡【図６】では、３箇所
の湧水（泉）が蛇行しながら大溝へと連続する石組
の流れが存在し、水辺祭祀の遺構とされている。そ
こには景観造形上の美意識とそれを表現する技術の
存在がうかがわれ、３つの湧水と蛇行流路で構成さ
れる意匠は、後の庭園と共通する意匠・構造とされ
ている。「庭」と記載された墨書土器も出土してい
る。
奈良市の南紀寺遺跡においても、２箇所の湧水
（泉）から濠へと連続する石積の流れが存在し、合
流部分では大型の石が使われ、庭園と共通する意
匠・構造が認められる。これらの遺構は、水に伴う
祭祀場と考えられている。
いずれも祭祀場における自然の湧水と流れを模し
た水景や意匠が認められる 5。これらの事例と、飛
鳥時代以降の庭園とのつながりは不明な点が多い
が、日本庭園に共通する意匠・構造が見られること
から、日本における庭園の出現が祭祀の場と深くか
かわることを示唆している。
飛鳥時代の庭園には、方形などの幾何学的な平面
形を持つ大小の池（島庄遺跡・石神遺跡）や、湧水
を受け溝に流したとされる小さな池（古宮遺跡・上
之宮遺跡・島庄遺跡）、曲池への過度的な形態（飛
鳥京苑池）のもの 6、石造物を用いた噴水や流水施
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図６

図７

城之越遺跡遺構平面図

古宮遺跡遺構平面図

設（飛鳥京苑池・酒船石遺跡）などが飛鳥地域を中
心に存在する。
古宮遺跡【図７】では、円形平面で浅いすり鉢状
を呈する石積み施設から、南西方向に向かうやや人
工的な意匠・構造を持つＳ字状石組溝の流れが見ら
れる。曲水宴などの儀礼・宴遊に使われた施設で
あったと考えられる。上之宮遺跡では、石組遺構か
ら楕円形に石組溝がめぐることから、石組内で水を
用いた儀式を行ったと考えられている。
島庄遺跡、石神遺跡の池状遺構は、長方形平面で
ほぼ垂直に立ちあがる石積みまたは板石を立てたも
ので、ここから石組溝が流れ出している。湧水地点
または上流から水を引いてきて行う水辺祭祀に関わ
る施設とされる 7。
これら方形石組の池は、朝鮮半島百済の官北里遺
跡、定林寺などに認められることから、飛鳥時代の
庭園意匠は、これら大陸の影響をうけていたとされ
る（小野 2009）
。
飛鳥時代の庭園の特色は、城之越遺跡に代表され
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図８

東院庭園遺構平面図

る古墳時代の湧水と流れからなる自然的な意匠に対
し、方形石組に代表されるように人工的な意匠であ
る。後述する奈良時代以降の自然風景をもとに意匠
された庭園とも大きく異なることから、庭園文化と
して飛鳥時代のみが人工的な意匠が盛行した時代と
いえる。
しかし、大陸の庭園文化を受け入れながらも古墳
時代から続く流れの水景が、この時代にも一貫して
造られ、継承されたことがわかる。
②奈良時代の「流れ」の遺構
奈良時代は、大陸から伝来した庭園文化の影響を
受容しつつも、日本古来の流れのある水景とその意
匠が融合し、日本庭園の意匠・技術が独自の発展を
遂げるなど、その作庭技術が創出された時期である。
平城宮東院庭園【図８】は、８世紀前期の逆Ｌ字
形の園池を基本形とし、汀線に玉石を帯状に敷いて
いる。８世紀後期には、全体を埋めて礫敷とし石組
蛇行溝を設けるなど、園池は緩やかな流れを伴う曲
池として、複雑で優美な曲線を描く洲浜状の汀線へ
と改変している。池の北側と南側には、玉石張の蛇
行溝が設けられ、平安時代の「遣水」の祖形と考え
られる。改変の状況から、人工的な形態から自然的

図９

宮跡庭園遺構平面図

な景へと改修していることがわかり、奈良時代に自
然志向の庭園が造られる過程がおえる事例である。
平城京左京三条二坊六坪宮跡庭園【図９】は、延
長 55 ｍの蛇行する流路状の池である。池は池底の
敷石、汀の縁石、斜面の玉石張と洲浜礫敷き、池の
要所に配された景石の構成、木樋暗渠を用いた給水
方法、給水部に設けた貯水施設、池底に設置された
植枡など当時の作庭技術の粋をあつめた庭園であ
る。蛇行する流れという園池の形状から饗宴の場と
して用いられ、曲水宴との関連が指摘されている。
奈良時代の庭園は、曲線を主体とし、洲浜など穏
やかな護岸、自然石の景石や石組を持つなど、飛鳥
時代の庭園意匠を一変している状況が認められる。
これは大陸から伝来した庭園文化の影響を受け入れ
ながらも、日本の風土の中で、日本人の趣向を加味
し成立したものといえる。このなかで「蛇行する流
れ」の水景が認められることは、日本庭園における
「流れ」を設ける重要性を示している 8。
「曲線を描く遣水の流れ・汀線・洲浜の護岸・自然
石の景石・石組」などの意匠は、平城宮の東院庭園
や宮跡庭園において完成しており、自然風の曲線を
基調とした水や石、流れを取扱う「日本庭園」の意
匠は奈良時代に創出したといえる。しかしその一方
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で、全面に平石を敷き詰めるなど人工的な側面も認
められる。
③平安時代の「流れ」の遺構
平安京は、豊かな風光と水脈に恵まれ、湧水や流
れを水源とした大規模な園池が京内外に築造され
る。この時代の流れは「遣水」とよばれ、庭園内に
優雅な曲線を描き、水景や構造に多様な意匠が用い
られるようになり、庭園における曲水宴が宮廷儀礼
として盛んに行われるようになる。
平安時代前期の遣水の事例としては、神泉苑、大
沢池、平安京右京三条二坊十六町（斎宮邸宅）など
があげられる。
神泉苑跡庭園遺構は、平安京造営直後から造営さ
れた離宮である。発掘調査では、北東から北西に流
入する水量豊かな泉から園池へと注ぐ素掘りの遣水
が発見されている。神泉苑古図に記されている泉に
伴うものと推定される。
大沢池（嵯峨院跡・大覚寺）
【図 10】では、嵯峨院
から大覚寺時代の庭園の遣水とされる９世紀～ 10
世紀末にかけて存続した蛇行大溝と、滝石組や洲
浜、遣水などの中世以降の大覚寺の庭園遺構が確認
されている。蛇行大溝跡は、９世紀初頭の嵯峨院造
営とともに開削される。最大幅約 12 ｍ・深さ１ｍ
と大きく、礫等の護岸を伴わない素掘りに近い蛇行
溝である。大沢池との位置関係や汀線が優美な曲線
を描くこと、流路末部に水位調節機能を持つ石組溝
が設けられることから、自然の流れを模した遣水と
いえる。蛇行する大溝は蛇行曲線を描き、ほとんど
が素掘りに近い形態で大沢池へ流入する。奈良時代
から平安時代への移行期における日本庭園の流れに
関する遺構の空白を埋める貴重な事例である。その
後、250 年の空白期を経たのち、名古曽滝と伝える
滝石組や遣水、石敷園池、築山、石組暗渠で水を導
く景を擁する一画が造られる。庭園の構成要素と細
部意匠が多彩であるなど変化に富んだ景観構成を形
成している。これらの庭園の造営開始は 13 世紀後
半に遡ることから、嵯峨院時代の景観構成と比較す
ると極めて対照的な景を成している。
平安京右京三条二坊十六町（斎宮邸宅）の庭園遺
構では、泉から湧き出た水を張り出し部分であえて
流れの方向を変え、池の中央部に導いていた。池底
中央にも泉を配すなど、湧水確保に努めていた。汀
は、洲浜などを構築しない素掘りを多く残し、曲水
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図 10

大沢池遺構平面図

庭園の全面に平石を敷き詰めた奈良時代の人工的要
素の強い庭園より、自然景観を楽しむ平安時代の庭
園への過度的な状況が窺える。
平安時代中期には、平安京内の貴族邸宅に伴う庭
園のほか、浄土信仰の影響で西方浄土を極楽にみた
てた浄土庭園が成立する 9。これらの庭園は浄土の
姿を象って造営され、優美な曲線を描く洲浜状の汀
線を持つ園池である。しかし、これらの庭園全体の
空間構成や意匠、構造は 11 ～ 12 世紀の邸宅に営ま
れた庭園と類似するものである。
平安京近郊の法金剛院では、わずかに蛇行しなが
ら北から南へ流れた後、池の汀に建てられた礎石建
物の床下を通り抜けて池に注ぎ込む素掘りの遣水が
確認されている。
奥州平泉の毛越寺庭園【図 11】では、薬師仏を
本尊とする薬師浄土を荘厳として造られたものであ
る。海岸の砂浜を模した池の汀、軽やかな渓流から
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図 11

毛越寺庭園遺構平面図

緩やかに蛇行して静流する遣水、岩を組んで磯の姿
を模した築山、大きな立石が据えられた岬の姿など
には、当時の住宅庭園の意匠・構造が反映されてい
る。遣水は、浅い溝に玉石を敷きつめて自然の小川
を模倣している。全長 80 ｍの間に４回蛇行を繰り
返し池の北東部、石を組んだ落ち口に至る。その要
所には、長手の石を配し、小島を造り出し、低い段
差で水を落とす構成である。これらの作庭には、意
匠・構造の観点から完成度の高い遣水といえ、「作
庭記」の記述にも合致する。平安時代後期における
遣水の意匠細部を知ることができる事例である。
旧観自在王院庭園は、12 世紀半ばに住宅から極
楽浄土を表した寺院へと改変した。毛越寺に隣接
し、敷地北側に阿弥陀堂が建ち、南側に広大な池が
展開する。池の外周は草止め護岸の所々に礫を敷
き、大小の景石を配し汀の景を造っている。池には
盛土により中島を造成している。池の水は、毛越寺
北東隅に位置する池を水源とし、旧観自在王院の敷
地内に緩やかに蛇行する遣水を経て導かれる。遣水
が池に流れ込む箇所には石を組み、滝の景を構成し
ている。簡素だが流動的な水の姿を表した流れの部
分と広々と静止する池の水面、躍動感のある滝の姿
を表現している。
平安時代後期の庭園の様子を示す事例は、平安京
内およびその近郊において認められる。
栢社遺跡庭園遺構は、平面Ｓ字形の素掘りの遣水
が西下がりの自然地形を巧みに生かし、低湿地の地

写真２

朽木池ノ沢庭園（水口からの流れ）

形を埋め立て造られている。遣水を中心に、石敷、
立石、双滝、廻り石、中島および護岸石で構成され
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ている。遣水の流れは、東から北の山際を流れる谷
川から水路を設けて導かれ、庭園北端に組まれた滝
石組から落とす。東から水を取り入れ園池を巡って
西へ出すなど、「作庭記」の記述と合致するなど、
12 世紀後半の庭園の様子を示している。
平安京左京四条三坊九町では、小池状の遣水の中
央に中島が築かれていた。この景状は、毛越寺庭園
の遣水奥部、小島によって遣水が二手に分かれ小池
状を呈する箇所と類似している。時期的にはやや後
出するが、毛越寺庭園の基本形となる細部意匠を
もった庭園が平安京内にも存在することを示してい
る。
平安京左京八条三坊四・五町跡の庭園遺構では、
浅い水路の表面に景石を据えて白砂化粧を施す遣水
を検出している。この他にも、堀河院跡の庭園遺構
では景石を配する曲線的な遣水、鳥羽殿東殿では汀
を洲浜状に呈する遣水が認められる。
以上のように、平安時代の庭園は、貴族邸宅や浄
土信仰に伴う庭園が造られるが、池を主体にし、遣
水・洲浜・汀・中島・景石などの水景が普遍的に設
けられていた。このことは、日本庭園に水の流れを
設ける伝統が踏襲され、さらに発展し、庭園の構成
要素である遣水として確立したといえる。その流れ
の遺構である遣水は、毛越寺庭園などにおいて完成
度の高い姿が作られる一方、素掘りの形態の遣水な
どが併存することが認められ、その形態や構造に
は、多様な水景や意匠が用いられていたことがわか
る。

３．庭園史における位置付け
庭園作庭の思想は、飛鳥時代に大陸から伝わった
ものとされるが、日本庭園に共通する意匠や構造・
技術は、古墳時代の湧水点を主とする水辺祭祀にお
いて認められた。このことは、大陸から庭園文化が
伝わる以前に、優れた造園的な水景意匠が存在して
いたといえる。その流れを主とした水景意匠は、大
陸からもたらされた造園思想と混在、融合、試行を
繰り返した。その過程は、古宮遺跡のＳ字状石組溝
や平城京東院庭園の石組蛇行溝や宮跡庭園の曲池へ
と受け継がれる様子が窺える。
この過程を経て、日本古来の祭祀空間に用いた水
景意匠や水辺での曲水宴という宴遊的な要素が加わ
り、詩情豊かな宮廷儀礼行為が洗練され、平安時代
により形式化した庭園文化が成立した。この頃は、

78

●人間文化

仮名書の成立など日本文化における国風化が進めら
れる時期で、日本庭園においても流れを造る伝統が
確立し、後に続く庭園文化へ大きな影響を与えた時
期でもあった。
日本庭園における流れの変遷は、12 世紀の毛越
寺や平安京左京四条三坊九町、13 世紀後半の大沢
池（名古曽滝前園池遺構）などにおいて多くの景石
や島、広範囲にわたる礫敷きや汀に洲浜状の石を張
るなどの構造をもつ、遣水の典型例と言える完成度
の高い意匠を持つものが認められる。
その一方、平安時代前期の遣水遺構である大沢池
（嵯峨院跡・大覚寺）蛇行大溝跡や神泉苑跡庭園遺
構、平安時代後期の旧観自在王院庭園や平安京左京
八条三坊四・五町跡では、簡素な素掘りの意匠・形
態を持つ遣水が見られる。これらはともに日本庭園
における伝統的な流れの意匠として遣水の系譜を示
すものである。
大沢池では 10 世紀末（嵯峨院跡・大覚寺）と 13 世
紀後半（名古曽滝前園池遺構）の間において、遣水
が極めて対照的な姿で大きく異なる景観を構成する
ことから、遣水の変遷および流れの意匠・構造の多
様性を示している。
また、毛越寺庭園の遣水は全体を礫及び景石で覆
うのに対し、隣接する旧観自在王院の遣水は優美に
湾曲する意匠ではあるが、ごくわずかの石材のみを
用いた素掘りに近い構造の遣水である。毛越寺庭園
と比較すると、池の護岸など庭園の意匠・構造が全
般的に簡素であり、平泉に造営された庭園の中で意
匠の系譜の違いが認められる。
朽木池ノ沢庭園では、池泉から流れへの変遷が確

写真３

朽木池ノ沢庭園（遣水状流れ）
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写真４

朽木池ノ沢庭園（池尻）

認でき、素掘りの意匠である遣水状流れが認められ
るなど、日本庭園における伝統的な意匠である流れ
を一貫して確保した庭園造りが実施されていた。13
世紀前半の単純で簡素な素掘りの意匠構造である遣
水状流れが認められることは、この時期には洗練さ
れ極めて完成度の高い姿の遣水が造られる一方で、
単純な形態をもつ遣水の系譜が存在したことがわか
る事例である。遣水の意匠系譜や、流れの構造や変
遷を考えるだけでなく、平安期以後の新しい庭園へ
と変容していく過程を示す資料と位置づけられる。
また、これまでの庭園遺構は平安京内おける邸宅
や、その周辺の別宅など都を中心に展開してきた
が、朽木池ノ沢庭園は、日本庭園の細部意匠をもつ
など郊外における事例としても評価できる。そこに
は、作庭の立地や選地の意向などが読み取れ、その
周辺の景と意匠が一体となって構成される姿が、今
も自然景観の中に顕在化するなど「活きた庭園」と
しても評価される【写真２・３・４・５】。

まとめ
朽木池ノ沢庭園以降の鎌倉期の庭園は、平安期ま
での様式を模倣した庭園造りが実施される一方で、
これまでの貴族から武家を中心とした社会への変化
などにより、庭園も新しいものへと変容していく。
平安期のおおらかな空間構成からこれまでにない豪
壮な景石と石組をもつ庭園や重層性をもつ池庭、石
や砂利による水景を模した石庭など新しい種類の庭
が創出される。この景の変化は明らかであるが、当
時の作庭の資料不足や、現存する庭園の周辺環境の
改変などにより、作庭当初の景観復元やその過程は

写真５

朽木池ノ沢庭園（荒磯風石組）

不明確である。
このような変換期および空白期において、朽木池
ノ沢庭園の素掘りの遣水状の流れは、日本庭園の伝
統的な流れの水景において、単純な形態をもつ系譜
が変換期を迎える時期まで意匠・技術として存在し
ていたことを示すものである。
二つの意匠系譜の違いは明らかにできないが、元
来の系譜の違いに因るものか、立地や水量、地形や
地質などの自然作用的な影響によるものか、作庭者
や庭園主による意図によるものなどの要因が考えら
れる。このことについては改めて検討を行いたい。
【註】
１．埋蔵文化財包蔵地名は「池の沢遺跡」と記載さ
れ、報告書等でもこの名称が使用されている。
２．国史大辞典には「寝殿造系庭園の中に導き入れ
られた人工の細流。特に高温多湿な夏の暮らしを
涼しく演出するために、水深の浅い湾曲した流れ
を邸内につくり、視覚とともにせせらぐ音も楽し
むよう工夫が加えられた。
」と記載されている。
主に平安時代に造られた寝殿造庭園に伴う流れの
遺構を遣水と提起している。
３．平成３～ 13 年に野洲市所在の名勝兵主神社庭
園の発掘調査が実施され、平安時代後期の作庭で
あることが判明している。
４．庭園に伴う居住空間は、谷を挟んだ北側におい
て当庭園と同時期の土器が採取されている（湧出
館遺跡）ことから、この湧出館遺跡に存在した可
能性が考える。この位置から庭園は望めないの
で、庭園と居住空間は一体の景を成さなく、居住

人間文化● 79

20
滋 賀 県 の 考 古 学●

空間を排除した庭園であったといえる。
５．これ以外にも、飛鳥時代以前につくられた泉と
流れからなる祭祀遺構（南郷大東遺跡、三ツ寺Ⅰ
遺跡など）や園池を模した景を持つ古墳（奈良県
赤土山古墳、巣山古墳など）が存在する。祭祀遺
構と庭園を明確に区別できないため、主に曲水宴
との関連が報告されているものについて扱った。
６．平成 23 年実施の飛鳥京跡苑池第６次調査で、
南池は南北主軸で左右対称の五角形に近い平面形
であったことが判明した。北池形態と合わせた検
討が必要だが、飛鳥時代で認められる人工的な意
匠が採用されていた。（2011 年 12 月３日現地説明
会資料より）
７．島庄遺跡方形池の性格について、河上邦彦氏は
貯水のための池と説く（奈文研 2006）。
８．平城京左京一条三坊十五・十六坪庭園遺構で
は、古墳の周濠や葺石等を用いて造成し池泉へ注
ぐ構造で、水景意匠として造園的な空間として利
用している。
９．浄土庭園として宇治平等院が現存する。園池へ
の給水は南背後の池で湧き出す地下水で確保し遣
水は認められない。
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■人間文化セミナー
になってきたが、その利便さ故に味が犠牲になって

☆演題☆

伝統食漬物の役割と
京つけもの
と

き：平成 23 年 10 月６日㈭

場

所：A4 － 205 教室

10：40 分〜 12：10

対

象

学生、教職員、一般

講

師

平井達雄氏（京つけもの西利社長）

日本人の「食」を取り巻く環境は変化している。
近年の国際化の影響は当然「食」にまで及び、外国
からの食文化がどんどん輸入され、日本の伝統食の
多くは食卓の外に追いやられつつある。「漬物」も
例外ではなく、日本人の漬物の消費量は年々減少し
ている。唯一消費量が増加している漬物は「キム
チ」であり、やはり国際化の影響、食生活の変化を
感じる。そのような時代背景を鑑み、改めて日本の
伝統食について考える機会となればとして、「京つ
けもの西利」の社長として活躍しておられる平井氏
に漬物について講演をお願いすることにした。
「すぐき、キムチ、ハム、チーズ、これらの中で漬
物ではないものはどれか」講演冒頭での質問であ
る。正解は「どれも漬物」である。ハムは豚肉の、
チーズは牛乳の漬物であるという。そもそも漬物と
はどういったものであるのか考えさせる質問であっ
た。続けて漬物の漬け方や漬物が身体に与える影響
などが丁寧に説明された。漬物は健康維持や増進に
有益な効果がある「プロバイオティクス」と腸内の
善玉な細菌を増殖させたり活性化させたりする「プ
レバイオティクス」のどちらも同時に得る「シンバ
イオティクス」なのだという。漬物について知らな
い内容が多々あり、漬物離れの前にそもそも漬物を
知らないのではないかと感じさせた。
講演の後半では「大根の漬物」「浅漬け」「生しば
漬け」を会場に提供して頂き、実際に漬物を味わう
ことができた。しば漬けが酸っぱいものであるのが
印象的であった。漬物の試食に会場内の学生からは
漬物がおいしいという驚きの声が聞こえた。普段食
べている漬物とは異なったのであろう。平井氏のお
話では、漬物嫌いはお弁当に付いている漬物を食べ
て嫌いになることが多いという。漬物にまで気の
回ったお弁当は少ないのである。便利な世の中にな
り、色々なものがいつどこでも安く食べられるよう

いる反面もある。「本物の漬物」を経験する機会は
確実に失われつつあるようである。
今回の講演を期に漬物に対するイメージが変化し
た人も多かったであろう。昔は当たり前であった漬
物を食べるということがいまや貴重な経験になりつ
つあるといっても過言ではない。
「食」は映像や音
楽のように記録媒体に残して味わうことができず、
今のところ自分で食する以外には経験することがで
きない。逆にいえば、食することができなくなれば
二度と経験することができなくなるのである。伝統
食の復権のためにも、まず「本物」を味わう機会を
提供することが必要である。今後もこのような機会
を提供していければと思う。今回の講演が単なる伝
統食の「懐古」ではなく、伝統食の「再認識」に繋
がることを期待する。最後に、講演を頂いた平井氏
には厚く御礼を申し上げたい。 （文責：森 紀之）

☆演題☆

自然エネルギーによる町づくり
─四万十川源流域における

町づくりの挑戦─
と

き： 平 成 24 年 １ 月 20 日 ㈮

15：00 ～ 16：40

場

所：A4 － 108 教室

対

象

学生、教職員、一般

講

師

中越武義氏（高知県梼原町

前町長）

梼原町は、高知県北部の四万十川源流域にある人
口約 4000 人の町で、高齢者 40 ％、地域の 91 ％が森

中越武義さん
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林。その豊かな自然環境と自然のエネルギーを利用
したまちづくりで、2009 年に環境省の環境モデル
都市に指定されている。現在のエネルギー自給率は
30 ％弱、将来 100 ％自給を目指す。医療施設も整い
町財政は黒字。常識的には山間の資源に乏しい町を
豊かな住みよい町にしたまちづくりを学びたくて、
前町長の中越さんに来ていただいた。
中越さんは町民が一体でまちづくりできるよう提
案を募るところから始め、1999 年に風力発電を２
基設置、売電による年間 3005 万円余の収益をもと
に他の自然エネルギー利用と林業振興を進めた。放
置状態の森林に施業助成金を出し、町の施設はホテ
ルや橋も含めて町産材と町の大工で造り、木造住宅
を建てる人にも町産材を支給した。木質ペレット工
場を造り、間伐材を燃料などに利用。森林セラピー
コースを整備して観光客を呼び、地熱を利用した町
のホテルに宿泊してもらう。こうして林業の活性化
や雇用を生んだ。小水力発電所を２基造って町立学
校と街路灯に使い、町の施設すべてに太陽光発電装
置を設置したほか、民家へも助成金を出して普及を
はかっている。
中越さんは、なにより住民とともに子どものため
に持続可能な地域をつくると強調された。それが過
疎化する一方だった山間地に希望をもたらしてい
る。参加者は 40 名余り、ほとんどが学外者かつ県
外からの熱心な方たち。アンケートでは大変よかっ
た、よかったが 90 ％以上の好評だった。
３･11 の福島原発事故以降のまちづくりのすばら
しいモデルを示していただいた中越武義さんに心よ
り感謝申し上げたい。

（文責 黒田末壽）

☆演題☆

くみひもの世界
─手組みくみひもと自然の色─
と

き：平成 24 年２月１日㈬

13：10 ～ 14：40

場

所：A1 － 301 教室

対

象

学生、教職員、一般

講

師

大田耕吉氏（有限会社藤三郎紐）

慶応３年の創業から組紐の伝統を継承しておられ
る、
「藤三郎紐」の四代目 太田耕吉氏を講師にお招
きした。初代の頃から遡って話していただいたその
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歴史は、まさに地域で生まれた文化の姿を示してい
る。
京に向かう人の往来が多い逢坂の峠で、大津絵な
どの土産物を売りながら旅人の草履の紐の修繕など
を行い、武具や印籠の紐から組紐づくりは始められ
た。明治時代になると着物を彩る帯締めや羽織の紐
が作られ、近年には国内では唯一の草木染による組
紐が手掛けられている。
今回のセミナーでは太田氏のご配慮によって、絹
の糸や草木染の材料にも触れ、受講生は実際に紐を
組む体験もさせていただいた。まるでからくりのよ
うな組台によって、細い糸が合わされ、斜めに交わ
りながら組紐になっていく。絹糸を手に独特の感触
を確かめたり、多彩な色が見事に合わされていく様
子を目の当たりにした体験は、学生たちにとっても
のづくりの可能性を感じる貴重な機会となった。
組紐は、美しい装飾品であるとともに、紐として
の強さや結びやすさ備えた実用品である。しかし何
よりも驚かされるのは、潔いほどに簡潔なデザイン
性に、研ぎ澄まされた感性が表現されていること
だ。今日、機械によるモノづくりの溢れる中で、こ
の精緻な造形に対して、我々はもっと目にとめる余
裕が必要であろう。
末筆ながら、今回の講師を快くお引き受けいただ
いた太田耕吉氏に心より感謝申し上げたい。

（文責：森下あおい）
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■ 2011 年度卒業論文・修士論文・博士論文一覧
水野

地域文化学科
岩田
宮嶋

真季
美由

伊崎

大真

円田

好美

河村

唯

今野

祥太

西川

春菜

古川

令子

林

京平

蔭山

慧

片山

悠太

村上由布紀
伊藤 宏訓
磯貝 美妃

鈴木

泰香

平山加奈子

崔

幸子

五十嵐由希
小坂 晴香
仲田

周平

平安中期の出産儀礼と陰陽師
大正・昭和初期における女性の継
続就労と家庭生活 ～機関紙『婦
人活動』にみる意識変容～
幕末期における宇和島藩・伊達宗
城の軍事改革 ─火薬の管理と製
造・管理設備の充実化─
近世における琵琶湖治水
─近世中・後期の瀬田川浚い自普
請と湖辺村落の結合─
近世における稲荷信仰の布教活動
─近江の山伏から見る勧進活動の
実態─
移行期の宗教 ─近江国得珍保今
堀郷宮座を例として─
近世における近江商人の蝦夷地経
営について ─両浜組の蝦夷地経
営における資金力の検討─
近世の陸上交通
─醒井宿の財政を中心に─
近世における琵琶湖─敦賀間の開
削計画
～敦賀郡の反対とその手法～
中世淀川流域の河川交通
─河関に注目して─
中世の本願寺教団 ─猶子・婚姻
関係を用いた関係構築─
中世の殺生禁断
佐々木道誉と「ばさら」
原発による地域振興は可能か
福島県双葉町・大熊町と三重県南
伊勢町を比較して
在日コリアン「政治犯」と日本に
おける救援活動
日本における移住女性に関する施
策の現状と課題 ─各都道府県の
各種施策を検証して─
19世紀から20世紀にかけての東ア
ジアの民族衣装の変化
近世京都の地下室
掩体壕の研究
─八日市飛行場を中心に─
近江における穹窿頂持ち送り式石
室の研究

克紀

前方後円墳築造企画についての研
究
─膳所茶臼山古墳を中心として─

八木
樫木
小久保

宏明
規秀
拓

加藤

千佳

岸本
竹部

智渚
咲希

中田

瑞季

藤吉

洋輔

古市

美帆

南新
宮本

麻世
涼太

栁井百合子
臼井亜希子

遠城

早紀

飯田

陽平

淺野由利衣
犬飼百合奈
加藤 愛美
川出

将司

園田

実穂

丸山

静

坂本沙耶佳

近江出土の製塩土器に関する研究
城館出土の信楽焼茶陶
─戦国期～織豊期を中心に─
滋賀県湖東地域における横向きツ
シ持つ伝統的町家に関する研究
津波によって移転した集落に関す
る考察 ～三重県鳥羽市国崎町を
事例として～
アトラスの来た道
古民家を活用したまちづくりに関
する研究
滋賀県湖東の町家の居室における
居室空間の利用に関する研究
安土の旧城下町周辺の景観に関す
る研究 ─近江八幡市安土町上豊
浦地区を事例として─
内湖に面した集落の文化的景観に
関する研究 ～近江八幡市南津田
町を事例として～
滋賀県における木小屋の研究
湖北の水辺の集落景観についての
考察 ─旧塩津村を事例として─
湧水帯に立地する集落に関する考
察 ─安食庄を事例として─
近江八幡市北之庄町の文化的景観
に関する研究
～里山と水郷の間で～
山村集落の文化的景観に関する考
察 ～米原市奥伊吹を事例として～
神戸北野における伝統的健造物の
保存と活用に関する考察
阪神淡路大震災からの復旧と変容
絵本のなかの女性像
─「赤ずきん」絵本の考察─
近江八景の研究
禁煙ポスターに見る女性表象の研
究
風刺画から見えてくる日本人
像 ─チャールズ・ワーグマンが
描く『ジャパン・パンチ』の場合─
『主婦の友』の表紙絵にみる女性
像
『源氏物語』に見られる衣装の色
彩 ─衣配りの場面について─
大津祭における他者性
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鈴木

望

冨田祐紀子

滋賀県における絵系図まいりと家

堤

族のつながり

馬場

葵

小林

達也

地域における子ども
─地蔵盆の変化より─

中島

司補

横山弥乃里
中村

美緒

真田紀美子
澤田

奈緒

中本奈津美

三輪

卓也

今井

冴香

北田

昂大

森田

健介

堀田

真由

坂本

果歩

清水

勇輝

髙木
唯
小野山忠司

宮崎由季子
西脇 美紅
小倉愛咲美
上村 正幸
桐畑 一都
熊谷 圭介
紺野由美枝
堤
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法子

地域活動で繋がる
～学生の地域活動に必要なもの～

地域資源としての日野菜
大正期の祭りと伝統の創出 ～建
部大社の船幸祭を事例として～
棚田オーナー制度における仲介者
の役割
─滋賀県大津市仰木地区の棚田
オーナー制度を事例として─
萌える“腐男子”～やおいを好む
男性は、何を求めているのか～
珍食を食らう ─“名古屋めし”
の形成と様態─
まとまる結婚とまとまらない結婚
─仲人・結婚相談所から見た見合
い結婚の変遷─
僕らの“ルーツ”音楽
～現代の若者におけるポピュラー
音楽の受容の経験から～
“伝統舞踊”の誕生 ─モンゴル
舞踊に関わる人々の「伝統」につ
いての語りから─
幽霊譚から読み解く現代モンゴル
社会
人間と野生動物の共生は可能
か ～滋賀県における事例～
モンゴルにおける教育政策につい
て
─新モンゴル学校の試みから─
甲府市中心市街地における再開発
計画の効果と問題点
地域ブランド牛振興における但馬
牛の必要性
都市祝祭存続の課題に関する考察
中国の若者の日本認識につい
て ─滋賀県内大学の中国人留学
生を事例に
中国におけるエイズをめぐって
～河南省の売血感染を考える～
中国のインターネットをめぐって
持続可能な農法による暮らし
朝市による地域活性化
菊水飴の研究
持続的社会建設 再生可能資源と
小規模社会システム
“福島”で生きる
─福島の声と関わり方
読書のチカラ

私とマンガ

なぜパチンコ・スロットはおもし
ろいのか？

北川

欣弥

もののけ姫

─自然との共生─

地域文化学専攻──修士論文
甲津

義彦

小林
湯

力
紹玲

元川
大野

望
沙織

組田

裕子

浅井

良英

滋賀県湖東地域における灌漑水利
と儀礼 ─「神社祭祀」と「用水
祭祀」との関係─
エコトーンとしての川辺の利用
盆に精霊を迎え送る場所 ─滋賀
県の事例から
中世の取次 ─戦国期を中心に─
滋賀県における灰小屋に関する研
究 ─愛知川右岸の農村集落を事
例として─
韓国における「民俗芸能」の無形
文化財化 ─仮面劇の無形文化財
化と植民地経験
野洲川下流域における弥生集落の
変遷 ─環濠集落を中心として─

地域文化学専攻──博士論文
老

文子

石尾

和仁

間取り図および間取り図簿を用い
た集落の復原的研究 ─滋賀県湖
東の集落と民家を事例として─
中世集落景観と生活文化 ─阿波
からのまなざし─

生活デザイン学科
南

和宏

梶岡

勇輝

伊藤恵理子
植田

千尋

上野美紗子
大林みさよ

cylinder（円柱・円筒）を用いたデ
ザインの研究・制作
地方鉄道を元気にするデザイ
ン ─近江鉄道のデザイン─
滋賀県の麻産地織物の製造におけ
るＬＣＡ調査
革の魅力 ─触りたくなるカタチ
の制作─
つながる香里園の町─住み継ぎた
い街へ─
ＹＯＳＨＩＨＡＲＡ ～音を活用
して滋賀を伝える空間の提案～
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大脇あきこ

車いす利用者のためのスーツの設

とその建築史的位置づけに関する

計
小川

薫

中高年女性に向けたかわいい

考察
村上

愛佳

安森

若葉

山﨑

沙織

金魚の魅力を生かすプロダクト制

ファッションの提案
川口

歩

近藤

千愛

澤村

有紀

塩谷

知世

徐

輝

末次
鈴木

祥子
麻里

髙橋

真希

立石

愛美

辻
遠間

彩乃
未菜

中上

ちえ

中山

由夏

夏川

美雅

西田絵梨菜

肥川

修士

福西加奈子
藤本

瞳

松永

沙織

松本

悠

松本真利奈
水野由美子

視る文字 「銀河鉄道の夜」にお
けるタイポグラフの提案
緑をテーマとした雑貨ブランドの
デザイン ─世界緑商会─
マタニティ・オフィスカジュアル
の提案
滋賀県内ミュージアムショップに
おけるポストカード・絵葉書の存
在意義
中国と日本の生活空間における照
明の現状
ゆかたの文様
京町家のショーウィンドウにおけ
る展示方法の提案
design × shiga 食育推進プロジェ
クト ～インタラクティブアート
を用いた食育ツールの提案～
花に囲まれた生活空間の提案 ～
カフェ ca viola ～
建具と暮らす家
京劇衣装の色彩や模様とイメージ
に関する一考察
Bamboo space. ─竹素材を使用
した多様な遊び方を生む遊具の提
案─
イオン性天然色素の染着性とその
向上の試み
サイケデリックからの発想による
テキスタイル柄のデザイン
ファンクラブ会報という情報媒
体 ～そのカタチ・中身・役割の
変遷～
ピアノ椅子 ─画一的なデザイン
に対する嗜好性の追求─
ひとりの世界をつくり出す椅子の
制作
結婚指輪・婚約指輪・ペアリング
の現在
「存在し続ける」大規模商業施設
の提案 ─リユースされる商業施
設「page.1 びわこのほとり」─
カフェにおけるトイレコーディ
ネートの現状
共有空間のある住宅地 Sign
─“気配”を感じる住宅地─
多治見修道院における建築的特徴

作

横井亜季乃
吉田

綾

吉延絵里子

─金魚のいる部屋─

人に合わせて変化する住宅の提
案 ─変動住空間─
日本の季節を引き出す ─季節の
抽斗─
「形名」を考える ─物の名前に
ついて知りたくなる本の制作─
日本民俗学会第63回年会における
デザイン導入に関する研究
地域活性化に繋がる銀行の女性用
制服デザインの提案

生活栄養学科
古井

亮太

位田

恵理

金子

真由

北川

愛美

小林明日香
佐竹

遥奈

関根

愛莉

竹内実枝子

田中

遥

築山

恵子

中尾

菜紀

中田

千文

滋賀県立大学生の自宅通学、下宿
生における食生活の違いに関する
調査
「栄養部門実態調査」から管理栄
養士の業務の現状把握及びその展
望を考える
パントテン酸投与とパンテチン投
与の違いがパントテン酸欠乏ラッ
トの臓器中 CoA 濃度の回復にお
よぼす影響
特別支援学級児に対する「生きる
力」を育む特別支援教育としての
食育 ～特別支援学級児への食育
方法の検討～
給食業務運営方式の違いから見た
病院栄養士の各種業務時間の検討
インターロイキン12産生を誘導す
る食素材の探索
ロイシンとリシンの同時摂取がト
リプトファン代謝を介した脳内
ドーパミン放出におよぼす影響
栄養素と耐糖能異常の改善および
血糖値を中心とした疫学調査デー
タの検討
欠食と肥満の関連およびその疫学
調査研究
セイボリー熱水抽出物画分摂取に
よる冷え抑制効果について
ナイアシン欠乏の影響を受ける臓
器の組織学的探索
トリプトファン大量摂取が胎児に
与える影響─組織学的検討─
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中西
中西

紗紀
沙弥

中村

愛

永井

千晴

畑山

桃子

藤井

絵里

前川祐希奈

前田

晃宏

松尾

実奈

丸山

航

陸田めぐみ

村里

智美

森岡

瑞菜

森沢
山崎

佳織
友里

山野明日香
吉川

愛乃

吉川

遥可

吉田

綾乃

脇坂

真美

渡辺

彩姫
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グラボノイドの摂取がヒトのエネ

よるヒトのエネルギー代謝への影

ルギー代謝に及ぼす影響

響

生理周期がトリプトファン代謝に

ウドの摂取がヒト体表温に及ぼす

およぼす影響

影響

母乳育児を妨げる母親の食生活・
生活因子の検討
小麦摂取量の違いが妊婦における
水溶性ビタミンの摂取量と栄養状
態におよぼす影響
高齢者の食事療法とその問題点お
よび生活習慣の特徴
夜間授乳による母親の育児負担感
の軽減に向けての検討
カズザキヨモギの摂取がヒトのエ
ネルギー代謝に及ぼす影響
ヒトがウドを摂取することによる
体表温上昇効果の検証
ＴＤＯによる体内蓄積Ｔｒｐの除
去
特別支援学級児に対する「生きる
力」を育む特別支援教育としての
食育 ～食育プログラムにおける、
行動観察記録・ビデオからの児童
の行動・感情表現の分析～
２型糖尿病患者の降圧剤服用にお
ける合併症への影響について検討
特別支援学級児に対する「生きる
力」を育む特別支援教育としての
食育 ～「生きる力」を育む食育
としての可能性～
２型糖尿病患者における微量アル
ブミン尿出現についての検討
「日本人の食事摂取基準（2015年
版）」に向けた妊婦の葉酸付加量
の検討
ショウガの加工による成分変化
食物アレルギーを有する保育所乳
幼児に対するおやつ対応の現状
糖尿病患者におけるビタミンＥ栄
養状態の把握
２型糖尿病患者における大血管障
害のリスクに関する検討
糖尿病治療における栄養食事指導
の有用性に関する研究
肝解毒酵素グルタチオン－Ｓ－ト
ランスフェラーゼを誘導する滋賀
伝統野菜の探索
ふなずしの発酵に伴うアンジオテ
ンシンⅠ変換酵素阻害活性の変化
カズザキヨモギを摂取することに

人間関係学科
青木菜津実

安陪沙弥香

今村

有沙

奥村

哲也

梅村

紗希

大川

剛司

大地

千尋

山口 晶子
北岡優加里
北垣

太朗

兒玉

沙織

小西

繭子

小牟田鮎美
重野

桂

渋谷

奏恵

島田

彩加

杉本

徳子

村落祭礼の変容と現在的意
義 ─若宮神社の産土祭礼の事例
から─
教師による不登校支援と生徒認知
の関連性 ─学校と生徒をつなぐ
支援に注目して─
人はじゃんけんの失敗をどうやり
直すか
安楽死をめぐる日本人の意識
～ JGSS2006のデータ分析を通じ
て～
若者の海外旅行の変遷に関する考
察 ─主として大学生の海外旅行
のかたちについて─
大学生の課外活動におけるリー
ダーシップの在り方 ～ストリー
トダンスサークルの事例をもとに～
音楽活動が生み出す力についての
考察 ─参加型事例を中心に─
浜之郷小学校の授業研究の特徴
児童虐待防止教育におけるＣＡＰ
の可能性と課題
自律型キャリア発達モデルに基づ
く職場のメンタルヘルス対策の可
能性
中心市街地の商店街活性化の条
件 ─岐阜県大垣市の事例を中心
に─
特別支援学校でのキャリア教育に
おけるＩＣＦ活用の可能性
ババ抜きにおける相互作用と空間
配置
大学生における死生観 ─終末期
医療に対する認識との関連─
乳幼児期における情動表出の発達
的変化 ─絵本読み聞かせと演劇
鑑賞場面に着目して─
青年期における「相談する」こと
の意味とは ～大学生を対象とし
た質問紙・インタビュー調査から～
幼児の配分行動の発達 ─余りの
ある場合─

人●間●文●化●通●信
所

沙弥香

特別支援学級に在籍する中学生の
交流学級への参加を支える要因の
検討

中川

菜摘

中平有紀子

前畑

丸山

光佑

巻乃

三木菜央実
見附

歩美

宮原

翔太

宗

達也

山内なつみ

山本

麻未

耐容上限量に代わるトリプトファ

迎田

ンの「代謝上限量」の策定検討
妊婦におけるビタミンＢ６と葉酸

─ある特別支援学級への関

与観察から─
中川恵里子

ＡＢＡ）産生菌の探索
平塚ちあき
佳菜

大学生の親への認識の変化につい
て ─下宿生と自宅通学生の語り
での比較─
ボランティアを募集する側の動機
についての研究
県立図書館の役割についての考
察 ～滋賀県立図書館の事例を中
心に～
部活動集団の集団維持に必要な
リーダー役割とその維持方法につ
いて
子育て中の母親にとって現在の公
園とはどのような場所か ─「公
園デビュー」の視点から─
小学校低学年児童の遊びへの仲間
入り行動と自尊感情の関連
人はいかにじゃんけんを始めるの
か ～じゃんけん開始までの手が
かり～
就職活動で求められるコミュニ
ケーション能力
青年期における恋愛相手に対する
感情と恋愛依存
孤立してしまった人々を救
え ─孤独死防止のための新たな
ソーシャルセーフティネットの構
築─
バンド練習において演奏開始はい
かに調節されるか

の摂取量と血中濃度
●人間関係部門
劉
礫岩

日本語母語話者と非母語話者との
会話による「お笑い」の理解

生活文化学専攻──博士論文
●健康栄養論部門
今井 絵理
Water-Soluble Vitamin Status in
Streptozotocin-induced Diabetic
Rats
ストレプトゾトシン誘発糖尿病
ラットにおける水溶性ビタミン栄
養状態
吉田永史奈
Studies on the microbial
glycosidases acting on
indigestible carbohydrates

生活文化学専攻──修士論文
●生活デザイン部門
新森 雄大
物体の形態から抽出した要素によ
る建築の構築方法 ─道具を対象
として─
金山 和樹
日本国内におけるコミック誌の表
紙に関するグラフィックデザイン
の視点からの考察
川村 浩一
地域コミュニティにおける落語空
間に関する考察 ─大津市石山商
店街を事例として─
●健康栄養部門
佐藤 友香
ふなずし飯中のγ─アミノ酪酸（Ｇ
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■「国際コミュニケーション学科」新設
2012 年４月、「国際コミュニケーション学科」が

の授業が集中的に設けられています。この６ヶ月は

人間文化学部に新しく開設されます。新学科は本学

英語漬けで、短期間での英語の習得を目指します。

のさらなる国際化を押し進めるにあたり、その役割
と精励が大いに求められています。異文化を実体験
し、自国のことを新たに発見し、国際感覚を身につ
け、外国語を通してコミュニケーションが出来る学
生の養成を目標として掲げ、新学科が始動します。
学生は海外での留学体験を強く推奨されます。
留学期間は長期（１年）、中期（半年）、短期（夏休
暇、冬休暇）とあります。彦根市にあるミシガン州
立 連 合 日 本 セ ン タ ー（Japan Center for Michigan
Universities）での留学体験も検討しています。
本学科の留学制度の特徴の１つは、１年間海外に
留学していても４年間で卒業出来るということで
す。学生には入学してからの１年間で４年間の学
習・履修計画を組み、有意義な学生生活を送るよう
望みます。
入学直後の第１セメスター（前期）で、他学部・
学科では２年間で振り分けられている共通基礎英語

また卒業するまでに、全員が TOEIC のスコアを
730 点以上取得するようにカリキュラムが組まれて
います。英語圏に留学する学生はさらに高得点を取
得するよう要望します。
留学先は英語圏のみならず、他の複数の文化圏も
選択できます。英語以外に学習出来る言語は、ドイ
ツ語、フランス語、中国語、朝鮮語、モンゴル語が
あります。
海外での留学生活は、言語の習得のみならず、他
の文化の中での生活を通して、国際感覚を身につけ
ることを目的としています。内に閉じこもっていな
いで外に出て、新しい世界に触れ、新しい自己を発
見していくことを、学生に強く望みます。国際社会
を理解し、外国語によるコミュニケーション能力の
向上を目指して、県大の学生が大きく育ち成長して
いくのを、大いに楽しみにしています。

（石田法雄）

■退職メッセージ

県大で過ごした 17 年間
那

須

光

章

人間文化学部人間関係学科

私は 1995 年４月に県立大学開学と同時に本学に
赴任しました。それから 17 年この３月で定年退職
いたします。17 年間お世話になりましてありがと
うございました。
リベラルで、博識・高名な日高敏隆学長のもと、
「テキストは人間、キャンパスは琵琶湖」、「人が育
つ大学」のキャッチフレーズは、今までの大学には
ない新鮮さが感じられ、新大学の前途は洋々たるよ
うに思われました。前任大学に比べて、研究費、研
究室の広さ、教育研究設備いずれをとっても良好な
状態でしたので、本学に赴任できたことを率直に喜
びました。
最初の３年間くらいは学生も１－３回生で、卒
論指導もなかったのでゆったり研究と教育（授業な
ど）に携わることが出来ました。
88

●人間文化

しかし、1999 年ごろから大学設置基準の大綱化
の実施や大学評価・学位授与機構の設置、学校教
育法の改正による大学機構内の役割の明確化（評議
会権限の強化など）などの国家レベルの大学行政の
「改革」の影響を受け、県大でも様々な「改革」が
徐々に進みました。当初の理想や理念が次第に薄れ
て行くように感じたのは私だけだったでしょうか。
そして、2004 年の国立大学の独立行政法人化の強
行、公立大学の同じく法人化が決められ、2006 年
４月、多くの反対意見や時期早尚論を押し切って県
と大学執行部が法人化を強行しました。中期目標・
計画作りや諸規定の制定や改正などの事務作業は膨
大な量になり、職員・教員の多忙化が進行して、本
来の研究・教育に少なからずのマイナスの影響を受
けました。
法人化によるメリットはなくは無いが、私の感じ
では、デメリットの方が多いと思われます。この６
年間の推移を見ればそれは実証されると思います。
大学運営に関する上意下達の傾向強化、授業料の値
上げ、研究費の削減、授業関係・学生支援関係の事
細かな事務作業の増加、報告伝達中心の会議や委員
会の多数開催、教授会の儀式化・形骸化、教員や職
員が自由に意見や議論ができ難い雰囲気が蔓延して
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きている事など。堅苦しく硬直化した様相を呈して

準備で多忙な折にもかかわらず、連日のように学生

きました。また研究面でも、即効的な地域・企業と

から職場のパソコンにメールがあり、もう大学の教

の連携強化や外部研究費獲得競争とトピック的テー

員になってしまった錯覚に陥るくらいであった。結

マへの焦点づけが求められて、基礎的・長期的展望

局年末には５名になってしまった。そして、正月に

を持った研究が軽視されたような感じがしました。

京都駅で初顔合わせすることになった。昨年そのう

前途に大きな希望と新鮮さを感じられた 17 年前の
滋賀県立大学のイメージが、すっかり変わって残念
な気持ちです。
私個人は、前任大学での担当分野を少し変更する
必要もありましたので、十分に研究を進めることが
でませんでした。学科の専門領域と教職課程の教育
の２本立てになり、どちらも中途半端なまま研究で
の明確な方向を見出せず、紆余曲折していました。

ちのひとりがアメリカに帰国（和歌山出身だが、留
学中に知り合ったアメリカ人と結婚）することにな
り、送別会を兼ね名古屋で７年ぶりの再会をした。
彼女らとは１年間の付き合いであったが、明るく楽
しい毎日であった。帰国することになった彼女はゼ
ミのリーダー格の存在だった。赴任後、不安がいっ
ぱいの私を色々面倒みてくれ、感謝している。クラ
ス全体のリーダーでもあった。同時に赴任した福井

６年ほど前から体調を少し悪くして治療をしながら
の教育研究を進めなければならなかったので、教育
指導の方に重点をおいて勤務いたしました。
初期の頃のたくさんの楽しい有意義な体験を思い
出します。環び実習での他学科学生との交流、湖風
祭での学生との協同作業、人間文化セミナー開催の
人集めの苦労、教職員組合の仲間との夏のバーベ
キューパーティ、などなど
ここ数年は、病気と年齢のため気持ち的にも消極
的になり、最低限の仕事しかできていません。諸先
生方や学生諸君に迷惑をかけています。まことに申
し訳ございません。
何とか定年まで続けられたことは、皆様方のご支
援のお陰です。いろいろありがとうございました。
県立大学の今後のご発展をお祈りいたします。

先生のゼミ生も５名で、両ゼミ生 10 名とは遊びは
いつも共有していた。彦根城の夜桜見物では、寒い
なか、おでんを炊いて、焼酎のお湯割りで温まっ
た。卒業旅行では長浜に行き、夜遅くまで騒いで、
翌朝朝食会場で、彼女らの向かいの部屋の中年のご
婦人グループに、
「あなた、学校の先生でしょ。何
を指導してんの」とおしかりを受け、終始無言で頭
を下げていたことが昨日のことのように思い起こさ
れる。
平成 20 年５月から平成 22 年７月まで、土曜日に
半年に６回、給食管理実習の一環として、大学の
地域活動として市内橋本商店街の集会所（通称、い
こう館）にて学生食堂「500 円ランチ」を運営した
が、学生が地域住民と接し、お金を貰える食事サー
ビスの困難さ（接客・原価管理・衛生管理等）が体
験できた良い機会であった。
大学というところは、いろんな経験のできるとこ
ろで、昨年度ある科目の主任出題委員を拝命した。
前期・後期の入試では、質問が来る度、ドキドキの
連続。結果無事終了したが、単なる出題委員では経
験できないものであった。
最後に、９年間生駒から彦根まで、片道約３時間
の通勤はまさに「痛勤」であった。１限の時、入試
の監督の日など、自信のない日は前泊もした。優柔
不断で楽天家の私には、すべて良い思い出である。
４月からは、宝塚の甲子園大学で栄養士養成コー
スの立ち上げ（管理栄養士コースは既存）に参加す
ることになっている。９年間、人間文化学部の先生
方、楽しくお付き合いいただきありがとうございま
した。

大学教員生活９年間を顧みる
吉 田 龍

平

人間文化学部生活栄養学科

平成 15 年４月に、30 年以上勤務した国立病院（最
後は国立千石荘病院）から定年を４年残し、管理栄
養士養成のため本学に赴任した。教員の経験は国立
病院の附属看護学校で週１回「栄養学」を講義した
ほか、武庫川女子大学で「給食管理実習」を２クラ
ス週１日（８時間）非常勤で２年間担当しただけ。
厚生省の出先機関の近畿地方医務局の４年、栄養専
門官であった他は８つの国立病院での管理栄養士の
仕事が主であった。ほんとに勤まんのやろかと不安
がいっぱいであった。
採用が内定し、最初早川教授から講師だからゼミ
生は２名と聞いていた。12 月にはいると、正月の
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■ INFORMATION
●2011年度教員活動報告
━━━━━━━━━━
◦地域文化学科
■黒田末壽（くろだすえひさ）地域学・人類学
１

ゼミ近況

「人と地域」ゼミは院生の山形蓮さんを中心に東日
本大災害被災地の支援を展開している。ミニコミ
誌『人と地域』は３号分が発行間近。卒業生10人。
その一人は家が福島市。故郷で農業をする夢を絶た
れた彼女は、この１年間、原発事故とは何か、自分
はこれからどう生きるかを、ボランティアや様々な
集会に参加して考え続けた。原発さえなければの悔
しさに加え、両親も被っているかもしれない内部被
曝の怖さ。結論は、「福島以外で農業をします。し
かし、両親に介護が必要な状態になれば、すぐに帰
る決心はつきました」だった。私は聴くしかできな
い。しかし、みんなが大人になったと実感する言葉
を残して行く。それを聴ける「職福」もあと１年限
り。学生たちには、自分が生きている姿を励みにす
る人・家族がいるような人生を歩んでほしい。
２ 活動
私の実践型地域学は地元学との出会いで明確にで
きたものの本にするのは持ち越し。８月、余呉の
方々県内県外の参加者と２カ所で焼畑。５年目に
して課題山積だったが、収穫祭は盛り上がった。10
月、ビバシティで「KOTO 森くらしフェスタ 2011」
（湖東流域森林づくり委員会）。災害に対処できる森
林施業のアピール、岩手県住田町の木造仮設住宅
建設事業紹介、川村工務店（東近江市今在家）の仮
設住宅「ものおき君」実物展示など。2500 人以上
の人が楽しむイベントに。11 月より安土の生産森
林組合の将来の討議に参加。11 月末、ＮＰＯメロ
ディーと県大のハーモニーによる障がい児・者と
交流する「クリスマス会」。ボランティアの皆さん
のおかげで 300 人の楽しい会に。１月、自然エネル
ギーをてこにまちづくりを進める高知梼原町前町長
の中越武義さんの講演会。40 名の聴講者のほとん
どが学外しかも多くは県外から。脱原発を具体化す
る動きと期待の大きさを実感した。私たちの焼畑グ
ループもまず来春 200wh 規模の小水力発電を始動
する。エネルギー生産で地域再生を現実にしたい、
その一歩。
３ 出版物
○ S. Kuroda：Collective Excitement and Primitive
War（The Group：Evolution of Social Systems,
in print） ○ S. Kuroda et al.：Reconstructing
the Forest of Life: Establishing of a sustainable
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living system in the riverhead regions,（PracticeOriented Area Study, in print）
。○『在地の知』の
焼畑、地域関連。など。
■荒井利明（あらいとしあき）現代中国論
月日は確実に過ぎて、私の彦根生活も残り１年と
なりました。６年目の今年度、
「現代ジャーナリズ
ム論」を初めて担当しました。非常勤の先生がやめ
られたための代役でしたが、隔年開講ですので、最
初で最後の講義となりました。新聞社に 35 年間勤
務していたという体験はありましたが、ジャーナリ
ズムに関する本などを読み、とても勉強になりまし
た。
初めてといえば、本学の活動とは直接関係がない
のですが、どんなものかなとの思いで、滋賀大で前
期、初めて非常勤講師を務めました。講義内容は、
本学で担当している「現代中国論」とほぼ同じでし
た。琵琶湖畔を自転車でお城の方に向かいながら、
教育のためには、非常勤よりも常勤の教員の方が
ずっとよいなあ、とつくづく思いました。
過去２年間の活動報告でもふれた中国現代史の見
直しに関する著作『「敗者」からみた中国現代史』
（日中出版）を 2011 年 11 月に刊行しました。これま
での本同様にあまり売れていないのですが、
「質と
量については著者の保証付き」と、年賀状で友人、
知人に宣伝しました。
これに関連して、中国情報サイトの「サーチナ」
で 2009 年３月から始め、2010 年８月にいったん中
断した月２回のコラム（「『敗者』たちの叫び」）連載
を、2011 年 11 月から「続・
『敗者』たちの叫び」と
改名し、再開しました。いつまで続くかわかりませ
んが、中国現代史の真相に迫る作業の一環として位
置づけています。
ゼミの学生は、４回生３人、３回生３人、計６人
と、これまでになく多く（これまでは毎年１人か２
人でした）
、何人だったら最もいいのだろう、など
と考えました。私自身は 40 数年も前の学生時代、
ゼミの体験がなかったものですから、ゼミでは何を
どうすべきなのか、試行錯誤しているうちに、最後
の年を迎えることになりました。
■田中俊明（たなかとしあき）朝鮮古代史、古代日朝関係史
これまでの文章が長いとのご指摘をいただいたの
で、今年は清水義範流に「いろいろあった」で終わ
ろうかとも思ったけど、この１年どのような研究を
したのかを明示することは、自分のモチベーション
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を高める上でも有効なので、その点のみを簡単に。

はほとんど行われていない。今年度、国土座標の移

なお、学科改編とかで、この大学からアジア史研究

動など測量実習も兼ね、学生が主体となって千手寺

がなくなるので、わたしも研究・教育を文化交流

近くの破壊古墳の墳丘および周辺の地形測量を行っ

史・関係史にシフトを移すことにしたいと考えてい

た。中世以降の石切り場の存在確認なども含めた分

る。

布調査と破壊古墳の調査を来年度以降に実施したい

この１年の調査。科研２つと三菱財団、および他
の科研や歴博の共同研究で、たびたび海外調査を実
施できた。２月末中国遼寧、３月中旬韓国、３月下
旬韓国、５月末韓国、７月下旬韓国、８月後半トル
コ、９月上旬内蒙古、９月下旬韓国、10 月末韓国・
中国吉林、12 月初韓国。
この１年で公刊した論文その他。「古代朝鮮にお
ける羅城の成立」「朝鮮三国の陵寺について」（橋本
義則編著『東アジア都城の比較研究』京都大学学術
出版会、
2011.2）
・
「
『魏志』倭人伝を読む」
（
『歴史読本』
56 巻４号、新人物往来社、2011.4）・「日本・朝鮮
の軍事遺跡」（荒野泰典ほか編『律令国家と東アジ
ア』日本の対外関係２、吉川弘文館、2011.5）・「百
済の複都制をめぐる問題」（林博通先生退任記念論
集刊行会編『琵琶湖と地域文化 林博通先生退任記
念論集』サンライズ出版、2011.6）・「『魏志』倭人
伝全文を読む─原文／読み下し文／現代語訳／注
釈・解説」（『歴史読本』編集部編『ここまでわかっ
た！邪馬台国』新人物文庫、2011.6）・「古代の国際
都市大津」
（滋賀県立大学人間文化学部地域文化学
科編『大学的滋賀ガイド』昭和堂、2011.7）・「文献
からみた政治史─卑弥呼時代前後の東北アジア情
勢」
（
『弥生時代の考古学４ 古墳時代への胎動』同
成社、2011.8）・「武寧王代百済の対倭関係」（『百済
の国際性と武寧王』公州大学校百済文化研究所・
百済学会、2011.10）・鼎談（一瀬和夫・菱田哲郎と）
「東アジアの中で、巨大古墳はいかにして出現した
か」
（
『巨大古墳の出現』新・古代史検証 日本国の
誕生、文英堂、2011.10）
「百済王敬福をめぐる問題」
（
『百済と遺民』百済学会、2011.12）。
■定森秀夫（さだもりひでお）考古学
2011 年度のゼミ生は、大学院２年が１名、学部
４年が５名、学部３年が３名であった。修士論文と
卒業論文の作成では、皆四苦八苦していたが、各人
ほぼ満足のいく内容に仕上がっていたのではないか
と思う。
今年度は、昨年度末に引き続いて膳所茶臼山古墳
測量調査を継続した。県立大学と京都府立大学が中
心となり、立命館大学、京都橘大学の院生・学部生
が参加した。年度内の墳丘測量図の完成が不可能と
なり、2012 年度に継続することになったが、墳丘
構築に関する新たな知見を得ることができた。ま
た、３Ｄ復元の作業も進行する予定である。
荒神山に所在する後期群集墳に関しては分布調査

と思っている。
京都府立大学考古学研究室との第２回研究交流会
を 12 月４日、県立大学で開催した。府立大学考古
学研究室との学生交流を今後も継続していきたい。
県立大学の考古学専攻学生は、近畿で開催される各
種の研究会に積極的に参加し始めていて、研究活動
に良い影響が出ていることは、大変喜ばしい。
◦「木村定三コレクションの陶質土器」
（
『木村定三
コレクション朝鮮陶磁』
、愛知県美術館、2011 年）
。
◦「三重県出土の陶質土器」
（
『林博通先生退任記念
論集 琵琶湖と地域文化』
、サンライズ出版、2011
年）
。
◦「近江の渡来人・渡来文化」
（
『大学的滋賀ガイ
ド』
、昭和堂、2011 年）
。
◦滋賀県環境影響評価審査会委員
◦彦根市文化財委員会委員
◦彦根城跡保存整備実施計画検討委員会委員
◦滋賀大学非常勤講師
■濱崎一志（はまざきかずし）都市史、保存修景
研究活動
今年も引き続き、奈良県立橿原考古学研究所の西
藤清秀氏らとともに、シリア・アラブ共和国パルミ
ラ遺跡における発掘調査を継続する予定であったが
（科研費基盤A 17251008）
、シリア情勢の悪化した
ため外務省の退避勧告により現地調査を中止した。
また、滋賀県立琵琶湖博物館の川那部浩哉氏の
「地域住民による琵琶湖沿岸の〈生命の賑わい〉総
合調査の方法論と具体的手法の確立」（科研費基盤
B 22300277）に研究分担者として参加し、琵琶湖沿
岸の木小屋、灰小屋、煙草蔵などの絶滅危惧建物の
調査を継続した。
たねや近江文庫との共同研究として『近江八幡市
北之庄町周辺景観復原調査』を受け入れ、旧八幡町
と丸山・白王の水郷地帯に立地する北之庄の景観構
造の調査・研究を実施した。
また、米原市教育委員会の依頼を受け、奥伊吹山
村集落の文化的景観の調査研究を実施した。
教育活動
平成 22 年度まで文部科学省「地域再生人材創出
拠点の形成」プログラムに採択された「近江環人地
域再生学座」に参画してきたが、今年度からは大学
院の副専攻として継続することとなり、その運営に
携わるとともに、地域再生学特論を分担した。
また、前年度に引き続き近江楽座の助成金を申請
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ロジェクトや、湖東の古民家を対象とした『いかし

■棚瀬慈郎（たなせじろう）文化人類学、チベット学
８月下旬に中国青海省西寧にある青海民族大学を

て民家？』プロジェクトを継続し、地域の活性化や

訪れた。そこで「インドヒマラヤのチベット系社会

地域文化の振興を視野に入れた教育プログラムを実

における親族関係」という題で講演をおこなった。

施した。

青海民族大学からは副校長をはじめとする代表団が

社会貢献
長浜市余呉町丹生地区の余呉型の空き民家の修復
体験を湖北古民家再生ネットワークとともに実施し
た。地元住民の参加は少なかったが、都市部の住民
や学生が多数参加し、修復中の民家の活用と地域の
活性化の方法について検討した。
彦根を中心に活動する彦根景観フォーラムのメン
バーとして民家の調査・公開に協力し、民家の保
存・活用と地域の活性化に貢献した。

10 月 20 日に本学を訪れ、一般交流協定を調印する
ことができた。青海はチベット族、モンゴル族など
少数民族が多く居住する地域である。今後この協定
を発展、利用することで本学に於ける教育、研究に
生かしてゆきたい。
９月には２週間ほどかけてジェクンドからデル
ゲ、カンゼなどの四川省のチベット人地域を旅する
ことができた。その記録は「チベット文化研究会
報」第 36 巻１号に掲載された。
長らく校正作業を続けていたヒマラヤのチベット
系社会についての民俗誌は、やっと「The Tibetan
World of the Indian Himalaya」
（ISBN978-81-7304957-6）としてニューデリーの Manohar から近日出
版される運びとなった。

し、彦根市男鬼町で『山村「男鬼」の村おこし』プ

■水野章二（みずのしょうじ）日本中世史
近年の研究は、環境史・災害史と近江地域史が
基本となっている。環境史・災害史関係では、編
著『琵琶湖と人の環境史』（岩田書院）を刊行。序
章「琵琶湖の歴史的環境と人間」、コラム「湖東地
域の古代・中世遺跡」、論文「近江国河上荘の湖岸
と後山」を執筆した。また「古代・中世における山
野利用の展開」（湯本貴和編『林と里の環境史』、文
一総合出版）が刊行された。森林総合研究所関西支
所・大阪市立自然史博物館・総合地球環境学研究所
共催の「2010 年代のための里山シンポジウム」報
告論文集に「里山空間の成立」を執筆、近刊。これ
らは里山関係のものである。「琵琶湖の環境史」を
執筆した滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科編
『大学的滋賀ガイド』（昭和堂）が刊行されたが、こ
れは概説的な内容。また災害史については、井原今
朝男編『中世の環境と開発・生業』（吉川弘文館、
近刊）に「開発と災害」を執筆した。
近江地域史では、『甲賀市史』第２巻に「甲賀の
荘園」を執筆、近刊される。近江環人の関係で出版
される『地域診断法』（新評論）に「滋賀県（近江）
の歴史の特性」を執筆、今後テキストとして使用す
る。
『東近江市能登川の歴史』第４巻資料・民俗編
（東近江市役所）に「資料編概説」および「中世資
料解説」を執筆。これは３月の刊行予定であるが、
同じく『東近江市能登川の歴史』第２巻中世・近世
に執筆した「中世荘園の環境」の刊行は来年度にな
る。また亀岡市地域資源活用実行委員会専門委員と
して参加した『大堰川の筏をめぐる民俗技術』・同
ＤＶＤも出版された。
７月に日本民俗学会第 63 回年会プレシンポジウ
ム「文化的景観と原風景」（滋賀県立琵琶湖博物館）
で、
「文献史学における景観─日本中世史を中心
に─」を報告。９月にはレイカディア大学（米原）
で、
「近江の中世村落」を講演した。
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■京樂真帆子（きょうらくまほこ）日本古代史
このたびの東日本大震災および原発事故に被災さ
れたみなさまに、心からお見舞いを申し上げます。
私が以前に住んでいた茨城県も、地震被害を受け
ました。特に、
「国土の歴史的景観に寄与する」登
録文化財であり、茨城大学の「お宝」でもあった六
角堂（岡倉天心の思索の場）が大津波にさらわれ跡
形もなくなったとの報には、五浦美術文化研究所の
メンバーでもあった私は衝撃を受けました。この他
にも県内には被災史料がたくさんあり、そのレス
キュー活動も始まっています。その主力メンバーに
かつての教え子たちがいることに、私はとても勇気
づけられています。大学人として、そして日本史研
究者としてすべきことを考え実行していきたいと思
います。
さて、本年度は学科長としての業務に忙殺されま
した。大学教員が様々な業務に追われて研究時間を
減らしている、との報告（
「減少する大学教員の研
究時間─「大学等におけるフルタイム換算データに
関する調査」による 2002 年と 2008 年の比較─」
・文
部科学省科学技術政策研究所・2011 年 12 月）が出さ
れていますが、大いに共感・実感するところです。
そうした中で、今年度は研究成果を、それなり
に、あげることが出来ました（まだ公刊されていな
いものもありますが）
。特に、地域文化学科の同僚
たちと一緒に仕上げた『大学的滋賀ガイド こだわ
りの歩き方』
（昭和堂）は、私にとっても意義深い
ものとなりました。みなさま、どうぞご愛読くださ
い。
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■市川秀之（いちかわひでゆき）民俗学

３回の研究集会を鳥取で開催しました。９月に研修

2011 年度は忙しい一年であった。10 月１～３日

旅行で韓国に行くことができ、順天、木浦、全州、

に本学で日本民俗学会年会を開催し、前半はその準

釜山などを巡りました。11 月には韓国で倭城調査

備が大変であった。当日は全国から 400 人ほどの研

を実施し、南海倭城、泗川倭城、固城倭城、加徳倭

究者が集まったが、手伝ってくれた学生たちのきび

城、梁山倭城の簡易測量をおこないました。国内で

きびした働きぶりへの賞賛の声をたびたび耳にした
ことが一番うれしかった。年会が終わったころに濱
崎・森川・武田３先生とともに長浜市の「地域のお
宝活用事業」を受託し、地域遺産のデータベース作
りやその活用プランの作成を慌ただしくおこなっ
た。また昨年に引き続き長浜市曳山祭の調査を武田
先生とともに受託し、春には祭りの調査、後半はそ
の報告書作成に追われた。2012 年は仕事を整理し
て研究時間を確保するように努力しないといけない
が、大阪の八尾市史編纂も引き受けてしまった。
今年度から科学研究費基盤研究Ｃ「広域神社祭祀
とコモンズの環境民俗学的研究」が始まり、資料調
査などを行ったが、前述のようなありさまで長期の
調査にはあまりいけなかった。昨年度の活動報告以
降に刊行された業績は末尾の通りだが、その他に
『能登川の歴史』資料編の民俗も脱稿し現在は校正
中である。
教育面では武田先生とともに環琵琶湖文化論実習
を担当し、以前から調査をしている高島市マキノ町
白谷や長浜で学生とともに調査を実施した。ゼミで
は３回生が夏に若狭で調査をおこない、２月には民
俗学実習の受講生らと大雪の米原市甲津原でオコナ
イの調査をした。フィールドワーク教育の成果はな
かなか目に見えないが、継続することが大切だと感
じている。４年ゼミ５名、修士３名も無事卒業した。
◦（共著）林博通先生退任記念論集刊行会編『琵琶
湖と地域文化』サンライズ出版 2011 年６月４日
（
「墓標が語る宿場町の近世」p285 ～ p293 を執筆）
◦（共著）滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科
編『大学的滋賀ガイド』昭和堂 2011 年７月 20 日
（
「民俗学からみた近江の村落」p133 ～ p143 を執筆）
◦（単著）
「肥後和男宮座論の再検討」『国立歴史民
俗博物館研究報告』第 161 集 2011 年３月 p61 ～
p75
◦（単著）
「山口県防府市域の当屋制」『国立歴史民
俗博物館研究報告』第 161 集 2011 年３月 p317
～ p351
◦（単著）
「明治天皇巡幸と神社の創出」『淡海文化
財論叢』第３輯 2011 年９月 17 日 p216 ～ p221

は岩村城跡で経塚の測量調査、大溝城跡出土遺物の
実測などを実施しました。また、四条畷市・大東市
より委託を受け飯盛山城跡で、ＧＰＳを利用して、
より精度の高い城跡の簡易測量図を作成するテスト
をおこないました。
◆教育活動
赴任した初年度に３年生４名、４年生１名、院生
１名のゼミを受け持つこととなりました。初めての
卒論指導は、指導というよりもむしろ自分自身も学
生と一緒になって学んだという印象が強く、提出し
たときはほっとしたのが正直な印象です。３年生は
全員中世の城や陶磁器、武具をテーマとしており、
来年の卒論指導が楽しみです。
◆社会活動
滋賀県内では彦根市の彦根城世界遺産登録推進委
員会の委員をはじめ、特別史跡彦根城跡保存整備実
施計画検討委員会、彦根城跡内文化財保存活用計画
策定委員会、特別史跡彦根城跡内樹木整備実施計画
策定ワーキンググループなどの委員として彦根城の
保存、修景に関わることができました。また、来年
度に開館する滋賀県平和祈念館の運営会議委員に就
任しました。これまで収集された膨大な戦争資料を
これからどう活用していくのかが課題です。さらに
県内では滋賀県立安土城考古博物館運営懇話会の委
員として博物館運営に、米原市文化財保護審議会、
多賀町文化財保護審議会の委員として市町の文化財
保護に、それぞれ関わることができました。

■中井

均（なかいひとし）日本考古学

◆研究活動
４月に滋賀県立大学に赴任しました。研究活動と
しては織豊期城郭研究会で、織豊期の支城について
全国集会を開催しました。また、大名墓研究会の第

■亀井若菜（かめいわかな）日本美術史
県立大へ赴任して３年目となった。この地で、こ
の大学で、自分がどのように研究や教育を進めてい
きたいのか、本腰を入れて考えた１年であった。
教育活動
今年のゼミ４回生は６人。卒論は全員が無事提出
できたものの、１年間のゼミの進め方については
もっといいやり方があったのではと考えてしまっ
た。特に就職活動と重なる４回生前期のゼミの進め
方についてはどうしていくべきか考えどころであ
る。学外実習としては７月に平等院へ、10 月に奈
良に行った。どちらにおいても学生が熱心に見学す
る姿に接することができた。室生寺では金堂の薬師
如来像や十一面観音像を内陣にはいって拝むことが
できた。ほかにミホミュージアム、大津市歴史博物
館、室生芸術の森や奈良基督教会を訪れた。また夏
には多賀の一円邸で市川ゼミとともに学生と、掛軸
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［2］活動一覧

の調査を行った。
研究活動

著書

絵巻研究の科研のメンバーとして、いくつかの調

『東洋文庫所蔵北京ウンドル王府モンゴル語文書記

査を実施した。九州国立博物館で「九相詩絵巻」、

録帳』
、内蒙古人民出版社、2012 年２月

東京国立博物館で「星光寺縁起絵巻」「清水寺縁起

論文

絵巻」、京都国立博物館で「なよたけ物語絵巻」模
本を調査した。この科研では絵巻の絵の場面をキー
ワードから検索するためのデータベース作りも並行
して行っており作業は進行中である。また自分の絵
巻研究の一つの集大成として「粉河寺縁起絵巻」に
ついて執筆をしている。早く書きあげたいと焦る毎
日だ。また長年友人と共有している「日本美術」の
あり方を相対化したいという視点から、アイヌ民族
の美術を訪ねる旅に随行した。原生林が迫る大自然
の中で創作を続けた砂澤ビッキの音威子府のアトリ
エなどを訪問した。
社会活動
地域の講座で声をかけていただき、講演をした。
多賀の一円邸で「里の駅つどい33」として、また、
守山市の「つがやま市民教養文化講座」として、
「桑実寺縁起絵巻」の話を聞いていただいた。
■ボルジギン・ブレンサイン

社会史、モンゴル・中

国東北地域史

［1］年間活動
今年度は、新規の科研費（基盤研究Ｃ）
「現代中国
の民族識別期における旗人の動向に関する研究」が
採択された。また、平成 21 年度からスタートした
名古屋大学の大型科研（基盤研究Ｓ）
「牧畜文化解析
によるアフロ・ユーラシア内陸乾燥地文明とその現
代的動態の研究」の研究分担者としての研究も三年
目となり、中国やモンゴル国を対象にした海外研究
調査を重ねてきました。今年度は下記の通り日本国
内外において５回の招待講演と３回の学術発表を行
い、その他論文も３篇が発表された。教育活動につ
いては、９月に夏休みを利用してゼミ生を内モンゴ
ル民族大学（内モンゴル通遼市）に短期留学生とし
て送り出した。内モンゴル民族大学と滋賀県立大学
は大学間交流協定の締結に向けて最終調整を行っ
ているところであり、短期留学生派遣はその基礎を
つくるための意義を持つ。また年度内の３月にも一
人の学部生を同大学に短期留学生として送り出す予
定である。大学院では修士課程の学生を一人卒業さ
せた。また博士課程在籍生の論文を学内誌『人間文
化』に掲載した。そのほか、大学院のゼミの一環と
して進めてきた東洋文庫所蔵「北京ウンドル王府モ
ンゴル語文書記録帳写本」の研究成果も年度内の出
版に向けて最終調整に入っている。
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①「近 現代におけるモンゴル社会の構造変動と社
会史の可能性」
、早稲田大学モンゴル研究所
編 吉田順一監修『モンゴル史研究─現状と展
望』明石書店、2011 年６月、pp362-377
②「辺縁地区異族衝突的複雑構造─囲绕1891年“金
丹道暴动”的討論」
（中国語訳王晶、謝咏梅監
訳）
、達力扎布編『中国辺境民族研究』第五輯、
2011 年 12 月、pp341-353
③「近現代喀喇沁・土默特地区区域利益集団之形成」
（中国語訳謝咏梅）
、達力扎布編『中国辺境民族
研究』第五輯、2011 年 12 月、pp331-340
招待講演
①「観光資源としての「境界線」
」
2011年９月28日、
内蒙古師範大学旅遊学院
②「 黄金の仔馬は何処へ行ったか」2011 年９月 15
日、内蒙古師範大学歴史文化学院
③「モンゴルの多様化について」2011 年９月 17 日、
内蒙古師範大学歴史文化学院
④「 旗地縮小と所謂「過放牧」について」2011 年
９月 26 日、内蒙古師範大学歴史文化学院
⑤「自分を如何に研究するべきか─フイルドワーク
について」2011 年９月 28 日、内蒙古師範大学歴
史文化学院
学会口頭発表
①「モンゴルと東アジア共同体～資源開発とモンゴ
ルの安全保障～」
、
「東アジア共同体の現状と展望」
（渥美国際交流財団関口グローバル研究会主催）
、
７月２日、長野蓼科
②「 ハ ラ チ ン・ ト メ ド 地 域 と ハ ル ハ モ ン ゴ ル の
独 立 」
〝
“MONGOLIAN SOVEREIGNTY AND
MONGOLS”International conference″
、12 月９
日～ 11 日、ウランバートル
③「国境を跨る民族帝王の現代的意味─モンゴル国
におけるクビライの評価をめぐる論争」
、
「第九回
草原文化百家論壇─クビライと十三世紀」
、2012
年１月 12 日～ 13 日、フフホト
■東幸代（あずまさちよ）日本近世史
Topic
昨年の活動報告提出後、宮津市の歴史シンポに
登壇しました。そこで、学部・大学院時代に御世
話になった地元の皆さんと 15 年振りに再会しまし
た。双方、相まみえるなり「お変わりないですね
え！」
。あっという間に時計が巻き戻されたような
一日でした。郷土の歴史に対する変わらぬ探求心に
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感心するとともに、今も応援して下さることを本当

中心部の商店街調査、勝沼扇状地の観光農園見学・

にありがたいと思いました。また、秋には、敦賀市

モモ狩り体験などを行いました。

で、亡くなられた郷土史家を偲ぶ歴史シンポに登壇

◆研究活動

しました。私と問題関心を共有していた方でした

本業の産地研究では、宮崎・鹿児島のウナギ産業

が、生前お目にかかる機会がありませんでした。惜

を調査し、静岡に代わるウナギ王国としての“強

しまれます。
研究活動
今年度は、東近江市『能登川の歴史』の史料編と
本文編の執筆に多くの時間と力を注ぎました。歴史
地震に関する科研が最終年度を迎え、その成果をも
とに、大津市と京都市で講演を行いました。この数
年間多くの古文書を読み込みましたが、地震の痕跡
を示す信頼のおける記載というのは稀にしか見あた
りません。そのため、史料調査には時間と集中力を
要しますが、誰かがやらねばならぬ仕事だと思いま
す。科研が終了しても、引き続き意識的に史料を収
集していこうと考えています。
教育活動
本ゼミ初の卒院生が、今春から草津宿本陣に嘱託
学芸員として御世話になっております。学生達を同
伴して現地で行った古文書調査のうち完了したもの
は、高島市深溝区の藤本家文書と、文化的景観指定
にかかる長浜市菅浦区の須賀神社文書です。地元の
方々と交流するなど、学生にとっても良い経験と
なったと思います。このうち藤本家文書を利用して
卒論を執筆した４回生がいます。また、甲賀市から
整理用にお預かりしている山伏の古文書を用いて、
卒論を書いた４回生もいます。
社会活動
秋、東日本大震災にかかる古文書保全ボランティ
アに参加しました。事務局の東北大学には、山のよ
うに古文書が搬入されており、私は南三陸町歌津の
文書のクリーニング等を担当しました。冬、大溝藩
主分部家文書の調査が終了しました。これから２、
３月には、それぞれ長浜市高月町、米原市での講演
を控えています。いつもながら慌ただしい年度末です。

さ”を分析しました（南九州におけるウナギ産業の
特徴．2011 年人文地理学会大会口頭発表）
。この他
で活字になった研究成果は以下の通りです。
塚本礼仁 2011．琵琶湖岸の生業と景観─重要文化
的景観「近江八幡の水郷」の現状と課題─．水野
章二編『琵琶湖と人の環境史』岩田書院．pp.259266．
塚本礼仁 2011．滋賀の産業観光とその将来．滋賀

■塚本礼仁（つかもとれいじ）地理学
◆教育活動
今年度のゼミは四回生が３名、三回生が１名で、
懸念していた“過疎化”が本格的なものになってき
ています。卒業論文の指導は、提出間際の日本語
チェックに最大の労力を使うという、情けない終わ
り方でした。ゼミの掟として昨年度まではそれなり
に効果のあった“塚本版卒論スケジュール”がほと
んど動かなかったので、昨今の学生に合わせてそろ
そろリニューアルしなければならないのかもしれま
せん。
学外実習では山梨県を訪れ、甲府貴石細工（経済
産業大臣指定・伝統的工芸品）の工房見学、甲府市

県立大学人間文化学部地域文化学科編『大学的滋
賀ガイド──こだわりの歩き方』昭和堂．pp.161175．
◆社会活動
昨年度に引き続き、滋賀県立農業大学校の非常勤
講師（「滋賀の地理と文化」担当）と東近江市『能登
川の歴史』編集・執筆（近現代）委員をつとめました。
■島村一平（しまむらいっぺい） 文化人類学、モンゴル研究
今年度は、ありがたいことに本学の長期在外研
修 が 採 択 さ れ、10 月 よ り ４ か 月 間（2011.10.13 ～
2012.2.12）
、イギリスのケンブリッジ大学社会人類
学部にて研修をさせていただいた。まずは私の不在
中、お世話になった先生方に深く感謝する次第であ
る。
したがって４回生の卒論指導に関しては、10 月
以降、イギリスと日本の間でメールによる通信添削
の形で行った。提出前の最後の１週間は、９時間の
時差を乗り越えながら、学生諸君も私自身もよく頑
張ったと思う。３回生も、自主ゼミで本を三冊読ん
だ他、夏休みに行った海外の異文化体験をエッセイ
としてまとめてもらった。また、夏には学生のモン
ゴル研修ツアーも行った。研究活動の詳細は以下の
通りである。
◆研究活動
【著書】
（単著）
『増殖するシャーマン─モンゴル・ブリヤー
トのシャーマニズムとエスニシティ』
、春風社、580
ページ（2011.12）
。科学研究費補助金・研究成果促
進費。
“Chinghis khaan khenii baatar yum be ?”
M. Sh. U. A（
『チンギスハーンは誰の英雄か』
、モン
ゴル科学アカデミー歴史学研究所）
、全 136 ページ
（2012.3）
【学会発表など】
１．
「ポスト社会主義におけるシャーマニズムの活
性化」
、国立民族学博物館共同研究会『内陸アジア
の宗教復興─体制移行と越境を経験した多文化社会
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における宗教実践の展開』（2011.6.18）於：国立民族

究集会第４分科会パネラー「新渡日の児童・生徒の

学博物館。

教育をめぐって」
（２月 18 日）
。

２．Power, Morality, and Ethics: An Ethnological
Report on the “Pandemic” of shamanism in
Contemporary Mongolia, MIASU Seminar,
Mongolia and Inner Asian Studies Unit, the
University of Cambridge（2012.1.24）
【調査活動】
モンゴル国南ゴヴィ県およびウランバートル市に
て調査（2011.8.24 ～ 9.14）、科研費基盤研究Ａ『モ
ンゴル・中央アジアにおける社会主義的近代化に関
する比較研究』（代表研究者：小長谷有紀）。（研究
分担者）
■河かおる（かわかおる）朝鮮近代史
今年度も国際コミュニケーション学科開設準備に
追われ、他のことはあまりできなかった一年でした。
【教育活動】
近江楽座のプロジェクト「バンデイラ・ジ・オウ
ロ」の指導教員を継続しました。立ち上げメンバー
の後継者ができて嬉しく思います。
卒論生がここ数年では最も多い４人、それに修論
生もいたので、年末年始は大忙しでしたが、無事全
員提出できて良かったです。
【研究活動】
◦辞典執筆（13 項目）
『岩波 世界人名大辞典（仮
称）
』岩波書店（2013 年刊行予定）
◦「滋賀県の近現代史のなかの朝鮮人」滋賀県立大
学人間文化学部地域文化学科編『大学的滋賀ガイ
ド─こだわりの歩き方』昭和堂、2011 年（共著）
◦「シンポジウムの記録 女性国際戦犯法廷から
10 年・国際シンポジウム 「法廷」は何を裁き、何
が変わったか─性暴力・民族差別・植民地主義」『女
性史学』21,2011 年
◦河かおる「人物コラム：李光洙」『岩波講座 東
アジア近現代通史⑹ アジア太平洋戦争と「大東亜
共栄圏」1935-1945』岩波書店、2011 年
科学研究費（若手Ｂ）
「滋賀県の近現代史における
在日朝鮮人・朝鮮に関する基礎研究」の最終年でし
たが新学科開設準備に追われてあまり進みませんで
した。
学会誌の論文査読を数本行いました。
【地域活動】
愛荘町多文化共生推進プラン策定懇話会・座長
（2010 年 10 月〜 2011 年９月）、東近江市史調査執筆
委員（2006 年９月〜）。滋賀県高等学校社会科教育
研究会・県外研修講師「戦時中の外国人に対する強
制労働」（８月２日）、彦根市立城東小学校校内人権
教育職場研修講師「在日朝鮮人の差別の歴史に学ぶ
〜「平和の誓」像」（１月 11 日）、第 43 回京都市研
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■武田俊輔（たけだしゅんすけ）社会学
◆研究活動
①科研費（若手Ｂ）
「戦後日本における地域伝統芸能
の変容と『地域活性化』に関する（歴史）社会学的
研究」
②科研費（基盤Ｂ、分担）
「社会調査史の多次元的な
構築に関する総合研究」
③㈶長浜曳山文化協会から受託研究「長浜子ども歌
舞伎および長浜曳山囃子民俗調査記録作成事業」
④ＮＨＫアーカイブストライアル研究「テレビにお
ける戦後『農村』表象とその構築プロセス：
「農事
番組」を手がかりとして」※放送文化基金・メディ
ア総合研究所よりそれぞれ４月から研究助成あり。
⑤学内特別研究「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」
年度内に公表・公表予定の論文などは以下の通り。
武田俊輔，2011，
「盆踊りの輪の排除と包摂：
『江州
音頭』の現在」滋賀県立大学人間文化学部地域文化
学科編『大学的滋賀ガイド』昭和堂．
武田俊輔，2012，
「柳田民謡論の可能性：歌の発生
とその伝承の『場』をめぐって」細川周平編『民謡
からみた世界音楽：うたの地脈を探る』ミネルヴァ
書房．
武田俊輔，2012，
「滋賀県立大学学部生のワーク・
ライフ・バランスと男女共同参画に関する意識」
『人間文化』30 号．
武田俊輔，2012，
「長浜曳山祭における社会的文脈
の流用 観光／市民の祭／文化財」財団法人長浜曳
山文化協会・滋賀県立大学人間文化学部地域文化学
科『長浜子ども歌舞伎および長浜曳山囃子民俗調査
報告書 長浜曳山祭の芸能』
．
◆教育活動
ゼミは３回生 10 名、４回生３名。近江楽座「バ
ンデイラ・ジ・オウロ」指導教員。
◆社会貢献活動
①「潜入！長浜曳山まつりの舞台裏～滋賀県立大学
生による曳山まつり調査報告会～」
（12 月 18 日）
。
㈶長浜曳山文化協会伝承委員会・長浜曳山まつり学
生報告会（２月 25 日）
。
②講演「長浜曳山祭と地域コミュニティ」
（５月 22
日、田町会館）
、長浜曳山祭囃子保存会 40 周年記念
フォーラム基調講演「囃子継承の現状」
（11月19日、
豊国神社参集殿）
③長浜市受託事業「長浜市地域お宝活性化事業」
④財団法人長浜曳山文化協会伝承委員会「学生から
見た長浜曳山まつり」開催（２月 25 日）
⑤マキノ町白谷民俗資料館再生プロジェクト
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⑥トヨタ財団「在日外国人の子どもの『育ち』を応

ジェクトに追われる一年から脱却して、じっくり研

援するための拠点とネットワークの構築」連絡責任

究教育活動に時間を割くことを目標にしていました

者

が、現実はそう甘くありませんでした。期待できる
成果としては、研究室で編集発行している地域雑誌

■石川慎治（いしかわしんじ）保存修景
◆研究活動
今年度は、「パルミラ遺跡・家屋墓内部の復元調
査」という研修課題で短期在外研修が決まっていた
のですが、研修先であるシリアの情勢不安のために
中止となってしまいました。最近の報道を見ても、
これからの数年はパルミラにおける調査研究に取り
組めなさそうな状況であり、非常に残念な思いをし
ました。
一方、彦根市内の伝統的建造物を例年よりも数多
く調査する機会に恵まれました。調査対象は、足軽
組屋敷から近江商人屋敷までと様々でしたが、変
わったところでは足軽組屋敷群の中に建つヴォーリ
ズ建築などもあり、地域文化学科・濱崎教授ととも
に楽しく調査することができました。今後、これら
の建物は市指定文化財や国の登録文化財になる予定
とのことですが、彦根の地域文化がよりよい形で継
承されることを願うばかりです。
また、科学研究費の若手研究Ｂ「滋賀県における
横向きツシを持つ伝統的町家の研究」が最終年とな
り、現在、成果を取りまとめている最中です。
それから、地域文化学科編集として刊行された
『大学的滋賀ガイド─こだわりの歩き方』（昭和堂）
のなかで「近江の宿場」を執筆しましたが、普段の
研究成果を一般の方に読んでいただける機会を持て
たことはよかったと思っております。
◆教育活動
今年度もゼミの４回生が１人でしたが、例年同
様、卒論指導はバタバタしてしまい、反省しており
ます。毎年、「来年度こそは落ち着いて卒論指導を
したい」と思っているのですが、来年度は４回生が
４人いますので、この調子だと来年度も無理のよう
です。
◆社会活動
昨年度から「彦根城跡内文化財保存活用計画策定
委員会」
（彦根市）の委員をお引き受けしておりま
すが、今年度は新たに、「東草野地域山村集落の文
化的景観保存活用委員会」（米原市）、「河原町・芹
町地区伝統的建造物群保存地区保存審議会」（彦根
市）、「中近世古道調査検討会議」（滋賀県）の各委
員もお引き受けすることとなりました。

━━━━━━━
◦生活デザイン学科
■印南比呂志（いんなみひろし）道具計画論
2011 年度は前年度のような受託関連の地域プロ

「cococu」の vol.2、vol.3 が発刊され県外からの引き
合いが増えてきたことです。以下 2011 年度の活動
実績です。
◆研究・デザイン活動
〈受託研究〉
守山市地域ブランド調査研究（守山商工会議所）
地域産業連携ブランド構築事業（明山窯）
土佐和紙新市場開発調査事業（いの町商工会）
和菓子メーカーＣＳＲ事業企画（叶匠寿庵）
びわこ学園ブランドデザイン（びわこ学園）
〈設計・デザイン〉
韓国若手建築家展プロデュース（BankArt 横浜）
東京ギフトショー信楽焼展示（東京ビッグサイト）
日本酒新製品開発事業（北山酒造）
グリーンサプリメント新商品デザイン（ワダケン）
宇宙民芸館パブコメ（ギャラリー 16 京都）
済州島リゾート施設計画（one o one seoul）
◆教育活動
〈授業等〉
強化段ボールメーカーの新商品デザイン（道具デザ
イン演習Ⅲ）
デニム素材の新商品ポーチ提案（道具デザイン演習
Ⅱ）
雄琴温泉ブランドの日本酒ラベルデザイン（道具デ
ザイン演習Ⅱ）
信楽焼茶壺パッケージデザイン（ゼミ）
滋賀県酒造組合広報デザイン（ゼミ）
南三陸町震災支援製品パッケージデザイン（ゼミ）
〈講師等〉
岡山県立大学非常勤講師「地域とデザイン」30 時
間
◆社会・地域活動
〈講演等〉
地域におけるアートとデザイン（８／４：びわこ
ホール）
研究シーズ発表会（11 ／ 29：守山市）
地域におけるデザインの可能性（12 ／６滋賀県湖北
建築士会）
長浜アカデミックサポートチーム会議（２／ 17：長
浜 NAST）
〈委員等〉
財団法人滋賀県陶芸の森理事就任
信楽焼新総合展審査委員長
高知県いの町商工会アドバイザー
長浜バイオクラスター NAST 委員
財団法人埼玉県産業公社支援専門家
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近江楽座専門委員長

いました。

■面矢慎介（おもやしんすけ）道具デザイン論

三年目は川村君が代表となり、｢コトバとアート｣
という試みを加え、滋賀大生や龍谷大生との協同プ

◆教育活動

ロジェクトとなりました。来年度以降、地元商店街

京都府宮津市由良地区で生活デザイン学外演習
（京都府立大との共同開催、８月30日～９月１日）。
環琵琶湖文化論実習（９月 21 日〜 22 日）は昨年／一
昨年に続いて湖北・木之本町を中心に。アメリカ人
学生むけ授業 Japanese culture and civilization で
は米原市上丹生の木彫職人の工房を訪問（11 月 19
日）
。
◆研究活動
共著：『新修彦根市史民俗編』第２章第１節「彦
根城下の町家の生活」（近日中刊行予定）。本学開学
当初から関わって来たこの編纂事業もようやく完了
となります。私は西川幸治元学部長／学長の意を受
けて参画し、民俗学専門の執筆委員の中では唯１人
の部外者でしたが、町家の生活財配置の考現学的調
査の成果をこのような刊行物に導入する初めての試
みになったと自負しています。調査時の測図や調査
後の作図には代々の大学院生たちが関わってくれま
した。気がかりなのは、町家住人の高齢化が進んで
いることです。今後彦根の町家はどうなって行くの
でしょう。
論説：「暮らしを支える道具」（横川公子編『生活
をデザインする』光生館、2011、p.160-166）、「生
活とデザイン」（『住まいと電化』日本工業出版、第
24 巻１号、特集「生活とデザイン」、巻頭 p.1-4）。
学会年次大会の企画実施：2011 年度道具学会研
究発表フォーラム（2012 年１月７日・８日、日本
工業大学）では、研究委員長として研究発表募集、
プログラム構成、当日司会進行など。シンポジウ
ム「機械の生命感」では、元の職場のバイクデザイ
ナー達にオートバイという特異な造形物について熱
く語ってもらいました。
学会誌編纂：
「道具学論集 第 17 号」（道具学会、
2012 年３月刊行予定）。
◆社会活動
彦根市史民俗部会委員、彦根仏壇検査委員会（彦
根仏壇事業協同組合）委員長
■佐々木一泰（ささき くにひろ）空間デザイン
◆教育・研究室活動
一昨年度、研究室大学院生の林宏美さんと川村君
が行った二年目となる ｢石山アートプロジェクト｣
が ｢トウキョウ建築コレクション｣ プロジェクト展
で発表を行い、内容については刊行されている ｢ト
ウキョウ建築コレクション 2011（建築資料研究社）｣
に掲載されています。また、昨年度修了生林宏美さ
んは当研究において建築学会大会にて口頭発表を行
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が独自開催できるよう準備が進められています。
（川村浩一）
◦石山アートプロジェクト 2010/2011 代表
（近江楽座：森川准教授と協同担当）
発表：
◦ベップ・アート・マンス 2011 内学生企画
「石山アートプロジェクト─コトバとアート─」
（神戸大アートマネジメント研究会主催）
◦「トウキョウ建築コレクション 2010/2011」プロ
ジェクト展発表・書籍掲載
受賞：
「第二回アーバンデザイン甲子園」審査員特別賞
（日本建築学会近畿支部都市計画部会主催）
メディア掲載：
中日新聞：障害者とともに制作─石山アートプロ
ジェクト巡回展（2011/3/20）
中日新聞：落語で地域盛り上げる（2011/7/30）
京都新聞：落語家招き寄席（2011/11/11）
（現４回生ゼミ）
◦石山アートプロジェクト巡回展展示計画
（展示：滋賀県立近代美術館ミニギャラリー・大津
PARCO・京都河原町 MEDIASHOP）
◦食育に関するデザインツールの開発（健康栄養学
科岡本研究室と協同）
◦日本民俗学会大会サインシステム・ブランディン
グ（地域文化学科市川研究室と協同）
また、特殊塗工紙の商品開発や生協でのオリジナ
ル日本酒の商品開発、地域文化学科島村研究室との
絵本製作なども継続しています。
◆デザイン・研究活動
若夫婦＋子どもの為のリフォーム物件（奈良）。
鉄骨の店舗併用住宅の二階部分。コスト面から既製
品の改良によるデザイン提案を行っています。
また、一月にオランダユトレヒト中央美術館で行
われた ｢Rietveld’s universe｣ 展を視察しました。
以前図版を担当したリートフェルトの建築に関連し
ての視察でしたが、日本での展覧会が実現できれば
と考えています。
■道明美保子（どうみょうみほこ）染色学
◆研究活動
〈海外調査〉カンボジアの「クメール織物研究所」
と「伝統織物村」を中心に藍染色およびクメール伝
統織物の現状を調査した。
〈学術論文〉
●道明美保子・有賀薫・横山早美・清水慶昭・木
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村光雄：天然染料による簡便染色法とそれによる

ターデザイン担当しました。修士課程の新森雄大さ

カラートライアングルの作成，日本家政学会誌，

ん「吉野材」を使った暮らしの道具デザインコン

62-3，189-195（2011）

ペ

●清水慶昭・柴田あかね・道明美保子・山崎康寛：

ん第６回

金属フタロシアニン系直接染料によるキチン／セル

賞

ロース複合繊維の染色，キチン・キトサン研究，
17-1，3-8（2011）
●清水慶昭・山下幸夫・道明美保子：キチン／セル
ロース複合繊維の銅フタロシアニン系反応染料によ
る染色と染色物によるチオールの酸化，キチン・キ
トサン研究，17-2，110-114（2011）
〈口頭発表〉
●久保田奈純・道明美保子・北澤勇二：各種藍草に
含まれるインジゴの定量，日本繊維製品消費科学会
2011 年年次大会・研究発表要旨，54（2011）
●末次祥子・道明美保子：ゆかたの文様，日本家
政学会関西支部第 33 回（通算 89 回）研究発表会，19
（2011）
◆教育活動
研究室では２名が意欲的に卒業研究に取り組み成
果を挙げつつある。研究題目は、「逆イオン性色素
の下染めが染色性に及ぼす影響」、「ゆかたの文様」
である。３回生ゼミ生は各種藍染色および手ぬぐい
の文献調査を中心に研究活動を行なった。
◆社会活動
演題「自然の色と染め」で、滋賀県立大学春季公
開講座の講師を務めた。
■南政宏（みなみまさひろ）道具デザイン
◆デザイン・研究活動
22 年 度 の 木 村 水 産 株 式 会 社 と の 受 託 研 究 で
担当しました鮒寿司のパッケージデザインが
pentaward2011 に お い て silver award を 受 賞 し ま
した。
奈良県が主催で行われた「吉野材」を使った「暮
らしの道具」デザインコンペにおいて「杉のラン
チョンボード」が優秀賞を受賞しました。現在、奈
良県内のメーカーにより商品化を進めています。
wise・wise が主催しました「にっぽんの木 100
年家具コンペティション」のビジネスモデル部門に
おいて、オークヴィレッジ賞を受賞しました。審査
員でもあるオークヴィレッジ代表の稲本正氏より高
い評価を頂きました。
ＴＢＳ赤坂サカスにおいて 10 月 21 日㈮〜 10 月 23
日㈰に開催されました Cool Kyoto のサンライテッ
クブースのデザインディレクションを担当しました。
◆教育活動
修士課程の高杉昭吾さん Gallary 八草 公式パン
フレットデザインを担当しました。三年生の辻中
輝さん「第２回ひこねピースフェスタ」公式ポス

鶴田浩賞受賞しました。四年生の近藤千絵さ
中谷宇吉郎雪の科学館／雪のデザイン

銅賞を受賞しました。受賞株式会社マツバヤシ

に滋賀県産業振興課の「弟子入り体験事業」へ３年
生が参加しました。
◆展示会
2011 年 ６ 月「interiorlifestyle 2011」 に 出 展 し
ました。SAYO ブース 2011 年７月「SOON ＠三越
日本橋本店 part3」
（東京、三越百貨店日本橋本店）
2011 年９月「第 72 回 Gift Show」
（東京，東京ビッ
グサイト）
◆メディア掲載
日経デザイン９月号（日経ＢＰ社発行）に掲載さ
れました。
■宮尾学（みやおまなぶ）マーケティング論
2011 年４月から本学に着任しました。初めての
経験で戸惑うことばかりでしたが、前期が終わるこ
ろには教育・研究とも軌道に乗ってきました。
◆教育活動
マーケティング論、消費者行動論、生活経営論を
担当。担当初年度のため授業の立ち上げには苦労し
ましたが、何とか軌道に乗りました。環琵琶湖文化
論実習（10 月 15、16 日）では「湖北 手作りの暮ら
しとものづくり体験」というテーマで、椅子づくり
や彫金の体験、長浜ガラス工房の見学などを行いま
した。
◆研究活動
・交通系ＩＣカードのイノベーション
Suica、ICOCA、PiTaPa など交通機関で用いら
れている非接触ＩＣカードについて事例研究を行い
ました。ＪＲ東日本、ＪＲ西日本、ソニー、スルッ
と KANSAI 協議会、ビットワレットなどの関係者
に取材し、開発の経緯などをディスカッションペー
パーにまとめています。また、調査結果は 2012 年
１月７日の日本経営学会関西部会例会で報告しまし
た。
・製品コンセプト創造プロセスについての調査
製品コンセプトが創造される過程について、実際
に製品開発に携わった方への取材にもとづいて研究
を行っています。今年度は、株式会社アイ・キュー
ブの協力を得て、三菱電機グループにおける炊飯器
の開発について調査を行いました。なお、本テーマ
の研究は平成 23 年度科学研究費補助金（研究活動ス
タート支援：課題番号「23830053」
、研究課題名「開
発途中での製品コンセプト変更の効果的なマネジメ
ントに関する理論と方法の構築」）を受けて実施し
ました。
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◆その他
滋賀・びわ湖ブランドネットワーク設立準備会に
アドバイザーとして参加しました。また、同ネット
ワークのキックオフフォーラムでは、パネルディス

革委員会委員､ 滋賀県レイカディア大学講師､「街
の色研究会・京都」の活動に参加。
長年の滋賀県建築審査会への貢献に対して全国建
築審査会協議会会長表彰を頂いた。

カッションの司会を務めました。同ネットワークで
は、滋賀・びわ湖のブランド価値を高めるよう、産
官学民が連携して様々な活動を行うための場を提供
していきます。今後もアドバイザーとして参加して
いく予定です。
■宮本雅子（みやもとまさこ）住環境学、インテリア計画
◆研究活動
科研費（代表）を得て「夜間の住宅照明環境実態
調査と生活スタイル・省エネルギー意識から今後の
住宅照明を考える」に着手した。また４月に､ 国内
､ ９月に日中韓の「住宅照明研究会」が発足し､ 共
同研究者として参加している。９月の日中韓照明カ
ンファレンスで設置された､ 住宅照明研究コーナー
では､ ３国の研究者と交流を持つことができた。開
催地の大連では､ 住宅照明の予備調査を行い､ 中国
の住宅の照明環境の実態に触れた。
［論文］
◦ M. Kunishima, M. Miyamoto: J. Light & Vis.
Env. Vol.35, No.2, pp14-22, 2011
◦ M. Miyamoto, M. Kunishima:4nd Lighting
Conference of China, Japan and Korea
PROCEEDINGS, pp359-362, 2011
◦宮本雅子：照明条件の違いが布の色の印象に与え
る影響，日本建築学会学術講演梗概集，2011
◦徐 輝・宮本雅子：日本と中国の住宅照明基準の
比較，日本家政学会関西支部研究発表会研究発表要
旨集，p9，2011
［その他］
◦文献紹介，照明学会誌，Vol.95，No5，2011
◆学会活動
日本建築学会「建築空間の質感・色彩設計法小委員
会」主査､ 日本家政学会関西支部役員
本学で日本家政学会関西支部研究発表会開催（事務
局）
◆教育活動
今年度の４回生２名はそれぞれのテーマで積極的
に調査を行い､ 徐輝は､ 10 月に行われた日本家政
学会関西支部研究発表会で「日本と中国の住宅照明
基準の比較」と題した発表を行った。
◆社会活動
守山市からの受託研究「公共サインガイドライン
作成支援」受け､ ガイドラインの骨子を固める作業
を行った。
守山市ＵＤまちかどウォッチャー､ 草津市・彦根
市・滋賀県都市計画審議会委員､ 守山市行政経営改
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■森下あおい（もりしたあおい）服飾デザイン
◆年間活動
研究では、科研費の課題についての調査を主に
行った。
「スタイル画の感性価値を活かした衣服デ
ザインの創造的設計支援システムの開発」（基盤C
代表者）ではスタイル画のデータ収集とアントワー
プ（ベルギー）での海外調査、
「オンデマンドファッ
ションを利用したユニバーサルファッションの実
現」（基盤B分担者）では障害のある方への聞き取
り調査を行なった。学会ではセミナーを企画し、あ
らためて服飾分野の新しい方向性を考えさせられる
一年であった。教育面では、学生の地域企業への職
人見習いの参加、地域支援では繊維企業へのデザイ
ン指導や感性価値支援事業の一環として新製品開発
を行った。
◆研究活動
〈作品集〉
◦森下あおい・中川涼子「伝統的農作業着のデザイ
ン展開─地域文化を発信する衣服制作の試み─」服
飾文化学会誌（作品編）
、vol.4、No.1、p.21-p.24
〈研究発表〉
◦波多埜琢士 ･ 森下あおい「好印象を与える男性用
スカートのデザインに関する研究」日本繊維製品消
費科学会年次大会要旨集、p.114
◦森下あおい・中川涼子「伝統的農作業着からのデ
ザイン展開Ⅱ」服飾文化学会『第 11 回大会』
、p.25
◦大脇あきこ・森下あおい「座位姿勢における胸元
のデザインについて」日本家政学会関西支部第 33
回研究発表要旨集、p.23
〈報告書／解説〉
◦森下あおい「滋賀県感性価値創造支援事業平成
21 年 度 報 告 書 」p.5-p.8、
・ 森 下 あ お い「 滋 賀 の 織
物─その技と感性」
、
「湖国と文化 135 号」
p.33-p.35、
「湖国と文化 136 号」p.35-p.37、
「湖国と文化 137 号」
p.32-p.35
〈講演会〉
◦「近江の絹・木綿・麻」
（平成 23 年 12 月 24 日、
愛荘町地域遺産セッション事業、愛荘町教育委員
会）
◆学会委員／各種委員
日本家政学会構成学部会運営委員、日本繊維製品消
費科学会論文編集委員／滋賀県感性価値支援事業プ
ロデューサー、滋賀県中小企業振興審議会委員、大
津市歴史博物館委員
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■山根周（やまねしゅう）地域生活空間計画、アジア都市・

ます。

住居論

◆研究活動
［海外調査］

━━━━━━━━━
◦生活栄養学科

① イ ン ド（ タ ミ ル・ ナ ー ド ゥ 州、 ア ン ド ラ・

■福井富穂（ふくいとみほ）臨床栄養学、栄養ケアマネジ

プ ラ デ ー シ ュ 州、 オ リ ッ サ 州、 西 ベ ン ガ ル 州 ）
（2011.8.28-9.27）
② ケ ニ ア、 タ ン ザ ニ ア（ ナ イ ロ ビ、 ラ ム、 モ ン
バサ、ザンジバル、キルワ、ダルエスサラーム）
（2011.12.15-29）
［研究報告書］
Shu Yamane, Naoko Fukami and Tomoaki
Okamura eds., Reports on the Architectural
Heritage of Bhadreshwar, Mundra and Mandvi
- Studies on the Port Cities of Kutch, Gujarat,
Project Gujarat, Hikone, Japan, 2011
［研究発表］
①岡村知明・中田翔太・山根 周「インド洋海域
世界における港市の形成と変容に関する研究 そ
の５ キャンベイにおける街区空間の構成」2011
年度日本建築学会大会学術講演梗概集、E-2 分冊、
p.23-24
②中田翔太・岡村知明・山根 周「インド洋海域世
界における港市の形成と変容に関する研究 その
６ キャンベイにおける伝統的住居の空間構成とそ
の類型」2011年度日本建築学会大会学術講演梗概集、
E-2 分冊、p.25-26
③ 山 根 周「 プ ロ ジ ェ ク ト・ グ ジ ャ ラ ー ト の 試
み─インド・カッチ地方における震災後の調査研究
と文化遺産を軸とした復興計画─」2011 年度日本
建築学会大会建築歴史・意匠部門（東洋建築史小委
員会）パネルディスカッション『アジアの建築風土
と日本の貢献─アジアを学ぶ・アジアから学ぶ─』、
2011 年８月 23 日、早稲田大学、pp.25-30
［外部研究費］
科研費基盤研究B海外学術調査「インド洋海域世界
における港市の空間的連関・伝播・融合・転成に関
する研究」
◆社会活動
［震災復興支援］
宮城県南三陸町志津川番屋プロジェクト（2011.5.3-8）
［学会委員］
日本建築学会東洋建築史小委員会委員
４月より関西学院大学総合政策学部へ移籍するこ
とになりました。開学２年目に赴任して以来 16 年
間、人間文化学部の先生方、職員の皆さまには大変
お世話になりました。心よりお礼申し上げますとと
もに、県大でのつながりを大切に、新しい職場に
移った後も、教育、研究活動等で連携が図れればと
思っていますので、今後ともよろしくお願いいたし

メント論、臨床栄養学実習

平成 23 年６月 26 日に「第６回日本栄養改善学会
近畿支部市民講演会」を㈳滋賀県栄養協会および公
益社団滋賀県栄養士会と併催し、ピアザ淡海にお
いて一般市民 200 名余りが参加しました。テーマは
「生活習慣病について考える！─運動と栄養─」と
題して、２つの講演と滋賀の栄養マツプ調査の概要
報告を行いました。日本栄養改善学会近畿支部は、
学会活動の地域への浸透を図るため近畿地区のそれ
ぞれの地区において開催されています。また、彦根
市立病院健診センターと連携した臨床疫学研究であ
る「彦根スタディ」において、参加者を対象とした
栄養相談を行い、地域の方々の健康栄養教育の場と
して活動しています。
◦著書：臨床栄養管理ポケット辞典 編著（共著）
（2011.7）
イ ラスト症例からみた臨床栄養学 編著
（共著）
（2011.4）
栄養科学ファウンデーションシリーズ３給
食経営管理論 編著（共著）
（2011.3）
◦学会発表：重症心身障害児（者）の食事摂取量
と栄養評価、福井富穂（滋賀県立大学人間文化学
部）
、越山由依子（草津総合病院看護部）
、苗村優子
（社会福祉法人びわこ学園医療福祉センター野洲）
、
奥村啓子（社会福祉法人びわこ学園医療福祉セン
ター野洲）
（第 50 回日本公衆衛生学会近畿地方会、
大阪市）
◦地域・社会貢献：特定健診・特定保健指導におけ
る実践者育成研修プログラム検討会委員（滋賀県健
康づくり財団）、日本糖尿病療養指導士認定試験委
員（日本糖尿病療養指導士認定機構）、東近江市お
よび湖南市の国民健康保険ヘルスアップ事業第三者
評価委員を努め、また、近江八幡市学校給食あり方
検討委員会、同市学校給食センター等整備に係る委
員会の会長としての職務を果たしました。
平成 23 年度各種学会における活動は、日本病態
栄養学会 評議員、日本栄養改善学会 評議員、日
本給食経営管理学会 理事（理事長）などです。
■灘本知憲（なだもととものり）食品栄養学
【論文】
◦糖転移ヘスペリジンの開発と血流改善作用、日本
応用糖質科学会誌、１巻２号、186-193（2011、総説）
◦ Effects of Winter Savory（Satureja Montana L.）
on Peripheral Body Temperature of People Who
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Experience a‘Feeling of Cold’（Hie-Sho）, Food

国 Neuroscience 学会に出てきました。第８回アミ

Sci Technol. Res., 17（5）, 429-436（2011）

ノ酸ワークショップではトリプトファンの安全性

◦ Bioavailability of orally administered water-

に関する情報「TRYPTOPHAN DEGRADATION

dispersible hesperetin and its effect on peripheral

PATHWAY AND DETERMINATION OF THE

vasodilatation in human subjects, Food & Function

UL OF TRYPTOPHAN INTAKE IN RATS」 を

（in press）
◦乾燥技術の違いによる食品中の有用成分の変化、
日本食品保蔵学会誌（in press）
【著書】
基礎栄養学、化学同人、2012 年３月、編著； 応
用栄養学、化学同人、2012 年３月、編著
【学会発表】
第 65 回日本栄養・食糧学会大会（2011.5.14、東京）、
第 11 回日本抗加齢医学会総会（2011.5、京都）、第
11 回日本抗加齢医学会総会（2011.5、京都）、日本食
品科学工学会第 58 回大会（2011.9、仙台）、日本食
品科学工学会中部支部大会（2011.12、静岡）
【報道／一般雑誌】
安心５月号（150-151 頁、㈱マキノ出版（2011））、読
売新聞（2011.6.5）、日経ヘルス別冊（19、21、23 頁、
日経 BP 社（2011.8））、朝日小学生新聞（2011.8.1）、
朝日小学生新聞（2011.12.19）、科学 de ムチャミタ
ス（テレビ大阪（2012.1.28）、スーパーニュース（フ
ジテレビ（2012.1.25））
【受託・共同研究】
株式会社カネカ、小川香料株式会社、株式会社上野
忠、ポーラ化成工業株式会社、アインズ株式会社、
彦根観光協会

講演してきました。この会の参加者は全員が国際
アミノ酸科学協会による招待者でした。世界中か
ら 60 名強のアミノ酸学者が集まってきて、ロイシ
ンとトリプトファンの安全性に関する情報を交換し
ました。ワシントンでは、世界は共通のプロセスと
システムで動こうとしていることを強く感じてきま
した。真のグローバル化が進んでいます。12 月に
は日本トリプトファン研究会が東邦大学でありまし
た。私はこの会の会長をしています。来年 2013 年
は、３年に一度開催されている国際トリプトファン
研究会（第 13 回）がオーストラリアのシドニーで開
催されます。来年は、この会に先立ちブリスベンの
クイーンズ大学でトリプトファン代謝の種特異性に
関する国際シンポジウムの開催を企画しています。
2011 年に発表できた学術論文、資料・総説など
の成果は、ホームページをご覧ください（http://
www.shc.usp.ac.jp/shibata/）
。

■柴田克己（しばたかつみ）ビタミン学、代謝栄養学、栄
養評価学

◆年間活動
５月は第 65 回日本栄養・食糧学会（東京）シンポ
ジ ウ ム（ 緊 急 企 画 ）
「Emergency Nutrition」 ─ 災
害 時 に お け る 栄 養・ 食 糧 問 題 と そ の 対 策 を 考 え
る─で「災害時に注意すべき『ビタミン』不足の問
題と対策」というタイトルで講演を行いました。
６月は日本ビタミン学会第 63 回大会（広島市）で、
「世界をリードするわが国のＢ群ビタミン研究～過
去・現在・未来～」というタイトルで特別講演を
行いました。７月は第３回国際補酵素会議（フィ
ン ラ ン ド、 ツ ル ク ）に 参 加 し て「PHTHALATE
ESTERS ENHANCE BOTH PRODUCTIONS OF
A NEUROTOXIN QUINOLINIC ACID AND OF
A VITAMIN NICOTINAMIDE」というタイトル
で発表してきました。９月は第 425 回ビタミンＢ研
究委員会が松江市で開催され、真正ナイアシン欠乏
動物の作成に世界で初めて成功したことを発表し
てきました。11 月には米国ワシントンにいきまし
た。第８回アミノ酸ワークショップという会議と米
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■浦部貴美子（うらべきみこ）食品衛生・食品保蔵
【研究活動】
平成 21 年度から行ってきたふなずしプロジェク
ト研究も最終年となりました。この間に、ふなずし
飯の「血圧降下作用」を明らかにし、また、ふなず
し発酵中に生育する乳酸菌の中から GABA 高産生
菌を特定することができました。
「ふなずしを食べ
るとからだが温まる」「ふなずしを食べていると風
邪をひきにくい」などの経験的なことがらについ
て、まだまだ科学的に明らかにされていないことが
多々あります。ふなずしに関する食文化的な調査の
結果を踏まえた、新しい機能性評価への取り組みに
ついて模索中です。
１．論文
山口明子・西 麗・廣瀬潤子・浦部貴美子・灘
本知憲：乾燥技術の違いによる食品中の有用成
分の変化，日本食品保蔵学会，38（３）掲載
２．学会発表
１）佐 藤・ 伊 藤・ 森・ 廣 瀬・ 浦 部・ 灘 本： 滋 賀
伝統食品ふなずし及びふなずし飯抽出液の
血圧降下作用，日本農芸化学 2011 年度大会
（2011.3.26 京都女子大学）
２）森・伊藤・佐藤・廣瀬・浦部・灘本：ふなず
し及びふなずし飯抽出液による血圧降下作
用機序の検討，日本農芸化学 2011 年度大会
（2011.3.26 京都女子大学）
３）森・伊藤・佐藤・浦部・廣瀬・灘本：滋賀伝
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統食品ふなずし及びふなずし飯抽出液の血圧

8/25

降下作用：第 65 回日本栄養・食糧学会大会

◦豊日中子育て講演会「発育期の食生活」豊郷町お

（2011.5.14

お茶の水女子大学）

４）廣瀬潤子・浦部貴美子：大豆たん白質素材の
不快臭改善方法の検討，日本家政学会関西支
部 第 33 回 研 究 発 表 会（2011.10.15 滋 賀 県 立 大
学）
５）佐 藤・千田・森・入江・竹原・廣瀬・浦部・
灘本：ふなずし飯における GABA 産生菌の
探索，平成 23 年度日本食品科学工学会中部支
部大会（2011.12.10 静岡）
４．共同／受託研究
鮒
 鮨の機能性に関する総合的研究：滋賀県立大
学特別研究（重点領域研究）
（代表者 灘本）
【学会活動・地域貢献等】
◦彦根市行政評価委員会委員
◦日本家政学会関西支部第 33 回研究発表会実行委
員

彦根市教育委員会

よび滋賀県ＰＴＡ連絡協議会
◦「食育講演会」ひこね食育推進委員会主催、彦根
市、彦根教育委員会、滋賀県立大学共催
【受託等競争的資金】
◦科研費基盤C：「心と身体に障害をもつ特別支援
学級児に対する「生きる力」を育む食育の先導的研
究」
◦委託「環境こだわり農産物ＰＲ事業」滋賀県 食
のブランド推進課
【社会活動】
◦「ひこね食育推進委員会」委員長、彦根市
◦財団法人滋賀県学校給食会 評議員選定委員会委
員
◦滋賀県レイカディア大学 講師
◦「滋賀県卸売市場審議委員会」審議委員、滋賀県
◦ 彦 根 市 市 制 75 周 年 記 念 事 業「 ひ こ ね 丼 」 選 手
権 審査員 彦根市

■岡本秀己（おかもとひでみ） 公衆栄養学
【学会発表】
◦「地域に在住する 80 歳以上高齢者の健康支援に
ストレングスモデルを導入した介入の効果」北村隆
子、岡本秀己他、日本老年看護学会第 16 回学術集
会
◦「心と体に障がいのある子どもの生きる力を育む
食育」第 58 階日本栄養改善学会学術総会講演要旨
集 岡本秀己他 p241、2011、９月
◦「重症心身障害児・者の栄養アセスメント、栄養
管理」骨密度とエネルギー代謝に及ぼす身体的障害
の影響」 青山妙子、岡本秀己、同上、p213
◦「特別学級児に対する調理を伴う食育教室につい
て 実施とその内容」第 10 回日本栄養改善学会近
畿支部学術総会講演集、p34、北川愛美、陸田めぐ
み、松尾実奈、岡本秀己他
◦「障がいのある児童に対する調理を伴う食育教室
について 事例報告」同上、p35
◦「特別支援学級児に対する調理を伴う食育教室に
ついて 児童の行動観察から」同上。
【報告書】
◦「特別支援学級児に対する『給食・調理実習』を
通した食教育支援の可能性」㈶明治安田こころの健
康財団研究助成論文集、第 46 号、2011、p.149-158.
◦「加速度計による１～２歳児の身体活動測定の可
能性」滋賀県立大学「重点領域研究」研究成果報告
書 p.96 ～ 104
◦「特別支援学級児に対する『調理実習』を通した
食育支援」同上、p.105 ～ 114。
【講演】
◦シニアカレッジ講演「寝たきりにならないために」

■福渡努（ふくわたり つとむ）食品栄養学、応用栄養学
［1］年間活動
2011 年も柴田教授、佐野助教とともに、研究成
果の発表、研究室の運営、学生の指導および教育を
順調に行うことができました。研究室の陣容は３名
の教員に対して大学院生６名（博士後期課程２名、
博士前期課程４名）、学部４回生９名という大所帯
になりました。ヒト試験、妊婦の調査、動物実験な
ど研究テーマは多彩ですが、以前にもまして大学院
生が自覚をもって取組んでくれたため、そのよい影
響を学部生が受け、滞りなく研究を進めることがで
きました。研究面でのハイライトとしては、米国留
学で身に付けた知識と技術をもとにして栄養学と脳
神経科学にまたがる新しい研究テーマを帰国後に立
ち上げ、焦らずにデータをしっかり蓄えた結果、高
次脳機能に関与する神経伝達物質の放出は食事の影
響を受けるという内容の学術論文が脳神経科学分野
の学術雑誌 J Neurochem 誌に掲載されました。事
前に 2010 年の国際学会発表で手応えを掴んではい
たのですが、期待通りの成果を出すことができ、喜
ばしい限りです。他の発表論文の内容は、ヒトのビ
タミン摂取量を評価するための生体指標の確立を目
指した（２報）、疾病や食餌がビタミン栄養状態に
およぼす影響を動物実験によって調べた（３報）、
新しい分析方法を確立した（１報）、糖尿病患者の
ビタミン栄養状態を共同研究によって調べた（１
報）というものです。
［2］2011 年の活動一覧
（詳細は http://www.shc.usp.ac.jp/shibata/ をご覧
ください。
）
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学術論文：７報

ために、少しでも我々の研究成果がお役に立つよう

学術雑誌、専門雑誌に掲載された総説・資料など：
６報

にしたいと思っています。
また、本学の特別研究テーマは採択年度の最後の

学会発表：19 回、うち国際学会５回

年でした。滋賀県の伝統食品の鮒ずしは、古くから

講演：２回

健康維持に役立つといわれておりました。本研究に

■吉田

龍平（よしだりょうへい）栄養教育論

［1］年間活動
本学での最終年度は、前年度に引き続き、「栄養
教育論」関係の講義「栄養教育論」、「栄養アセスメ
ント論」、実習「栄養教育論実習」、演習「カウンセ
リング論演習」を担当し、実務経験を活かした講
義・実習・演習ができた。人間学関係科目では、「若
者の健康と栄養」の一部を担当し、学生の食、睡眠
に関して啓蒙することができた。従来通り、「嗜好
と調理実習」、「給食の計画と実務」、「給食衛生管理
実習」、「臨床栄養活動論」など資格と経験を活かし
た授業の数々もこなすことができた。
今年度の研究課題は、「管理栄養士の業務の現状
とその展望に関する調査研究」、「給食業務委託と病
院栄養士の業務に関する調査研究」、「食物アレル
ギーを有する乳幼児のおやつに関する調査研究」、
「大学生の食生活に関する調査研究」。
［2］活動一覧
Ⅰ．研究活動
⑴学会シンポジウム発表
◦「医療施設における災害時備蓄食品に関する調査
から、そのあり方を考える」日本給食経営管理学会
学術総会（11 月６日大妻女子大学）
Ⅱ．地域・社会・国際貢献
⑴学会委員会委員
◦全国研究教育栄養士協議会 近畿地区幹
事 同 滋賀県代表
◦日本給食経営管理学会 評議員
⑵日本栄養士会全国研修会実行委員長
◦全国研究教育栄養士協議会全国研修会（３月３
日、４日、本学）
⑶地域活動
◦「いきいき彦根プロジェクト」（彦根市立病院と
の共同の健康指導事業）栄養教育担当（毎月２回）
■廣瀬潤子（ひろせじゅんこ）乳児栄養、栄養教育
本年度は、「母乳哺育を妨げる因子の解明」と
「母親のライフスタイルとストレス─特に夜間授乳
に着目して─」に関する研究を開始しました。ご協
力いただいた助産師の皆さん、授乳中のお母様とお
子様、一緒に研究を行った学生に感謝いたします。
授乳が上手くいかないとその後の母子関係にも影響
を与えるという報告がなされました。お母さんと赤
ちゃんにとって心地の良い授乳期を送っていただく
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おいて、いくつかの機能性を科学的に実証したこと
で、鮒ずしがさらに愛される食品になればと思いま
す。
一方、これまでの成果として、論文４報、学会発
表 10 演題、講演１回、その他雑誌１編を発表いた
しました。学会活動として、日本家政学会関西支部
第 33 回研究発表会実行委員と日本農芸化学会 2012
年大会の実行委員を行いました。また、最新の栄養
教育を学ぶため、７月に１週間つくばで開催された
「健康教育指導者養成研修食育（推進）コース」を受
講させていただきました。久しぶりに受講する側に
なって自分の講義方法を振り返ることもでき、なに
より全国各地の教育現場で食育に携わっている教員
の方と交流を深められ、大変有意義な時間になりま
した。
東日本大震災からまもなく１年が過ぎようとして
います。このような予想もしなかった状況におい
て、
「我々、管理栄養士がやらなくてはいけないこ
とは何か？」を考える一年となりました。まだ、明
確な答えが出たわけではありませんが、管理栄養士
養成施設の教員として、
「基礎的な知識を持ち、ど
のような状況でも論理的に対応のできる管理栄養士
の育成をめざす」ことの重要性は痛感しています。
■佐野光枝（さのみつえ）分子栄養学
◆年間活動
必須アミノ酸の一つであるトリプトファンや水溶
性ビタミンの過剰摂取などによって起こる影響につ
いて、ヒト、マウス、ラットを用いて調べている。
引き続き継続予定である。
また本学で開催された日本家政学会関西支部第
33 回研究発表会では実行委員の一人として開催に
携わった。11 月５日には、ピアザ淡海にて「第 426
回ビタミンＢ研究委員会研究協議会」の開催にも携
わった。
◆学会発表
佐野光枝，杉田千紗，福渡努，柴田克己．
「水溶性
ビタミン欠乏飼料投与後の血中・肝臓中・尿中ビ
タミン量の変化」
．第 65 回日本栄養食糧学会大会．
2011 年５月．口頭発表．
佐野光枝，近藤里奈，福渡努，柴田克己．
「HDAC
阻害剤：バルプロ酸がトリプトファン─ナイアシン
転換経路に及ぼす影響」
．日本ビタミン学会第 63 回
大会．2011 年６月．口頭発表
佐野光枝，杉田千紗，福渡努，柴田克己．
「水溶性
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ビタミン欠乏飼料投与後の血中・肝臓中・尿中ビタ

２．講演活動

ミン量の変化」．第58回日本栄養改善学会学術総会．

◦平成 23 年度滋賀県高等学校教育研究会定時制・

2011 年９月．口頭発表．

通信制部会夏季研究協議会講演：
「変わりゆく定時

◆論文

制高校─体験者としての語りを中心に─」
、於：大

Miyazaki A, Sano M, Fukuwatari T, Shibata K.

学サテライト・プラザ彦根（2011 年８月 22 日）
◦大野町議会議会活性化研修会講演：
「地方分権時
代の議会のあり方を考える」
、於：岐阜県大野町役
場（2011 年８月 26 日）
◦平成 23 年度岐阜市明るい選挙推進大会講演：
「若
年層の低投票率と啓発活動」
、於：じゅうろくプラ
ザ（2011 年 10 月 25 日）
◦市民福祉フォーラム・第２回長浜市社会福祉大
会基調講演：
「住み慣れたまちで誰もが安心して暮

Effect of ethanol consumption on the B-group
vitamin contents of liver, blood and urine in rats.
Br J Nutr. 2011.
他４報（HP を見てください）。
■森

紀之（もりのりゆき）

◆年間活動
本年度は「ふなずしの機能性に関する研究」、「食
品成分摂取による冷え性の改善に関する研究」、「わ
さびの辛味成分摂取によるエネルギー代謝調節機構
の研究」などのテーマについて主に研究活動を行い
ました。また、近江八幡商工会議所との「里湖「西
の湖」が育む地域食文化創出プロジェクト」に参加
し、近江八幡市内の食材調査などの活動も行いまし
た。本年度は本学着任二年目ということもあり、昨
年度よりも幅広い活動を精力的に行う事が出来まし
た。今後も研究活動を引き続き行い、新たな発見に
向けて日々精進していきたいと思います。
◆論文
“Intragastric administration of allyl isothiocyanate
increases carbohydrate oxidation via TRPV1 but
not TRPA1 in mice.”Am J Physiol - Regul Integr
Comp Physiol: 300, R1494-1505, 2011
“Effects of Winter Savory（Satureja Montana L.）
on Peripheral Body Temperature of People Those
Have Feeling of Cold（hie-sho）.”Food Sci and
Technol Res: 17（5）, 429-436, 2011
◆学会発表
「滋賀伝統食品ふなずし及びふなずし飯抽出液の血
圧降下作用」第 65 回日本栄養食糧学会大会．2011
年５月
「グラボノイド摂取による冷え改善効果の検討」第
11 回日本抗加齢医学会総会．2011 年５月
「Allyl isothiocyanate 胃内投与による温度受容Ｔ
ＲＰチャネルを介したマウスのエネルギー代謝の変
化」平成 23 年度温熱生理研究会．2011 年９月

━━━━━━━━━━
◦人間関係学科
■大橋松行（おおはしまつゆき）政治社会学、教育社会学
１．論文・研究ノート
◦「滋賀県の高校再編問題─財政問題および定時制
高校・課程を中心に─」『人間文化』第 30 号、2012
年２月

らせる地域づくり─絆の維持・強化・構築・再構
築─」
、於：長浜市立浅井文化ホール（2011 年 12 月
18 日）
３．学会活動
◦学会誌専門委員（関西社会学会）
◦『フォーラム現代社会学』
（関西社会学会）の専
門委員として査読論文の審査を行った（2011 年 10
～ 12 月）
４．社会活動等（現職のみ）
◦滋賀県明るい選挙推進協議会副会長
◦彦根市行政評価委員会委員長
◦東近江市行政改革推進委員会委員長
◦長浜市総合計画審議会会長
◦長浜市長浜城歴史博物館協議会会長
◦長浜市文化ホール活用検討委員会委員
◦長浜市地域福祉計画策定委員会委員長
◦長浜市定住自立圏共生ビジョン懇談会会長
◦長浜の未来を拓く教育検討委員会副委員長
◦米原市庁舎等の在り方検討市民委員会副委員長
◦滋賀県市町村振興協会評議員選定委員会委員
◦東近江市史（能登川の歴史）編集委員会委員（近現
代部会長）
◦日野町史執筆委員（近現代部会）
■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】
今年度より、学術研究助成基金助成金（若手研究
B）
「日豪比較を通した開発教育における教育評価
の方法論の構築と教育評価実践の探究」の助成を受
けて、オーストラリアの開発教育・グローバル教育
のカリキュラム編成や授業づくりに関する研究を継
続している。
著書・論文
◦木村裕「オーストラリアのグローバル・ピース・
スクール・プログラムの成果と課題─ＮＧＯによる
グローバル教育の新たな展開」オセアニア教育学会
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『オセアニア教育研究』第 17 号、2011 年、pp.19-35

Ｗ・スタル、Ｎ・Ｍ・サンダース『学校と職場をつ

◦木村裕「開発教育研究から学校教育のあり方を問

なぐキャリア教育改革』学事出版、2011 年（横井敏

いなおす」今村光章・井上有一編著『環境教育学

郎監訳、篠原は３・４・12 章担当）
。
【その他：雑誌】

（仮）
』法律文化社（2012 年３月刊行予定）
発表
◦木村裕「オーストラリアにおけるグローバル教育
プロジェクトが構想するグローバル教育をめぐるポ
リティクス」オセアニア教育学会ＥＣＲプロジェク
ト第１回研究会、東北大学、2011 年７月
【教育】
本年度のゼミは、４回生５名、３回生５名であっ
た。４回生は、各自が興味を持ったテーマ（「授業
研究」「職場でのメンタルヘルス対策」「児童虐待防
止教育」「特別支援学校でのキャリア教育」「部活動
集団におけるリーダーの役割」）で論文執筆に取り
組んだ。今年度は、吉田先生・篠原先生と合同での
ゼミも何度か行い、ゼミ間、および３・４回生間の
交流も意識した取り組みを進めた。
【社会活動】
◦本学科の竹下秀子先生にお声掛けいただき、「滋
賀県における『多文化な子ども』の発達と保育を
考える会」において、多文化保育の実践づくりに
関する提案を行った（2011 年４月）。
◦本 学の国際教育センターの小栗裕子先生にお声
掛けいただき、「第 11 回滋賀県立大学『コミュニ
ケーション英語教育セミナー』」において、国際
理解教育の実践に関する提案を行った（2011 年８
月）。
■篠原岳司（しのはらたけし）教育行政学
学科、学部の教職員の皆様に多くのご支援をいた
だいた着任一年目、以下がその活動報告である。
１．研究
昨年度に引き続き、主に科学研究費補助金（研究
活動スタート支援）
「分散型リーダーシップに基づ
く教育ガバナンス改革の日米比較」と、科学研究費
補助金（基盤研究B）
「現代アメリカのアカウンタビ
リティ・アセスメント教育行政の総合的研究」（代
表・北野秋男・日本大学）の研究課題に取り組ん
だ。その他、主な業績は次の通り。【図書】篠原岳
司「第５章 学校経営計画の立案」篠原清昭編著
『学校改善マネジメント』ミネルヴァ書房、2012年、
３月刊行予定（校正中）。【論文】篠原岳司「学校改
善支援に向けた教育センター機能の再考」『教師教
育研究』４号、福井大学教職大学院、2011 年。【学
会発表】篠原岳司「『探究するコミュニティ』にお
ける学習と組織」日本教育経営学会第 51 回大会、
2011 年６月４日。篠原岳司「『草の根の』学校改善
を支える教育行政施策」日本教育学会第 70 回大会
ラウンドテーブル、2011年８月24日。【その他：翻訳】
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篠原岳司「アメリカの教育に何を学ぶ」
『学校運営』
No.606、2012 年１月。
２．教育
今年度は３回生ゼミ（学生２名、吉田一郎教授と
共同）と大学院ゼミ（院生２名、吉田一郎教授、木
村裕助教と共同）を担当、また環琵琶湖文化論実習
では１回生５名と共に彦根市のブラジル国籍の子ど
もたちの生活と学習の状況を調査した。教職課程等
の講義では、一斉講義形式とは異なる授業方法にも
挑戦している。
３．学外活動
◦福井大学公開講座「学び合うコミュニティを培
う コミュニティ学習支援者の力量形成サイクル
2011-2012」講師。
■竹下秀子（たけしたひでこ）発達心理学
日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究B
「胎児期からの母子コミュニケーション─胎内聴
覚経験とクロスモダル知覚の比較発達研究」の最
終年度として心の発達の基礎研究に取り組みまし
た。今年度公刊したチンパンジーの出生時の体位
に 関 す る 論 文（Hirata, S. , Fuwa, K., Sugama, K.,
Kusunoki, K. & Takeshita, H. 2011. Mechanism
of birth in chimpanzees: humans are not unique
among primates Biology Letters. doi:10.1098/
rsbl.2011.0214）は Nature News でも紹介されるな
ど、国内外のメディアの関心を得ました。他に公刊
は、日本発達心理学会（編）／子安増生・白井利明
責任編集『時間と人間』第１章「心の発達と進化」
担当など。
「滋賀県立大学子どもの未来応援プロ
ジェクト」も学外資金を得て継続し、
「うみかぜセ
ミナー：発達障がいと遊び、学ぶ（全３回）
」は上
記プロジェクトの一環として実施しました。多くの
方にご参加いただいたことを感謝しています。教育
活動では、
「発達進化ゼミ」の名のもとに、人間関
係学科准教授の上野有理さんとの共同指導した４回
生が、乳幼児期から青年期を対象としたさまざまな
研究関心に基づき実験や調査を実施して卒業論文に
まとめました。同じく３回生は、４回生の卒論も手
伝いつつ、この領域にかかわる基礎的学習をおこな
いました。卒論、ゼミ指導も含め、私たちの研究・
教育活動の多面にわたって協力くださっている子育
ち応援ラボ「うみかぜ」赤ちゃん研究員のみなさ
ま、市内保育園所関係者、本学学生・教職員のみな
さまに深く感謝いたします。社会貢献 ･ 地域貢献と
しては、日本発達心理学会での「発達心理学研究」
編集委員および関西地区懇話会幹事、日本動物心理
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学会での「動物心理学研究」編集委員、日本子ども

た。これまで気づかなかった業務が多い。まだまだ

学会での理事、日本赤ちゃん学会での常任理事を継

不慣れで、経験のある先生がたのさまざまなフォ

続しました。彦根市子育てサポーター養成講座や京

ローをいただいてようやく形を為している。

都国際社会福祉センター治療教育セミナー、滋賀県

８月、環境科学部の鵜飼修先生について行く形

保育運動連絡会やＮＰＯ法人湖西生涯学習まちづく

で、南三陸町田の浦地区で地域文化学部の山形蓮さ

り研究会どろんこ主催の研修会などの講師も務めま
した。

んとともに聞き取り調査を行った。津浪による被災
の状況だけでなく、現地の方々の生活のありさまに
ついても、自分はまだ知らないことだらけであるこ
とにつくづく気づかされた。短い期間の聞き取り
で、人びとの生活に埋めこまれた機微を心底理解す
ることはできない。それでも、現地で話す経験は、
震災や原発事故に対する考え方を確実に改める。

■中村好孝（なかむらよしたか）社会学
【研究：論文】
「武器としての想像力─Ｃ・Ｗ・ミルズ『社会学的
想像力』」井上俊・伊藤公雄編『社会学ベーシック
ス別巻 社会学的思考』世界思想社（伊奈正人との
共著）
【研究：その他（翻訳）】
デヴィッド・ハーヴェイ『〈資本論〉入門』作品社
（森田成也との共訳）
デヴィッド・ハーヴェイ『資本の〈謎〉─世界金融
恐慌と 21 世紀資本主義』作品社（森田成也・大屋定
晴・新井田智幸との共訳）
【学会活動】
関東社会学会専門審査委員
【社会活動】
彦根市障害者福祉推進会議会長
彦根市障害者福祉推進会議専門委員会委員
■細馬宏通（ほそまひろみち）コミュニケーション論
科研「介護施設において高齢者・介護職員間で交
わされる身体動作を用いた空間表現の研究」は三年
めを迎えた。成果の一部は雑誌『社会言語科学』の
論文に掲載される予定である。また、雑誌『訪問看
護と介護』の連載記事「介護することば・介護する
からだ」でも公表を始めた。グループ回想法、介護
場面、カンファレンス場面など多岐にわたる内容に
ついて、できるだけ一般の方にも読んでいただける
形を目指して書いている。
社会言語科学会の学会誌『社会言語科学』では
「相互作用のマルチモーダル分析」特集の編集を担
当した。多くの優れた論文が集まり、よい特集誌
になったと思う。７月には国際語用論学会（ＩＰｒ
Ａ）、国際エスノメソドロジー・会話分析学会（Ｉ
ＩＥＭＣＡ）の二つの学会に参加し、延長ジェス
チャーの概念について発表した。Ｄ３の城綾実さん
も、連名でジェスチャーの同期について発表を行っ
た。
スカイツリーにより、にわかに塔という存在に注
目が集まりだしたのであろうか、10 年以上前に書
いた『浅草十二階』を増補改訂する機会に恵まれ
た。終章を全面的に書き改め、追補をほどこした。
本年度から二年間、学科長を務めることになっ

■松嶋秀明（まつしまひであき）臨床心理学
本年度の活動を1研究、2教育、3地域貢献にわ
けて述べる。科学研究費「発達障害の疑われる非行
少年の包括的再犯防止策」の調査はまとめ段階に入
り、筆者が代表者となり、単独で、あるいは北海道
大学の川俣氏と共同での学会発表を行なった（業績
２，
４）
。また「学校─警察間連携の促進をめざした
初期非行に対するアセスメントシステムの開発」の
なかで滋賀県警のサポートセンター職員らと共同で
のアンケート調査の実施、および研究結果をいかし
た研修をおこなった。これまでの結果をＩＳＣＡＲ
（国際活動文化研究学会）で発表した（業績３）
。2
教育活動としては卒業論文５編を指導した。3最後
に地域貢献としては、臨床心理士として講演の他、
県内の小中学校の教育相談、生徒指導への直接的支
援を行なった。
2011 年度業績
○著書（共著）
①松嶋秀明．
「学校不適応」の生徒は「障害／病気」
なのか？．大久保智生・牧郁子（編著）
『実践をふり
かえるための教育心理学』ナカニシヤ出版（pp159170）総頁数 227 頁 2011
○学会発表
②松嶋秀明．非行のある子どもの「集団」はどのよ
うに見たてられるか─児童自立支援施設職員の発達
障害・被虐待生徒についての語りから．家族研究・
家族療法学会第 28 回大会 .2011 年６月４日．静岡グ
ランシップ
③ Matsushima,H.（2011）. Bridging the boundary
in addressing delinquent students: insider
narratives of school–police collaboration. Third
ISCAR conference. September8,2011, Rome: Italy.
■丸山真央（まるやままさお）地域・都市社会学、政治社
会学

◆研究活動
【論文】
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◦丸山真央「『平成の大合併』をめぐる地方政治の

村好孝助教と共同で行った。

社会学的研究─『国家のリスケーリング』論による
アプローチ」一橋大学大学院社会学研究科博士論
文、2012 年１月学位授与

■吉田一郎（よしだいちろう）教育学
研究としては、生活指導論の歴史的な展開と現

◦丸山真央「国家のリスケーリングと都市のガバナ

在直面している理論的課題に関して、先に出版し

ンス─『平成の大合併』の地方政治を例に」『社会
学評論』248 号、2012 年３月
【その他の報告書等】
◦ 丸 山 真 央「 メ ガ ･ ス ポ ー ツ イ ベ ン ト と 地 方 政
治─長野オリンピックの経験と長野県政のレジーム
シフト」石坂友司・松林秀樹編『長野五輪が地域社
会に与えた影響に関する社会学的研究─長野オリ
ンピック（1998 年）を題材として』関東学園大学、
2011 年９月
◦丸山真央「対象地域と調査の概要」「町会の組織
と活動」同志社大学社会学部社会学科編『「都心回
帰」時代の大阪市中心部の地域コミュニティと住民
生活─北区済美地区を事例に』同志社大学、2012
年３月
【総説・解説等】
◦丸山真央「書評 前山総一郎『直接立法と市民オ
ルタナティブ』」『地域社会学会年報』23 集、2011
年５月
◦丸山真央「情報公開」「地域主権」地域社会学会
編『新版 キーワード地域社会学』ハーベスト社、
2011 年５月）
◦ニール・ブレナー著、齊藤麻人・丸山真央訳・解
題「国家のリスケーリングの未解決の問題群」『地
域社会学会年報』23 集、2011 年５月
◦丸山真央「シンポジウム・コメント 環境紛争後
のローカルガバナンスの構想と現実（の先へ）─政
治社会学の立場から」
『東海社会学会年報』３号、
2011 年６月
◦丸山真央「書評 大澤善信『ネットワーク社会と
空間のポリティクス─都市・モダニティ・グローバ
リゼーション』」『日本都市社会学会年報』29 号、
2011 年９月
【学会発表等】
◦丸山真央「ポスト開発主義期の自治体再編をめぐ
る地方政治の社会学─『平成の大合併』と地域社会
学の課題」環境社会学会第 43 回大会ラウンドテー
ブル、関東学院大学、2011 年６月
◦ Masao Maruyama,“Changes of Local Regime
after 3/11? Developmentalism, Neoliberalism, and
Regional Reconstruction after the Tsunamis,”
Workshop on“Understanding 2011 Disaster in
Japan: Crisis, Resilience, and Emerging Regime,”
Hitotsubashi University, January 2012
◆教育活動
ゼミには４回生４人が所属した。３回生ゼミは中

た『新・教育学』共著、2006 初版、ミネルヴァ書
房に所収されている論文（第５章「新たな公共性の
創造をめざす生活指導」
）を、特に公共性の概念に
関する部分を加筆修正して、同書第２版の第３刷を
2011 年３月に発行した。
教育の面では、教職課程の運営において、教育実
習生が起こした問題についての対応に時間をさい
た。詳細は公表できないが、大学教育の理念と私の
思想・良心の自由、また学生の学習権について、改
めて考えさせられる機会でもあり、学生とのコミュ
ニケーションを深めることができたという意味で
は、よい機会でもあった。また、
「形成論演習」の
授業を、教育学関係の３人（吉田一郎、篠原岳司、
木村裕）が揃って行ったことは、学生が問題を多面
的、多角的に見る力を育成することに資することが
できたと自己評価している。
その他社会貢献に関する活動は、私自身の体調の
問題もあり、これといった活動は行えなかった。
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■編集後記■

稲村神社の太鼓登山

今年度で人間関係学科の那須光章先生、そして生活
栄養学科の吉田龍平先生のお 2 人が定年でご退職され
ます。本学の教職課程において大きな貢献をされた那
須先生には、地域文化学科の学生も含めてたいへんお
世話になりましたこと、深く感謝申し上げます。また
吉田先生は学科・分野の違いからあまりお話を伺う機
会はなかったのですが、学部の懇親会等の二次会のカ
ラオケで、何度もその驚くべき美声を拝聴させていた
だきました。先生方の今後のご健康と、さらなるご活
躍を祈念しております。
本号では、平成 24 年度より新たに人間文化学部に

県立大学から南に望める荒神山の南面中腹に鎮座する稲村神

設置される国際コミュニケーション学科長予定者の石

社の春季大祭には、荒神山麓の９町が参加する。この祭の見物
は直径1.5ｍを超える巨大な太鼓を担いでそれぞれの地区から神
社までを登る太鼓登山で、
50 ～ 60人が息をからして急坂を登る。
近年では太鼓の担ぎ手が減少し、県立大学の学生も参加するよ
うになった。荒神山には稲村神社のほか、天満天神社、唐崎神
社などもあり、いずれも４月の半ばに大きな太鼓を担ぐ祭がお
こなわれている。
現在では和気あいあいとおこなわれている祭であるが、これ
らの神社を共同祭祀する村々は、荒神山の木や草を共同利用す
る村々でもあり、各地区の古文書からは山の自然資源をめぐっ
て村同士の争いが頻繁に起こったことがわかる。競いあって太
鼓を担ぎあげる現在の祭の背景には、このような長い歴史があ
る。

田法雄先生に、学科の内容についてのご紹介をいただ
きました。今後 5 学科体制としてどのように学部を、
そしてカリキュラムを運営していくか。今回、学部共
通科目の人間文化論 A・B・C の再編による対応など
が行われましたが、さらなる学部の有機的な体制づく
りが求められます。
なお次年度より『人間文化』編集委員に入れ替わり
があります。生活デザイン学科の山根周先生が関西学
院大学に移られるため、23 年度より赴任された宮尾
学先生に交替されます。また国際コミュニケーション
学科からは小栗裕子先生が加わられ、武田が担当を外

写真・文

市川秀之

れて地域文化学科からは亀井先生のみとなりました。
編集にご協力をいただきました皆さま、2 年間本当に
ありがとうございました。
（武田俊輔）
編集委員■
亀井若菜・武田俊輔・山根周・廣瀬潤子・大橋松行
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