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人間文化学部

学部長

学部長職を拝命して、二年の任期を迎えようとしている。直前
に東日本大震災と原発事故を目の当たりにし、若い頃に右肩上が
りの社会しか経験のない我々にはショックの連続であった。しか
し、学生たちは元気である。ボランティア活動に活躍する姿は、
次世代の日本も捨てたものではないことを教えてくれる。
開学以来、人間文化学部は組織改編の連続であった。地域文化学科は人間文化学部
の目玉としてスタートした。一方で旧家政系学科は生活文化学科という一つの学科に
整理されたが、受験生のニードに応え、３つの学科へと独立した。新たに開設された
国際コミュニケーション学科を加え、今や５学科を擁する最大の学部となった。人間
文化学部の各学科は、受験生の質の高さから見れば、本学の屋台骨を背負っていると
言っても過言ではないだろう。それを支えているのは入学生の３／４を占める女子学
生であろう。本学部が受験者動向、言い換えれば時代の要請に対応してきた結果であ
る。どうか本学部の教員はそのことに自負を持ち、自信と責任を持って活動していた
だきたい。時代は私たちに何を要求しようとしているのか、今後は時代の要請に対応
するのみならず、時代を先読みした本学部の使命にも思いを巡らし、プロジェクト化
すべきである。
公立大学が地域との連携を使命の一つとしていることは今に始まった事ではない。
個々の学科では個々の教員レベルでこれらに対応している。悲しいかな、学部として
の取り組みがない。言い換えれば外部から見れば、個人の教員に脈略がない限り、コ
ンタクトしにくい状況である。個々の専門領域を活かしながら、学部のあるいは大学
の地域への取り組みにエフォートを提供することは、学際系学部にとって最優先項目
であり、実行可能である。既存の地域国際交流センターあるいは必要であれば学部窓
口を開設し、それらを通して地域からの要請に応える実効性あるシステム造りが急が
れる。生活に密着した地域の諸問題に最も対応できるのは本学部である。自身の専門
領域に拘泥することなく、プロジェクトの大きな方向を企画するのは、年長教員の役
割である。そこに斬新なアイデアを吹き込むのは若手教員の役割である。本学部が一
見異質な学科から構成されていることこそ、強みとなるに違いない。大丈夫、その尖
兵となってくれる本学部の学生諸君は十分能力を秘めている。
COC プロジェクトがスタートしようとしているこのタイミングこそ、大きなチャ
ンスと考える。
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論文

つながりのなかで非行生徒を抱える実践
─警察と学校との協働によって何がうまれるか─

松

嶋

秀

明

人間文化学部人間関係学科

問題意識
はじめに
本稿は、生徒が思春期にはいり、激しい行動化や
様々な不適応をおこすこともしばしばある中学・高
等学校を、少年の非行行動の深化を予防する主体と
して位置づけつつ、その学校がもつ力をおぎなうも
のとしての「警察」との連携に注目する。そこで、
①警察側で学校との連携の主たる担い手である補導
職員へのインタビュー、②生徒指導的問題が多発し
つつも、警察との連携が比較的円滑であると関係者
から評価されていたある中学校における事例検討を
くみあわせて、学校と警察との連携が成功するため
に寄与する要因をみいだし、また、連携が非行のあ
る児童・生徒にどのような影響を及ぼすのか明らか
にすることを目的とする。
一般に少年は、軽微な犯罪から再犯を繰り返す
たびに重大な犯罪をおかすようになるとされてい
る（小林・岡邊 , 2008）。初期段階にある非行のある
少年への関わりは重要である。こうした少年への関
与が高いもののなかでも、伝統的に子どもの社会化
機能を担ってきた「学校」の果たす力は大きいこ
とが期待される。学校との絆がきれることが非行
化の危険因子とされること（Loeber & Farrington,
2001）
、学校生活への参加や、非行集団外の友達が
いることが保護因子とされること（US Department
of health and human services, 2011）など、少年が
大人や仲間たちとの良好な関係を築くことがもたら
す効果を示す研究は数多くある。
「学校とのつながり（=school connectedness）」と
は、このように生徒たちが、学校で出会う大人や
仲間達が、自分たちをケアしてくれていると感じ
ることをあらわす概念である。「つながり」を感じ
ている若者ほど、喫煙、飲酒、薬物乱用、暴力、
時期尚早な性交などを含む、多くのリスク行動を
とらないことがわかっている（Jessor, van den bos,
Vanderrin ら ,1995; Resnick, Bearman, Blum ら ,
1997; Crosnoe, Erickson & Dornbusch, 2002; CDC,
2011）。日本では岡邊（2009）は、非行少年が再犯率
を下げる保護因子として「中２時の学業成績」「非
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行集団以外の友人」を見いだしているが、これも再
非行を予防する意味で、学校に通うことが重要な意
味をもつことを示している。
非行の深化予防に果たす学校の役割
学校で児童・生徒はどのように非行行動を開始す
るのだろうか。学校文脈での非行行動をあつかっ
た研究で、非行化に重要な役割を果たす要因とし
てあげられるのは、①非行的な友人の存在、②親の
養育態度、そして③乏しい学業成績であり、これ
らが相互に関係しあっている。例えば、小保方・無
藤（2005a）は、中学生を対象として、喫煙、深夜徘
徊、万引きといった、自己申告による非行傾向行為
の規定要因および抑止要因について検討している
が、非行傾向行為にむかわせる最も大きな要因は、
逸脱した友人の存在であった。ただし、１年生時点
では親子関係の悪さが、３年生になるとセルフコン
トロールのきかなさがその傾向に拍車をかけてお
り、これら２つの要因が、逸脱した友人の存在にも
かかわらず非行傾向行為を抑止しえることがわかっ
た。
西野・二宮・五十嵐ら（2009）でも、逸脱した友
人の存在や、親子関係などが非行に関係していると
する結果を導いている。１年生の時点で、学校をサ
ボることや、喫煙といった、比較的軽微な逸脱行動
を行なっているものが、徐々に、万引きや無断外
泊、暴力といった重篤な逸脱行為へと「深化」して
いることが明らかになり、初期段階での対応が重要
であることが示唆された。小保方・無藤（2005b）に
よる、中学校各学年の１学期から２学期にかけての
短期縦断的調査では、もともと親子関係が親密でな
いといった家庭の問題に、本人のセルフコントロー
ルの低さが重なることで非行が開始され、さらに学
校への不適応がそうした傾向を促進することが示唆
された。まとめれば、親を信頼しているとか、正統
なしつけをなされていると感じるといったように、
親との愛着が良好でないことは、逸脱行動の開始に
重要な意味をもつが、その全てが「深化」するわけ
ではなく、逸脱行為をする友人の存在、あるいは学
業能力の低さといったものが大きな意味をもってい
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るといえる。
このような対人関係上の問題にくわえて、非行生
徒自身がもつ特性からくる困難もある。例えば、虐
待（例えば、藤岡 , 2001; 橋本 , 2004; 数井 , 2005; 玉
井 , 2007）や発達障害（杉山 , 2007; 小栗 , 2011）、あ
るいは抑うつ（小保方・無藤 , 2006）などの問題を
背景としてもつために、学校教師が単独で関わるこ
とには多くの困難があるともいわれるのがそれであ
る。また、学校における問題行動は、当該の行動を
おこなっている生徒のみならず、それを支える学
校集団があることもわかっている。加藤・大久保
（2006）によれば「荒れた」学校において教師は、
一般生徒には厳しく指導するのに対して、非行生徒
には緩やかな指導を行なうという「ダブルスタン
ダード化」が生じやすく、このことが一般生徒の不
満を高める結果につながり、結果的に当初の荒れた
雰囲気をますます助長するという悪循環がおこるこ
とが指摘されている。こうした研究結果からは、生
徒のおこす非行的な問題行動は、当該生徒のもつ個
人的な問題性がでるだけでなく、そうした行動の発
現を助長する周囲の働きがあることがわかる。
このように他の生徒たちも巻き込んで複雑な生成
過程とる非行の深化過程では、学校教師はまったな
しに問題行動に即応することを求められる。そし
て、その激しい行動化にまきこまれているうちに、
余裕をもって事態をながめる「観察する眼」を失っ
て疲弊していくといわれる（例えば羽間 , 2006）。ま
とめれば、初発の逸脱的な問題行動は、それを可能
にするような周囲の反応をくみとって行なわれ、そ
うして行なわれた問題行動が、教師をはじめとした
周囲の大人からの否定的な関わりをうみ、そのこと

摘されてきた。警察との連携といっても幅広く、
サポートチーム（例えば、龍島・梶 , 2002；石橋 ,
2008）や学校警察連絡制度をはじめ、警察職員が学
校の児童・生徒を対象として薬物などの犯罪にまき
こまれないように啓発する活動など多様なものが含
まれている。例えば、小林（2003）は、地域別の非
行の発生頻度に、当該地域における「地域サポー
ト」、すなわち地域での非行防止活動や、社会活動
などを主とする大人との関わりの多さや、親子の
絆、あるいは学業成績が与える影響について探って
いる。その結果、男女ともに、親子の絆が強く、地
域サポートが多いほど、非行頻度は低くなる傾向が
あったが、なかでも男子中学生は、親子の絆が強け
れば地域サポートはさほど影響を与えないが、親子
の絆が弱いときには効果が顕著であることがわかっ
た。もちろん、これは学校が他機関に生徒の処遇を
任せればよいということを意味せず、まさに両機関
が緊密に連携をとっていく必要がある。多機関連携
において問題になるのは、互いの機関における守秘
義務の問題などから、情報をやりとりすることが難
しいことや、専門用語の使用や、互いの職業文化を
理解しないために、お互いの仕事にネガティブな評
価を下しやすいことである（龍島・梶 , 2002；石橋 ,
2008）
。松嶋（2007; 2010）は非行的な不登校生徒へ
の支援において、当該の生徒のだしている問題をど
のようにとらえ、どのような解決が得られそうなの
かということに関する意識のズレが、校内の教員の
支援チームに葛藤状態をひきおこしがちなことを指
摘している。多機関で連携体制をくむことは、当該
の生徒の指導にとって＋に作用することも多いが、
と同時にそれがうまくいくことを自明の前提とはで

でますます学校における不適応が助長されるという
悪循環の構図がみいだされる。「学校にいること」
が非行の深化に保護的に働くのだとしても、学校に
通い続けられる環境をつくることこそが大事になっ
てくるといえるだろう。

きないことがわかる。また、生徒自身、学業成績が
平均以上の場合には、地域サポートが非行頻度を下
げる効果があるが、学業成績が低い場合には、そう
した効果がほとんどみられないこともわかった。学
校外での活動によって非行が防止されるが、学校で
しかできないこと（学力）が力をもっていることも
わかる。
学校と警察との連携のなかで要となる補導職員
の、警察組織全体における位置取りも葛藤的なもの
となりえる。というのも、警察組織は、訓練をう
けて、事件の捜査や犯人の逮捕といった、いわゆ
る「警察業務」を担当する警察官と、それ以外のさ
まざまな業務を専門的な技能を用いて担当する「職

地域サポートとしての警察
学校のほかに、少年の非行化防止のために重要な
役割を果たすことが期待されるのは「地域の力」で
ある。なかでも学校と警察との連携については平成
14 年に文部科学省からだされた「学校と警察との
連携の強化による非行防止対策の推進について」と
題する通知などをはじめとして、その重要性が指
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員」とで構成されており、補導職員は「職員」にあ
たる。補導職員は少年への街頭補導や継続補導と
いった活動を行うのを主たる業務としている。平成
11 年前後から、少年事件の低年齢化、凶悪化に呼
応するために各都道府県に少年サポートセンターが
設置されると、そこでの業務は少年の立ち直りを、
継続的な面接（継続補導）を媒介として援助するこ
とが主たる目標となっており、これは従来からあっ
た心理臨床のモデルを警察組織のなかにとりいれた
ものといえる。したがって所属する職員には「臨床
心理士」の資格をもつものも多く、職員も自分自身
のアイデンティティを、主として臨床心理学的な支
援においていることが多かった。しかしながら、補
導職員もまた警察組織の一員である。事件の捜査や
犯人の逮捕といった業務と無縁ではないし、少年と
の関わりも警察組織の一員であるがゆえに踏まえな
ければならないルールがある。組織内での軋轢や葛
藤を経験することもあることも予想される。また、
警察組織が上意下達のピラミッド型システムである
のに対して、学校組織が管理職は存在しつつも多
重で、水平的な意思決定がなされる組織である（例
えば、芹田 , 2011）ことからくる組織間のディスコ
ミュニケーションも存在するだろう。
以上のことから考えると、学校と警察とが非行行
動をみせる生徒への関わりにおいて連携／協働をす
ることは多くのディスコミュニケーションを呼び込
むこととなり難しくなることが予想される。こうし
た事態を成員はどのように乗り越えているのだろう
か。また、その結果としての連携／協働は生徒や学
校になにをもたらすのだろうか？本稿では上記のよ
うな問題意識にもとづいて、補導職員へのインタ
ビュー調査、生徒指導的問題が多くおこっている中
学校への事例検討などから明らかにする。

方

法

⑴補導職員へのインタビュー調査
調査参加者：A 県警に所属する補導職員 12 名（全
員女性、経験年数＝約 10 年）
手 法：半構造化インタビューと、自由記述形式
の質問紙。
手続き：A 県警に依頼して、サポートセンターに
所属する補導職員に対して、サポートセンターの面
接室を利用して１時間から１時間半のインタビュー
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を行なった（なお、補導職員のなかでサポートセン
ターに所属していない者には、インタビュー内容を
補足する意味で自由記述による回答を求めた）。い
ずれの職員も、筆者は補導職員の研修に関わって来
ていることから、その人物の普段の発話を見聞きす
ることができ、また、実践内容についてもインタ
ビュー外での体験と照らし合わせて理解することが
できた。
インタビュー内容：補導職員には、成功／失敗事
例、連携しやすさの条件、学校側から自らがどのよ
うに認識されているか、生徒指導教員には成功／失
敗事例、連携するための手だて、警察に求める役割
などを中心に、自由な語りを阻害しないように聞き
取った。
⑵ A 中学校における事例研究
A 中学校のプロフィール：全校生徒 700 人余、教
員数 40 人余という、A 県内に所在する学校として
は「大規模校」であった。街の中心部に学区をも
ち、社会経済的な基盤が弱く、家庭的養育にも問題
をかかえた家庭を多く学区に抱えている。いわゆる
「荒れた」学校である。生徒指導担当の X 先生はベ
テラン教師であり、生徒指導の手腕も周囲から高く
評価されている。
調査参加者：A 中学校の生徒指導主任をつとめ
た教員２名（経験年数＝約 22 年）
、および A 中学校
と同学区にある中学校で徒指導主任をつとめる教員
３名（経験年数＝約 20 年）にインタビューを行なっ
た。前２者は A 中学校の歴代の生徒指導担当をつ
とめた経験のある教師であった。また、後３者はこ
の２名の語りと対比させる意味で経験をきいた。
A 中学校が選ばれた理由：筆者はこの学校に、数
年前から心理相談のアドバイザーとして定期的に訪
問を行なっていたが、生徒指導的な事柄についても
関わりをもっていたため、A 中学校の２名の教師
の実践を長期にわたってみることができており、そ
の意味で、語りに登場する生徒像や、先生の具体的
な実践内容とつきあわせて理解することができた。
分

析
⑴ ⑵ の デ ー タ と も に、 大 谷（2008）の 提 案 す る
SCAT（Steps for Coding and Theorization）を参考
に、フィールドノートのエピソード記述、およびイ
ンタビューのコーディングを行なった。これは文字
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おこしされた資料から⑴データの中の着目すべき語
句、⑵それを言いかえるためのデータ外の語句、⑶
それを説明するための語句、⑷そこから浮き上がる
テーマ・構成概念の順にコードを考えて付していく
４ステップのコーディングと，そのテーマ・構成概
念を紡いでストーリー・ラインを記述し，そこから
理論を記述する手続きとからなる分析手法である。

結果と考察
補導職員の感じる不満とは？
先述のように補導職員は二重のアイデンティティ
をもつ存在としてとらえることができる。警察内部
においても、補導職員は少年との面接が主たる業務
となるわけでは必ずしもない。対外的な活動におい
て、これは具体的にはどのようなかたちで彼（女）
たちの実践に影響を及ぼしているのだろうか。補導
職員からのインタビューのなかで「連携をとりやす
い学校」について尋ねたところ、おおむね以下の２
つに分類された。すなわち、⑴お互いの専門性への
理解があること、そして⑵当該生徒のイメージが共
有しやすいことである。
ここでは⑴についてとりあげよう。本稿でとりあ
げる「学校」をはじめとして外部との協働をはかる
場合にも、補導職員の仕事が周知されていないこと
も手伝って、補導職員には様々なイメージが投映さ
れる。調査のなかでは警察に求めるものは何かとい
う質問に対して、多くの生徒指導に関わる教師たち
は「重し」「抑止力」といった言葉で表現される役
割を求めていた（松嶋 , 2008）。つまり、学校教師の
多くは、警察（彼らが連携する警察の人とは、実際
には補導職員である場合が多数であるにも関わら
ず）に求めるのは、もはや自分たちの指導を聞き入
れず、乗り越えられてしまった生徒たちがこれ以
上、逸脱行動をしないように「抑止」するための存
在である。実際、非行生徒にとっても、少なくとも
その初期の段階においては「警察」に呼びだしを受
けるということは、「逮捕」や「少年院に送られる」
といったイメージを連想させることから、警察が関
わることが生活態度の改善（＝抑止力）に結びつく
事例も少なくないのはたしかである。また、ある補
導職員は、警察官から「補導職員だからといって甘
えていてはいけない」と、警察組織の一員として少
年に毅然とした態度をとらなければならないと説か

れた経験をもち、警察官にまけないことをモットー
として頑張って来たという。この補導職員は、例え
ば、
「怒ること」について以下のように語っている。
ただ単に、やっぱり警察の補導職員っていうこと
は、やっぱり怒ってほしいっていうのを求めてはる
人、結構多いので……親にしても、学校の先生にし
ても。あと、警察のなかでもですよね。警察のなか
でも、やっぱり、しっかり言うべきところは言わな
あかんというようなのが、やっぱり補導職員に対し
てあると思いますので。ただ単に話聞いてやるだけ
じゃあかんと。
［Ａさん］
上記の語りのなかでこの職員は、周囲の人々が
「怒る」という役割を警察に求めることが多いこと
を挙げて、自らもそうした役割を主体的にひきうけ
なければならないと感じていると語っている。これ
は周囲からの「重し」や「抑止力」といった期待を
正当に受け止めなければならない役割としてうけ
とったうえでの行為と考えられる。とはいえ「ただ
単に、やっぱり……」といった語り口にあらわれて
いるように、そうした外部からの要求にこたえるこ
とが補導職員の本来的な姿ではないという心情も、
上記の語りのなかにあらわれている。実際、調査中
には「よく警察には権限があるっていわれますよ
ね。でも、私たちは警察官ではないし、少年の呼び
出しでも親の同意が必要だったりする」ことから、
自分たちの仕事が誤解されていることに戸惑うこと
が語られることもあった。また、警察が呼び出すこ
とが抑止力になりえるのは、せいぜい最初の頃だけ
であって、永続的な効果をもつものではないという
理解がしめされることも多かった。
このほかに補導職員からみれば学校内でできる教
育的関わりの範疇だと感じられることまでも、補導
職員に対応することを求める場合に顕在化する「理
解のなさ」もある。例えば、ある補導職員は以下の
ようなエピソードを語った。
（生徒の故意ではない暴力で被害届をたす学校があ
るが……）警察として指導する時にも「
（先生に）押
さえつけられたから振りほといたたけだよ」とか言
われると、指導もしにくいし。
（被害届をだすことが
抑止力になると思ったのかもしれないが）学校で指
導てきる範囲のことを全部こっちに持ってこられて
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も……（警察では説諭以上のことしかできない。生
徒にマイナスの影響を与えるのでは？）
［Ｃさん］
この補導職員からみれば、警察として「被害届」
が提出された相手にできることは、教師から「問
題」とされたことが法律上どのような意味をもつか
によって決まるのであり、教師ができない指導を肩
代わりすることではないという意識がある。結果的
に教師に暴力をふるったことはたしかであっても、
「故意」に危害を加えようとしたのか、教師ともみ
あうなかで偶然に手が出てしまっただけで傷つけよ
うという意思がなかったのかは、警察でできること
の範囲を大きく左右するのである。警察としても
「一度呼んで指導する」程度のことしかできず、そ
のことが当該生徒によって一種の武勇伝として語ら
れることになっては意味がないという懸念もある。
これは当該生徒が自分たちの指導の範疇を超えてい
るととらえる学校の見方とは大きい食い違いをもた
らすことになる。
もうひとつの例をあげよう。ベテラン補導職員の
B は以下のようなエピソードを語ってくれた。B の
担当した生徒は、面接のなかで B から課された約
束（例えば、毎日登校する）を遵守しており、逸脱
行動も減っていたことから、継続補導を終結させた
いと考えた。ところが、当該生徒の通う学校では、
逸脱行動がないのは、生徒が警察の存在を意識して
いるためであり、措置解除すればまたもとに戻って
しまうのではないかという不安を感じ、警察に継続
して関わってほしいと訴えたという。この例では、
学校側は「警察の権威によっておとなしくなってい
る対象」であって根本的には変わっていないととら
えられている生徒は、警察からみれば自らの面接関
係のなかでは、立ち直りへと歩を進めていると考え
る生徒である。
前者の場合、学校側が「手に負えない」から警察
による「逮捕」という、より強い処遇に頼るしかな
い生徒であると考えており、警察からみれば被害届
にもとづいて処遇するには適切とはいえず、教師に
教育的に関わってほしい生徒であるととらえてい
る。後者の場合も、警察のもつ権力的なイメージに
よって、指示にしたがわない生徒を服従させようと
している学校側からすれば、警察が手をひけばすぐ
に生徒はもとの姿にもどってしまうことになる。一
方で、警察関係者からすれば、警察が関わることで
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一時的に行動が改まっている時期は、生徒との関係
を再構築するための猶予期間であり、そのような生
徒の内面的な変化がおこらない限り、生徒の更生は
ないととらえられている。いずれのケースにおいて
も、同じひとりの生徒を相手にしているにも関わら
ず、その意味づけに大きなズレが生じていることが
わかる。また、学校側の将来展望のない連携に接す
ることで、補導職員にとっては自分の出来ることが
理解されていないという認識につながっている。
A 中学校における警察との連携：教師の不満から
それでは連携の他方の極である学校側はどのよう
な体験をしているのだろうか。ここでは慢性的に生
徒の「荒れ」が問題となるＡ中学校の事例をみてい
こう。Ａ中学校では 10 年以上前から警察との連携
体制の構築にとりくんで、それまでの相互不信状況
から抜け出して、良好な関係を結ぶにいたった。前
節では補導職員の、学校側に対する不満を挙げた。
関係とは相互的なものであり、学校側もまた警察に
対して不満を抱いている。どのようにして良好な関
係を結ぶにいたったのだろうか。以下では、この連
携体制の構築をはじめた、当時の生徒指導主任であ
るＸ先生の語りからはじめよう。
Ｘ先生はこのＡ中学校において、警察との連携体
制を築いた人物である。X 先生がこの教員が赴任
したとき、Ａ中学校では日常的に生徒指導に関わる
事件がおこっており、
「器物損壊」
「対教師暴力」な
どがおこることも珍しくなかった。これに対して当
時のＡ校の生徒指導は、Ｘ先生いわく、できるだけ
内側に抱え込んでなんとかしようとするものであ
り、対教師暴力のあった生徒について被害届をだす
といったことも多くはなかった。そこで、生徒指導
上、行き詰まった段階で被害届がだされるといった
ことになるため、警察への事前の相談や連絡なども
おこなわれていなかったという。Ｘ先生は当時の警
察との関係を象徴する以下のようなエピソードを
語った。
（あるとき A 中学校の学区を所轄する警察署関係
者が学校を訪問し、管理職がボロクソに怒られてい
た）
「お前のとこ、どないなってんねん」ていうて。
それで教頭もボロクソ言うてたさかいに 、警察の
こと。
「何もしないで！。うちの現状も全然知らな
いで！」と言って怒ってたから 、それではもう絶
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対アカンなと（だから連携を工夫した）
［Ｘ先生］。
語りのみからは、当時の警察とＡ中学校の連携の
実態がどのようであったのかは把握できない。しか
し、少なくともこのエピソードからは警察が中学校
での生徒指導の様子を結果としてつかめておらず、
現在の困難な状況が中学校の指導不足によるものな
のではないかという疑念を抱いていたことがわか
る。いわば前述の補導職員が不満をもらす、まさに
そのような学校体制になっていたことがうかがえ
る。もうひとつ重要なことは、こうした警察側の態
度に対して、学校側はそれを真摯にうけとめて自ら
の指導不足を反省していたわけではなく、むしろ、
そのような対応をしてくる警察に対して憤っている
ことである。当時の教頭先生の「何もしないで！。
うちの現状も全然知らないで！」という言葉から
は、むしろ、警察には直接的に訴えられないもの
の、自分たちの苦しい立場が理解されていないうえ
に過剰な批判をされているという不満がつのってい
ることがわかる。
このエピソードは決して特異な例ではないと思わ
れる。補足的にＡ中学校の近隣学校における生徒指
導担当教員のインタビューでは、警察に対しての不
満が多くきかれた。例えば「警察にはいっても動い
てくれない」というように、警察に相談をもちかけ
たにも関わらず、明示的な対応がみられないことへ
の批判や、警察に相談したにも関わらずに動いても
らえないままになり、卒業間近になって、本人も周
囲もその事件について十分に対応しつくした段階に
なって警察から事件で呼び出しがかかるということ
を「忘れた頃に呼び出してもらっても意味がない」
といったように不満として語られることがあった。
「人間関係」の構築という解決
ここまでの検討から、両者ともにお互いの子ども
への働きかけを不満におもい、連携がとりづらい対
象としてみがちであることがわかった。そこには、
子どもへの働きかけに対する意識のズレがあるとも
思われた。それではこうしたズレはどのように埋め
ていくことが可能なのだろうか。教師の語りからみ
ると、第１にそれはインフォーマルな人間関係の構
築であり、第２には校内体制の再構築であった。こ
こでは語られたエピソードの中にあらわれた工夫を
とりあげつつ検討していこう。

先述のＡ中学校のＸ先生の事例をみてみよう。前
節でとりあげたような学校と警察との相互不信的状
況をみて「これはあかん」と思ったＸ先生は、生徒
指導主任に就任すると同時に改善策を模索しはじめ
た。Ｘ先生がまずはじめたのは、警察とのコミュニ
ケーションを豊富にすることである。Ｘ先生はケー
キをもっていったりして、何もなくても話をしに
いった。ことあるごとに連絡をいれることで警察に
自分たちが指導をどのように行い、いかに大変かを
みせるようにした。その結果、警察の職員との人間
関係が築くことができたおかげで、なにかあったと
きにはパトカーを運転して学校を訪問してくれたり
もした。生活安全部の部長から以下のようなことも
いわれたという。
（連携する以前は学校がしていることがわからな
かったので）事件かあってバーンと被害届持ってこ
られる。……被害届出して、あとは警察に丸投げし
て「警察が何とかしてくれる」というくらいに思っ
てる（と思っていたが）、情報交換することで（場合
によっては）やっぱり警察の力を貸したらなあかん
な（ということがわかった）
。［Ｘ先生］
連携をとる以前にはいきなり被害届だけが出され
て、警察に丸投げされていると感じられていたが、
連携をとってみると、これまでみえない学校の努力
がみえるようになり、警察が関与するべきなケース
であるという見分けもついてきたと語られている。
このとき部長は「警察だって、やっぱりやってるい
るのは人間だ」といい、
「
（相手方と）気持ちか通じ
あえたから、こっちも一生懸命やるし。そっちも
一生懸命やってくれる」と述べたという。ここで
は「警察」と「学校」での情報や行動の交換だけに
とどまらず、人間的なつながりがつくりあげられる
ことによって、単なる情報交換や、逮捕依頼とその
受諾といったものにとどまらないつながりが生じて
いることがわかる。Ｘ先生が所属した学校では、こ
のこと以来「インフォーマルなつながりを作ってい
く」ことが生徒指導のノウハウとして受け継がれる
ようになる。平成—年から試行されはじめた「学校
警察連絡制度」により、現在では学校側が警察と生
徒指導上の問題をかかえる生徒について情報交換を
おこない、警察からもアドバイスがうけられる機会
が作られている。Ｘ先生の取り組みは、この先駆け
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となるものであると同時に、人間的な交流をふくめ
ている点で、単なる情報交換にとどまらないもので
ある。
ただし、連携体制の構築においては、学校側のあ
り方もまたかえていく必要がある。Ｘ先生は、生徒
指導主任になったと同時に、校内体制をくみかえて
いった。第一にこれまでの校内体制では、生徒指導
上の問題行動があっても校内で抱え込んでしまい、
結果的に外部に知れることになるときには校内では
どうしょうもなくなってからという状況があった。
Ｘ先生は教師集団を粘り強く説得しながら、校内で
指導しきれないものについては積極的に警察に被害
届を出そうと呼びかけると同時に、生徒に対しても
これ以上の事件をおこしたら警察にいかざるをえな
い（だから、いかなくても済むように生活しよう）
という指導をしていった。このようなどちらかとい
うと「厳しい」指導と同時に、校内体制を充実する
ことが目指されている。例えば、Ｘ先生は、警察に
介入してもらうということ以外に、生徒指導主任と
してやろうと思っていたことを以下のように語って
いる。
（警察とは関係なしで）ここはやっぱり学級作り
をしなければならない。勉強をしっかり教えさせな
きゃいけない。行事とか、そういうところでリー
ダーを育てないけないっていう３つの柱を、自分ら
が腹の中に入れて、これはだから、中で、やんちゃ
な子ももちろん入れて、学校づくりを立て直す一つ
の基盤方針として持ってて、それを徐々に積み上げ
ていったんです。［Ｘ先生］
ここでは一見すると警察との連携とは関係のない
ことが、しかし、連携に際して大事なこととして語
られている。すなわち、警察との連携をすすめよう
と思ったら、学校のなかで教師がやるべきこと（＝
学級作りや、勉強を教えること）をやらなければな
らないということが語られている。同様のエピソー
ドはＢ中学校のＹ先生の補足的インタビューでも
聴く事ができた。Ｙ先生によれば、B 中学校は、以
前、生徒の対教師暴力、生徒への暴力、器物の損壊
が続き、教員はその対応に疲弊し、無力感を感じる
状態にあった。そこでＹ先生は生徒となんとか関係
をとろうと奮闘したものの、問題行動がなかなか改
善せず、結果的に警察がこの生徒を逮捕することに
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結びついてしまったことがあるという。しかし、そ
のような状況におかれてもＹ先生は警察との連携に
おいて、教師として譲れないものがあると考えてお
り、以下の語りにはそれがあらわれている。
（いくら歯止めが必要だといっても）せめぎあわ
なかったら……。もう何でも「手におえないから、
じゃあ、警察のお世話になったら、もういいじゃな
いか」みたいな。切り捨ててしまって「こいつがお
るから学校がダメになる」みたいな話になって、そ
こで言うこと聞かないやつ（生徒）は、
（警察に）
「ハ
イ。どうぞ」っていうふうになるのは、やっぱり学
校じゃないっていうふうに思いますので……［Ｙ先
生］
いくら学校が荒れているからといって、その中核
となる生徒をただ排除するために警察を用いるので
はなく、また、学校の体制はそのままに、逸脱生徒
をただ力で抑え込もうとするのではなく、「教師が
できることは何か」についての議論がなされたこと
が語られている。このように警察と連携すること
は、逆説的に、教師に自らの実践をふりかえり、自
らに出来ることは何なのかと問う機会を与えるとい
える。
「人間関係を築く」という方法そのものがもつ問
題性も自覚する必要もある。補足的インタビュー
を行なったＣ中学校のＺ先生は、これまでの経験
から警察への不信感があるといい、この地域には
（Ａ中学校と同じように）
「情報交換を通してつなが
る」という連携を円滑にすすめるためのコツがある
ことを十分知りつつも、それをあえて行なっていな
いと語った。Z 先生は「
（関係ができれば連携がや
りやすくなるのは分かっている）そんなこと言った
ら、簡単な話、利害関係じゃないけど、人間関係が
できたら、話を聞いてやるということになります。
でも、本来そういうところではないでしょう、警察
は」と、人間関係が築かれるかどうかによって学校
への対応に差がうまれるという状況に不公正感を感
じていることを表明している。警察と学校が互いの
事情をわかって連携していくうえでは、人間関係を
築いていくという方法は有効である反面、警察と個
別の学校とのあいだに、インフォーマルで見えない
結びつきをつくることになり、他校からみれば不公
正にうつることもある。このことは補導職員のＢさ

つながりのなかで非行生徒を抱える実践 ─警察と学校との協働によって何がうまれるか─

んからも、普段、生徒指導的問題があまりおこらな
い「落ち着いた」学校との連携においては、過大な
要求がなされることがあるなど、うまくいかないこ
とがたびたびあることが語られていた。
連携／協働がＡ中学校にもたらしたもの
以下では、築かれた警察と学校との連携に基づい
た生徒指導の実際について、Ａ中学校が抱えていた
ケースに基づいてみていこう。とりあげるのは親の
貧困とネグレクトが背景にあり、３年生になって急
激に非行化傾向をみせたテツヤである。
全校の生徒指導を統括しているＱ先生はテツヤに
ついてのエピソードを話してくれた。Ｑ先生がこの
Ａ中学校に赴任した当初、Ａ中学校には教師の指導
が入らない生徒が何人かいた。この生徒たちは１、
２年生時は目立たなかったものの、３年生になると
他校生とのつながりがうまれて問題行動をおこすよ
うになった。教員たちは態度を激変させた生徒たち
に対応できず、指導しても、すぐまた同じ問題を繰
り返し、それへの対処に追われるという毎日を送っ
ており、Q 先生いわく「どうしたらいいのか分から
なくなってと思うんですよね。無力感というかね、
何をどうしても同じことを繰り返しやがるっていう
無力感もあって、凄くしんどい想い」をしていた
という。Q 先生は警察とも連携しつつ対処するな
かで、最も問題行動が際立っていたテツヤについて
は、幼少期からの不安定で虐待的な養育環境におか
れていたことを考えれば１〜２年という単位で劇的
によくなっていくことは到底望めず、長期的な視野
にたって育ちを見守り続けることが大事であるとの
認識を共有していた。そこでＱ先生は校内での対応
を見直すと同時に、長期的に見守る体制をつくるた
めに、当該生徒の保護者に警察を紹介している。
問題はでるだけでればいいやと思っていました。
（生育歴をみれば、この生徒の背景には相当根深い
ものがある）そんなものが、１年やそこらでね、
スッと改善されるなんてことは…まずないので。長
期的な視点にたった時に、（卒業後も）弱ったとき
に、この子自身も生活安全課とか、相談に行ける場
所を作っといてやったら、それなりに犯罪にポーン
と走ってしまう前にワンクッション置けるんじゃな
いかなって……。［Ｑ先生］

この語りでは冒頭でＱ先生は「問題はでるだけで
ればいい」という認識をあらわしている。上記の語
りにみられる観点は、長期的な観点から、この生徒
の問題の深刻さを認識したうえでの妥当な展望とう
けとることもできる。とはいえ、通常、問題は出現
しない方がよいと思われがちではないだろうか。Ｑ
先生は普段の実践でも、なにか生徒が事件をおこし
たとしたら、それは当該の生徒に指導を媒介として
関わっていくまたとないチャンスであるという見方
をしている。テツヤの卒業から数年後に、Ａ中学校
では１年生段階から、対教師暴力、授業妨害、器物
損壊といった問題行動をくりかえす生徒をむかえる
ことになったのだが、その際にＱ先生は「１年生の
うちからこうやって問題がでてくるのはいいこと
だ」といって、指導のチャンスが多くつくれること
を肯定的に評価していた。Ｑ先生の指導の信念とで
もいうべき部分だと考えられる。
結果的に、テツヤの事例では警察が関わることに
よって、テツヤの問題行動を無理矢理に抑え込むと
いうよりも、むしろＡ中学校の教員たちがテツヤの
問題行動にとことんつきあっていけるように、いざ
というときには逮捕するなどして、テツヤの行為が
取り返しのつかない結果を招かないようにするため
のセーフティネットをつくることに成功した。実際
のところ、テツヤは卒業後にもＡ中学校をたびたび
訪れて近況報告をしている様子が観察されたし、教
師との良好な関係も維持されているようであった。
こうした事例は、しばしば警察への期待としてある
ような、教師の指導をのりこえてしまった生徒をよ
り強い力で統制するような試みではないことがわか
る。警察が入ることによって、テツヤの問題は学校
の敷地内だけの問題ではなくなり、また、学校に
通っている３年間という時間のなかだけの問題でも
なくなって、より大きくより時間的スパンの長いな
かでの生徒の育ちをみすえた介入へと拡張されてい
る。
しかしながら、このようなＱ先生の指導方針は、
校内の教員はもとより、外部機関には（生徒の問題
行動がおこるのを積極的にまつ＝被害を増やすこと
になるという意味で）負担を強いていくことになっ
たり、学校教師の指導力に対する否定的評価（ちゃ
んと指導しているのだろうか。指導が甘いからこん
な結果になるのではないか、といった）を呼び込む
ことにもなったりしかねない。少なくとも、手放し
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でよい実践だと賛成することはできないだろう。実
際のところ、教員のなかには当該生徒のふるまいに
ついて「またか」と落胆する気持ちがあったし、そ
れに対応する学年の教員に対して、周囲の教員から
否定的な意見がよせられることもあったという。そ
のためＱ先生は「朝の打ち合わせなどで、やっぱ
り、夜、家庭訪問行ってもらったりしたことについ
ては、……しょうもないことかも分からないけど
も、日々やっぱり積み重ねてもらっていることを
……（教師が）動いてることはやっぱり伝えていこ
うということで」全校的な情報交換の機会がある毎
に、当該学年の教師が、自学年での取り組みと困難
さについて報告することを求めるような試みをした
という。そのことで、どれほどしんどい作業を教師
にしいているのかを白日のものとすることができ、
他学年からの批判を中和化しようとしたこともあっ
たとのことだった。
Ｑ先生がこうした実践を積みかさねられたのは、
補導職員と見立てが共有されており、対応について
も十分に相談できたからだと考えられる。と同時
に、警察との連携が全ての解決策となるわけではな
いことも確かではないだろうか。長期的な方針とし
ては正しくてもＱ先生のマネジメント能力による校
内での体制の整備がなければ、Ａ中学校内部で批判
がでることによって、テツヤに対する関わりの方向
性は維持されなかったかもしれない。

総合考察
連携／協働をとらえる枠組み
警察と学校との連携という活動は、どのような性
質をもつものとしてとらえられるだろうか。この
ことに関して廣井（2007）は、いわゆる司法臨床に
は「臨床」的思考が優先される活動と、「司法」的
な思考という、互いに相反する性質をもつ活動をひ
とつの活動のなかに合わせもっていることが特徴だ
と述べている。例えば、司法的思考においては、少
年がおこした事件とは、過去の一時点において、客
観的にみてたしかに存在したものであり、その価値
判断は法律に違反しているのかどうかである。これ
に対して、臨床的な思考においては、少年の語りの
なかで出てくる過去の出来事は、すべて彼（女）の
フィルターを通して主観的に再構成されたものであ
り、そこでは真偽は問題とされない。殺人といった
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凶悪な犯罪であったとしても、そこにどのような主
観的意味づけがなされているのかが重要であって、
本当におこったことかどうかにはさしたる意味はな
い。付随して、司法においては善悪の基準がはっき
りした二分法であるのに対して、臨床的思考におい
ては、善悪は必ずしも一定しない多元的なものであ
る。さらに、非行は犯罪に対して人々が取り組む際
に志向する「時間の流れ」についても、臨床的思考
では、これからどういう対応をするべきなのかと
いったように未来志向であるのに対して、司法で
は、すでに行なわれた事件がどうだったのかを確定
する方向、すなわち「過去志向」であることとは正
反対である。
補導職員は、廣井（2007）のいう司法臨床を体現
する職種のひとつである。多くの面で相容れない特
徴をもつ「司法」と「臨床」が同居することは、そ
のインターフェイスにおいて多くの葛藤や軋轢をう
んだとしてもおかしくないだろう。実際、インタ
ビューを通してえられた補導職員は二重のアイデン
ティティをもち、その両者の調停に困難を感じてい
ることがわかった。生徒指導教員との関わりのなか
で少なからず自らの存在意義が誤解されていると不
満を感じることはその一つである。廣井（2007）が
連携／協働を、役割分業や、役割共有といったもの
と区別し、互いに相容れないねじれの位置にある実
践をつなぐものであると述べているのは興味深い。
「司法」と「臨床」との間でおこる矛盾は、どちら
か一方にあわせることで解消されるべきものという
よりも、両者のズレが新たな可能性をよびこむ原動
力となることを示しているからである。
垂直的問題解決から、水平的な問題の解消へ
それでは、ズレがよびこむ可能性とは一体どのよ
うなものだろうか。司法臨床にみられるようなズレ
はしばしば両者がおかれた状況や、そこでなされて
いる実践を、他方から不可視なものとすることは本
論の冒頭でも述べた。本稿でとりあげた事例や、補
導職員の語りには、こうした両者の実践に対する不
可視性と、それにまつわる不信感が連携を阻害する
ものとなっていることが確認できた。その際、連携
をうまくいかせる要因として 今回の調査でみいだ
されたもののなかでは、インフォーマルに構築され
た人間関係が果たす役割が大きかった。すなわち、
警察と学校のそれぞれの努力の過程が、互いにみえ
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表１：学校と警察とのつながりのあり方の違いと、その特徴
問題への態度

見通される時間

「問題」がおきる
空間

警察の役割

垂直的つながり

抑圧による解決

生徒の在学中

学校内

より強い指導者の１人として

水平的つながり

拡張による解消

生徒の生涯発達

社会全体

多様な関わり手の１人として

ない状況がつくられていることが、双方の相手に対
する不満や、不信感につながっており、それが解消
されるのは「人がやっているのだから」という警察
官の言葉にもあるように、共通の土台としての個と
個の関係（一生懸命仕事をしている○○中学校の○
○先生、毎日忙しく事件を処理しておられる○○署
の○○さん）であったことは興味深い。今後、この
ような協働の基盤をつくるものについて、さらに事
例をあつめ検討する必要がある。
以下では、Ａ中学校のテツヤの事例から、こうし
たズレがうみだす可能性の一端について展望するこ
とにしよう。Ｑ先生の語りには、しばしば警察への
期待としてあるような、教師の指導をのりこえてし
まった生徒をより強い力で統制するような対応への
期待はない。むしろ、警察が介入することによっ
て、生徒の問題は学校の敷地内だけでおさまる問題
ではなくなり、と同時に、当該生徒が一般的に学校
に在籍している３年間という時間のなかだけの問題
でもなくなって、より大きくより時間的スパンの長
いなかでの生徒の育ちをみすえた介入が志向されて
いるといえる。前者を「垂直的」な連携／協働とす
れば、このことが目指すのは問題の「解決」であ
る。これに対して後者は「水平的」な連携／協働と
でも呼べるものであり、それが目指しているのは、
問題の解決ではなく、むしろ「解消」である（表１
参照）。
さて、このような水平的な連携／協働において
は、学校も警察も互いに自分の領域のなかにとじこ
もることは許されない。Edwards（2005）によれば
教師であれ、心理士であれソーシャルワーカーであ
れ、子どもや若者の支援にたずさわる人々にとって
重要なのは「関係」にひらかれていることである。
専門家がもつべき主体性（agency）とは、自分ひと
りのなかで完結したものではなく、むしろ、他者と
の関係のなかでみつけていくものである。エドワー
ズはこのようなかたちの主体性を「関係のなかでう
まれる主体性（relational agency）と呼んでいる。こ

こで求められるのは、気になる子どもに自分が単独
で何をできるかということではなく（もちろん、そ
れも必要ではあるが）、その子の周囲にいる大人た
ちは何ができるのか、何がなされているのかをふま
えた上でたちあげるものでなければならない。Ｘ先
生やＹ先生、Q 先生の語りにあらわれているよう
な、一方の機関の働きかけをふまえて自分ができる
ことを探す、やりきるというあり方を思い出そう。
例えば Q 先生が語るテツオの事例では、学校のな
かに司法的枠組みが入ることによって、学校で教師
が当たり前にしていることを精一杯まで行なうこと
を保証し、そのことでかえって学校内で出来ること
を増やしているといえる。X 先生、B 先生の語りの
なかでも、学校が警察と連携するときに大事なこと
として、学校が担っている教育機能を充実させるこ
とが挙げられていたのも興味深い。司法的枠組みを
いれることが契機となって、あらためて学校で出来
ることを模索するという動きがでてきていることが
わかるだろう。
結

語
本稿ではこれまで学校を主体とした非行行動の深
化を抑制する試みとして、警察との連携をとりあげ
て論じてきた。Edwards（2007）は、従来、逆境に
あってリスクを持っている子どもがよい適応をする
ことをあらわす「リジリアンス」概念について、こ
れを集合的に達成される概念として読みなおすこと
を提案している。本稿でみてきた学校と警察の連携
は、非行生徒のリジリアンスを集合的に支えていく
試みと考えられる。「非行」の問題は、当該の行動
をとる個人の問題であるかもしれないが、と同時
に、被虐待経験を背景にもつことをはじめとして、
社会にある負の部分をひきうけて、大人への不信感
をもちつつ成長している少年たちの問題であること
も見逃せない（田中 , 2012）
。そうした少年を、社会
がふたたび包含できるような体制作りが必要となる。
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乾燥藍葉による綿布の染色

乾燥藍葉による綿布の染色
道明美保子・久保田奈純・清水慶昭
人間文化学部生活デザイン学科／人間文化学部生活デザイン学科

1. 緒

言

染色に用いられる三原色（赤・青・黄）の中で天
然の青色染料として古くから重宝されてきた藍の歴
史は、紀元前 2000 年前の古代エジプトにまで遡る
と言われている。日本でも藍の伝来以降、天然の藍
は重宝され続けてきた。しかし、合成インジゴが開
発されると、その便利さゆえに合成インジゴが藍染
めの主流となっていった。しかし近年、環境問題が
大きく取りざたされると、石油由来の化学染料に対
する懸念から、天然物が再評価されている。また現
代の消費者の安全志向の高まりに伴い、企業側も商
品の付加価値を高める方法として天然藍に注目して
いる。
天然藍の製造には、江戸時代から続く伝統的な手
法が今も用いられており、それにはいくつかの欠点
がある。それは藍の製造が天候に非常に左右されや
すいことである。また、藍草に含まれるインジゴは
泥藍やすくも藍に加工して用いられるが、多くの手
間と精巧な技術が必要であり、一般には普及し難
い。そこで本報では、乾燥藍葉を前述の加工をしな
いで染色に用いる方法を検討し、藍製造工程を簡略
化するとともに新たな染色方法を示す。

2. 実

験

（1）試料
1）試験布
木綿平織白布（色染社製染色試験布綿ブロード 40
番）を用いた。試験布は非イオン性界面活性剤ノイ
ゲン HC（第一工業株式会社製）１g/L を用いて、
浴比 1:50、80 ℃で 30 分間処理後、蒸留水でふり洗
い１分間を４回行う方法で精練した。試験布はそ
の後、ろ紙上で軽く水分を除去し、熱風乾燥機中
50 ℃で３時間以上乾燥した後、デシケータ内で保
管し実験に用いた。
2）試験布のカチオン化処理
カチオン化剤としてジアルキルジメチルアンモニ
ウム系カチオン性高分子（略称 M11、分子量約 20
万，里田化工製）を用いた。M11（濃度：10g/L）と
水酸化ナトリウム（濃度：2.0g/L）を用い、浴比１：
100、80 ℃、30 分間処理後、水洗して実験に用いた。
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なお，（ ）内に示した濃度はカチオン化処理液を
調製後の濃度であり、以後同様な記述は最終の浴濃
度を表している。
3）染料
タデアイ天日乾燥藍葉（佐藤昭人氏提供）を用い
た。
4）試薬
還元剤としてハイドロサルファイトナトリウム
（以後，ハイドロと略称）
、アルカリ剤として水酸化
ナトリウム、染色布からの色素の抽出には N,N- ジ
メチルホルムアミドを用いた。それらは全てナカラ
イテスクの試薬特級を用いた。
（2）方法
1）乾燥藍葉の粉砕
タデアイ乾燥藍草を粉砕器（Panasonic 製、ファ
イバーミキサー MX-X58）を用いて粉砕し、ステン
レスふるい（アズワン製）に通した。この時用いた
ふるいの目開きは 45, 75, 125, 250 μ m の 4 種類であ
る。それぞれのふるいを通過した微粉砕タデアイを
粒径（≦ 45 μ m，≦ 75 μ m，≦ 125 μ m，≦ 250 μ
m）と表す。
2）染色
微粉細タデアイ 0.5g をロート油または温湯 40 ℃
で練り、水酸化ナトリウムおよび蒸留水を加え分散
させ 30 分間放置後、綿布 0.1g を投入し、浴比、水
酸化ナトリウム濃度、ハイドロ濃度、乾燥藍草粒子
の大きさ、染浴温度、染色回数を変化させて、所
定の時間染色した。染色開始 5 分後に綿布を反転さ
せ、むら染めを防止した。空気酸化 30 分のあと、
蒸留水（浴比１：500）で振り洗い 1 分を２回行ない、
ろ紙上で乾燥した後、アイロンを用いて乾燥した。
また、カチオン化処理の効果についても検討した。
3）染着性の評価
1. K/S値の測定
染着量は次式（Kubelka-Munk 式）の K/S 値で評
価した。
K/S ＝（1 ─ R λ）2 ／２R λ─（1 ─ r λ）2 ／２r λ
Ｋ：光吸収係数

S：光散乱係数

：染料の最大吸収を示す波長（610nm）
λ
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R λ：波長λにおける分光反射率／ 100

ｒλ：波長λにおける未染色布の分光反射率／ 100

すなわち、インジゴの最大吸収波長である610nm
における染色布の分光反射率を測定し、上式に代入
して K/S 値を算出した。
2. 測色
染 色 し た 布 を 多 光 源 分 光 測 色 計（ ス ガ 試 験 機
製 MSC-IS-2DH）によって測色した。色質指数ａ＊、
b ＊値から染色布の色相の変化を評価した。
3. 色素の抽出と抽出液の吸収スペクトルの測定
染色布 0.01g に少量の N,N- ジメチルホルムアミ
ドを加え、撹拌しながら50℃で約１時間抽出した。
色素の抽出が認められなくなるまでこれを繰り返し
た後，全量を 50mL とした。この抽出液の吸収スペ
クトルを紫外可視分光光度計（日本分光株式会社製
V-550 型）によって測定した。

Fig.2.The a*b* chromaticity of dyed cotton with crushed dry
leaf of natural indigo plant in the dye bath containing
sodium hydrosulfite of various concentrations.

3. 結果および考察
（1）還元剤ハイドロ濃度が染着に及ぼす影響
微粉砕タデアイ（粒径≦ 45 μ m）0.5g に 2.0 倍の
ロート油を加えて泥状に練り、水酸化ナトリウム
（濃度：1g/L）および蒸留水を加え分散した。さら
に ハ イ ド ロ（ 濃 度：0.2 〜 100.0g/L）を 加 え、 浴 比
1:100 とした。染色方法およびその後の操作は 3.（1）
と同様である。
綿布の染色における還元剤ハイドロ濃度が染着
に及ぼす影響を Fig.1 に示した。K/S 値はハイドロ
濃度が 50g/L のときが最大であった。しかし Fig.2
に示すように、染色物の色相はハイドロ濃度 50 〜
100g/L では青緑色で彩度が低下した。また、ハイ
ドロ濃度 5.0 〜 25.0g/L では青紫色となった。
ハイドロ濃度を変化させて染色した上記の各試

Fig.1. Relation between the concentration of sodium
hydrosulfite and K/S value of dyed cotton with crushed
dry leaf of natural indigo plant.
（The concentration of sodium hydroxide: 1g/L）
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Fig.3-1. Absorption spectra of the extract from the dyed
cotton in the dye bath contained sodium hydrosulfite
of various concentrations.

Fig.3-2. A
 bsorption spectra of the extract from the dyed
cotton in the dye bath contained sodium hydrosulfite
of various concentrations.
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料から、染料を N,N- ジメチルホルムアミドで抽
出し、抽出液の吸収スペクトルを測定した結果を
Fig.3 に示した。
ハイドロ濃度が 0.8 〜 25g/L の範囲では純粋なイ
ンジゴの吸収スペクトル曲線を示す。
50 〜 100g/L では 380 〜 400nm 付近の吸収が高
くなり、染色物は緑色がかることが明らかになっ
た。そこで染色物が青色を示すハイドロ濃度範囲の
1.0g/L を以後の実験で用いることとした。
（2）アルカリ剤水酸化ナトリウム濃度が染着に及ぼす影響
微粉砕タデアイ（粒径≦ 45 μ m）0.5g に 2.0 倍の
ロート油を加えて泥状に練り、水酸化ナトリウム
（濃度：0.04 〜 1.0g/L）および蒸留水を加え分散し
た。さらにハイドロ（濃度：1.0g/L）を加え、浴比
1:100 とした。染液を 50 ℃で 30 分間放置した後、綿
布 0.1g を投入し、30 分間染色した。3.（1）と同様に
空気酸化、水洗、乾燥を行った。
発酵建てを行なう場合、還元菌で藍液を還元状
態に変化させるには pH が 10.8 前後、温度 25 ℃前
後が望ましいとされている 1）。水酸化ナトリウム濃

Fig.4. Relation between concentration of sodium hydroxide
and pH in the dye bath.
（The concentration of sodium hydrosulfite : １g/L）

Fig.5. The K/S value of dyed cotton with dry leaf of dry
natural indigo plant in the dye bath containing sodium
hydroxide of various concentrations.
（The concentration of sodium hydrosulfite: １g/L）

度と染浴 pH の関係を調べた結果（Fig.4）が示すよ
うに、水酸化ナトリウム濃度 0.04 〜 0.20g/L では
pH10以下であり、10以上の pH にするためには0.4g/
L 以上の水酸化ナトリウム濃度が必要である。
染浴中の水酸化ナトリウム濃度を変化させて染色
した各試料の K/S 値と水酸化ナトリウム濃度の関
係を示した Fig.5 をみると、K/S 値が最大となる濃
度は 0.6g/L であり、それ以上の水酸化ナトリウム
濃度では、K/S 値が減少した．これらの染色物の
色質指数 a*、b* 値の測定結果（Fig.6）から、青色を
示す水酸化ナトリウム濃度は 0.4g/L 以上のときで
あることがわかる。アルカリ濃度が高くなると染色
物は青紫色となる。以上の結果から、適切な水酸化
ナトリウム濃度は 0.4 〜 0.6g/L である。

Fig.6. The a*b* chromaticity of dyed cotton with dry leaf
of natural indigo plant in the dye bath containing
sodium hydroxide of various concentrations.

（3）浴比が染色に及ぼす影響
微粉砕タデアイ（粒径≦ 45 μ m）0.5g にロート油
を加えて泥状に練り、水酸化ナトリウム（濃度：0.6
g/L）および蒸留水を加え分散した。さらにハイド
ロ（濃度：1.0g/L）を加え、浴比 1:100 〜 500 に調整
した。染液を 50 ℃で 30 分間放置した後、綿布 0.1g
を投入し、30 分間染色した。3.（1）と同様に空気酸
化、水洗、乾燥を行った。

Fig.7.Relation between liquor：goods ratio and K/S value of
dyed cotton with dry leaf of natural indigo plant.
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浴比と各染色試料の K/S 値の測定結果の関係を
Fig.7 に示した。浴比が増すに従い K/S 値が減少し
た。調べた浴比の中で最も低い浴比である 1:100 の
場合、染液の粘度が高すぎて染色しにくいので、今
後は浴比 1:150 〜 200 の範囲で染色を行なうことに
した。
（4）乾燥藍葉粒子の大きさが染色に及ぼす影響
乾燥藍葉の各種粉砕粒子（粒径≦ 45 μ m, ≦ 75 μ
m，≦ 125 μ m，≦ 250 μ m）0.5g に 2.0 倍のロート
油を加えて泥状に練り、蒸留水および水酸化ナト
リウム（濃度：0.6g/L）を加え分散させた。さらに
ハイドロ（濃度：1.0 g/L）を加え、浴比 1:150、常温
（24 ℃）で 30 分放置した後、綿布 0.1g を投入し 30 分
間染色した。3.（1）と同様に空気酸化、水洗、乾燥
を行なった。
染色に用いた藍葉粒子の大きさと染色試料の K/
S 値の関係を Fig.8 に示した。藍草粒子の大きさは
K/S 値に影響を与えないことが明らかである。

（6）染浴温度が染色に及ぼす影響
綿布 0.1g に対し、乾燥藍葉の粉砕粒子（粒径≦ 45
μ m）0.5g を用い、水酸化ナトリウム濃度 0.6g/L、
ハイドロ濃度 1.0g/L、浴比１：200 で常温（24 ℃）,
30, 40, 50, 60 ℃で 30 分間染色した。染色温度と各染
色試料の K/S 値の測定結果の関係を Fig.10 に示し
た。また、それらの染色試料の色質指数ａ＊、ｂ＊
値の測定結果を Fig.11 に示した。

Fig.10. Relation between the dyeing temperature and
K/S value of dyed cotton with dry leaf of natural
indigo plant.

Fig.8. Relation between the particle size of the crushed leaf
of indigo plant and K/S value of dyed cotton.

（5）染色時間が染色に及ぼす影響
綿布 0.1g に対し、乾燥藍葉の粉砕粒子（粒径≦ 45
μ m）0.5g を用い、水酸化ナトリウム濃度 0.6g/L、
ハイドロ濃度 1.0g/L、浴比 1:200、50 ℃で 5 〜 60 分
間染色した。各染色試料と染色時間の関係を Fig.9
に示した。K/S 値は 10 分でほぼ一定になった。

Fig.9. Rlation between time of dyeing and K/S value of
dyed cotton with dry leaf of natural indigo plant.
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Fig.11. The a*b* chromaticity of dyed cotton with leaf
of dry natural indigo plant at various dyeing
temperatures.

K/S 値は染浴温度の上昇とともに若干減少傾向
にある。また、染色物の色相は、染浴温度の上昇と
共に僅かに青緑味が増し、彩度が減少した。
（7）繰り返し染色の効果
乾燥藍葉の粉砕粒子（粒径≦ 45 μ m）
0.5g を用い、
2.0 倍の温湯１mL を加えて泥状に練り、水酸化ナ
トリウム（濃度：0.6g/L）および蒸留水を加え（浴比
１：150）分散させた。さらにハイドロ（濃度：2.5g/
L）を加え、40 ℃で 30 分間放置した後、綿布 0.1g を

乾燥藍葉による綿布の染色

投入し10分間染色した。染色後、空気酸化、水洗、
乾燥を行なった。上記の操作を 1 〜 6 回繰り返し、
染色回数が染着量に及ぼす影響を検討した。
結果を Fig.12 に示した。染色回数の増加に伴い
K/S 値は直線的に増加した。
Fig.14. The a*b* chromaticity of cotton treated with a
cationic agent and untreated cotton.（Both cottons
have been dyed with dry leaf of natural indigo plant.）
（◯
 , □ , △…：treated with a cationic agent，● , ■ , ▲…：
untreated cotton）

3. 結
Fig.12. Relation between the number of times dyed and K/S
value of dyed cotton with dry leaf of natural indigo plant.

（8）カチオン化処理の影響
乾燥藍葉の粉砕粒子（粒径＜ 45 μ m）0.5g を用い、
水酸化ナトリウム濃度 0.6g/L、ハイドロ濃度 1.0g/
L、浴比 1:200、50 ℃でカチオン化処理を施した綿
布 0.1g を 5 〜 60 分間染色した。染色後、空気酸化
30 分、水洗、乾燥を行なった。未処理の綿布も同
様に染色した。各染色試料の K/S 値を求め、カチ
オン化処理の影響を検討した。得られた結果を Fig.
13, 14 に示した。

Fig.13.Relation between time of dyeing and K/S value dyed
cotton with dry leaf of natural indigo plant.
（○：cotton treated with a cationic agent, ●：untreated cotton）

綿布のカチオン化前処理により K/S 値は約 2 倍
に増加し、染色物の色相は僅かに青緑色がかり、彩
度が低下した。
以前に著者らは各種天然染料を用いた綿布の染色
でも、カチオン化前処理が有効であり、カチオン化
前処理した場合には染色物の吸収スペクトルが長波
長側に移動することを報告した 2）。本実験により、藍
を用いた染色でも同様の結果が得られたことになる。

論

藍草に含まれるインジゴをすくもや沈殿藍に加工
しないで、乾燥藍葉を粉砕して染色に用いる方法を
検討した結果、以下の知見が得られた。
1）乾 燥藍葉粉末の粒子は≦ 250 μ m の範囲内では
染着量や染色物の色相に大きな影響を与えない。
2）ア ルカリ・還元浴作製には、水酸化ナトリウム
濃度 0.4 ～ 0.6g/L、ハイドロサルファイトナトリ
ウム濃度 1.0 g/L が適切である。
3）染色時間 10 分間で染着量はほぼ一定になる。
4）染 色温度の上昇と共に K/S 値は僅かに減少する
傾向にある。
5）染 色回数の増加に従い、染着量はほぼ直線的に
増加した。
6）綿布のカチオン化処理により、K/S 値は約 2 倍に
増加した。
以上の結果より、乾燥藍葉を粉砕して染色に用い
ることが可能であり、藍製造工程を簡略化できるこ
とが明らかになった。
本報告は化学建てであり、今後は発酵建てでの乾
燥藍葉の染色の有効性を検討する必要がある。
本研究の一部は，文部科学省科学研究費補助金
（基盤研究（C）課題番号 22500720［平成 23 年度］
）に
より行なった．
引用文献
1）小橋川順一，“沖縄島々の藍と染色”染織と生活社，
2004，p.132-133
2）道明美保子，有賀薫，横山早美，清水慶昭，木村光
雄，天然染料による簡便染色法とそれによるカラート
ライアングルの作成，日本家政学会誌，2011，vol.62,
no.3, p.189-195
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論文

就学前保育における日本語指導と母語指導

─滋賀県内保育園所を対象とした多文化保育の実態調査から─

鈴木祥子・平野知見・竹下秀子
NPO 法人外国籍住民自立就労協会・滋賀県立大学大学院人間文化学研究科／京都造形芸術大学芸術学部・滋賀県立大学人間文化学部

１．はじめに
1990年に改定された「出入国管理及び難民認定法」
（入管法）によって，南米からの日系人の来日が飛
躍的に増えた。彼らの多くは生活が安定すると，本
国に残してきたパートナーや子どもを呼び寄せ，日
本で家族との生活を始めた。当時 10 歳で日本に来
た子どもが生育し，若者となってパートナーに巡り
合い，わが子を授かったとしたら，その子どもは現
在，小・中学校に通う年齢になっている。
2010 年９月の文部科学省の調べによると，全国
の日本語指導が必要な外国人児童生徒数は，小学校
3,831校18,365人，中学校2,157校8,012人，合計5,988
校 26,377 人だった（図１）。
（人）

25,000

小学校

中学校

20,000
15,000
10,000
5,000
0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 （年）

図１．日本語指導が必要な外国人児童生徒数の推移
（文部科学省「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状
況等に関する調査」より作成 , 2008年度以降は隔年度実施）

文部科学省「外国人児童生徒教育の充実方策につ
いて（報告）
」
（2008）によると，外国人児童生徒の
教育の意義として「我が国の社会の構成員として生
活していくために必要となる日本語や知識・技能を
習得させることが必要」「外国人児童生徒と共に学
ぶことにより，日本人児童生徒にとっても，広い視
野をもって異なる文化を持つ人々とともに生きてい
こうとする態度が育まれる」「外国人児童生徒に対
して丁寧できめ細やかな指導を進めることにより，
学校にとってもその教育活動を一層向上させ，児童
生徒一人一人を大切にした教育の実現につながる」
などが挙げられている。そしてそれを実現する方法
として，①就学案内や相談を行うことによる就学支
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援，②適応教室や日本語指導の指導内容・方法の改
善・充実，指導者や指導体制の整備育成，③地域に
おける教育推進を掲げている。
現在，滋賀県における小・中学校での外国人児童
生徒への対応としては，①県から派遣される外国人
児童生徒等日本語指導対応教員や日本語指導担当非
常勤講師の配置と，②外国人児童生徒ほっとサポー
ト事業の実施のほか，③市町独自に実施される当該
言語の母語相談員（に類するものを含む）の配置が
ある（しが多文化共生推進会議，2008）
。①は日本
語指導 を主目的とし，②，③によって，懇談など
保護者を含めての話し合いの場の通訳，学校からの
書面の翻訳，トラブルへの対応，母語での学習補
助，子どもの精神的なケアなど多岐にわたる活動が
カバーされる体制となっている。しかし，①にかか
わる教員個人が学習以外の生活全般にかかわる業
務に携わらざるをえない実情も指摘されており（平
田，2011）
，滋賀県内での外国人児童生徒を対象と
した日本語指導や日本語による学習の支援は他県に
おけると同様，十分であるとはいえない。滋賀県同
和教育研究会による調査（2002）では，「小・中学校
になると，学力保障や日本語指導のために十分なこ
とができていないのではないかという悩みがでてく
る。それは一方で，それらの指導のための教職員が
足りない，通訳などの体制がないなどの悩みにつな
がってくる。」など現場の悩みのさまざまが明らか
にされている。
日本語の習得には子どもの渡日年齢や在日期間
に加えて個々の生育環境が大きく影響する。川上
（2006）は「来日前あるいは入学前の生活・学習環
境，来日年齢，家庭内言語環境，性格などが，一人
ひとり異なる。同じ国から来た子どもでも，これら
の背景が異なる場合が多い。」と述べている。例え
ば，①日本生まれ／乳児から日本の保育施設／小学
校，②日本生まれ／ブラジル人保育施設／小学校，
③ブラジル生まれ／年中・年長から日本の保育施設
／小学校，④ブラジル生まれ／ブラジル人保育施設
／小学校，⑤ブラジル生まれ／ブラジル人保育施設
／ブラジル人学校／小学校途中転入，⑥ブラジル生ま
れ／ブラジル人学校／中学校入学，⑦ブラジル生まれ
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／ブラジル人学校と日本の学校を行ったり来たり，
とさまざまに異なる履歴によって，獲得される日本
語能力も，さらなる習得に向けた諸条件も異なる。
就学に必要なのは日本語だけではない。学校での
ルールや習慣，勉強に向かう姿勢，給食，持ち物な
ど日本人の子どもであれば肌で感じたり，保護者が
体験してきたりの積み重ねで測れるものが少なから
ずある。しかし，外国人児童生徒あるいはその保護
者にはそれらが共有されていない状況があることに
も配慮しなければならない。
他方，母語指導の重要性を指摘する声も多い。幼
児期に母語のレベルが年齢相応まで到達しなかった
子どもは，小学校に入学したときすでに学習へのレ
ディネスを欠き，文字学習になかなか入れないのが
普通である（中島，2010）。また，子どもが日本語
ばかりの中で長時間過ごしていると，母語の減衰が
急激に進む。その結果「聴けるが話せない」という
状況になり，難しい話になると説明ができない，自
分の感情をうまく表現できないなど，親子間の大切
なコミュニケーションツールが失われていくことに
なる（中島，2010）
。これを回避するためには，新
しい言語環境に入れるときは毎日少しずつ慣らした
り，自分の言葉で表現する，あるいは聞いてもらえ
る場を設けたりするなどの丁寧な母語支援が求めら
れる。さらに母語の成長を促す合理的な母語指導が
必要になる。岡崎（2004）は教育制度構築の考え方
としてスクラップ・アンド・ビルドと内発的発展の
対比を言語指導に援用し，「スクラップ・アンド・
ビルドの考え方は，母語で形成されてきた子どもの
言語・認知能力を「ゼロから作り出す」ものとして
扱う。これに対して，内発的発展の考え方は，母語
の言語・人と能力を活用することで第二言語の言
語・認知力をゼロからではなく，第一言語で到達し
たレベルに続けて発展させる。」と述べ，『教科・母
語・日本語相互育成学習モデル』を小学校高学年や
中学生を対象に具現化した。滑川（2008）は低学年
を対象として『教科・母語・日本語相互育成学習モ
デル』を援用・実践し，日本語指導と母語指導の結
合の可能性を探った。
日本語の学習言語獲得や母語の保持・洗練といっ
た就学後の課題に適切に対応していくためには，
就学前からの日本語，母語指導へのとりくみに関
心を向ける必要があるだろう。日本保育協会の調査
（2008）では，自治体保育所主管課から寄せられた

回答のなかに日本語習得の困難さや日本語習得とと
もに「母国語」を喪失する姿の記述が少なくなかっ
た。しかし，「多文化な子ども」の就学前保育にお
いて，日本語や母語の習得についてどのような対応
がなされているのかについては，愛知県のいくつか
の市で先進的にとりくまれているプレスクールの例
があるものの（愛知県プレスクール実施マニュアル
検討会議，
2009）
，全国的な実態は明らかではない。
私たちは 2010 年 10 月～ 2011 年２月にかけて滋賀
県内の保育園所を対象に「外国人児童の就学前保育
の実態に関する調査」を実施した。外国籍の子ども
だけではなく父母を通じて外国につながる「多文化
な子ども」の在籍状況とともに保育園所における
「多文化保育」の実態を明らかにすることを目的と
した。本稿では同調査に含まれた「日本語指導」と
「母語指導」にかかわる項目への回答から，外国人
住民が多い滋賀県での就学前言語指導の現状を分析
し，小学校教育への滑らかな接続をめざす「多文化
保育」を進めるための基礎資料を提示したい。

２．方法
⑴「多文化な子ども」の定義
①本人が外国籍の場合
②本人が日本国籍で，保護者（両方または 一方）が
外国籍の場合
③本人も保護者も日本国籍であるが，本人または保
護者（両方または一方）が外国語を母語としてい
る場合
⑵調査対象及び調査方法
滋賀県内の認可保育園所（251 園所）と認可外保育
園所（58 園所）の合計 309 園所を対象とした質問紙
調査を実施した。園所に「多文化な子ども」が在籍
したことがない場合でも，回答可能な項目について
記入をしてもらうよう依頼した。調査票の配布及び
回収は，2010（平成 22）年 11 月に行った。⑶に示し
た内容の調査票を作成し，調査対象園所に郵送及び
手渡しによって配布し，同様の方法で回収した。
⑶質問項目
フェイスシートでは回答者の属性とともに，①
「多文化な子ども」の国籍別在籍人数を尋ねた。そ
の他の質問項目は，②「多文化な子ども」の家族の
背景や滞在実態，③「多文化な子ども」への日本語
指導，母語指導，④職員研修，⑤多文化保育に関わ
るプログラム・行事などの取り組み，⑥保護者との

人間文化● 19

就学前保育における日本語指導と母語指導 ─滋賀県内保育園所を対象とした多文化保育の実態調査から─
表１．調査票の配布・回収状況と地域別人口および「多文化な子ども」在籍数
調査票
送付数

2011年1月1日
地域人口

外国人 「多文化な子ども」在籍数
人口比％
（南米系児童％）

大

津

大津市・高島市

75

28

37.3

4,728

387,283

1.22

35（11.4）

湖

南

草津市・守山市
栗東市・野洲市

69

25

36.2

4,362

319,460

1.37

60（36.6）

甲

賀

甲賀市・湖南市

45

27

60.0

5,025

146,998

3.42

117（78.6）

48

23

47.9

5,000

233,228

2.14

70（78.6）

38

19

50.0

3,069

154,916

1.98

27（48.2）

34

22

64.7

4,287

162,731

2.63

95（74.7）

-

2

-

-

-

-

3（0）

309

146

1,404,616

1.88

409（62.8）

湖

東

湖

北

不

明

近江八幡市・竜王町
東近江市・日野町
彦根市・愛知郡
犬上郡
長浜市・米原市
記入なし

合計

0％
大

津

湖

南

甲

賀

返信数

2010年12月31日
外国人登録者数

域

東近江

市・郡・町

回収率
％

地

20％

47.2

40％

26,471

60％

80％

どちらもしている
日本語指導のみ
母語指導のみ

東近江
湖

東

湖

北

100％

どちらもしていない

図２．日本語指導と母語指導の地域別実施状況

コミュニケーション，⑦他の組織や個人との連携，
⑧保護者からの悩みや不安の相談，⑨「多文化な子
ども」とその保護者の受入れ前の準備，⑩「多文化
な子ども」の発達や生活面での「気になる姿」，⑪
他の子どもや保護者，保育者への影響，⑫多文化保
育実践の問題点および今後の課題，⑬小学校との連
携，⑭その他の機関との連携，⑮今後必要となる園
所への支援，とした。
⑷分析方法
本稿では，上記で挙げた中から③「多文化な子ど
も」への日本語指導，母語指導にかかわる質問項
目である「言語指導の有無」「指導の方法（複数回
答）
」
「就学前保育でなぜ日本語指導／母語指導が必
要かについて，お考えをご記入ください。さらに指
導法や内容等を充実するには何が必要であるかをご
記入ください。
（自由記述）」「実施されない理由、
実施できない理由、あるいは日本語指導が不必要な
理由等をご記入ください。また、将来的に実施を考
えておられる場合、どのような支援を得たいか等、
ご記入ください。（自由記述）」をとりあげる。自由
記述については，文脈から読み取れる内容から要点
を抽出した。一園所ではあっても記述の中に複数の
内容があった場合は別のものとして分類し，日本語
指導が必要な理由は 71 件，日本語指導をしない・
できない・不必要な理由は 42 件，母語指導が必要
な理由は 37 件，母語指導をしない・できない・不

20

●人間文化

必要な理由は80件，合計230件を分析の対象とした。

３．調査結果
⑴回収状況と在籍状況
表１に調査票の配布・回収状況と地域別人口お
よび「多文化な子ども」在籍数を示した。回収率
が高かったのは湖北（64.7 ％）と甲賀（60.0 ％）で，
いずれも，外国人人口比が 2.5 ％を超えた地域だっ
た。また，湖北（74.7 ％）と甲賀（78.6 ％）は東近江
（78.6 ％）とともに南米系の子どもの在籍率が他の地
域に比して高かった。
⑵言語指導の実施状況
日本語指導と母語指導について，「どちらもして
いる」「日本語指導のみ」「母語指導のみ」「どちら
もしていない」の園数を算出し，その割合を図２
に地域別に示した。「どちらもしている」が多いの
は 40 ％強の甲賀で 30 ％前後の湖南，東近江がこれ
に続く。他方，「どちらもしていない」割合が多い
のは大津で 60 ％強と突出している。他の地域は 20
～ 40 ％台だった。また，「日本語指導のみ」が多
いのは 50 ％を超える湖東で，「母語指導のみ」が多
いのは 10 ％強の甲賀だった。「どちらもしている」
「日本語指導のみ」
「母語指導のみ」を合わせた，つ
まり，何等かの言語指導をしていると回答した園
所は，40 ％弱の大津を除いて他の地域は 60 ％弱～
70 ％強だった。
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⑶日本語指導の方法，必要・未実施・不必要の理由
日本語指導の方法（複数回答）としては「特別に
は実施していないが適宜機会をとらえて」を選ぶ園
所が 49 園と最も多かった。また「園所内の教職員
が指導」に該当する園も 18 園あった（図３）。日本
語指導が必要な理由（自由記述）としては「就学に
向けて」
（25 件）
「日本で暮らすから」
（15 件）が多かっ
た（表２）。他方，日本語指導をしない・できない・
不必要な理由（自由記述）としては，「子どもが日本
語を理解しているから」（15 件）
「自然に習得するか
ら」
（11 件）が多かった（表３）。
⑷母語指導の方法，必要・未実施・不必要の理由
母語指導の方法（複数回答）としては「特別には
実施していないが適宜機会をとらえて」を選んだ
園所が 26 園と最も多かった。「保護者による母語指

0

導を奨励」「園児全員でその国の言葉をあそびや絵
本で」に該当する園がいずれも８件，「園所内の母
語話者（教職員・通訳等）による」が６件あった（図
４）
。母語指導が必要な理由（自由記述）について
は「将来を考えて」
（９件）という記述が最も多かっ
た。次に子ども同士や「保育園所内でのコミュニ
ケーション」
（６件）を円滑にするため，
「アイデン
ティティーへの配慮」
（５件）
「他児への影響」
（５件）
が挙げられていた（表４）。他方，母語指導をしな
い・できない・不必要な理由（自由記述）としては，
「不自由を感じない（30 件）」が最も多く，次に「指
導者がいない」
（18 件）
「母語は家庭で」
（12 件）
，さ
らに保護者の希望や保育園所の方針として「日本語
を学んでほしい」
（７件）が挙げられた。

20

40

60 件

湖南 11，甲賀 10，東近江 9
湖北 7，湖東 6，大津 5，不明 1
（湖北 6，東近江 5，湖東 4，大津 1，湖南 1，甲賀 1）
49

特別には実施していないが適宜機会をとらえて
18

園所内の教職員が指導
園所在籍児の日本人保護者が指導

2

（湖南 1，湖東１）

園所外の指導者にきてもらい指導

1

（湖東）

市のことばの教室をすすめる

1

（湖北 その他自由記述より）

英語教育をしている

1

（大津 その他自由記述より）

図３．日本語指導の方法
表２．日本語指導が必要な理由
学習を理解するために（15件）
・学校での授業内容を理解するためには，基本となる日本語を十分に理解し，マスターしていなければ難
しい・小学校に上がる前に日本語を十分にマスターしていないと勉強についていけないという保護者や保
育者の思いがある
学校生活全般（7件）
就学に向けて（25件）
・要求を伝えるため，日本の小学校に入学するなら，知っておいた方がよい・就学に向けて学校にスムー
スになじめたり準備等で困ったりすることのないよう，また学習力をつけていくためには，長期滞在を考
えるなら，よけい日本語が必要になる・小学校入学前に少しでもハードルは低くしたい
友だちとの意思疎通（３件）
・小学校へ入学予定なので，友だちとの意思疎通も確かなものとして力をつけていきたい
・日本で生活するのに必要不可欠・集団生活を日本人の友だちと共にすることに，少しでも不安なく，ま
日本で暮らすから（15件） た楽しく喜びを感じられるように・今住んでいる町や日本にもいっぱい関心を持ち愛着を持ってほしい，
そのことは将来に有意義
・他児とのコミュニケーションに日本語は欠かせない・言葉が通じ合うことは大切なこと・日本語を習得
保育園所内でのコミュニ していないと遊びのルールや相手の思いが伝わらないのでトラブルが発生しやすく，活動が理解できてい
ケーション（13件）
ない分支障をきたす
（人的加配を必要とすると３件併記あり）
・保護者からぜひ日本語を教えてくださいとの要望がある・日本での生活を望んでおり日本語習得を希望
保護者からの要望（３件）
している・日本語での園生活の中でことばを習得していけることを望んでいる
・就学前では特に保護者への日本語指導が必要・特別必要とする子どもには市の「ことばの教室」をすす
その他（15件）
めている・保護者とのコミュニケーションには困っている（２件）・通訳やボランティアが必要（２件）
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表３．日本語指導をしない・できない・不必要な理由
・当該児が日本語を理解している・ある程度の日本語が話せる。しかし，親や兄弟姉妹は片言の日本語
子どもが日本語を理解し であり，毎日の保育生活の中で身につけているため，間違った使い方が多く，周囲の者が思っているほ
ているから（15件）
ど日本語を理解していないので日本語指導を受ける機会があればいいと思う・会話ができるようになっ
てきた，就学前の齢には読み書きの指導が必要になってくるので，指導できる人が必要
・生活の中で日常会話は身につけていくことができ，幼児にはまだそれで十分だと思うから・日常の園
生活の中で，子ども同士・保護者との関わりを通して自然と身につけていってほしい・日頃の生活の中
自然に習得するから
（11件）
で自然と日本語を学んでいるので，とくに指導する必要はないと思う。園生活＝日本語指導と考えてい
る
指導者がいない（５件）

・指導できる人員が配置されていない・普段の生活の中で，職員は日本語のみしか話せず，きちんと指
導できるなら必要・通訳の派遣や指導の仕方の援助（支援）が必要・園の職員では不安なため，専門の手
助けが必要

保護者のどちらかが日本 ・母親が日本人のため，その必要がない・両親のどちらかが日本人だから
人（３件）
今後あるいは場合によっ ・今現在在籍している子については行っていないが，今後必要であれば実施していきたい・日本語と母
ては実施したい（３件）
語とで混乱しているような子に対しては必要だと思われるが今はまだ該当する子がいない
その他（５件）

・年齢が低い

４．考察

も外国人人口比の高い地域で「多文化な子ども」の
在籍数も多い。このような集住性が保育現場におけ
る母語指導の実際的な必要を生みだしているのだろ
う。
園所内外に指導者を得ての意識的，組織的な言語
指導を実施している園所もあり，「ご家族と園で連
携をもって指導し，絵本の読み聞かせや，会話の中
で自然と習得していけるように保育を進めている」
「会話や視聴覚教材（視覚支援）などを通して，語彙
数を増やすなど，日本語の意味理解に努めている」
「絵本読み聞かせでは物と日本語を関連づけ，日常
生活行動と日本語の関連づけも進めている」「ジェ
スチャーや物の絵本を利用しながら意思を伝えあっ
たり，日本語を添えて，丁寧にかかわっていったり
することで少しずつ日本語が伝わるようにしてい
る」との自由記述もあった。しかし，指導方法とし
て選択された回答は，日本語指導も母語指導も「特

１）日本語指導，母語指導の実施状況
日本語指導と母語指導の有無について「どちらも
していない」園所の割合は 60 ％強の大津以外の地
域では少なく，逆に，「どちらもしている」「日本語
指導のみ」
「母語指導のみ」を合わせた，つまり，
何等かの言語指導をしている園所の割合が 60 ％弱
～ 70 ％強だった。しかし，言語指導実施状況には
以下のような地域性を指摘できる。１）
「どちらも
している」園所が 40 ％，「どちらもしている」を加
えると母語指導が 50 ％を超える園所でとりくまれ
ている甲賀，２）
「どちらもしている」を加えると
日本語指導が 60 ％を超える園所でとりくまれてい
る東近江・湖東・湖北，である。ただし，東近江と
湖北は「どちらもしている」を加えると母語指導が
30 ％を超える園所でとりくまれている。母語指導
の実施率の比較的多い甲賀・東近江・湖北はいずれ

0

20

保護者による母語指導を奨励
園児全員でその国の言葉をあそびや絵本で
6

園所内の母語話者
（教職員・通訳等）
による

8

甲賀 8，湖南 5，東近江 5
湖北 4，湖東 2，大津 2
（甲賀 3，東近江 2，湖北 2，湖南 1）

8

（湖南 2，東近江 2，湖東 1，湖北 1，甲賀 1，不明 1）
（甲賀 3，東近江 2，湖北 1）

園所外の母語話者にきてもらい教室を開催している

1

（東近江）

英語教育をしている

1

（大津

図４．母語指導の方法
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表４．母語指導が必要な理由
帰国を視野に（５件）
・いつどのような理由で母国に帰るかわからないため，生きていく上で困らないようなコミュニケーショ
ンとして必要・今後の見通しが立っていないので，母国語も日本語も大切
将来を考えて（９件）
学力をつけるため（４件）
・日本に長期滞在し，高校に入学させたいと考える親が多い，保育園在園中に日本語と母国語を話せるよ
うにさせたいと考える・学校での学習で話を理解する時，母語で考える力を必要とするか，日本語で考え
る力をつけるかは難しい問題
伝える（３件）
・多文化な子どもの話す言葉が理解できず，こちらの伝えたいことが伝わらない場合が多い・子どもが自
分の思いを保育士や友だちに伝えるのが難しい・子どもの思いを受け止めるため
保育園所内でのコミュニ
安心・信頼（３件）
ケーション（６件）
・少しのことばでもつながり感を持つ事でその子が安心感を得る・子ども本人の不安をやわらげたり，思
いを共有するために，通じ合えるようにすることが必要・自分の国を知ってもらっているなど，信頼関係
を築くことにもつながる
・「多文化な子ども」が，親を理解したり“多文化”を誇りに思えるために・違う国に来ているから，そ
アイデンティティーへの
この国の言葉だけをしゃべったらいいということではなく，自分の国や自分の国のことばを大切にしてほ
配慮（５件）
しいし，大切と思ってほしい
・異文化に触れることで興味を広げている・あいさつ程度の簡単な単語を何か国語かで表示している，人
他児への影響（５件）
権教育に続いていく基本的なところのひとつ
・保育には保護者とのコミュニケーションが必要・英語教育をおこなっている・母語を話すことは，保護
その他（12件）
者とのつながりを深めていくことになり，必要だと思いますが，小さく幼い子どもは日本語との混乱もあ
り難しい・母語は大事にしてほしいと思っているが，全児に対しては発信していない

表５．母語指導をしない・できない・不必要な理由
保護者が日本語を理解（22件）
・日本語が通じるため・両親子どもともに保育者とコミュニケーションがとれている・両親のどちらかが
日本人であるため・特に保護者の方が困っている姿も見られない，保護者の方も日本語で話している，ま
不自由を感じない（30件） た保護者からも「日本語で」といわれている
本人が日本語を理解（７件）
・「多文化な子ども」も母語が話せない・今のところ会話には不自由していないが，小学校ではどうなる
かわからない
通訳者が在籍（１件）
指導者がいない・指導法がわからない（13件）
・気持ちはあるが，時間や費用が確保できない・母語を理解できる職員がいない・具体的な指導法や内容
を保育園側が研修していない・必要だと思うが現実的には人員や予算の問題が大きいと思う，母語指導を
する職員の配置が認められていない
指導者がいない（19件） 要望（５件）
・実際に保育の中で工夫されている実践があれば学びたいし，研修の計画などがあれば参加したい・子ど
もに対しての母語指導のみではなく，職員も指導を受けるとより理解できるだろう・日常の生活や遊びの
中でふれあえるようにすることはあるが，指導するにあたっては，地域・行政の方でお願いしたい・子ど
もの母語指導ができる保育士をお願いしたい
・母語は家庭で適宜指導している様子がうかがえる・家庭での会話は母語なので，生活環境の中で身につ
いている・母語指導は家庭で，日本語指導は園で・すでに母語を話される状態での入園だった・帰国を視
母語は家庭で（12件）
野にいれている家庭では，保護者が家で母語を使ったり，指導されている，永住を視野に入れている家庭
では，特に必要はないと考える・必要ならば家庭内でされていると思っているから
保護者の希望（５件）
・保護者との話し合いの結果「保育園では日本語で話してほしい」と意志表示された・日本の小学校へ入
日本語を学んでほしい
学予定
（７件）
保育園所として（２件）
・日本で生活していくのであれば日本語を覚えてほしい・日本の教育を受けていこうとするのであれば，
日本語をきちんと獲得してからの方がよい
・年齢が低い（３件）
・対象がいない（３件）・保護者の考えによる・保育園では日本語で・英会話を目的
とするプリスクールのため・５歳児は重度障がい児で生活支援や指導に重点をおいているため，４歳児も
その他（12件）
障がい児で日本語を母語としていく両親の考えがあるため・将来的には，母語で書かれている絵本を設置
したい

人間文化● 23

就学前保育における日本語指導と母語指導 ─滋賀県内保育園所を対象とした多文化保育の実態調査から─

別には実施していないが適宜機会をとらえて」が
大半を占めた。「特別な時間を設けての言語指導は
難しい」
「保育士が母国語をマスターしていないた
め，視覚支援を併用しつつ日本語を教えることはで
きても，接続詞・助詞・副詞の使い方を教えること
は難しく，普段の会話の中で身につけていってもら
うしかない，間違っていたら（その時々に）知らせ
ていくしかない」との自由記述にあるように，日本
語指導，母語指導とも，日々の保育のなかで成り行
き次第のとりくみとならざるを得ないのが県内園所
の実情だろう。日本語指導，母語指導をしない・で
きない・不必要な理由としても，「指導者がいない」
を挙げる場合が少なからずあり，本格的な言語指導
がとりくまれにくい要因だといえるだろう。「指導
法や指導内容については研修の実施や，必要とされ
ている園への指導者の派遣が必要，園間での連携を
とりあったりして，とりくみを深めていくことが大
切」
「日本語指導をしてもらえる人材と体制づくり
が大事」と，研修や人材育成・派遣に向けた体制整
備を求める自由記述もあった。
他方，日本語指導，母語指導をしない・できな
い・不必要な理由は，日本語については「子どもが
すでに理解している」「自然に習得する」，母語につ
いては「コミュニケーションに不自由を感じない」
「母語は家庭で」など，保育園所での保育に日本語
指導，母語指導を位置づける必要性や日本語指導，
母語指導自体の必要性を感じないというものが大半
を占めていた。日本語指導，母語指導が必要な理由
として「就学に向けて」「日本で暮らすから」（日
本語）や「将来を考えて」（母語）のように子どもの
今後の生活への配慮，「保育士や他の子どもとのコ

困難にも通じる。しかし，保育園所の回答は食を中
心とする「文化」の差異への記述件数が突出して
多かった。つまり，「多文化な子ども」の在籍にあ
たって保育園所が直面する問題として言語は重大だ
が，どちらかというと行動面の多様な文化的差異の
発見に驚きと対応への関心が向きやすいのではない
か。保育所保育指針を持ちだすまでもなく，言語の
育ちにかかわるとりくみは保育内容の柱であり，ど
の園所でも子どもの発達や生活経験も踏まえた意図
的，計画的な保育が実践されているはずである。し
かし当然ながら，日本語による伝わりにくさや母
語習得状況への気がかりはあったとしても，「多文
化な子ども」をめぐっては他に保育上対応を要する
側面が多数あるため，日本語指導にしても，母語指
導にしても，子どもへの言語指導の位置づけは弱く
ならざるを得ないのだろう。保育所保育指針の中に
は「多文化」を意識した記述がほとんどなく，第三
章保育の内容『１保育のねらいおよび内容（二）教
育に関わるねらいおよび内容 イ 人間関係（イ）
内容 ⑭外国人など，自分とは異なる文化を持った
人に親しみを持つ。』『２保育の実施上の配慮事項
（一）保育に関わる全般的な配慮事項 カ 子ども
の国籍や文化の違いを認め，互いに尊重する心を育
てるよう配慮すること。』と，文化的差異への留意
のみであることの影響もあるかもしれない。
他方，同じ滋賀県内のブラジル人経営による保育
施設を対象とした面接調査では，将来は日本で生き
ていくことを前提とした日本語指導の必要性への切
実な思いが語られ，現状での指導の困難を訴える声
の多さが他の問題を凌駕していた（鈴木・平野・竹
下，2012）
。居住する地域の日本の保育施設に在籍

ミュニケーション」のように子どもの現在の生活を
円滑に進める必要が共通して指摘されたのと対照的
である。
本人あるいは保護者が外国語を母語とし，多文化
環境で育つ子どもが在籍する場合には，日々の保育
でさまざまに「気になる姿」に直面する。本調査結
果についての既報で示したように，保育園所で把握
される「多文化な子ども」の多様な「気になる姿」
の自由記述からは「文化」「社会生活」「言語」「発
達」
「保護者」という重要キーワードが抽出できた
（平野・鈴木・竹下，2012）。「言語」については日
本語や母語の習得の困難が語られた。また，言葉が
通じないことは集団への不適応など「社会生活」の

し日中は日本語に曝されているとしても，「多文化
な子ども」の日本語習得を同じ年齢の日本人家庭の
子どもと同等に進めることの困難は明らかである。
さらに，日本語習得の基盤として重要と考えられる
母語習得にもハンデがあるのも確かだろう。
前述したように，日本語を「子どもがすでに理解
している」と判断できる場合もあるだろうし，「自
然に習得する」可能性も「多文化な子ども」の多様
な生育過程に照らせばまったくないわけではないか
もしれない。しかし，それゆえにこそ，就学後の学
習言語の獲得まで見通したとき，日本語習得への見
守りと実際的支援のあり方を一人ひとりの子どもに
ついて考えていく体制が必要となる。
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母語習得についての考え方も園によっても保護者
によってもさまざまだというのが現状である。本調
査回答中の自由記述に「母語の定義は何か」という
問いかけがあった。「日本に生まれたのだから母語
は日本語ではないのか？」と。確かに，日本に生ま
れて，乳児から日本の保育園で保育されていたら，
日本語の方が流暢で第一言語になってしまうかもし
れない。そうした時「母の言葉」は母語ではなくな
り継承語となる。母語と呼ぼうと，継承語と呼ぼう
と，その言葉は父や母を生みだした家系や祖国に繋
がる言葉であり，大切な言葉である。
欧米はじめ諸外国は早くから移民を受け入れ，言
語政策についても変遷がある。またブラジル・ペ
ルーなど南米各国は日本人を移民として受け入れ，
日系人はそこで母語（継承語）を 100 年の間模索し受
け継いできた歴史がある。いろいろな経験や実態か
ら学んで，「多文化な子ども」がよりよく生きるた
めの保育・教育の場を，関係者は手を携えて創出し
たい。何よりも子どもたちの姿から彼らの言語の育
ちの実態を明らかにし，必要な言語習得への支援の
道筋を，保護者とともに探っていくことが大切だろ
う。
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研究ノート

滋賀県における朝鮮人強制動員の記録⑴
─ 韓国における生存者の聞き取り調査より ─

河

かおる

人間文化学部国際コミュニケーション学科

１．はじめに
2012 年８月 30・31 日、筆者は３名の韓国人男性
にインタビューを行った。この３名はいずれも 80
歳を超える高齢で、戦時中に滋賀県内で何らかの形
で強制動員されていたという経歴を持つ方々であ
る。本調査は、韓国政府の「対日抗争期強制動員被
害調査及び国外強制動員犠牲者等支援委員会」（調
査２課）および山村暁子氏（あすぱる甲賀）との共同
調査として実施した 1。本稿は、その調査結果報告
である。

２．調査の背景と経緯
最初に、どのようにして本調査の対象者にアプ
ローチが可能になったのかの説明を兼ねて、本調査
の共同調査者である「対日抗争期強制動員被害調査
及び国外強制動員犠牲者等支援委員会」2 について
説明することとしたい。
同委員会は、次の二つの委員会を 2010 年 10 月に
統合して発足した委員会である 3。一つは、2004 年
３月に制定された「日帝強占下強制動員被害真相糾
明に関する特別法」に基づいて同年 11 月に発足し
た「日帝強占下強制動員被害真相糾明委員会」（通
称「強制動員委員会」）。もう一つは、2007 年 12 月
に制定された「太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者
等の支援に関する法律」に基づいて、2008 年６月
に設置された「太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者
支援委員会」（通称「支援委員会」）。
強制動員委員会は、全国および海外各地からの被
害申請を受け付け、強制動員被害の認定および真相
究明を行ってきた。この真相究明活動の一環の資料
調査のため、2006 年に強制動員委員会が本学図書
情報センター所蔵の朴慶植文庫資料を調査したこ
とがあり、筆者も協力した。また、支援委員会のほ
うは 2008 年より支援申請の受付を開始し、支援を
行ってきた。当初、日本政府が厚生年金や供託金に
関する名簿提供に消極的であったため、被害申請者
の約６割が、被害認定が受けられずにいたが（福留
2010）
、民主党政権になり、徴用者の未払い賃金に
関する記録が提供され、認定が進むとみられている。
こうして被害申請を受け付け、調査を行ってきた結
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果、いつ、どこに、誰が動員されたかというデー
タが委員会に蓄積された。今回、聞き取り調査に
先立って同委員会より提供を受けた滋賀県関連の
データは表１のとおりである。筆者は以前、河・稲
継（2011）において、諸資料や証言等から確認でき
る範囲で、戦時中に滋賀県で朝鮮人労働者の移入先
を一覧表として示したことがあるが、表１の「作業
場」は、それと一致するところが多い。一部一致し
ていないところについては今後さらに調査が必要で
ある。
表１の生存者 38 名のうち、健康状態等の関係で
インタビュー可能な方として 17 名のリストの提示
を受けた（表２）。動員当時 20 歳だった方が現在 90
歳前後であることを考えると、それより上の世代は
現在生存されている方は少なく、結果として徴兵対
象年齢の生存者が多いためか、「軍人」の類型が目
に付く。
このうち、今回の調査でインタビューが実現した
のは、４番、５番、６番の３名である。本号では、
この３名のうち、５番の HK 氏の聞き取り調査結果
を報告する。

３．朝鮮人徴兵制度と「農耕隊」について
HK 氏の聞き取り調査内容に入る前に、朝鮮人徴
兵制度といわゆる「農耕隊」4 について、先行研究 5
に基づき整理する。
調査にはいる前、HK 氏についてわかっていたの
は、生年が 1924 年であること、
「4199 部隊」という
名の部隊に軍人として動員されたこと、本人が「ヒ
ガ（滋賀？）」「イマヅ（今津？）」という地名を憶え
ているという情報だけで、委員会からも「滋賀県と
は関係ないかもしれないので調査対象からはずしま
すか？」と言われていた。しかし筆者は、今津とい
う地名および生年が徴兵対象年齢であることに着目
し、HK 氏が徴兵されて「農耕隊」として滋賀に送
られた可能性が高いと考え、調査対象に含めて欲し
い旨伝え、事前調査を行った。
１）朝鮮人徴兵制度
日本は、1942 年５月、朝鮮人に対して徴兵を行
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表1

作業場別動員・被害類型現況（滋賀県）
作業場

生存

死亡
帰還後

動員中

行方不明

合計

滋賀航空隊

1

0

0

0

1

大津航空隊

1

2

0

0

3

第98部隊（中部第８航空敎育隊）

1

0

0

0

1

98部隊

2

0

0

0

2

軍人

34269部隊

1

0

0

0

1

中部第37部隊

0

1

0

0

1

12553部隊

1

0

0

0

1

農耕勤務隊

1

0

0

0

1

步兵78聯隊補充隊

1

0

0

0

1

419部隊（13航空地區司令部）

0

1

0

0

1

八日市（現 東近江市）所在 部隊
軍務員

不詳
堅田 所在 工場

1

0

0

0

1

10

14

0

0

24

1

0

0

0

1

不詳

1

0

0

0

1

岡崎産業㈱

1

0

0

0

1

日窒鉱業㈱ 土倉鉱業所

3

5

1

1

10

住友金屬㈱ 堅田製作所

0

3

0

0

3

住友金屬工業㈱ 伸銅所

1

0

0

0

1

労務者

小野田セメント製造㈱ 彦根工場

3

16

0

0

19

滋賀航空隊工事場

1

1

0

0

2

深坂トンネル工事場

1

0

0

0

1

甲賀郡 所在 炭鑛

1

0

0

0

1

大津 所在 工場

0

2

0

0

2

八日市（現 東近江市）所在 飛行場

0

0

0

1

1

5

21

1

0

27

38

66

2

2

108

不詳
合計

「対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援委員会」提供のデータより作成。
原注：被害類型は、被害申告書を基に作成したものの、現在の状況とは相違する場合がある。
備考：作業場の名称は、提供されたデータのまま。
表２
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
*1
*2
*3

受付番号 *1
束草市
束草市
城南市
安養市
安養市
平澤市
咸安郡
完州郡
委員会
瑞山市
瑞山市
瑞山市
瑞山市
瑞山市
瑞山市
瑞山市
堤川市

被害者 *2
KD
SS
KK
HY
HK
KJ
CI
PJ
CP
PP
AJ
CD
KK
PD
YK
CS
KJ

創氏名 *3
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

本籍地
江原道
ソウル
全羅北道
慶尚北道
忠清南道
京畿道
慶尚南道
全羅北道
忠清南道
忠清南道
忠清南道
忠清南道
忠清南道
忠清南道
忠清南道
忠清南道
忠清北道

所属及び担当業務
第34269部隊
中部第98部隊
小野田セメント（株）
岡崎産業（株）
日本4199部隊
中部第98部隊
12553部隊
海軍滋賀航空隊工事
農耕勤務隊
不詳
不詳
不詳
大津航空隊
不詳の部隊
不詳
不詳の部隊
日窒鉱業（株）土倉鉱山

動員類型
軍人
軍人
労務者
労務者
軍人
軍人
軍人
労務者
軍人
軍人
軍人
軍人
軍人
軍人
軍人
軍人
労務者

居住地域
江原道束草
江原道束草
京畿道城南
京畿道安養
京畿道安養
京畿道平澤
慶尚南道咸安
全羅北道完州
忠清南道泰安
忠清南道瑞山
忠清南道瑞山
忠清南道瑞山
忠清南道瑞山
忠清南道瑞山
忠清南道瑞山
忠清南道瑞山
忠清北道堤川

番号は省略した。
イニシャルのみ記した。
創氏名の記載がある場合のみ○印を付けた。
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うことを閣議決定し、1943 年５月の兵役法改正に
基づいて、1944 年４月１日～８月 20 日、第１回徴
兵検査が朝鮮全土で行われた。第１回徴兵検査の対
象は、1923 年 12 月～ 1924 年 11 月生まれの者で、22
万 2295 人が受検し、甲種合格者７万 4500 名のうち
日本語の理解できる５万 1737 人が現役徴集された
（塚崎 2004）
。後述するように、HK 氏はちょうどこ
の対象年齢であり、乙種合格者であったという。
甲種合格で現役徴集されなかった者と、第一乙
種の合計約９万名は、第一補充兵とされ、臨時編
成される部隊等への召集を待つことになった（塚崎
2004）。塚崎（2004）は、現役徴集兵の入営が一段落
した 1945 年初頭から第一補充兵の召集が開始され
たが、その理由は２月からの第二回目の徴兵検査開
始にあるのではないかという。日本語を理解しない
者は現役徴集されないとなると、徴兵検査において
日本語が理解できないふりをして、徴兵忌避を策動
するのではないかと怖れ、日本語を理解しない者も
徴兵されることを示し徴兵忌避を抑止しようと考え
られたのではないかという。そこで、日本語を理解
しなくてもできる、
「本土決戦」準備用の労働を、
従来の国家総動員法による「官斡旋」や「徴用」の
朝鮮人労働者ではなく、より強制性の強い朝鮮人
「兵士」（第一補充兵）に担わせようとした。ここで
「兵士」に「
」が付くのは、「兵士」とは名ばか
りで、武器を持たせない「労働者」だったからだ。
塚崎氏は、一般的に朝鮮人労働者の強制連行は「募
集」→「官斡旋」→「徴用」の三段階と説明されて
きたが、第四段階として「徴兵」を位置づけること
が可能だと指摘する。

中部軍管区 1800 名
西部軍管区 1350 名
滋賀県は中部軍管区に属するが、塚崎（2004）に
よれば、第五耕作隊と第六耕作隊の勤務地（開墾
地）が滋賀県饗庭野であったことがわかる。HK 氏
はこの中に含まれていたと思われる。
一方、軍用の食糧生産を主とする「自活隊」とは
別に、航空燃料採取のための甘藷栽培を中心とした
「農耕勤務隊」も設けられ、主に関東、中部地方に
配置された。すなわち、1945 年１月 30 日、
「藷類増
産対策要項」が閣議決定され、同日、陸軍は軍令陸
甲第 16 号「農耕勤務隊臨時動員要領」を出した。
人員は、編成初期には日本人兵士を充てたが、朝鮮
人の第一補充兵を召集し、日本語がわからなくても
従事させられる軍用の藷類増産に回すことにしたの
である（塚崎 2004）
。
このようにして、1945 年４月下旬以後、農耕勤
務隊が１万 4500 人以上、自活隊が１万人以上、野
戦勤務隊が１万 8000 人以上、地下施設隊が 2000 人
以上、その他特設作業隊や臨時勤務隊など合計５万
名近くの朝鮮人が、敗戦間際の３ヶ月半、日本に連
行された（塚崎 2007）
。
塚崎氏が防衛研究所附属図書館で発見した、1945
年４月７日付けの朝鮮軍管区参謀長が船舶司令部参
謀長に宛てた電報文で、以下の朝鮮人「兵士」合計
３万 9655 名を日本に送り出す船の手配をしたこと
が確認できるという（塚崎 2004）
。
西部軍勤務中隊要員
計１万 5705 名
内地各軍管区自活要員 計１万 730 名
農耕勤務隊要員
計１万 3000 名
混成第 107 旅団自活要員
220 名

２）
「自活隊」「農耕勤務隊」
1945 年初頭、
「本土決戦 150 万人計画」が立てら
れ、増員が計られた。特に軍用食糧確保のための人
員供給源として、先述の第一補充兵が充てられた。
２月 28 日、陸亜機密 117 号「在内地、朝鮮師団、独
立混成旅団及師管区部隊等臨時動員、編成改正、称
号変更並第三百二十八次復員要領細則規定の件達」
を出し、朝鮮人「兵士」9900 人の「各軍管区自活要
員」
（通称「自活隊」
）としての動員が決定され、以
下のように軍管区毎に割り当てられた（塚崎 2004）
。
北部軍管区 2475 名
東北軍管区 900 名
東部軍管区 2250 名

HK 氏は、
「内地各軍管区自活要員」１万 730 名の
一人であったと思われる。ところで HK 氏が属して
いたという「4199 部隊」という部隊名が、第五・
第六耕作隊に対して与えられていたかどうかつい
て、手元の資料では確認ができなかったため、防衛
省防衛研究所に電話で照会したところ、中部軍管区
耕作第１中隊～第８中隊を指す「通称号」が「中部
4199」であったことが確認できた。さらに後日、防
衛研究所附属図書館蔵「本土配備部隊行動概況表」
がアジア歴史資料センターの Web サイトで公開さ
れていることが分かったので、直接資料を確認した
（図１）
。
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図１ 「本土配備部隊行動概況表」に記載された「4199 部隊」

直
轄
部
隊

以上、HK 氏は、朝鮮での第１回徴兵検査を受け
乙種合格者として第一補充兵となった後に召集さ
れ、
「内地各軍管区自活要員」の一人として、滋賀
県饗庭野演習場で開墾耕作を行うことを任務とする
中部軍管区耕作第５中隊もしくは同第６中隊に配属
され、1945 年４月に日本に送られた可能性が極め
て高いということが事前調査で確認できた。
なお、雨宮（2012）によれば、雨宮氏が 2008 年８
月に強制動員委員会に照会したところ、「農耕隊員
であった」と認定された元隊員は約 1300 名で、そ
の時点での生存者は約 500 名とのことである。後述
するが、HK 氏自身は「自分は農耕隊ではない」と
主張しているので、HK 氏のようなケースはカウン
トされていないと思われる。
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４．HK 氏への聞き取り調査結果概要

尹智炫氏、そして山村暁子氏（あすぱる甲賀）であ
る。質問は主に筆者が韓国語で直接行い、山村氏に
は李姃垠氏が概要を通訳して進行した。質問項目は
事前調査に基づき大まかに書き出しておいたが、
HK 氏には見せず、自由に話していただいた。以
下、話が重複・前後している部分等を時系列で再構
成し、HK 氏の述懐内容の概要を□で囲って示した
上で、補足説明などを加えていく。
１）徴兵され日本へ
1923 年１月、忠清南道瑞山に生まれ、現在、数
えで 91 歳。出生届を遅くしたので 6、戸籍上は 1924
年２月生まれになっている。住んでいたところの近
くには学校がなく、小さい子どもが歩いて通うには
大変だからということで、１年遅れて入学した。洪
城というところに母方の親戚の家があって、そこか
ら学校に通った。６年制の尋常小学校だ 7。

以上のような事前調査を行った上で、HK 氏への
聞き取り調査を行った。調査は、2012 年８月 30 日
午後 14 時半から約２時間にわたって、HK 氏が居
住する安養市内マンションの会議室で行われた。調
査者は、筆者のほか、委員会調査２課の李姃垠氏、

卒業後、今で言う地方公務員のような仕事を高北
面の面事務所でしていたところへ、徴兵検査を受け
ることになった。1944 年春、３月か４月に徴兵検
査を 1 期生として受け、乙種合格した。甲種合格の
人は早くに召集されたが、乙種は少し遅く召集され
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た。
1945 年４月５日、平壌で入営した。平壌へは同
郷の者と一緒に汽車で向かった。同じ瑞山郡出身の
者が 100 名ほどいた。同じ面からも４～５人いて、
日本に行って帰ってくるまでずっと一緒だった（小
隊は違った）。平壌での部隊名はおぼえていない。
田中少尉が率いる「田中小隊」に属し、敗戦まで
ずっと同隊に属した。平壌で 10 日間ほど訓練を受
けた。平壌に召集されるときはその次にどこに連れ
て行かれるか分からず、訓練を終えて汽車で釜山に
向かう道中、日本に行くと分かって逃げだそうと列
車から飛び降りた人がいた。同郷の人ではなかった
ので詳しくはわからない。
釜山から貨物船に乗って夜通し 12 時間ぐらいか
けて博多に着いた。船でも、脱走しようと海に飛び
込んだ人が二人いた。関釜連絡線は本来下関に行く
のだが、その時、下関は近づけなかった。米軍が魚
雷を埋めて、私が乗っていた船でも「危険」と放送
していた。私たちが行く少し前に連絡船が沈んでた
くさん犠牲が出た。
先に確認した、第１回徴兵検査および第一補充兵
が農耕隊として召集され日本に送られる経過と時期
がほぼ完全に一致する。前掲の図１の資料で、耕作
第 5 中隊および第６中隊の「結成年月日」が 1945 年
４月 22 日（於 京都）となっているので、４月５日
に平壌で入営して 10 日間ほど訓練を受け、釜山、
博多を経て京都へ着くとなると４月 22 日頃になる
と思うのでそれも一致する。そして京都でしばらく
滞在してから今津に入ったというから５月頃で間違
いないだろう。
下関の魚雷についてだが、塚崎昌之（2007）によ

いた「田中小隊」も 70 ～ 80 名ほどで構成されてい
た。一つの小隊は６つほどの「分隊」
（班）に分け
られ、一つの班は約 17 人で構成されていた。中隊
長、小隊長、班長は皆日本人で、刀を持っていた。
あとは全員朝鮮人だった。私と同じ忠清南道瑞山郡
出身者の他には、「以北」〔38 度線以北の意味〕の
人も多かった。
図２と図３はいずれも HK 氏が今津にいた時に
撮影された写真である。図２は「田中小隊」の写真
で、数えてみると 86 名写っている。刀を持ってい
る前列の５名が日本人で、あとは皆朝鮮人だとい
図2

HK 氏が軍人当時撮影した団体写真

出典：対日抗争期強制動員被害調査及國外強制動員犠牲者等
支援委員會編『조각난 그날의 기억』同委員會､ 2012年
原注：HK が滋賀県所在4199部隊所属軍人として動員された時
に撮影した団体写真で、下段には「4199田中小隊」と記載され
ている。
HKは最後列の右から６番目に位置している。
（HK寄贈）
図3

4199 部隊田中小隊団体写真

れば、1945 年３月末から４月半ばにかけて、米軍
は関門海峡付近に夥しい数の機雷を投下した。その
ため４月１日に関釜連絡船興安丸が下関沖で触雷
し、以後、関釜連絡船の旅客便は博多港発着に変更
されたという。HK 氏の話はこの史実と一致する。
２）滋賀県今津で
博多から汽車に乗って京都で少し滞在して、今津
へ着いた。５月頃だったと思う。まだ山の上には雪
があってびっくりした。日本に着いてからでも脱走
した人がいたが数時間のうちに捕まった。
一つの中隊は 240 名ほどで、70 ～ 80 名からなる
小隊３つで構成されていた。そのうち自分が属して
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出典：対日抗争期強制動員被害調査及國外強制動員犠牲者等
支援委員會編『조각난 그날의 기억』同委員會､ 2012年
原注：HK が軍人として動員された当時に撮影した団体写真で、
写真の裏面には、「1945年５月20日 中島隊千賀班一同記念写
真」
と記載されている。
HK は前列より２番目、
右側。
（HK 寄贈）
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う。図３は分隊（班）の写真で、5 月 20 日に撮影し
たということは到着してまもなくの頃であろう。17
名写っている。「以北」の人が多かったという証言
は、筆者が以前、高島市在住の在日コリアンから聞
いた話とも一致する。
訓練ではもちろん日本語が使われたが、訓練以外
では韓国語を使っても別に怒られなかった。自分は
学校を出ているから日本語もできたが、大多数は農
村出身者で日本語ができないから、韓国語を禁止し
たくてもできなかっただろう。
私は字も書けたので、よくたばこと引き替えに故
郷の家族への手紙の代筆や、届いた手紙の内容を読
むのを頼まれた。手紙をハングルで書いても別に咎
められなかった。だって日本語で書いて送ったって
受け取るほうが読めないから。
私は、芋を植える仕事は最初の５月、６月の２ヶ
月はやったが、一番暑い７月、８月はやっていな
い。松脂も採った。日本語ができたので、選ばれて
事務所で仕事をするようになった。他の人は暑い中
ずっと芋を植える作業をしていた。でも結局農作
業なのでそれほど大変ではない。「気合」を受ける
〔しごかれること〕ような人権蹂躙もなかった。軍
服や毛布、軍靴も立派な上質のものをもらった。た
だ食糧が足りなくていつも空腹なのは困った。
雨が降ると訓練や作業は休むことになっていた
が、おかしなことに私たちがいた４ヶ月間、夜は雨
が降るのに昼間は全然雨が降らなかった。
「使役」といってときどき外出できた。
酒（正宗）とたばこが週二回ぐらい配給された。陸
軍士官学校の砲部隊があり、見習士官が来ていて、
その中に日本名がハヤシという韓国人がいた。故郷
を尋ねたら温陽温泉で、同じ忠清南道だったので親
しくなった。延禧専門学校〔現在の延世大学〕の学
生で学兵だったようだ。ハヤシは学生だからたばこ
がもらえないので欲しいと私に頼み、ときどきトイ
レで落ち合ってあげた。ハヤシはその後、南洋に出
征したらしいが生きて韓国に帰ったと後で知った。
私は二等兵で星一つだった。銃はもらっていない
がタイケン〔帯剣？〕はもらった。農作業をする時
は、軍靴ではなく地下足袋を履いていた。
雨宮剛（2012）によれば、雨宮氏が幼い頃に愛知
県三河で目撃した「農耕隊」の鮮烈な記憶は、襟
章に星が一つも無い「赤ベタ」つまり階級がない
ということだったという。HK 氏は、第五・第六耕

作隊に属していたが、日本語能力などを買われて
中間管理職的な仕事を担っていたと思われる 8。雨
宮（2012）収録の、日本人の元農耕隊員の証言によ
れば、銃剣を与えられず地下足袋を履かされた農耕
隊は「農耕隊が兵隊なら電信柱に花が咲く」といっ
てバカにされたという。HK 氏は帯剣していたとの
ことだが、このような軍国主義文化の中で「農耕
隊」への蔑みを内面化し、「自分はイモを作ってい
ない。ノーコータイではない。」ということをしき
りに強調されていたのだと思われる。
そのような意識は干拓作業をしていた人々と同じ
ように思われたくないという様子からもうかがわれ
た。今津町史編集委員会（2001）に川上村の「校中
日誌」に基づいて、次の記載がある。
〔昭和〕20 年４月５日には農兵隊（107 名）が、
７月５日からは京都帝国大学学徒隊（経済学部
生）が、
〔川上国民学校の〕校内に宿泊して近く
の貫川内湖の作業にあたっている。
（強調引用者）
この「農兵隊」が朝鮮人かどうか『今津町史』か
らはわからない。また、水谷（2009）によれば、『南
船木史』（安曇川町南船木地区編 1999 年）に掲載
された、内湖干拓に動員された今津中学の生徒の証
言に「農耕隊と呼ばれ韓国（朝鮮）から強制招集さ
れた人たちと多数参加しました」とあるという。
筆者も湖西の内湖干拓に朝鮮人が従事していたと
いう証言を聞いたことがあるので、HK 氏が何かご
存知かと思い、質問した。また、部隊外の、地元に
住んでいた同胞と交流することができたかとも尋ね
てみた。
干拓は徴用された農耕隊がやっていたのではない
か？私たちは軍隊で、山のほうにいたから知らな
い。日本人の学生が学徒動員されたのも見ていな
い。国民学校ではなくちゃんと兵舎に泊まっていた。
今津には同胞が３世帯住んでいると聞いた。そのう
ちのどこかの娘さんと知り合って話したことがあ
る。何を生業にしているのかは聞かなかったが農業
のようだった。一応交流はできた。
『今津町史』にある「農兵隊」は、いわゆる「少
年農兵隊」9 のことで、日本人の少年なのかもしれ
ない。少なくとも HK 氏の属した部隊は作業場所が
異なっていたようである。水谷（2009）によれば、
大郷内湖（現長浜市）で「第五農耕隊勇士」が干拓
作業にあたったという当時の新聞記事があり、水谷
氏は徴兵されて今津に来ていた「第五、第六耕作
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隊」の一部が大郷内湖など別の場所へ出動していた
可能性を指摘している。そこで、HK 氏に、饗庭野
演習場以外の場所での作業に従事した事例を知って
いるかと尋ねたところ、次の答えであった。
干拓は一切やっていないし、演習場から離れたと
ころ、部隊から離れたところに作業に行ったという
のは、私の知る限り無い。
HK 氏の所属していた中隊が第五耕作隊と第六耕
作隊のどちらなのかはわからず、もし HK 氏は第六
耕作隊に属していて、第五耕作隊のことは把握して
いないとすれば、水谷氏の推測もまだ可能性はある
と思われるが、はっきりしたことはわからなかった。
今津町では、1945 年７月 28 日、特攻隊として北
九州へ向かう途中の日本軍機ゼロカン四機が、米軍
機グラマン F ６F 四機に攻撃されて全て墜落すると
いう出来事があった。今津町史編集委員会（2001）
によれば、墜落したのは角川（当時は三谷村）と梅
原で、角川は集落東側の山の斜面に二機、集落北西
の赤岩谷に一機が墜落し、梅原は荒谷支流のワル谷
に一機が墜落したという。多くの住民が燃えながら
墜落するのを目撃したとのことなので、HK 氏にも
記憶しているか尋ねてみた。
米軍機が２機だか来たのをおぼえている。天気の
良い日だった。撃たれたのは水上に浮くタイプの飛
行機だった。とにかく煙がすごくて、何日間も煙の
匂いがした。
これも正確に記憶されているようだった。煙のこ
とを何度となく強調された。また兵舎についても尋
ねた。
開墾地は演習場のある山のほうにあって、兵舎は
市内にあった。兵舎から演習場の中の開墾地までは
毎日歩いて行った。それと毎日風呂に行かされて行
かないと怒られた。風呂に行く時に「トウヨウヘイ
ワノタメナラバナンノイノチガオシカロウ」という
軍歌か何かを必ず歌わされた。風呂を焚く燃料は開
墾で抜いた木の根とかだった。
2001 年に近江今津まで行って当時自分がいたと
ころをめぐってみたが、兵舎があったところの近く
には高速道路のような大きな道路が通っていた。当
時は人口も少なく辺鄙なところだったが、今は戸建
て住宅がたくさん建って別荘地のようになっていて
驚いた。1945 年当時は今津駅が終着駅だったが、
2001 年に行ってみたら湖西線がもっと北の方に線
路が延びていて驚いた。
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持参した地図で確認していただいたところ、現
在、陸上自衛隊今津宿舎があるあたりに、当時の陸
軍の兵舎があったようだ。そして兵舎の西側に広
がる饗庭野演習場の中に開墾地があり、そこを往復
する毎日だったようである。今津町史編纂委員会
（2001）に、陸軍演習場廠舎の一部が払い下げられ
公営住宅地（天神団地）になったとあるので、そち
らかもしれない。いずれにしろ現在の陸自宿舎に隣
接したエリアである。
そして HK 氏は 2001 年６月、自分が若い頃を過
ごした場所を確認するために、今津まで来たとい
う。その時に撮った写真のアルバムも見せて頂いた。
３）帰郷
1945 年８月 15 日の日本敗戦後、17 日か 18 日頃に
は出る準備をしろと言われた。月給や軍服、毛布な
どがまとめて支給された。弁当も用意した。博多ま
では当時は何回も乗り換えて何日もかかるから。
21 日に、田中小隊長、中隊長が引率して、今津
駅から列車で博多まで行った。秩序は保たれてい
た。広島を通ったとき、山の片側だけが焼けている
のを見た。ゲンシバクダンというのが落とされたこ
とはその時に知った。
列車 40 車両全て韓国人で、送還するために仕立
てられた列車のようだった。博多に付くと、韓国の
将校が来ていて、こちらの中隊長が引継のようなこ
とをしてサインをしていた。博多から下関に行った
ら数千人の人が船を待って、公園で寝ていた。私は
同郷の４人と別行動をとり、密船で８月 30 日に仙
崎〔「センダイ」と言われたがおそらく仙崎のこと
と思われる〕から８時間かけて釜山に向かった。故
郷の家に着いたのは９月３日か４日だったと思う。
行く前に結婚していたが、子どもはいなかった。
帰ってみたら子どもが産まれていた。妻が妊娠した
のも知らないで日本に行ったことを後で知った。
徴兵されて中国の戦線に送られた人は苦労した人
が多いらしいが、日本に送られた我々はましだった。
前掲の図１に見られる復員に関する記述や時期と
も符合する。HK 氏に「部隊が開墾していた農地に
食物が実るのは見られなかったわけですね」と尋ね
ると、もちろんだと答えた。
塚崎（2004）は、朝鮮人農耕隊が植え付けた芋な
どが秋に収穫され、一部の日本人の飢えを救ったこ
と、朝鮮人農耕隊が開墾した土地のかなりが、戦
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後、大陸からの日本人引揚者などの入植地になった
ことを指摘している。今津町史編纂委員会（2001）
によると、饗庭野演習場の開墾地も、戦後の食糧難
の中、1945 年 11 月の閣議決定「緊急開拓事業実施
要項」に基づいて、饗庭野陸軍演習場主管事務所に
よって耕地開拓が進められた。1946 年３月に一斉
入植が予定されていたが、折しも同月に GHQ が饗
庭野演習場を野砲射撃訓練に使用するため接収した
ため、交渉の末残留することになった数世帯を除い
ては別の地へ移植した。なお、今津町史編纂委員会
（2001）には、朝鮮人の「農耕隊」が来て開墾に当
たっていたことについては記載が無い。

５．おわりに
HK 氏は、
「とにかく空腹だったが、上官による
“気合い”など、人権蹂躙のようなことは自分は一
度も受けなかった」ことを何度も強調した。また、
今津で過ごしたことを大変懐かしそうに話し、後
年、わざわざ今津まで行って当時を懐かしんだとい
う話も写真まで見せながら語ってくれた。その様子
は、自分を「悲惨な強制連行の被害者」として見る
ことを頑に拒否するようでもあった。
このような態度は、今回の調査に応じて下さった
３名の方に、程度の差はあれ共通して見られ、筆者
と山村氏が日本人であることに気を遣っているので
はないかと気になった。委員会に戻った後、そのこ
とを同行した委員会の方やその上司である鄭惠瓊課
長に話すと、やはり「日本から来た方と調査に行く
場合は、どうしてもそういう傾向がある。誰が話を
聞きに行くかによって被害生存者の方の話し方は違
う」ということだった。
雨宮剛（2012）には、われわれの調査同様、委員
会の紹介を受けて３名の「農耕隊」経験者へのイン
タビューを行った結果が収録されている（連行先は
いずれも愛知県）。これらの証言への解説文「被害
者の証言にいかに耳を傾けるか」において、雨宮氏
の大学の同僚であり朝鮮女性史研究者の宋連玉氏は
次のように述べている。
「体験そのものが証言者のその後の人生によって
相対的な価値付けがなされる」ことに注意を払い、
「証言の裏に潜む個人と社会の歴史をくみ取る感性
と知性が、証言を聴く側に求められる」。「外国旅行
など思いもよらぬ時代に見聞を広め、自分の世界を
広げることができました」というような証言者の回

想があるが、それだけを切り取って、植民地期に朝
鮮人が味わった苛酷さを希釈するようなことがあっ
てはならない、と。
HK 氏の証言についても、同様のことが言える。
農耕隊の証言集を自費出版した雨宮氏は、農耕
隊が開墾していた豊田市の郷土資料館に「農耕隊」
の資料記録が全く存在しないことをあげ、「現在の
豊田市内の宅地、農地の多くが農耕兵の汗と血と
涙の結晶であることを思うとき、歴史とは、郷土
史（家）とは何かを問わずにはおれない」としてい
る。同感である。
本調査においても、多くの自治体史等を参照した
が、農耕隊に限らず朝鮮人に関する記述はほとんど
ないのが常である。歴史資料館、平和記念館等の展
示も同様である。筆者自身も自治体史に関わってみ
て思うことは、自治体史が「地元」資料を活用する
ことにこだわるあまり、南方から連合軍捕虜を、朝
鮮半島から農耕隊を連れてきて遂行するしかなかっ
た「本土決戦」期の郷土史が、逆に見えなくなって
いるのではないか。海の向こうにまだ証言者が生き
ている大切な史実を、無かったことにしてはいけな
いと痛感する。
【参考文献】
雨宮剛編著 ,2012,『もう一つの強制連行 ─ 謎の農耕勤
務隊 ─ 足元からの検証』（自費出版）
今津町史編集委員会 ,2001,『今津町史

第3巻

近代・

現代』今津町
河かおる・稲継靖之 ,2011,「滋賀県の近現代史の中の朝
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
金廣烈 ,2010,「1945 년 전반의 日本陸軍

農耕勤務隊와

피동원 한인」『韓日民族問題學會』19
塚崎昌之 ,2004,「朝鮮人徴兵制度の実態 ─ 武器を与え
られなかった『兵士』たち」『在日朝鮮人史研究』34
塚崎昌之 ,2007,「1945 年４月以降の日本への朝鮮人強制
連行 ─ 朝鮮人『兵士』の果たした役割」『戦争責任
研究』55,p.12-17.
福留範昭 ,2008,「韓国の『強制動員犠牲者支援法』につ
いて」『戦争責任研究』60,p.84-89.
福留範昭 ,2009,「韓国における過去清算の推進と抵抗 ─
強制動員問題を中心に」『地域総研紀要（長崎ウエス
レヤン大学）』7-1、p.29-34．
福留範昭 ,2010,「韓国における過去清算の推進と抵抗Ⅱ
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─ 韓国のマスコミ報道を通して」『地域総研紀要（長

５ 「農耕隊」について、陸軍の資料を精査し、はじ
めて全体像を描いた研究として、塚崎昌之（2004）

崎ウエスレヤン大学）』8-1、p.11-18．

お よ び 塚 崎 昌 之（2007）が あ る。 長 野 県 に 配 置 さ

水谷孝信 ,2009,『湖国に模擬原爆が落ちた日 ─ 滋賀の

れた第五農耕隊の「留守名簿」を分析した金廣烈

空襲を追って』サンライズ

（2010）、全国の「農耕隊」経験者や目撃者の証言等
を取材してまとめた本として雨宮剛（2012）がある。

【註】
１

６

いう話のほうが珍しい。

持ちかけてくださったのは、奈良県の川瀬俊治氏で
ある。
２
３
４

７

１年遅れで戸籍上の満７歳で入学したとすると、

同委員会の公式サイトの URL は次のとおり。

1931 年の入学になる。この時、朝鮮人（「国語を常

http://www.jiwon.go.kr/

用せざる者」）が通う学校は、日本人（「国語を常用

両委員会の発足に至る経緯や 2009 年までの活動等

する者」）が通っていた尋常小学校とは異なり、普

については福留（2008）、福留（2009）、に詳しい。

通学校といって４年制であったはずだが、HK 氏は
６年制の尋常小学校に通ったと述べた。

後述するように、HK 氏は中部軍管区の「自活要
員」（自活隊）として配属され、隊の名称も「耕作

８

雨宮（2012）所収の韓明洙氏の証言でも、「私は日本

隊」であったと思われる。塚崎（2004）は、「農耕勤

語ができたので……通訳のほか管理・補給担当の事

務隊」は「自活隊」とは別であったが、当事の一般

務職にまわされた。…私は概ね激しい労働からは免

の日本人に両者の区別は難しいかっただろうとい

除された」「襟章には星が一つだけついていた」と

う。雨宮（2012）での各証言者（日本人含む）も「農

述べている。同様に金性圭氏も「私はね、日本語が

耕隊」と述懐している場合が多く、HK 氏も日本語

できたもんでね、中隊長の連絡係をしていたんです

で「ノーコータイ」と言っていたように、一般に
「農耕隊」として認識されている傾向があることを
踏まえ、本稿では「自活隊」「農耕勤務隊」を包括
して、「農耕隊」とする。
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この世代の話を聞くと、このようなケースは非常に
多くあり、むしろ生まれてすぐに出生届を出したと

本調査が実現するように委員会に話を通し、調査を
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よ」と述べている。
９ 「少年農兵隊」については、小野寺永幸『秘録少年
農兵隊』（本の森、1997 年）に詳しい。

研究ノート

滋賀県湖東地域の民家における
建築的構成と住民の使用実態
─滋賀県彦根市金沢町・梅本家住宅を事例として─

藤

木

庸

介

人間文化学部生活デザイン学科

１．はじめに
筆者は、滋賀県湖東地域である彦根市金沢町にお
いて、半農家庭である梅本家の居宅として所在した
民家（以下、
「梅本家住宅」）の、2012 年８月におけ
る建て替えを目的とする解体に先立ち、2012 年６
月２日時において、その建築的構成に対する実測調
査 1 を行う機会を得た。また、当該実測調査によっ
て作成した平面図を基に、創建時からの当該民家に
おける平面構成の変遷、並びに使用実態の変遷に
ついて、解体時における民家の当主（以下、「現当
主」
）に対するヒアリング調査を実施し、当該ヒア
リング結果のデータベース化を行った。
本稿は、以上の各調査で得た一次データについ
て、その報告を行うものである。

的に十分な調査研究が行われているとは言いがたい。
以上から本調査報告は、滋賀県湖東地域を対象と
した、特に農家の研究蓄積を補完する為の知見とし
て位置づけられるものである。ただし、本稿は一次
データの報告に留まるものである事から、一定の目
的に向けた当該調査結果に対する分析、考察を加え
ておらず、この点については別稿にて行うものとする。

３．調査対象の所在と所有者変遷
「梅本家住宅」は、既述した滋賀県彦根市金沢町
に所在したものであり（図１）
、当該エリアは現在
も田畑の拡がる地域である。当該民家は 1916 年に

２．先行研究と本研究の位置づけ
戦後における伝統的民家の建築史的研究は、1960
年代の文化庁による全国調査に代表され、これによ
り、ほぼ全国的な民家形式の分布や変遷の過程が明
らかにされたとされる 2。また、戦前大正期には、
柳田らによる一連の民俗学的民家調査が行われてお
り、ここでの成果をまとめ、戦後に刊行した今によ
る報告 3 がある。本稿の民家調査においては、建築的
構成に対する実測調査について文化庁による調査手
法を、また、使用実態の変遷について、柳田・今ら
の調査手法をそれぞれ参照し、踏襲するものである。
一方、文化庁、並びに柳田・今らによる調査対象
民家では、その多くが農家を対象としていた事か
ら、こうした経緯を踏まえ、近世近代の町家建築に
対する調査を行った大場による研究 4 は、本稿での
調査報告に対する今後の分析の際に、重要な参照対
象と成り得る。
また、この他には宮本の報告 5 があり、これは宮
本の死後、未発表原稿を一部に含み、近年に上梓さ
れたもので、民家に暮らす人々の生活様態を知る上
で興味深い。
尚、滋賀県湖東地域を対象とした伝統的民家研究
の内、特に本稿に関連する農家に対する研究蓄積は
極めて僅少であり、例えば吉見ら 6 による研究や、
老・濱崎ら 7 による研究が散見されるものの、体系

図 1：梅本家住宅の場所
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現当主の祖父（以下、「前前当主」）が創建したもの
であり、その当時の生活様態については明らかにな
らなかったものの、前前当主は、鍛冶屋を営みつ
つ、米作を主とする農業を行なっていた。
当該民家は前前当主から現当主の父（以下、「前
当主」
）に対して1940年頃に相続が成され、その後、
1985 年の前当主の死去に伴い現当主へ相続が成さ
れている。尚、各当主それぞれが米作を主とする半
農により生計を立ててきた経緯を持つ。

同 じ く モ ル タ ル 壁 に よ る 離 れ の 便 所（ 以 下、
「便
所」）があるが、当該部分の建築年代についても明
らかにならなかった。ただし、当該部分について
も、1966 年時には既に存在していたという事がヒ
アリングから明らかになっている。

４．実測結果
4-1. 主屋の外部構成
主屋の外部構成は、北東から南西に向けて棟が渡
された切妻形式で、入口は東南側東南端からの平入
りであり、東南側、北西側の平側にそれぞれ下屋を
有する。尚、東南側の下屋は、実測時には屋内の縁
側になっているが、これは 1983 年に下屋部分を改
築したものである事が、ヒアリングから明らかに
なっている。
屋根は無垢里の付いた銀鼠桟瓦葺きであり、妻側
破風は幅に変化や装飾の無い直線的な板材である。
虫籠窓は、東南側、北西側、それぞれの平側ツシ部
に３箇所ずつあり、何れも無双や装飾は施されてい
ない。また破風、垂木、軒裏、肘木、虫籠、といっ
た各所に塗籠が施された部分は無い。外部の壁仕上
げは漆喰であるが、南西側妻面は金属板によって、
小屋組部より下が覆われており、当該部分の設置時
期については明らかにならなかったが、1966 年時
には既に存在していたという事がヒアリングから明
らかになっている。（図２〜５）。
尚、主屋北東部にはモルタル壁による増築と思わ
れる平屋部分（以下、
「増築平屋部分」）、並びに、

はニワとダイドコであった土間部分が、実測時は玄
関ホールと台所・食堂に改装されており、床上は創
建時より全て畳敷きである。また、縁側の板敷部
は、既述した様に、1983 年に下屋部分が改築され
て設置されたものである。尚、これ以降に使用する
本稿における各部屋の呼称は、実測時における当主
家族、すなわち、当主とその妻、息女２名が使用し
ていた呼称とし、和室については便宜的に番号を付
し、これを図面表記にも反映する。
玄関ホールと台所・食堂、並びに、和室１・２の
接点部に、約 180 角のケヤキ材による大黒柱が設置
されており、当該大黒柱は小屋裏で胴梁を支えて
止まる構成である。主要な柱材は 120 角のヒノキ材
で、床上四間の交点に当たる中央部の柱には 140 角
のヒノキ材が使用されている。また、床の間の床柱
は 120 角のヒノキ材であり、床框、床板は共にケヤ
キ材であった。尚、増築平屋部分における主要な柱
材は、概ね 105 角のヒノキ材が使用されている（図
６・７）
。
和室１〜３に天井は張られておらず、小屋裏の床
材が表しになっており、天井高は概ね2300である。
一方、仏間は竿縁天井が張られており、天井高は概

図 2：南西側外観

図 3：東南側外観（撮影：絹巻豊）
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4-2. 主屋の内部構成
主屋の平面構成は「土間 + 床上整形四間」であ
り、これは滋賀県湖東における伝統的農家の基本的
特徴８が踏襲されたものと考える事ができる。従前
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図 4：南西側立面図

図 5：東南側立面図

ね 2480 である。梁、差鴨居、他のメンバーについ
ては（図８〜 11）を参照されたい。尚、実測時には
玄関ホールと台所・食堂にも工業製品による天井が
張られていたが、従前は小屋組までの吹き抜けで
あった事が、ヒアリングから明らかになっている。
建具について、仏間と和室１の間は板戸により仕
切られ、仏間と和室３、並びに和室３と和室２はフ
スマによって仕切られている。それ以外の仕切りは
ガラス格子戸、もしくはガラス入り障子戸であり、
創建時に設置されたものとは異なるものと考えられ
るが、当該部分の従前の仕様、並びに設置時期につ
いては明らかにならなかった（図 12）。外部へ面す
る建具は全てアルミサッシに取り替えられており、
雨戸は木戸によるものであり、当該部分は既述した
1983 年に改築された部分である。
その他、仏壇は床の間の隣に設置された収納部に
収められており、神棚は仏間と和室 3 との垂れ壁南
西端に設置されていた。

4-3. 主屋の小屋組構成
小屋組は、使用素材について確証的では無いもの
の、マツ材と思われる胴梁が妻面以外の張間方向、
1 階柱立ての位置 2 箇所、並びに妻面にそれぞれ渡
され、その上にヒノキ材による束立てが成されてい
る（図 13・14）
。また胴梁が受けてマツ材と思われ
る地棟がそれぞれの妻面に向けて渡されている（図
15・16）。垂木はヒノキ材で概ね 40 角× 45 〜 50 角
＠ 310 〜 330 である。地棟は 1 本物の通しで渡され
ており、基が約 320 角に成形され、先端部直径が約
200 であり、南西方向に先端部が向けられている。
胴梁は全て概ね直径 200 前後であり、束は概ね 105
角＠約 900 である。また、母屋は、110 〜 120 角程
度のヒノキ材がランダムに使用されており、材料メ
ンバーの差異に対する使用箇所の規則性は確認する
事ができなかった。棟は約 110 角のヒノキ材であっ
た。尚、御幣や棟札は、実測時において確認する事
はできなかった（図 17）
。
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図 6：１階平面図

図 7：２階平面図
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図 8：仏間展開図

図 9：和室１展開図
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図 10：和室２展開図

図 11：和室３展開図

40

●人間文化

「滋賀県湖東地域の民家における建築的構成と住民の使用実態」─滋賀県彦根市金沢町・梅本家住宅を事例として─

図 12：和室 1 から仏間を見る（撮影：絹巻豊）

図 13：仏間部分張間方向断面図

図 14：和室 1・2 部分張間方向断面図

５．住民の使用実態
5-1.1966 年時
住民の使用実態については、現当主の記憶がほぼ
定まる 1966 年（現当主 10 歳時）より報告を行うもの
である。
1966 年時では、土間部にクドがあり、天井は張
られておらず、創建時に近い状態で使用されていた

と考えられる。小屋裏への出入りは、和室３にある
可動式のハシゴで行なっていた。
有線電話があり、これは町内の近隣間のみで使用
可能なローカル電話（以下、「有線電話」）であり、
今日の電話回線による電話（以下、「電話」）では無
い。また、冷蔵庫があり、和室 2 には白黒テレビが
置かれている。増築平屋部分に五右衛門風呂があ

人間文化● 41

「滋賀県湖東地域の民家における建築的構成と住民の使用実態」─滋賀県彦根市金沢町・梅本家住宅を事例として─

図 15：東南側妻面小屋組展開図

図 16：南西側妻面小屋組展開図

る。暖房は練炭である。
この当時、前前当主夫妻は既に亡くなっており、
前当主夫妻と現当主が和室３に就寝し、現当主の姉

図 17：小屋裏南西側妻面方向を見る（撮影：絹巻豊）

が１人で和室１に就寝している。枕の向きは、それ
ぞれ東南、あるいは南西に向けられている。食事は
和室２で摂っていた。すなわち、この時点で核家族
世帯の居宅となっており、性別就寝が行われていな
い一方、食寝分離が行われている（図 18）。
5-2.1968・69 年時
1968 年に現当主の姉が就職の為に家を出る。
1969 年に増築平屋部分の一角を増築する形で、
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五右衛門風呂から薪焚き式の風呂と脱衣室が設置さ
れ、また、従前に五右衛門風呂があった場所近く
に、小便器が設置されている。
尚、暖房が練炭から石油ストーブに替わる。白黒
テレビがカラーテレビに替わる。現当主（13 歳時）
が増築平屋部分の四畳半の部屋で就寝する様になる
（図 19）
。
5-3.1970・72・74 年時
1970 年に有線電話が現在の電話回線による電話
に置き変わる。
1972 年に電気洗濯機が増築平屋部分の流し台近
くに設置される。
1974 年には、現当主の部屋に専用のカラーテレ
ビが設置される。
5-5.1983・84 年時
1983 年に東南側下屋部分を屋内の縁側に改築。
和室２の北西側壁を掃き出し窓に改築。土間部分を
玄関ホールと台所・食堂に改築。玄関ホールに小屋
裏への階段を設置、これに伴い和室３の可動式ハシ

「滋賀県湖東地域の民家における建築的構成と住民の使用実態」─滋賀県彦根市金沢町・梅本家住宅を事例として─

図 18：1966 年時の平面構成

図 19：1969 年時の平面構成

図 20：1984 年時の平面構成

図 21：1986 年時の平面構成

図 22：1993 年時の平面構成

図 23：1995 年時の平面構成
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ゴを撤去。増築平屋部分の小便器撤去。現当主結
婚、これに伴い、前当主夫妻の就寝位置が増築平屋
部分へ移動。
1984 年に現当主夫妻に長女誕生、長女はベビー
ベッドに就寝（図 20）。

主の息女、並びに滋賀県立大学人間文化学部生活デザ
イン学科学部学生 10 名（参加者氏名等詳細については
割愛する）である。また、本稿に使用した特記無き図
版の作成は、全て既述した現当主の息女による。
２．文献１、p3. 尚、当該記述は文献２、文献３をその
根拠に挙げている。

5-6.1985・86 年時
1985 年に前当主死去。
1986 年に現当主に次女誕生、長女はフトンにて
就寝、次女はベビーベッドにて就寝。ただし翌年に
はベビーベッドを撤去し次女もフトンにて就寝（図
21）
。
5-7.1991・93 年時
1991 年にピアノを和室１に設置。長女の学習机
を和室２に設置。
1993 年には次女の学習机を和室２に追加設置（図
22）
。

３．文献４
４．文献１.
５．文献５.
６．例えば文献６.
７．例えば文献７. 文献８.
８．文献７.

［文献］
文献 1.

大場修『近世近代町家建築史論』中央公論美術
出版社、2004.

文献 2.

文化庁「民家調査基準−復元的調査および編
年」『建築雑誌』1963.

5-7.1995 年時
現当主とその家族が別の場所へ転居。前当主妻の
みの居住となる（図 23）。
5-7.2009・2012 年時
2009 年に前当主妻死去。尚、これより前の時期
に薪焚き式の風呂が灯油焚き式の風呂に変わってい
るが、時期については不明。
2009 年より 2012 年まで空き家となる。
2012 年８月に、現当主が当場所に自らとその家
族が居住する新築住宅を建設する為に解体。

６．まとめ
以上から、梅本家住宅は滋賀県湖東地域の農家の
平面構成を踏襲した民家である一方、1966 年以降、
農家としての伝統的な使用は希薄化しており、本邦
の近代化に伴う生活文化の変遷に沿うかたちで、住
民生活が変容して来た事が明らかとなった。
今後は、当該地域における更なる事例収集を行
い、これら相互の比較、並びに他地域の民家との比
較を行う事から、当該地域における民家の特徴を抽
出する事を目指すものである。
［注］
１．実測に参加したメンバーは、二級建築士である現当
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文献 3.

太田博太郎・他（編）文化庁（監修）
『民家のみか
た調べ方』第一法規、1967.

文献 4.

今和次郎『日本の民家』相模書房、1954.

文献 5.

宮本常一『日本人の住まい』農文協、2007.

文献 6.

吉見静子・室達誠一「余呉型民家の空間構成上
の特性」日本建築学会大会学術講演梗概集、講
演番号 9095、2004.

文献 7.

老文子「滋賀県湖東における伝統的農家の床形
式の変遷について−肥田村人家間取り図にみる
土座の特徴−」日本建築学会大会学術講演梗概
集、講演番号 9075、2004.

文献 8.

老文子、濱崎一志（他 2 名）
「鈴鹿山系の山村集
落の空間構成−滋賀県彦根市男鬼町を事例とし
て−」日本建築学会大会学術講演梗概集、講演
番号 6012、2005.

謝辞：本稿における調査は、梅本家住宅現当主・梅
本良雄氏夫妻、並びに息女お二人のご協力により実
現したものである。また、ヒアリング、図版作成で
は、梅本良雄氏夫妻の下の息女である、梅本友里恵
氏にご協力を頂いた。ここに謝意を表するものである。

研究ノート

象印マホービン株式会社による圧力
IH 炊飯ジャー『極め炊き』の開発
宮

尾

学

滋賀県立大学人間文化学部生活デザイン学科

１．はじめに

２．製品概要

本稿では，象印マホービン株式会社（以下，象
印 ）に よ る 圧 力 IH 炊 飯 ジ ャ ー『 極 め 炊 き 』NPSA10， お よ び NP-SS10 の 開 発 に つ い て 述 べ る。
2000 年代，象印は普及価格帯の IH 式炊飯ジャー１

圧力 IH 炊飯ジャー『極め炊き』NP-SA10 は，象
印マホービン株式会社が 2010 年９月に発売した炊
飯ジャーである。象印では NP-SA10 の内釜を「極
め羽釜」と称している。羽釜とは，かまどでご飯を
炊く際に使用する釜のように，周囲にリング状の突
起（羽）がついた釜のことである。極め羽釜は，こ
の羽釜の形状を模しており，内釜の周囲に羽―リン
グ状の突起―をつけている（図１）
。この羽を通じ
てヒーターからの熱が伝わるとともに，羽の下部が
空気を含んだ断熱層になるため，釜全体を均一に加
熱することができる。また，内釜が一般的な炊飯
ジャーと比べて浅く広い形状になっているため，ご
飯が自重で押しつぶされることがなく，ふっくらと
したご飯が炊きあがる。このため，まるでかまどで
炊いたようなおいしいご飯を炊くことができるので
ある。
圧力 IH 炊飯ジャー『極め炊き』NP-SS10 は，極
め羽釜発売の１年後，2011 年９月に象印が発売し
た炊飯ジャーである（図２）
。本体や内釜の形状は

（20,000 ～ 30,000 円）では高いシェアを誇っていた
が，高価格帯の炊飯ジャーでは苦戦を強いられてい
た。炊飯ジャーの市場では，2006 年３月に三菱電
機株式会社が「本炭釜」を発売して以降，７～ 10
万円前後の高級炊飯ジャーが売上を伸ばしていた。
象印は，NP-SA10 および NP-SS10 でこの高級炊飯
ジャー市場に参入したのである。
本稿の構成は以下のとおりである。次節では，本
稿で取り上げる２つの製品の概要を述べる。次の第
３節および第４節では，それぞれの製品の開発プロ
セスを述べる。最後に，事例のまとめを述べて本稿
を締めくくる。なお，本稿の事例研究は開発に携
わった関係者へのインタビュー２，および新聞，雑
誌，企業の Web サイト，ニュースリリース等の二
次資料にもとづいている。

図１．圧力 IH 炊飯ジャー『極め炊き』NP-SA10

出典：象印マホービン株式会社

出典：象印マホービン株式会社
図 2．圧力 IH 炊飯ジャー『極め炊き』NP-SS10
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NP-SA10 とおなじだが，NP-SA10 が内釜の素材に
アルミニウムを用いているのに対し，NP-SS10 では
内釜の素材に鉄を採用している。この鉄釜は岩手県
の南部鉄器の産地で作られているため，象印では内
釜を「南部鉄器 極め羽釜」と称している。鉄の内
釜は蓄熱性が高いため，加熱を止めた後も高い温度
を保つことができる。そのため，アルミの内釜より
も粘りのあるご飯になり，かまどで炊いたご飯のよ
うなおこげも味わえる３。

３．NP-SA10―極め羽釜―の開発プロセス
3.1. 開発のきっかけ
象印による NP-SA10 の開発は，2009 年１月のプ
ロジェクト発足から始まった。当時，象印は 19,800
円や 29,800 円といった価格の炊飯ジャーでは高い
シェアを誇っていた。しかし，2006 年３月に三菱
電機が「本炭釜」を発売して以降成長が見られた高
級炊飯ジャーの市場では，苦戦が続いていた。この
状況に危機感を抱いた商品企画部長が，お客様に本
当に満足していただける炊飯ジャーを作ろうとプロ
ジェクトを発足させたのである。自信を持って世に
出した炊飯ジャーであっても，お客様の数 % は不満
を持ってしまう。これをゼロにするのだ，というの
がプロジェクトのスローガンだった。
プロジェクトチームは「おいしいご飯とはどのよ
うなものか」というところから考え始めた。それま
でにも社内においしいご飯の定義はあった。ふっく
らとしてつやがあり，食べると粘りと弾力，そして
ご飯特有の甘味がある，というのがおいしいご飯な
のである。プロジェクトチームは，それをもう一度
確認しようと考えた。そこで，プロジェクトチーム
が行ったのが，かまど炊きでおいしいご飯を提供す
るという有名店の食べ歩きだった。プロジェクト
チームは手分けして，東京，大阪を中心に 20 ～ 30
軒のお店を見てまわった。なかなか良いお店には出
会えなかったが，ついに「これだ」と思える店を発
見した。それが，大阪府堺市にある「銀シャリ屋
げこ亭」である。
後藤：とにかく評判のお店にまずは行ってみよう
かと。一つだけ条件付けて，やっぱり昔ながらの
羽釜であったり，かまどで炊いてるようなごはん
屋さんでおいしいという評判で，お客さんが入っ
ているところをメンバーで食べ歩こうというのが
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実際に動き出した活動でした。
宇都宮：僕で４軒ぐらいかな，行ったんですけれ
ど，本当に巡り合えるのかなという危機感はあり
ました。げこ亭さん行ったときには，本当にびっ
くりしたんです。ああ，これだなって。

げこ亭は炊飯ジャーの業界では有名で，多くの
メーカーが視察に訪れていたという。しかし，主人
の村嶋氏は昔気質の職人で口数も少なく，メーカー
からは容易に協力を依頼できない雰囲気だった。プ
ロジェクトチームの宇都宮も開発への協力を依頼す
るのには躊躇したという。しかし，宇都宮が自分自
身も炊飯ジャーの開発一筋で 18 年間やってきたこ
とを話すと，快く協力してくれることになった。プ
ロジェクトチームは技術者を引き連れて，げこ亭の
炊飯についてのデータを取ることにした。げこ亭の
釜に温度センサーをつけ，炊飯中の温度データを採
取したのである。そのデータにもとづいて炊飯プロ
グラムを組み立て，げこ亭の炊飯を炊飯ジャーで再
現しようと考えたのだった。その他にも，洗米の仕
方や蒸らしのやり方などについても話を聞き，様々
なノウハウを得たのである。
3.2. 設計
一方，プロジェクトチームは食べ歩きと並行し
て，設計面からの検討も進めていた。その過程で出
てきたアイデアが，昔ながらのかまどをイメージ
した羽釜を炊飯ジャーの内釜に採用するというもの
だった。さらに，げこ亭でデータを採取する過程
で，プロジェクトチームはあることに気付いた。そ
れが，釜の形状と均一な加熱の関係だった。げこ亭
でのデータ採取では，炊飯中の釜の内部の様々な個
所で温度ムラがほとんどないことが明らかになっ
た。それを可能にしているのが，げこ亭で使用され
ている炊飯釜の形状だったのだ。げこ亭の釜は浅く
て広い。さらに，かまどにも工夫があり，釜の横か
らの火を受け止め，横からも熱が伝わるようになっ
ていた。この形状と横からの加熱が釜内の均一な温
度上昇を可能にしている。プロジェクトチームはそ
のように考えたのである。
かくして，内釜は周囲に羽をつけた羽釜とし，釜
の下から IH で加熱するとともに，横から羽を通じ
てヒーターで加熱するというアイデアが固まった。
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出典：象印マホービン株式会社

出典：象印マホービン株式会社

図３．真空かまど釜の仕組み

図４．羽釜による空気断熱層の仕組み

しかし，ここで大きな問題がもちあがった。このア
イデアは，当時象印の主力商品であった炊飯ジャー
のシリーズ「真空かまど釜」とは相いれないもの
だったのである。真空かまど釜は，魔法瓶の技術を
応用し，内釜の周囲に真空層を設けたものだ。下部
から IH で加熱すると，熱伝導により内釜全体が熱
くなる。そのとき，内釜周囲に設けられた真空層が
外部への熱伝導を妨げ，結果として内釜の内部に熱
を閉じ込めることになるというのだ（図３）。真空
かまど釜は 2001 年に商品化され，それ以降象印の
主力商品となった。象印がもともと魔法瓶のメー
カーとして創業したことから，真空かまど釜はコア
技術を応用した思い入れのある商品でもあった。と
ころが，げこ亭で得た知見を炊飯ジャーに応用しよ
うとすると，この真空層が邪魔をすることになる。
羽釜の羽を通じて釜の周囲から熱を伝えようとして
も，真空層は熱をつたえない。羽釜で釜の周囲から
熱を伝えるというアイデアを実現するためには，真
空の技術を否定しなければならないのだった。
このことに懸念を表明したのが営業部だった。象
印といえば真空かまど釜というブランドイメージを
築き，それを販売における最大の訴求点としていた
ため，真空かまど釜を否定すると困ったことにな
る。これまで販売店や消費者にしてきた説明がふい
になるからだ。
営業部をなんとかして説得しようと考えた宇都宮
はあることに気付いた。設計中の炊飯ジャーには，
内釜を本体にセットした際に羽釜の羽部分を受け止
めるために，リング状のヒーターをつけていた。こ
のリング状のヒーターの下部，内釜と本体との間に

は空気の層ができる。これが真空かまど釜と同じよ
うに熱を閉じ込める断熱層の役割を果たすのではな
いか。宇都宮はそう考えたのである（図４）
。
宇都宮：直接横から加熱してあげられるんで，均
一に強火で加熱ができるんです。従来だったら，
内釜の周囲が真空になっていたんで，お釜自体が
断熱していたんですけれども，ちょっと発想を変
えて。本体に内釜をセットすると，この羽とヒー
ターが密着しますので，閉じ込めらた空間ができ
るんです。これだったら，いままで内釜でやって
いた断熱をこの本体側で断熱してあげれば同じ理
屈でいけるなあと。

つまり，真空かまど釜も羽釜も断熱によって熱を
閉じ込めるという発想は同じだ，と考えたのであ
る。データをとっても，本体と内釜の間の空気層に
よる断熱効果が明らかになった。熱を閉じ込めるこ
とが肝要である，という真空かまど釜と羽釜に共通
する技術解釈を生み出すことで，宇都宮らは営業部
を説得した。このストーリーによれば，羽釜を採用
しても真空かまど釜を否定することにはならない。
これによって営業部も羽釜の採用を納得したのである。
もう１点，開発チームと営業部の間で議論になっ
たのが温度センサーの配置である。従来，象印で
は，温度センサーを内釜の側面に配置することで本
体側の底の突起物をなくし，掃除がしやすい形状に
していた（図５）
。象印ではこれを「フラット庫内」
と呼び，他社との差別化要素としていたのである。
ところが，羽釜を採用すると羽釜のヒーターにも温
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出典：象印マホービン株式会社 Web サイト
（http://www.zojirushi.co.jp/ 2012年12月25日アクセス）
図５．フラット庫内（左）と NP-SA10のセンターセンサー
（右）

度センサーをつけることになるため，別に内釜底面
中央に温度センサーを設置する必要が出てきた。こ
の設計についても，営業部は問題視した。これまで
売りにしてきたフラット庫内がなくなるからだ。開
発チームは，新しい羽釜の炊飯ジャーは，おいしさ
をこれまで以上に重視しているため底面中央のセン
サーが不可欠だとして，営業部を説得する必要が
あった。
さらに開発チームを悩ませたのが，羽釜の形状で
ある。げこ亭の釜を参考に従来の内釜よりも広く浅
い釜にしようと考えたのだが，内釜を広くするとそ
の分本体が大きくなってしまう。炊飯ジャー市場で
は，本体がコンパクトであることも重要な評価基準
となっていたため，あまり本体を大きくするわけに
はいかないのだ。また，従来の内釜とはまったく形
が異なるため，違和感を感じるという意見もあっ
た。プロジェクトに参加していたデザイン担当者
は，羽の上下の位置や内釜の丸みなど，細かい検討
を行った４。10 種類を超える試作品を作り検討し，
最終的に商品化した形状にたどり着いたのである。

れている。通常の炊飯ジャーの内釜は，アルミの板
をプレスして製造する。ところが，羽をつけようと
するとプレスで成形することはできなかった。そこ
で，象印では，溶かしたアルミを低圧で釜の形状に
成形する溶湯鍛造という手法を採用したのである。
溶湯鍛造で最終的な形状よりも大きく成形し，工作
機械で羽釜の形状に削り出すのだ。そのうえで，内
釜の外面には IH に反応するためのメッキを，内面
にはフッ素コーティングを施し，内釜が完成する。
開発チームは，委託先の工場と協力しながら，鍛造
の品質安定性や削り出しの寸法安定性といった問題
をクリアし，安定して生産する方法を確立していっ
た。
さらに，炊飯プログラムの開発も重要な課題だっ
た。既存の内釜とは形状が大きく異なるうえに，
ヒーターやセンサーの配置も異なるため，炊飯プロ
グラムは 1 から見直す必要があった。しかし，最初
の試作品で炊いたご飯をげこ亭の村嶋氏に試食して
もらったところ，思いもよらない指摘があった。
宇都宮：「力（りき）がない」と。
宮尾：力がない？
宇都宮：「力って何ですか」って言ってね。（笑）
そんなの教えてもらえませんね。お話をうかがう
と，どっちかいうと，冷めた時のご飯の弾力とい
うものがないと，そういうことを言われてました
ね。炊き上がった時は何でもうまいみたいな，何
度もそういうふうにいつも言われてて，冷まして
みろと言われるんですね。冷ました時に，初めて

3.3. 量産化
2009 年 11 月，プロジェクトチームの提案した羽
釜炊飯ジャーの企画は，企画会議での承認を得た。
企画では 2010 年９月発売を予定していたため，通
常よりも遅い企画決定であった。上述のとおり，真
空技術の否定やセンターセンサーの採用などで，社
内を説得する必要があったからだ。最終的には，企
画会議に社長も出席し，試食して企画の採用を決め
たという。
引き続き，開発チームは量産化のプロセスを進め
ていった。主な課題は２つあった。１つは，羽釜の
製造，もう１つは炊飯プログラムの開発である。
羽釜形状の内釜は，溶湯鍛造という方法で製造さ
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ご飯のおいしさが分かるみたいなことはいつも言
われていました。
後藤：力に関する技術的な内容は一切教えてくれ
ませんでしたけど，感覚で教えてはいただけまし
た。 そ れ と， 私 ど も が 持 っ て る 知 識 を 融 合 さ せ
る。そういうことをご主人は言いたかったんだな
あと思いましたね。

開発チームは，この指摘を受けて炊飯プログラム
を見直した。３度目の訪問で，ようやく村嶋氏か
ら「力が出てきた」というコメントをもらったとい
う。かくして，げこ亭の炊飯を再現した炊飯プログ
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ラムが完成したのである。
3.4. 発売
このように様々な問題を乗り越え，象印は 2010
年９月に圧力 IH 炊飯ジャー『極め炊き』NP-SA10
を発売した。羽釜形状の内釜は「極め羽釜」と名付
け，その特徴を前面に押し出した。メーカー希望小
売価格は 115,500 円（税込）で，これまでの象印の炊
飯ジャーとは一線を画す高い価格をつけることとし
た５。
販売にあたって象印が力を入れたのが，販売関係
者への試食である。発売前の流通企業向け商談で
は，社長自らが出席し，流通企業の社長に試食して
もらったという。さらには部長やバイヤー，小売店
の販売担当者へと試食の範囲を広げていった。
一方，NP-SA10 はこれまでの炊飯ジャーよりも
店頭で推奨しやすいという利点もあった。これまで
象印が主力商品としてきた真空かまど釜は，真空の
技術による熱の閉じ込めを店頭で説明しなければ，
見込み客に製品の良さを理解してもらうのは難し
かった。ところが，極め羽釜は内釜の形状が従来の
ものとは大きく異なっている。この形状の違いが顧
客の興味を引いたのだという。
宇都宮：もう，見た目で分かりやすい。真空であっ
たり，今までの象印の製品はどっちかというと良
い 機 能 で も 説 明 が 必 要 だ っ た ん で す よ ね。 今 回
は，ほんとにもう目で見て，分かりやすいものが
いいなあっていうのが根底にありました。だから
もう，「これを見てください。これがおいしさの秘
密です」っていう説明だけですね。

NP-SA10 は，象印の想定を超えたヒット商品と
なった。象印では，発売にあたって 1 年間で 3 万台
の販売という目標を立てたという。しかし，予想以
上に売れ行きがよく，９か月でこの目標を達成して
しまったのである。

４．NP-SS ─南部鉄器 極め羽釜─の開発プロセス
4.1. 開発のきっかけ
NP-SS10 の開発には，背景となる技術開発があっ
た。2006 年ごろ，象印で技術開発を担当していた
野間は，炊飯ジャーの内釜の素材に鉄を採用するこ
とを検討していた。当時，三菱電機が内釜の素材に

炭を採用した「本炭釜」を発売し，それに続いてタ
イガー魔法瓶が内釜を土鍋にした「土鍋釜」を発売
するなど，炊飯ジャー市場では内釜の素材を工夫す
ることが流行していた。そこで野間が目をつけたの
が鉄だった。
後藤：その当時は、もう「釜戦争」って言われて、
各社、例えば土鍋はタイガーさん、三菱さんは炭
で、三洋さんは銅釜で……。釜の素材をどうする
か，といった中で、象印は鉄に目をつけました。

IH での加熱に鉄が適していることはよく知られ
ていた。しかし，一方で様々な問題があった。ある
メーカーに試作を依頼したのだが，数 kg を超える
重さの内釜になってしまったうえに，すぐにさびが
発生してしまい，とても商品化できるものではな
かったのだ。軽量化とさび対策が課題だったもの
の，野間自身も他のテーマに手を取られ，この技術
開発はお蔵入りとなった。
当時の象印の組織体制では，技術探索についての
情報は企画立案の担当者にすぐに伝わるようになっ
ていた。野間の作成した鉄釜についての調査レポー
トも，企画立案の担当者の手に渡っていた。
再度，鉄製の内釜に注目が集まったのは極め羽釜
の開発が進んでいる最中のことだった。極め羽釜の
企画担当者が，先の野間のレポートに目をつけたの
である。昔，かまどで炊く際の羽釜は鉄製だった。
であるならば，鉄製の羽釜を『極め炊き』の製品ラ
インに加えるべきではないか。そのような発想だっ
たという。
2010 年秋，NP-SA10 と同じ形状の羽釜を鉄でつ
くるという開発テーマが企画会議で承認された。結
果として鉄製の羽釜を採用した炊飯ジャーの発売
は，NP-SA10 の発売の１年後とすることになった。
時間に制約があり，同時開発は難しかったためだ。
野間はその間，鉄製の羽釜の量産化を進めることに
なった。
4.2. 製造技術の確立と炊飯プログラム
野間はまず鉄製の羽釜を製造できる委託先を探し
た。野間にはひとつのこだわりがあったという。そ
れが，製造委託先は南部鉄器の生産地から選ぶとい
うものだった。
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野間：炊飯ジャーに南部鉄器を使ってるという，

は，この釜の外側に，表面をきれいに仕上げるた

コラボですよね。特に，岩手の伝統工芸南部鉄器

めに捨ててる部分が 10 倍ぐらいあるんです。それ

と家電メーカーの象印とのコラボにもなるんで，

を削っていくので，時間もそうですけど，削る工

魅力のある商品になると個人的には思ってました。

具も頻繁に取り替えてもらったり。１個１個削る
んで，工数もかかります。

ところが，生産委託先の選定は困難を極めた。特
に難しかったのが寸法の精度を高めることだった。
伝統工芸品としての南部鉄器であれば，寸法が数
mm バラついていたとしても問題はない。しかし，
家電製品として販売するのであれば，そのようなバ
ラつきは許容されない。最初は，委託先に図面を見
せただけで製造は不可能だと断られたという。それ
でも，数年前に技術探索を行った際のつてをたどり
ながら，野間は委託先を探しつづけた。2010 年の
秋ごろから続けた探索の結果，寸法の精度，量産化
の可能性，品質の安定性の条件を満たす委託先がよ
うやく見つかったのは 2011 年１月のことだった。
2011年９月の発売予定まで後８か月を切っていた。
委託先での量産化にあたっての課題は，大きく分
けて２つあった。羽釜の形への加工，そしてさびへ
の対策である。まず野間は，軽量化の目標を設定す
るため，どの程度の重さまでなら許容できるのか主
婦を対象とした調査を行った。その結果，おいしい
ご飯が炊けるのであれば，1.8kg までなら許容でき
るという結果を得た。
ところが，1.8kg までの軽量化は非常に困難な課
題だった。鉄製の羽釜は，砂で作成した型に溶かし
た鉄を流しいれ，冷やし固めたものを切削してつく
る。内釜を軽くしようとすれば，当然薄く削らなけ
ればならない。ところが，薄く削ろうとすると強度
が不足し，削る量を少なくしようとすると寸法のバ
ラつきが大きくなったり，表面にざらつきがでて後
工程のホーロー加工やフッ素加工に支障がでてしま
う。結局，型への鋳込みの段階で完成品の 10 倍程
度の大きさで鋳造し，表面を多く削ることでこれら
の問題を解決できることが明らかになった。大きく
鋳造することで鋳込む際の溶けた鉄の流れが整い，
後の切削時のざらつきが出にくくなるからだ。
野間：1.8kg の重さに向かうというのが難しかった
ですね。釜の形を作るだけでしたら，作れるんで
すけど，鋳造なんで表面をきれいに仕上げようと
すると，きれいに流れてるところにこの釜の形が
こないときれいな表面状態にならないんです。実
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もう１つの問題がさびへの対策だった。伝統工芸
品の南部鉄器であれば，多少のさびも味わいになる
が，家電製品ではそうはいかなかった。塗装など
様々な方法を試した野間は，結果としてホーロー加
工という方法にたどり着いた。ガラスを吹き付けて
800 ℃の炉で焼き，鉄釜の表面に定着させる。これ
によって使用中にさびが発生することを防ぐのであ
る。ところが，ホーロー加工を行う工場は，大阪に
ある。普通に輸送したのでは，岩手から輸送する間
にもさびが発生してしまうのだ。野間は，様々な方
法を検討し，防錆紙でくるんだうえから袋をかぶせ
る方法で，輸送中のさびを防ぐことに成功した。
このように，様々な問題を乗り越えて，南部鉄器
の羽釜を製造するプロセスが確立された。しかし，
もう一つ，開発チームを悩ませた問題があった。そ
れが炊飯プログラムの開発である。南部鉄器の羽釜
は，すでに開発が完了していたアルミ製の羽釜とは
熱の伝わり方がまったく異なっていた。ヒーターの
オン・オフに対する釜の温度応答も鈍く，加熱をや
めてもしばらく温度が保たれるという特性があった
のだ。炊飯においては，水分がなくなったときに加
熱をやめる必要があるが，この特性のためそのタイ
ミングを検知することがとても難しかった。炊飯プ
ログラム開発の担当者は何トンもの米を炊き，炊飯
プログラムを完成させたという。
4.3. 発売
かくして，2011 年 10 月に圧力 IH 炊飯ジャー『極
め炊き』NP-SS10 は発売された。内釜は，「南部鉄
器 極め羽釜」と名付けられた。当初は，9 月の発
売予定だったが，予想以上に販売店からの引き合い
が強く，必要な台数を確保するために発売を遅ら
せたのだという。にもかかわらず，製造が発注に
追いつかなかった。当初，象印は月間 1,000 台，年
間 12,000 台程度の販売を見込んでいたという。しか
し，発売後すぐの月間出荷台数は 2,000 台に達し，
欠品が発生してしまったという。
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５．おわりに
炊飯ジャーの市場では，2006 年に三菱電機が「本
炭釜」を発売して以来，実勢売価が８から 10 万円
程度の高級炊飯ジャーの販売が好調だった（宮尾 ,
2013）。本炭釜に続いて，タイガー魔法瓶が『土鍋
釜』を発売するなど，炊飯ジャーのメーカー各社は
工夫を凝らした製品で高級炊飯ジャー市場に参入し
た。その結果，炊飯ジャー市場では 2006 年以降，
平均単価が上昇していったのである。
本稿で示した事例は，象印マホービン株式会社が
この高級炊飯ジャー市場に投入した製品の開発ス
トーリーである。この事例において注目すべき点と
しては，以下の２つを指摘することができる。
第１の注目点は，高級炊飯ジャー市場に参入する
にあたって，どのような製品を投入すべきかを検討
したプロセス，すなわち製品コンセプト創造のプロ
セスである。NP-SS10 ─南部鉄器極め羽釜─の開発
のきっかけとして野間が述べたように，当時の高級
炊飯ジャー市場では，内釜を工夫することが流行し
ていた。炊飯ジャーの市場においては，炊いたご飯
のおいしさが主たる価値次元であり，各メーカー
は，この価値次元において競争を繰り広げていた。
しかし，ご飯のおいしさは単純な比較が難しい，い
わゆる可視性の低い価値次元である（楠木 , 2005）。
そのため，その代替指標として内釜の工夫が利用さ
れていたと考えられる。
羽釜という形状の差別化に至ったのも，同様の理
由だと考えられる。販売時に形状のめずらしさが消
費者の興味を引いたと宇都宮が述べているように，
象印では，羽釜の形状とそこから連想される伝統的
なかまどのイメージを，ご飯のおいしさの代替指標
と考えていたのだろう。すなわち，象印が高級炊飯
ジャー市場に参入するにあたって採用した戦略は，
ご飯のおいしさの代替指標となるストーリー性を
もった内釜を開発することだったといえる。羽釜の
形状，げこ亭でのデータ採取と炊飯プログラムでの
再現，南部鉄器の産地での生産，こういった要素
が，ひとつのストーリーとなって，ご飯のおいしさ
の代替指標となっているのである。製品コンセプト
の開発プロセスは，このような代替指標をひとつの
ストーリーにまとめあげるプロセスだったといえる
だろう６。
第２の注目点は，開発プロセスにおける社内の説
得である。本稿の事例は，ご飯のおいしさという炊

飯ジャーではあたりまえの価値次元において，高い
品質を達成するべく行われた製品開発だといえる。
商品企画部長がプロジェクトを発足させた過程，プ
ロジェクトチームが調査を行った過程，技術開発の
過程など，すべてのプロセスで，いかにしておいし
いご飯を炊くことのできる炊飯ジャーを開発するか
ということを目標に開発が進行していた。
このようにご飯のおいしさという価値次元を共有
していたにもかかわらず，開発チームと営業部の間
にはコンフリクトが発生した。事例でみたように，
真空かまど釜を否定し，釜の横からの加熱が重要だ
とすることや，センターセンサーを採用することに
ついて，開発チームと営業部では態度が分かれた。
開発を進めるためには，開発チームは営業部の態度
を変えるよう説得する必要があったのである。
一般的に，ある業界で事業を行っている企業は，
その業界で一般的な価値次元とは異なる価値次元で
優れているイノベーションを受け入れることが難し
いといわれている（Christensen, 1997）
。また，革
新的な製品の開発では推進に反対する主体が現れる
ことが多く，開発推進者は反対者を説得しながら開
発を進める必要がある（原 , 2004; 武石・青島・軽部 ,
2012）
。
ところが，本稿の事例では，炊飯ジャー業界で一
般的な価値次元である「ご飯のおいしさ」に沿った
イノベーションであったにもかかわらず，開発推進
者は周囲を説得しながら開発を進める必要があっ
た。このように，既存の価値次元に沿ったいわゆる
漸進的なイノベーションであっても，開発に反対す
る主体が現れ，開発推進者が彼ら／彼女らを説得し
なければならない，という局面が現れうるのである。
これは，既存の製品の価値次元が１つではないこ
と，そして，どの価値次元を重視するかが主体に
よって異なっていることに起因している。本稿の事
例では，ご飯のおいしさという価値次元のほかに，
真空による熱の閉じ込めや庫内の清掃しやすさとい
う価値次元が見られ，これを営業部が重視してい
た。一般的に，同じ企業であっても部門間によって
製品開発において重視することが異なっていること
が知られている（Dougherty, 1992）
。このような部
門ごとの思考枠組み（departmental thought world）
の相違は，製品の設計と消費者のニーズとを適合さ
せるのを妨げる。
では，部門ごとの思考枠組みの違いをどのように
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乗り越えればよいのか。本稿の事例が示唆するの
は，開発推進者による丁寧な説得が重要な役割を
果たすということだ。真空技術を単純に否定するの
ではなく，真空かまど釜と羽釜とに共通する技術
解釈─熱を閉じ込める─を見出すことや，センター
センサーの必要性を説く活動がこれにあたる。イノ
ベーションの実現には開発推進者による社内外の
関係者の説得が重要な役割を果たすことは，これ
までにも様々な研究で指摘されてきた（Burgelman,
1983; 原 , 2004; 武石・青島・軽部 , 2012）。本稿の
事例はこれらの先行研究に新たな事例を付け加える
ものだといえるだろう。しかしながら，ここまでの
検討はあくまでも 2 つの製品開発事例にもとづく試
論にすぎない。今後もさらに事例を蓄積し，イノ
ベーションにおける説得という局面をより広く，深
く検討する必要があるだろう。

る還元糖量の測定を行っている。極め羽釜のシリー
ズ（NP-SS・SB 型）で炊いたご飯は，同社の従来品
で炊いたご飯と比較して還元糖量が約 45% 多かっ
たという（象印マホービン株式会社「圧力 IH 炊飯
ジャー『極め炊き』NP-SS10・NP-SB10」カタログ
（2011 年８月作成）より）。このように，象印では，
科学的なデータによっておいしさの可視性を高める
という戦略も採られていた。
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統一新羅時代の九州と五小京の
考古学的研究現況と課題
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Ⅰ．はじめに

Ⅱ．考古学的研究現況

新羅は三国を統一して、全国の行政体系を九州と
五小京に整備した。その統一新羅時代の地方都市で
ある九州（正確には九州の治所が置かれた都市）と
五小京の考古学的研究は関連考古資料に限界があ
り、進展がみられなかった。特に、九州と五小京に
関する全般的な研究はほとんど行われていなかっ
た。ところで、最近各地で様々な開発に伴う調査が
行われ、九州と五小京が設置された地域の考古資料
も増えてきた。
本稿では、まず既存の研究を検討し、その後に九
州と五小京に関連する遺跡をまとめて分析する。そ
して、これまでの考古学的研究が抱えている問題点
を指摘する。また、考古資料は限られているが、九
州と五小京に対する今後の考古学的研究に適用して
いくため、いくつかの研究方法の検討を行いたい。
もちろん、すべてを説明できる充分な考古資料が
蓄積されたと言うには程遠いが、これまで明らかに
なった考古学的成果をまとめて考察するだけでも意
味があると考える。研究方法の多様な検討と、九州
と五小京に対する考古学的研究の現況をあらためて
認識して、さらなる研究に臨みたい。

１．
九州と五小京の関連遺跡と研究現況
統一新羅時代の九州と五小京に対しては、全般的
な考古学的研究はあまり行われていない。その理由
は、やはり九州と五小京に関連する地域の考古資料
の不足が一番の原因であった。しかし、一部の地域
では小京城の位置比定を通じて、小京の中心地と治
所を推定する研究があった１。
一方、九州と五小京の全体を対象とする考古学的
研究は、朴泰佑氏（1987）や山田隆文氏（2008）の研
究がある（図１～３）２。それは 1910 〜 20 年代に作
られた各地域の地籍図や地形図を利用して、統一新
羅時代の九州と五小京の中心地の区画地割や都市構
造を推定する研究である。このような研究は、九州
と五小京の各地域の地籍図や地形図から、治所と中
心地、州城や小京城の位置などを推定したもので、
意味がある。また、2003 〜 2005 年に慶尚北道尙州
市で実施された発掘調査の成果に基づき、沙伐州を
中心テーマとして、九州と五小京のうち五つの都市
の復元案を検討した朴達錫氏の研究がある（朴達錫
2007・2012）３。
朴泰佑氏の研究は先行的なものであり、あくまで
も推定であって、証拠になる考古資料は 1987 年に
はほとんどなかった。また、山田隆文氏の 2008 年

図１ 沙伐州（尚州市）の朴泰佑氏復元案（朴泰佑1987から引用） 図２ 沙伐州（尚州市）の山田隆文氏復元案（山田隆文2008から引用）
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表１

調査と関連遺跡（治所と推定される地域─復元案を中心に─、太字は統一新羅時代遺跡）

の研究では関連遺跡の事例は少し増えているが、ま
だ十分ではない。朴達錫氏の研究は最新の具体的な
考古資料に基づいた都市構造の復元案として注目す
べきであるが、考古学的研究は沙伐州（尙州市）に
集中している。
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本稿では前述した三人の研究および新しい考古資
料を含めたこれまでの九州と五小京の関連遺跡の研
究現況を述べたい。もちろん、細かい内容では一部
に違いがあるが、復元案として設定された地域は大
体一致している。遺跡現況に関しては、朴泰佑氏や
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図３ 沙伐州（尚州市）の朴達錫氏復元案
（朴達錫 2007 から引用、筆者追加）

表２

図４ 沙伐州（尚州市）の遺跡調査と復元案
（嶺南文化財研究院 2009『伏龍洞 10 － 4 番地遺跡』
から引用、筆者再作成）

沙伐州（尚州市）の調査と関連遺跡（治所と推定される地域─復元案を中心に─）

山田隆文氏の復元案で設定されている九州と五小京
各地域の中心地の範囲内、および関わりのある遺跡
を主な対象にした４。
（1）九州
最近、九州が設置されたといわれる都市では活発

に発掘調査が行われているが、それらのすべてが九
州と関連する遺跡ではない。しかし、朴泰佑氏や山
田隆文氏の研究で中心地に比定されていた地域に、
統一新羅時代の遺跡が確かに分布しているのも確認
できたのである。関連する発掘調査事例は地域に
よってまだ差があるが、特に沙伐州と牛首州の調査
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成果は注目すべきである。
まず、沙伐州の治所である現在の慶尚北道尚州市
は、統一新羅時代の九州と五小京が設置された地方
都市のうち、考古学調査を通じて都市の構造がある
程度確認できた地域である。特に、切っ掛けになっ
たのは尚州市内に位置する伏龍洞遺跡の調査成果で
ある。
伏龍洞遺跡では朴泰佑氏や山田隆文氏の復元案に
ある土地区画を示す道路遺構が検出され、統一新羅
時代の住居跡と建物跡も多数検出されている。この
調査成果に基づき、沙伐州の里坊制と都市構造を検
討した研究も行われている（朴達錫 2007・2012）。
この他にもいくつかの発掘成果によって、関連遺跡
の分布様相がある程度明らかになっている（表２、
図４）。
主に伏龍洞遺跡の調査成果で明らかになった尚州
市内の考古学的様相をまとめてみると、次のとおり
である。まず、遺構の分布や時期は統一新羅時代か
ら高麗・朝鮮時代までの長い期間あったことが分
かった。また、伏龍洞 256 － 1 番地遺跡の遺構分布
をみると、農道を境にしてそれより北には統一新羅
時代の遺構が検出されていない。この分布は、図４
でわかるように、土地区画地割の北側の境界を示し
ていると考えられる。さらに各遺跡から当時の道路
とみられる側溝遺構が東西方向・南北方向に検出さ
れていて、土地区画地割が道路を基準にして行われ
たことが推定できる５。
したがって、伏龍洞遺跡から検出された遺構は、
沙伐州の土地区画地割の北東側の構造が分かる重要
な資料になる。一方、図４で分かるように、同じ地
籍図と地形図を使用した復元案であるにもかかわら
ず、朴泰佑氏・山田隆文氏の復元案と朴達錫氏の復
元案には違いがある（図１～３）。各復元案に単純
な間違いがあるのかもしれないが、異なる復元案で
あれば、その根拠は何かを検討すべきである。
牛首州（春川市）は発掘調査の事例と遺跡の数は
多いが、そのほとんどが先史時代に集中していた。
しかし、最近山田隆文氏の復元案の中心地一帯で駅
の新築や米軍基地の移転に伴い広い範囲で調査が
行われた。特に、2009 年に調査された槿花洞遺跡
で統一新羅時代の竪穴住居跡と竪穴遺構が集中的
に検出されたことは、注目すべきである（表３、図
５）
。その他に槿花洞遺跡の東側に位置する返還米
軍基地敷地遺跡では、一部の区域で標本試掘調査が
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実施されて、統一新羅時代の住居跡などが検出され
ている。
槿花洞遺跡の遺構の分布を検討すると、やはり尚
州伏龍洞遺跡と同様に、統一新羅時代から高麗・朝
鮮時代にかけての遺構が検出されている。また、検
出された竪穴住居跡もほぼ方形で、内部にカマドや
オンドル構造を有している。一方、槿花洞遺跡では
尚州伏龍洞遺跡と異なり、統一新羅時代の建物跡が
検出されてないので、検討が必要である６。
さらに牛首州の場合、朴泰佑氏と山田隆文氏の復
元案が異なっている。朴泰佑氏は牛首州を方格区画
の計画がなかった都市に分類している。槿花洞遺跡
の調査で道路遺構などが実際に検出されていないこ
とから、朴泰佑氏復元案に注目したい。ところで、
山田隆文氏の復元案では方格区画の西側は北漢江の
氾濫原であり、方格地割がなくなっているため、州
城の範囲は推定しづらいと言及されている７。しか
し、その西側にあたる地域に統一新羅時代の遺構が
残存しているので、今後方格地割の痕跡が明らかに
なる可能性も十分あると思う。
また、返還米軍基地敷地遺跡の場合、統一新羅時
代の牛首州の中心地を想定して試掘調査が行われ、
一部関連遺構が検出されている８。これからの発掘
調査次第では、さらに明確な都市構造が分かる遺跡
の発見が期待できよう。
一方、沙伐州（尚州市）と牛首州（春川市）以外の
九州は関連遺跡も少なく、都市構造や治所に関わる
遺跡（特に道路や建物）がほとんどないのが現実で
ある。
歃良州（梁山市）と菁州（晋州市）は、朴泰佑氏や
山田隆文氏の復元案の中心地での調査事例と関連遺
跡がまだ少ない状態である。これからの調査成果を
期待するしかない。
熊川州（公州市）・完山州（全州市）・武珍州（光州
広域市）は旧百済地域に設置された都市であって、
近年考古学調査が活発に行われている。しかし、こ
の地域は百済関連遺跡の方が多く、特に熊川州の公
州市は百済の都であった都市として調査が実施され
る傾向がある。統一新羅時代の遺跡の数はまだ少な
いが、徐々に関連遺跡が増える可能性の高い地域で
ある。
公州市には百済関連遺跡が多数分布しているが、
城内村遺跡から統一新羅時代の建物跡が検出されて
いて、市内の発掘調査で統一新羅時代の文化層が確
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表３

牛首州（春川）の調査と関連遺跡（治所と推定される地域─復元案を中心に─）

図５ 牛首州（春川市）の調査と関連遺跡分布
（治所と推定される地域─山田隆文氏復元案を中心に─）

認されている。
一方、完山州（全州市）の場合、朴泰佑氏や山田
隆文氏の復元案の中心地では調査事例と関連遺跡は
まだ少ないが、全羅監営跡の発掘調査で統一新羅時
代の建物跡が確認されていることは注目すべきであ
る９。また、全羅監営跡の東側に位置している東固山
城も完山州の設置と関連があると報告されている 10。
武珍州（光州広域市）の場合、朴泰佑氏や山田隆
文氏の復元案の中心地での調査事例と関連遺跡はま
だ少ない。しかし、南東側に位置する光州邑城や北
東側の山に位置する武珍古城が州城や武珍州と関わ
りがあるとみられている。また、楼門洞遺跡 11 から
統一新羅時代の建物跡が検出されていて、都市鉄道
区間遺跡から統一新羅時代の井戸などが検出されて

いる。
漢山州の場合、九州の中でその中心地がまだ分か
らない地域であるが、京畿道河南市あるいは広州市
に推定されている。最近、河南市内の発掘調査に
よって統一新羅時代の遺跡が報告されているので、
その分析が必要である。
河西州（江陵市）は中心地に推定される地域に関
連遺跡の事例がないので、これからの調査成果を期
待するしかない。しかし、この地域では官衙跡と邑
城に関連する遺跡が集中的に調査されているので、
他の九州と同じ様相がみられる。したがって、統一
新羅時代の遺跡や河西州関連の遺跡がこれから検出
される可能性が高い。
（2）五小京
考古資料を通じた五小京の所在地に対する研究
は、中原小京（忠州市）と西原小京（清州市）で比較
的活発に行われてきた。これらの地域では小京の設
置と直接に関連すると思われる遺跡が調査され、こ
れに基づき、治所の位置と中心地、小京城の位置な
ど多様な論議が行われている（羅庚峻 2000、梁起錫
外 2001、張俊植 1998、田中俊明 1996・2011）
。こ
れらの地域での統一新羅時代関連遺跡としては、主
に城郭施設と古墳があげられる。
中原小京が位置している現在の忠州市の場合、統
一新羅時代の古墳群が多数分布していて、他にも多
様な統一新羅時代の遺跡が調査されている。また、
中原小京の中心地と推定される塔平里遺跡 12 から、
当時の建物跡などが確認されている。
中原小京の中心地として朴泰佑氏や山田隆文氏の
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図６ 忠州市内地域と忠州邑城の位置
（忠清北道文化財研究院 2011『忠州邑城』から引用）

復元案で設定された忠州市内は、最近の調査でも市
内南側の忠州邑城（逢峴城跡）一帯が中原小京の中
心地であったとされている。報告書では忠州邑城は
もともと二重複郭構造の羅城であり、統一新羅時代
に築城され、高麗・朝鮮時代まで使われた可能性が
高いとみられている。また、内郭と外郭から共に統
一新羅時代の瓦が検出されている。邑城の外郭は、
虎岩洞遺跡で検出された土城や推定逢峴城跡に比
定されている（図６）。したがって、神文王代（681691）に築城記録がある中原小京城が忠州邑城に比定
される可能性が高い 13。忠州市内では他の関連遺跡
の報告は少ないが、今後の調査によって中原小京の
治所・中心地の具体的な実体が確認できると思われ
る。
西原小京（清州市）に関しては、市内の周りに存
在する城郭を小京城（治所）に比定する研究があ
り、統一新羅時代の古墳も分布している。しかし、
山田隆文氏の復元案の中心地である清州邑城付近の
調査では、関連遺跡が発見されていない。2006 年
の調査で清州邑城関連遺跡から統一新羅時代の関連
遺構が報告されているので、清州邑城が西原小京城
である可能性に注目しておきたい。
南原小京（南原市）は最近、朝鮮時代の邑城の調
査で統一新羅時代のものが確認されているので、注
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図７ 金海邑城と金海古邑城の位置と調査現況
（東亜細亜文化財研究院 2011『金海古邑城Ⅱ』から引用、
筆者再作成）

目すべきである 14。しかし、他の調査では山田隆文
氏の復元案の中心地から関連遺跡は見つかっていな
い。
金官小京（金海市）は、邑城が位置している金海
市内が朴泰佑氏と山田隆文氏の復元案の中心地であ
る。金海市の場合、市内を中心に小規模な発掘調査
など多数の遺跡調査が行われた。金海市はもともと
金官伽耶があった地域であるため、三国時代の関連
遺跡が多数を占めているが、統一新羅時代の関連遺
跡も増えている。特に、朝鮮時代の金海邑城周辺の
調査によって、文献資料と古地図にみられる金海古
邑城の実体が明らかになっている。したがって、金
海古邑城の場合、金官小京城に比定される可能性を
想定して調査が行われている（図７）15。
北原小京（原州市）は、朴泰佑氏と山田隆文氏の
ような復元案の設定が困難な地域である。中心地の
可能性が高い江原監営跡が位置する現在の市内で
は、関連遺跡が一箇所報告されている。関連遺跡の
事例が少ない地域であるが、最近市内の東側で統一
新羅時代の遺跡（古墳や建物跡）が調査されている
。これからの調査で関連遺跡が増える可能性があ
る。
五小京の場合、中原小京（忠州市）・西原小京（清
州市）・金官小京（金海市）は調査例と関連遺跡の数
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が比較的多いが、都市構造の研究につながる遺跡は
少ないのが現状である。
九州と五小京が設置された地域の遺跡現況をみる
と、地域によってその差はあるものの、統一新羅時
代の遺跡が確実に分布していることがわかった。も
う一つの特徴として、ほぼ全地域に統一新羅時代か
ら高麗・朝鮮時代までの遺跡が分布していることが
あげられる。また、朴泰佑氏と山田隆文氏のような
復元案の設定が有効であることが考古学的に立証さ
れたともいえる。これから調査事例が増加すると思
われるが、朴泰佑氏と山田隆文氏のような復元案の
設定が九州と五小京が設置された全地域に適用でき
るのかどうかを検討したい。
２. 考古学的研究の限界と問題点
先に検討したように、九州と五小京が設置された
都市や地域の関連遺跡の調査は各地域によって差が
ある。また、各地域の調査は統一新羅時代の九州と
五小京の設置を想定して行われてはいない。した
がって、調査の際、その地が九州と五小京の治所を
設置した地域であることを認識していても、調査そ
のものが統一新羅時代の遺跡を目的にしていること
はほとんどない。
九州と五小京が設置された地域は、統一新羅時代
だけでなく、高麗・朝鮮時代にも各地域で重要な拠
点都市として行政・文化・政治の中心地であった。
したがって、統一新羅時代に建設が始まった市街地
がそのまま都市構造を維持して発展し、人口の増加
もありながら高麗・朝鮮時代まで変遷してきたと思
われる。また、その地域の中心地であったことか
ら、高麗・朝鮮時代においても統一新羅時代の州城
や小京城の範囲内で規模を縮小して邑城などの城郭
が造られている場合がある。高麗・朝鮮時代になっ
て街区が新たに造られたとしても、基本的には統一
新羅時代から造られた街区の範囲内で発展や変化が
あったと考えられる。こういう事例が九州と五小京
すべてに適用できるのかどうかはまだ確定できない
が、調査された遺跡の分布現況と各遺跡の時期から
みても可能性は高いと思われる。
一方、このような事実は九州と五小京に関連する
統一新羅時代の遺跡調査にさまざまな影響を与える
と考えられる。発掘される遺跡では高麗・朝鮮時代
の遺構と統一新羅時代の遺構の重複が多くみられ、
実際の調査でそれを区別するのがなかなか難しく

なっている。調査地域の文化層が少なくとも統一新
羅・高麗・朝鮮時代の三つあって撹乱もある場合、
遺構の時期を判断することは難しい。この例は、遺
跡現況でみたように、沙伐州（尚州市）の伏龍洞遺
跡や牛首州（春川市）の槿花洞遺跡でよくあらわれ
ている。
また、各地域で発掘調査（表１）が行われ、高麗・
朝鮮時代の遺跡は多数確認されているのに、統一新
羅時代の遺跡は検出例が少ない。その理由として
は、高麗・朝鮮時代において統一新羅時代の遺構の
破壊があったことが想定できるかもしれない。
さらに、このような九州と五小京が設置された都
市や地域の統一新羅時代遺跡は、高麗・朝鮮時代を
経て、近現代でも都市開発によって遺跡の破壊が頻
繁に起きている。そして、統一新羅時代の遺構が残
存している可能性があっても、その上層には高麗・
朝鮮時代の遺構がある場合が多い。この場合、現在
までよく残されている高麗・朝鮮時代の遺構が優先
的に価値を認められることになる。実際に南原邑
城・金海邑城・清州邑城の場合、朝鮮時代の邑城の
復元を目的として調査が行われたのである。それが
たまたま統一新羅時代の遺構の発見につながっただ
けである。したがって、遺跡の調査や復元作業が高
麗・朝鮮時代の遺構に集中してしまい、その下層に
残存する可能性がある統一新羅時代の遺構が調査で
発見されるのは厳しい。
全州市の場合も、全羅監営復元のための発掘調査
で統一新羅時代の建物が検出されたのである。結
局、発掘調査者と諮問する専門家が統一新羅時代
の遺跡や遺構の調査まで念頭に置いている例が少な
く、認識も足りないのである。このようなことは、
九州と五小京に関連する遺跡の正確な調査にも影響
を与えてきた。九州と五小京が設置された地域の関
連遺跡調査はこのような問題を解決しなければなら
ない。
もちろん最近、九州と五小京が設置された古代都
市に対する認識が高まっているので、調査の際、当
然そのような認識を念頭に置いて調査が行われる事
例が増加しているのも事実である。したがって、今
後の調査でさらに正確な考古資料を得ることができ
ると期待される 17。
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Ⅲ．考古学的研究の今後の課題

また、沙伐州（尚州市）の例のように、1910 ～ 20

１．研究方法の検討
最近、増加している九州や五小京関連の考古資料
を活用して研究するためには、多様な方法を検討し
ていく必要がある。まず、いくつかの研究方法をあ
げる前に前提として考えておかなければならないこ
とがある。
一つは治所や都市構造に関して、九州と五小京を

年代の地籍図を基本資料として活用し、研究を行う
ことが重要である。この場合、里坊制を通じて九州
と五小京の都市建設が行われたことを前提とした研
究と調査が行われるべきである。極めて一部の事例
しかないので、すべての地域に適応可能かどうかは
まだ判断できない。しかし、地籍図を活用して里坊
制を前提とした研究と調査によって、九州または五

同一に考えることが正しいのかどうかという問題で
ある。九州と五小京が地方行政組織の整備過程の中
で同じ時期に設置されたとしても、基本的な領域や
性格が異なるので、それぞれの都市構造に関して十
分に検討すべきである。
もう一つは、一部の研究では一般的に州城や小京
城を治所と考えているが、その研究には問題があ
る。九州や五小京の設置が里坊制の基で行われたと
考えると、治所を州城や小京城に比定するのは問題
である。すなわち、州城や小京城が山城であると決
めつけ、州や小京の周りに存在する山城を治所に比
定する傾向である。州城や小京城をかならずしも治
所と結びつける必要はないと思うので、研究方法と
しては城郭自体の性格を検討すべきである。
神文王代（681-691）に完成した地方行政組織の整
備過程の中で、九州や五小京の設置とその治所が新
たに整備された。したがって、研究方法として州と
小京が設置された地域と都市を、既存の拠点や治所
があった都市と、新たに州や小京が設置された地域
や都市とに区別してみる必要がある。また、既存の
拠点や治所があった都市の中でも、既存の拠点や治
所をそのまま使用した場合と、既存の拠点や治所が
軍事的な役割が強い山城などであって別の地に新た

小京が設置されたそれぞれの地域の相違点と共通点
が分かるであろう。
また、表１にあげた九州と五小京が設置された各
地域の遺跡の時期を検討する必要がある。沙伐州
（尚州市）の例からみると、州の中心地に推定され
る地域が統一期に新たに建設された証拠として、遺
物や遺構の時期が統一新羅時代から始まることがあ
げられる。したがって、これからの調査では九州と
五小京が設置された地域の遺跡の時期的な様相も重
要である。
さらに、研究方法として考えておきたいことがあ
る。九州や五小京の設置に関連する遺跡の数がまっ
たく足りないのが現状であって、これからの研究に
困難が生じている。しかし、各地域で調査された関
連遺跡を参考にすると、その地域の全体的な遺跡分
布や今後の関連遺跡調査に重要な手がかりになると
思われる。数少ない考古資料を有効に活用するに
は、統一新羅時代以降の高麗・朝鮮時代の遺跡にも
十分注意する必要がある。
以上のような分類や方法を通じて、州や小京の設
置が地域や状況によってどのように変化しているの
かが分かると思う。また、州や小京の設置に関する
共通点や相違点がより明確になるであろう。

に羅城のようなものを造った可能性がある場合とに
も区別してみる必要がある。いずれにしても、州治
の移動および新しい州や小京の設置は、新しい治所
の設置と城郭の築城記録から推定できる。
新しい市街地や治所建設は、州城や小京城の築城
記録が文献に出てくる州と小京から推定できる。文
献に築城記録がみられるのは次の地域である。
沙伐州、歃良州、西原小京、北原小京、南原小京
上記の州や小京の場合、具体的な理由は分からな
いが、新しい地域に市街地や治所を建設した可能性
がある。そして、それらが治所の役割をはたす城郭
であるのか、治所の防御などに関係する城郭である
のかを考える必要がある。

２．今後の課題
今まで検討した九州と五小京関連の考古学的研究
は、関連遺跡の飛躍的な増加に伴い進展していると
いえる。また、九州と五小京が設置された地域で
は、今後さらに関連遺跡の調査が行われることは十
分に予想できる。特に、九州と五小京の中心地の都
市構造に関する具体的な研究が必要である。尚州市
の例から分かるように、金海市や光州広域市を除く
他の九州と五小京の都市はまだ都市開発が進んでい
ないので、遺跡が残存している可能性が高く、注意
すべきである。何よりも研究者や調査者が統一新羅
時代の遺構や遺物を十分認識して、九州と五小京の
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調査を実施しなければならない。
また、先に説明したように、高麗・朝鮮時代を経
て近現代でも都市開発によって遺跡の破壊が起きて
いる。たとえ遺跡が残存している可能性があって
も、その上層には朝鮮時代の遺構が残存する場合が
多い。したがって、遺跡の調査では上層に高麗・朝
鮮時代の遺構があって、その下層に統一新羅時代の
遺構が残存する可能性が高いので、発掘調査者は調
査の際かならず念頭に置いておく必要がある。
九州と五小京関連の考古学調査だけでなく、ほと
んどの考古学調査が研究者の意図に符合するような
形態で行われる可能性は少ない。仮に関連遺跡の調
査が行われても、制限的な状況の中での調査に違い
ない。調査の際、資料の細かい分析や総合的な検討
が必要になるであろう。
一方、新羅の王京（慶州）の場合、中国の長安城
を模倣していて、里坊制を通じて建設されたことが
知られている。しかし、最近の研究では慶州の場
合、都市開発がすでに進行していて、里坊制を通じ
て都市建設が行われたのではなく、一部の地域だけ
で試行されたことが分かっている。したがって、本
格的な里坊制を通じて都市建設が行われたのは九州
と五小京である可能性がある。慶州の場合、数多く
の発掘成果を通じて里坊制の地割や道路の構造が分
かるようになっているため、これからは九州と五小
京の都市構造の研究に慶州の都城の研究をどう適用
するのかが課題である。

Ⅳ

まとめ

統一新羅時代の九州と五小京の関連遺跡と研究現
況に対して簡単に検討してみた。まだ限界がある
が、先行研究を基にしてこれまでの考古資料を集成
してみた。その結果、地域によって差は若干出てい
るが、九州と五小京の関連遺跡は徐々に増加してい
るといえる。
分析が可能な九州と五小京関連遺跡は、統一新羅
時代の遺構と高麗・朝鮮時代の遺構が重複している
場合が多く、これからの調査では十分に配慮する必
要がある。何よりも調査者や研究者の九州と五小京
に対する理解と準備が求められる。このような理解
と準備によって、正確な関連遺跡の発掘や検討が行
われ、より正確な考古資料を手に入れることができ
よう。
もちろん、すべての地域ではないが、一部の調査

事例と考古資料の様相をみると、九州と五小京の関
連遺跡が残存している可能性は高い。九州と五小京
が設置された都市の調査には、常に関連遺跡の残存
の可能性を考えておくことが必要であると呼びかけ
たい。また、地形図や地籍図を活用する正確な考古
学調査が必要であり、さらに慶州の発掘調査成果を
参考にして調査が行われるべきである。
したがって、今後の調査成果によっては、以前よ
り多くの考古資料を通じた九州と五小京の研究が期
待される。この場合、考古学調査成果による研究で
は限界があるが、限りある資料の徹底的な分析と研
究方法の多様化を求めて今後の研究に臨むことで、
より進んだ成果を得ることができると期待する。
注
１

西原小京（清州市）と中原小京（忠州市）でそれぞれ
治所や中心地の研究が行われた。

２

朴泰祐

1987

｢統一新羅時代의地方都市에対한硏

究｣『百濟硏究』18
山田隆文

2008

忠南大学校百済研究所

｢新羅の九州五小京城郭の構造と

実態について－統一新羅による計画都市の復元研究
－｣『考古学論攷』31
３

朴達錫 2007

橿原考古学研究所

｢統一新羅時代 沙伐州의里坊制検討｣

『大東考古』創刊号

大東文化財研究院

朴達錫 2012 『統一新羅時代 沙伐州伏龍洞集落과
都市構造研究』釜山大学校大学院考古学科碩士論文
４

一部の最新の遺跡事例は反映していない可能性もあ
る。

５

６

嶺南文化財研究院

2008 『伏龍洞256－1番地遺跡』

嶺南文化財研究院

2004 『伏龍洞 3 地区遺跡』

嶺南文化財研究院
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嶺南文化財研究院

2009『伏龍洞 10 － 4 番地遺跡』
2011 『春川槿花洞遺跡 -C 区

濊貊文化財研究院
域』
江原考古文化研究院

2011『春川槿花洞遺跡 -A 区

域』
江原文化財研究所
2008

2011『春川槿花洞遺跡 -B 区域』

７

山田隆文

28pp.

８

中原文化財研究所

2010『春川返還米軍基地敷地内

標本試掘調査報告書』
９

全北文化財研究院

2009『全羅監営』

10

全北文化財研究院

2011『東固山城』
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林永珍

1995

｢光州楼門洞統一新羅建物址収拾調
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国立中原文化財研究所

湖南考古学会

2010 『古代都市遺跡 中原

14

忠清北道文化財研究院

2011『忠州虎岩洞遺跡』

忠清北道文化財研究院

2011『忠州邑城』

群山大学校博物館の 2010 年の南原城北壁一帯調査
による。

15

東亜細亜文化財研究院

2008『金海古邑城Ⅰ』

東亜細亜文化財研究院

2011『金海古邑城Ⅱ』

『金海古邑城Ⅰ』では古邑城の築城時期を高麗時代
に推定しているが、最近は三国・統一新羅時代に築
城された可能性にも注目して調査が行われている。
一方、古邑城南側の調査で検出した土城の築城時期
は三国時代に推定されている。
16

李在桓

2012 ｢統一新羅時代北原小京에대한考古学

的接近｣『韓国上古史学報』75 韓国上古史学会
17

例外として中原小京が設置された忠州市の場合は、
三国時代から高句麗や新羅の拠点として知られてい
たので、ある程度中原小京と関連ある遺跡を想定し
て調査が実施された。
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モンゴル国における地下資源開発の
調査報告
―中国の少数民族として生きるモンゴル人から隣国モンゴル国をみる―

包宝柱・ウリジトンラガ・木下光弘
人間文化学部地域文化学専攻博士後期課程

＜はじめに＞
2012 年８月 29 日から９月 10 日までのおよそ二週
間、我々は滋賀県立大学重点領域研究「内陸アジア
地下資源開発による環境と社会の変容に関する研究
―モンゴル高原を中心としての調査」というプロ
ジェクトの調査団の一員としてモンゴル国における
調査に加わる機会を持った。メンバーは人間文化学
部棚瀬慈郎教授、ボルジギン・ブレンサイン准教
授、島村一平講師、環境科学学部岡野寛治教授、永
淵修教授で、モンゴル国側からは、モンゴル歴史学
研究所のチョローン所長およびビャンバラクチャー
研究員、地球科学学研究所のジャブザー博士が参加
された。そこに我々三人に環境科学研究科の大学院
生一人を含む大学院生四名が同行させていただいた。
この調査は人文学系班と環境科学系班による文系
理系の枠組みを超えた調査であったが、本稿で行な
う我々の報告は地域文化学専攻の学生としていわゆ
る「文系的」な報告が中心となる。ただし、本稿に
は特別な意味があることを述べておきたい。なぜな
らば、中国内モンゴル自治区で生まれたモンゴル人
大学院生二名が含まれているからだ。二名にとっ
て、モンゴル国とは出身国中国の隣国であると同時
に、民族的文化的には同じモンゴル人の独立国であ
る。そのため、彼らがこのモンゴル国をどのように
感じたのか、という点も重要なテーマになり得る。
したがって、本来の調査目的であったモンゴル国に
おける地下資源開発問題についての言及も行なう
が、少数民族として生きる民族が、「同じ民族」に
よる独立国を、どのように感じたのか、という問題
についての報告に力点が置かれている。
本稿では、まず調査の概要を紹介したうえで、二
名の内モンゴル出身のモンゴル人大学院生と一名の
日本出身の大学院生が「初めてのモンゴル国訪問」
で感じたことを順に紹介する。そして最後の「結び
にかえて」では、内モンゴルにおいてマイノリティ
として生きているモンゴル人と、モンゴル国でマ
ジョリティとして生きるモンゴル人との間に、どの
ような違いがあるのかについて、簡単な考察を行な
いたい。
我々が本稿において論じようとしているテーマ

は、決してモンゴル人に限った問題ではない。世界
には国境をまたぎ同じ民族が暮らしている例は少
なくない。しかし、その際彼らが生きている生活環
境、生活状況の違いについてどこまで考えているだ
ろうか。我々は共通の名を持つ民族に対し、必要以
上に「同じ民族だ」と理解してはいないだろうか。
また、国境をまたぐ民族自身も強く「同じ民族」と
いう認識を持っており、二名が「同じ民族」の中に
存在する違いを意識することは少なかったと思われ
る。このような意味において、今回の内モンゴル出
身のモンゴル人大学院生による「初めてのモンゴル
国訪問」の報告は貴重なものであると言えるのだ。
我々は以上のような問題意識に基づき、本稿がモン
ゴル人に限らず「民族に関する問題」を考える一助
となる、と考えている。

＜調査全体の概要＞
主な調査対象となる地下資源開発施設のある南ゴ
ビ県へ向かう途中、我々はゴビスンベル県のチョイ
ルに宿泊した。ここには冷戦時代、ソ連軍の基地が
あり、冷戦後にモンゴル人がわずか三日間でソ連軍
を「追い出した」そうだ。一方でこの地にも、資源
開発に関係するエピソードがあった。それも、日本
との関わりだ。ここには、日本の原子力発電所の使
用済燃料の保管庫にしようという計画があったⅰ。
だが、さすがにモンゴル住民の反発が大きかったた
めⅱ中止されたという。このように、モンゴル国に
おける問題は単に遠く離れた「異国」の問題ではな
く、日本とも深い関わりがあることを思い知らされ
た。
我々の第一の調査対象地は、世界最大級の金と銅
の埋蔵量を有すると言われるオユートルゴイ鉱山で
あった。オユートルゴイ鉱山はモンゴル国の首都ウ
ランバートルから南に 550 キロメートル、中国国境
から80キロメートル離れた南ゴビ県に位置し、我々
が宿泊したハンボグド郡の郡センターからも 50 キ
ロメートル程度離れている。そこには実に巨大な採
掘施設があり、金銀銅といった貴金属類が産出され
ている。オユートルゴイ鉱脈の埋蔵量は銅約 3,600
万トン、金約 1,300 万トンと見込まれており、カナ
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＜滋賀県立大学モンゴル国モンゴル高原・ゴビにおける地下資源開発の調査日程表＞
日次

１

２

日時
曜日

8/29
水曜

8/30
木曜

地名

時間帯

備考

日本・大阪
中国・北京

9:30
11:50

モンゴル国・
ウランバートル

17:20

関西空港から中国国際航空を利用。
北京空港にて乗り換え。
棚瀬先生、ブレンサイン先生、モンゴル人大学院生合流。
チンギス・ハーン空港からウランバートル市内へ。現地コーディ
ネイターとモンゴル国アカデミー歴史学研究所のチョローン所長
らと打ち合わせ。
ウランバートル泊

ウランバートル

午前
午後

トゥブ県バヤン郡
ゴビスンベル県
スンベル郡
チョイル
チョイル

３

４

５

夜

南ゴビ県を目指し、さらに南下。
（ここからは、カーナビシステムの中には道路としての登録され
ているようだが、草原の中の轍が車の通行によって「道路化」し
た道。いわゆる「砂利道」。）

ハンボグド泊

9/1
土曜

午前

調査に関する打ち合わせ

午後

オユートルゴイ鉱山周辺の調査


9/2
日曜

南ゴビ県
ハンボグド郡
オユートルゴイ鉱山

午前

ハンボグド郡内を視察

午後

オユートルゴイ鉱山周辺の調査
郡内のシャーマンへの聞き取り

オユートルゴイ鉱山

午前

南ゴビ県
ツォクトツェツィー郡

午後
夜

オユートルゴイ鉱山施設内部を見学
（ハンボグドからは「砂利道」だが、途中からタワントルゴイ鉱
山まではアスファルト舗装された道が現れた。この道はウランバー
トルではなく、中国国境へ続いている。）

ツォクトツェツィー泊

南ゴビ県
ツォクトツェツィー郡

午前

タワントルゴイ鉱山施設内の見学および調査

タワントルゴイ鉱山

午後

タワントルゴイ鉱山周辺の調査


タワントルゴイ鉱山

午前

タワントルゴイ鉱山周辺の調査

ドンドゴビ県
マンダルゴビ郡

午後
夜

ウランバートルに向けて出発


ドンドゴビ県
マンダルゴビ郡

午前

マンダルゴビ郡内を視察後、ウランバートルに向けて出発

午後
夜

9/3
月曜

７

9/4
火曜

９

南ゴビ県
ハンボグド郡

午前

南ゴビ県
ハンボグド郡
オユートルゴイ鉱山

６

８

64

8/31
金曜

夜

調査地出発準備
南ゴビ県に向けて出発
小規模な金・銀鉱山を見学
遊牧民のゲルを訪問
（チョイルまでの道はアスファルト舗装されていた。）

チョイル泊

9/5
水曜

9/6
木曜

ウランバートル

ハンボグド泊

ハンボグド泊

ツォクトツェツィー泊

マンダルゴビ泊

ウランバートルに到着

ウランバートル泊

ウランバートル

午前
午後

ウランバートル市内調査
ウランバートル市内視察


ウランバートル泊

10

9/7
金曜

11

9/8
土曜

ウランバートル

終日

ウランバートルで行われた学会に参加


ウランバートル泊

12

9/9
日曜

ウランバートル

終日

ウランバートル市内の博物館などを視察


ウランバートル泊

13

9/10
月曜

ウランバートル
北京経由・大阪へ

●人間文化

11:50
20:30

チンギス・ハーン空港出発
北京空港を経由し、関西空港に到着、帰国
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＜調査対象地域の位置＞

ウランバートル市

★

◎

チョイル

◎

ドンドゴビ県
★

凡例
首都

◎

県都

○

郡都
調査鉱区
調査ルート

▲

◎

▲○

南ゴビ県
ダランザダガト

オユートルゴイ鉱山施設内におけるモンゴル語・英語・中国
語の三言語表記の例

ダのアイバンホー社が中心となって世界各国から投
資が行なわれ、開発が進んでいる。
施設内にはモンゴル人労働者が多数を占めるが、
技術者や投資会社の関係者なのであろうか、白人労
働者も見かけた。さらに中国人労働者も多いらし
く、食堂などには中国人専用の場所があるほどだ。
そのため施設内の看板などの表示の多くに、キリル
文字のモンゴル語と英語に加え、中国語の簡体字に
よる三言語が併記されていた。なお、このオユート
ルゴイ鉱山は、我々の調査時点では本格的な採掘を

マンダルゴビ

▲ ○

ツォクトツェツィー

タワントルゴイ炭鉱
ハンボグド
オユートルゴイ金・銅鉱床

始めてはいなかった。環境への影響は今後大きく現
れてくるだろう。
第二の調査対象地はオユートルゴイ鉱山から西に
140 キロメートル離れた場所で、同じ南ゴビ県にあ
るタワントルゴイ炭鉱である。我々は炭鉱から７キ
ロメートルほど離れたツォクトツェツィー郡の郡セ
ンターに滞在しながら、鉱山施設内やその周辺の調
査を行なった。タワントルゴイ炭鉱はウランバート
ルから南に 500 キロメートル、中国・モンゴル国境
から 270 キロメートル離れているが、そこで産出さ
れる石炭のほとんどが中国に輸出されている。その
ため、鉱山から中国との国境まではアスファルト舗
装された道が整備されているが、本国の首都である
ウランバートルへの道はアスファルト舗装されてい
ない。同炭鉱の石炭埋蔵量は 64 億トンといわれて
おり、世界最大級の埋蔵量を有し、鉱山は大きく三
つの鉱床に分かれており、それぞれ開発業者が異な
る。今回、我々が調査したのは、モンゴル国のエナ
ジー・リソース社の所有する鉱山である。
ここは、遠くから見ると明らかに空気が黒く、す
でに様々な環境被害も報告されている。開発を担当
しているエナジー・リソース社も環境対策の必要性
を認識しており、今後の改善が期待される。
上記の二つの地下資源開発施設やその周辺を中心
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とした調査の後、我々はウランバートルに戻った。
ウランバートルではさらなる環境調査に加え、学会
参加、博物館見学や資料集めなどを行なって、今回
の調査を終えた。
（包宝柱）

＜モンゴル国の水問題と輸入国家モンゴル国、
さらに内モンゴルとの違い＞
中国の内モンゴル自治区生まれのモンゴル人であ
る私にとって今回の調査は初めてのモンゴル国訪問
であった。かつて大学の学部時代、モンゴル国から
の留学生との交流を思い出しつつ、さまざまな想像
をしながらモンゴル国に向かった。
日本人の場合、モンゴル国の短期滞在の際、特別
にビザ取得の手続きは必要ないが、中国籍である私
たちは事前にビザの取得が必要だった。もっとも日
本のビザより遥かに順調でかつ緊張感もなく無事に
取得できたが、モンゴル人である自分たちがモンゴ
ル国入国において事前のビザ申請が必要で、日本人
はその必要がないという事実が少し不思議にも思える。
今回の調査でまず私が気になったことは、水に関
する問題である。我々が調査を行なった地域には水
がない、あっても飲めないという問題が存在した。
聞き取り調査の中で、家畜の飲料水も 20 キロメー
トルかそれよりも遠いところから運んでいる事実も
耳にした。また、移動中何時間もの間、車で走って
いてもゴビ地帯（単なる砂漠ではなく家畜を飼育で
きる程度の草は生えている）が続くものの、家や牧
民のゲル、家畜をほとんど目にすることがなかっ
た。その理由も水源が確保できないからだそうだ。
私は水の問題を解決できればゴビ地帯をもっと有効
に活用できるのではないかと、考えた。我々が調査
対象とした二つの近代的な採掘施設で暮らす従業員
と、水問題にさらされながら生活を送っている牧民
が、対照的に感じた。モンゴル国ではさまざまな鉱
床が次々と発見されており、その結果、鉱山で大量
に使われる水利用の問題や水質汚染問題が生じるこ
とが容易に予想できる。現在でも水問題を抱えるモ
ンゴル国であるが、有効な対策を講じずに手をこま
ねいている状態が続けば、今後水問題はさらに深刻
化し、モンゴル国経済に大きな影響を与えかねない
だろう。
またモンゴル国が輸入に依存している国であるこ
とを、身をもって体験した。モンゴル国の人々は日
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常生活に必要な食品、日用品から家電製品、車など
多くの品々を輸入に頼っている。また、印象論にな
るが、一般家庭では中国製の安い家電製品が多く、
一方政府機関や企業などでは日本製品が使われてい
ることが多かった。バスについては韓国製をよく見
かけ、一般乗用車でも韓国製も少なくはなかった
が、日本車の方が多いように思われた。
このことは一体何を意味するのであろう。また、
モンゴルで使われている家電製品の表示言語や説明
書などが殆ど中国語になっていることも不思議に感
じた。モンゴル国は諸外国から技術を学び、自国で
製造業を築き上げることができないのだろうか。一
方で鉱産資源開発により GDP が年々増加している
にも関わらず、道路などのインフラ整備が不十分だ
とも感じた。タワントルゴイ炭鉱から中国の国境ま
で舗装道路は整備されているが、前でも述べたよう
に首都ウランバートルまでは砂利道しかない。資源
開発においてはモンゴル国自体よりも中国の存在が
大きいように思われた。当然その舗装道路は中国の
支援によって整備されたものであり、タワントルゴ
イ炭鉱の石炭がほとんど中国に輸出されているそう
だ。このようにモンゴル国は、大国の投資により鉱
産資源開発を行ない GDP が増加しているが、同時
に環境問題や資源開発による利益分配の問題、伝統
文化の消失など、多くの問題を抱えている。
さて、最後にモンゴル国と内モンゴルの比較をし
てみたい。モンゴル国では観光地や伝統的な暮らし
をしている牧民の生活を除いては、モンゴルの歴史
や文化を想像させるような装飾をほとんど見かけな
かった。特にウランバートルのような都市部では、
その傾向が顕著である。これが中国の内モンゴル自
治区と最も異なる点である。
内モンゴルでは観光地はもちろんのこと、中小の
都市部でも「モンゴル」の文化を強調した装飾が見
られる。もっともこれらの「モンゴル」的装飾が伝
統的なものかどうかはまた別に議論が必要であろ
う。ただし、一般に内モンゴル自治区では中国文化
の影響を受け、モンゴル文化は消失の危機に瀕して
いると考えられている。だが、そのことを自覚して
いるためなのか、内モンゴルのモンゴル人は大衆の
行事やモンゴル人による商店や飲食店などで「モン
ゴル」の文化を強調し、「モンゴル」的な装飾をほ
どこしている例が多い。このことは、モンゴル人に
よる自民族の文化を維持しようとする強い意志だと
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タワントルゴイ鉱山近くの井戸で調査をする様子

解釈することができる。また中国政府も少数民族の
文化や習慣を保護する政策を実施しており、その政
策宣伝のため少数民族地区に、当該民族の文化や歴
史を想像させる建築やモニュメントなどを多数建造
する傾向がある。さらにこれらの民族文化は政府に
よって観光資源と位置づけられている、という側面
も存在する。つまり、中国の内モンゴル自治区にお
ける「モンゴル」民族文化の強調は、モンゴル人自
身によって行われているだけでなく、中国政府によ
る政策的なものでもある。
しかしながら、モンゴル人による独立国モンゴル
国では、「モンゴル」的なものが相対的に少ないこ
とは驚きを禁じ得ず、このことが大国の中で少数民
族として生きる内モンゴルのモンゴル人ともっとも
異なる点だと感じた。
（包宝柱）

＜モンゴル国は「遊牧」国なのか─イメージと
ギャップ＞
私にとっては、はじめてのモンゴル国への訪問で
あり、その中で多くのことを感じた。
まずは、モンゴル国の近代化とそれの直面する課
題について述べたい。モンゴル国といえば、広い草
原、青い空、白いゲルなどのイメージが強い。確か
に、郊外に出ればそれに近いイメージは存在してい
るが、近代都市ウランバートルの発展には驚きを隠
せなかった。その上、都市の雰囲気にどことなく
ヨーロッパ的要素を感じ取ることができたⅲ。たと
えば、飲食店に入ると食べ物だけではなく食器や店
内の雰囲気、装飾まで様々なものが洋式である。テ

レビをつければ、誰でもが英語をはじめとした様々
な言語の放送を見聞きすることができる。また馬に
乗っているモンゴル人を見かけることもほとんどな
く、その代わりにバイク、車の使用が目立った。そ
の際、ウランバートルでは日本や中国であまり目に
することがないメーカーの車（韓国製）が多かった
ことも興味深い。
さらに、私が抱いていたイメージと最も異なって
いたのが人々の服装である。時折伝統的なモンゴル
服を着ている者を見かけることはあるが、ゲルに住
む牧民でもモンゴル服を着ている者たちは少なく、
いわゆる「いまどき」のファッションを着こなす
人々ばかりで、都市にいるとここが本当にモンゴル
国だと気づかないほどである。モンゴル国の人口は
現在 300 万人程度だが、そのうち都市住民は半数を
占めるほどになっており、「遊牧」生活を送るモン
ゴル人人口の割合は少数派となっている。ある人の
話によると、遊牧生活をしているのは中高齢の人々
が中心であり、若者の都市への移動はますます増え
ているそうだ。近代化の波の中、モンゴル国はどの
ように変わっていくのか。つまり、「遊牧」をはじ
めとする伝統的なモンゴル文化をどのように近代化
の波に合わせて発展させていくのかが、今後モンゴ
ル国の発展が直面する課題の一つになると感じた。
またモンゴル国は外国からの輸入品が多い。南ゴ
ビ県のある食堂に入り、私は驚いた。そこには多く
の中国製の品々が並んでいた。食事用のテーブル、
客用の椅子、さらに窓、ドア、壁絵、計算機、テレ
ビ、植木鉢などほぼすべて中国製であった。ホテル
のアメニティグッズにも大きく漢字が書かれた中国
製であることが何度もあった。内モンゴル出身の私
には、ここが中国ではないかという錯覚に陥るほど
であった。もっとも、モンゴル人は昔から中国産の
品々を使ってきた。代表的な例として、モンゴル
人がよく飲む磚茶（レンガ形のお茶）がある。しか
し、一つの独立国家が様々な日常用品までも輸入に
頼っていることに、改めて不思議だと感じた。
次に車による草原破壊について述べる。モンゴル
国のインフラ整備はまだまだ不十分である。特に道
路がアスファルト舗装されていないことによる草原
破壊は大変ひどい現状にある。例えば、我々が調査
対象とした南ゴビ県にあるオユートルゴイ鉱山施設
自体は大変近代的であるが、そこへ通じる道路はす
べてアスファルト舗装されていない。そのため、車
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が走ると砂埃が舞い、それを大量に吸うことになる
周辺の牧民や家畜に健康被害が出ている。また、草
原の中を車が走り踏み固められたことでできた「砂
利道」
（ところどころではアスファルトを敷きつめ
ない舗装、砂利道舗装の道もあるようだが）ではな
く、その道から少し外れた草原部分を走る車を頻繁
に見かけた。このような状況を見ていると、車が草
原を走ることで草原破壊が進むのではないかという
危惧を感じざるを得ない。大型トラックなどが何
度も草原部分を走ることで、「砂利道」の幅が何百
メートルにも拡がってしまう。実際に「砂利道」部
分が拡がってしまったところを何か所も見かけた。
乾燥気候であるこの地域は雨が少ない。そのため車
によって踏み固められた草原部分は簡単に砂地化し
てしまい、ひどい場合は砂漠化につながりかねな
い。また「砂利道」の周辺には、多くの廃棄タイ
ヤ、瓶、缶、ペットボトル、レジ袋などが捨てられ
ており、これも草原破壊につながっている。このよ
うなゴミを家畜が草と一緒に食べてしまうことで、
今後家畜への被害が出てくることも懸念される。
また、オユートルゴイ鉱山の周辺に暮らす牧民の
話から地下資源開発の影響の深刻さを知ることがで
きた。鉱山施設建設以降、周辺の井戸の水平が低下
するだけではなく、家畜の羊やヤギが原因不明で死
んでしまうと言う話を聞いた。私は採掘関連企業か
ら牧民に補助金が与えられていると予想していた。
しかし、地元の牧民たちの語るところによると、鉱
山からは家畜用の水飲み場が無料で提供されている
だけで、一切補助金はない、ということであった。
調査内容の分析が未だ不十分であるものの、地下資

タワントルゴイ炭鉱鉱山施設内の様子
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源開発地帯周辺に住む牧民への影響は小さくないこ
とは間違いないだろう。
モンゴル国における地下資源開発はオユートルゴ
イやタワントルゴイなどのような大規模開発だけで
なく、中小の採掘現場が草原のいたるところに散見
されていた。今後、草原破壊や地下水の低下や汚染
など、モンゴル人牧民の生活への影響が心配される。
以上のようなことから、モンゴル国が一般的にイ
メージされているような「遊牧」国とは言えないこ
とは確かである。外来文化の流入は生活の細部にま
で及んでおり、鉱業を除く第一次産業の発展は今の
ところ見受けられない。また現在、モンゴル国にお
けるＧＤＰの成長は牧畜業によるものでなく、鉱業
によるものだ。今後、地下資源開発による利益を国
家と住民がどのように分配していくのだろうか。そ
の際、周辺地域への環境汚染対策がきちんと実施さ
れなくてはならない。そしてその結果、いわゆる
「モンゴル」的な文化がどのように変容していくの
か、今後も注目し続けていきたい。
（ウリジトンラガ）

＜資本主義化されたモンゴル国と内モンゴル出
身の学生たちの開放感＞
私はこれまで三度ほど中国内モンゴル自治区への
訪問機会はあったものの、上述の二名のモンゴル人
と同様にモンゴル国への訪問は初めてであった。
初のモンゴル国の印象を一言でまとめると、「モ
ンゴル国は民主化されたのではなく、資本主義化さ
れた」のではないかと感じたⅳ。つまり、巨大資本
による開発が優先され、周辺住民が地下資源開発施
設の労働者となるか、健康被害に苦しみながら牧民
生活を続けるかのどちらかを選ばざるを得ない状況
に陥っていることを目の当たりにした。
タワントルゴイ鉱山の近くに住むあるモンゴル人
牧民の話によると、彼はかつて近代的な施設の中で
炭鉱労働者として働いていたが、腰を痛めたため施
設を辞めて、その周辺で牧畜を営んでいるそうだ。
彼らが住むゲルは他で見たゲルよりも明らかに狭く
簡素で、家畜の保有数も少ない。見た目にもずいぶ
ん老け込んでおり、苦しい生活状況にあることがう
かがえる。また、別の牧民から聞いたところによる
と、その周辺に医師による巡回診療が行われた際、
健康不安（主に咳が止まらないなどの呼吸器系の疾
患への不安）を訴える牧民によって長蛇の列ができ
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たという。さらには原因不明の家畜の死や下痢が治
らない家畜の話など、牧民の生活を支える家畜たち
の被害も深刻な状態にあるようだ。
一方で、施設内で働くモンゴル人たちの表情はど
ことなく誇らしげに感じた。鉱山労働者たちの生活
は、牧畜生活と違い現金収入が安定しているだろう
し、寒波や水不足など自然環境の影響で家畜が亡く
なり、そのために収入が激減するということもな
い。また、近代的に整備された地下資源開発施設内
で働くことは一種のステータスにもなっているよう
で、牧民を辞めて施設労働者として働く者や、その
周辺の町で働く人々が増えているらしい。つまり、
インフラ整備が不十分な辺鄙な地域であっても企業
による資本投下の結果、雇用が次々と創出されてい
るのである。そこには日本の原子力発電所問題と同
じく地元住民が大資本に依存する構造が存在してい
るように私には思えた。
ただし、施設で働くことが出来ない人々は、健康
被害への不安を抱えながらいわゆる「モンゴル」的
な牧民としての暮らしをせざるを得ない。このよう
な現状をどのように考えればいいのだろうか。ここ
に、
「モンゴル国は民主化された」と一般的に表現
されるが、そうではなく「モンゴル国は資本主義化
されたのだ」と感じた理由がある。
さて、内モンゴル出身のモンゴル人学生二名の様
子を見ていていると、終始非常にうれしそうであっ
た。そこには、中国国内だけでなく内モンゴル自治
区内においても、モンゴル人はマイノリティである
という現実があるからではなかろうか。言い換えれ
ば、隣国モンゴル国はモンゴル人がマジョリティの
国であることが、彼らの笑顔の理由ではないかと思

はモンゴル国では「当たり前」のことであるが、内
モンゴルで生まれ育った彼らにとっては新鮮であ
り、彼らの人生の中でこれほどまでモンゴル語中心
の生活経験をしたことがあったのだろうか、と考え
させられた。中国にいれば、たとえ内モンゴル自治
区内であっても中国語を耳にすることが多いこと
を、私も経験上よく知っている。公共施設だけでな
く日常生活の場でも中国語を欠いた生活は考えられ
ない。場合によってはモンゴル人同士であっても中
国語で会話をすることがあり得るほどだ。内モンゴ
ル出身のモンゴル人学生たちは、このような環境で
生まれ育ったために知らず知らずのうちに笑顔にな
り、うれしそうな表情で調査を行なっていたのであ
ろう。
またゲルに住む牧民の家に最初に訪れた時、モン
ゴル人学生の一人が私に「ほんもののゲルだ！」と
言って、その感動を伝えてきた。もっとも内モンゴ
ルにも「ほんもののゲル」は存在する。しかし、彼
らが育った内モンゴル東部は比較的農耕化が進んだ
地域でもあるため、牧民のゲルを見る機会が少な
かったのであろう。私もこれまでの内モンゴル滞在
の際に何度か牧民の家へ訪問したが、いずれも定住
型住居で暮らしていた方であった。恥ずかしなが
ら、ゲルについても内モンゴルでは観光用に作られ
たコンクリート製のゲルしか見たことがない。ゲル
とはモンゴル人文化の象徴的な存在の一つである
が、これまで伝統的なゲルを見る機会がほとんどな
かった彼らにとって、モンゴル国で見るゲルは特別
なものであったに違いない。少数民族として生きて
きた彼らが、モンゴル人がマジョリティである国に
いることを実感した場面の一つであった。

われる。モンゴル国において彼らは中国の少数民族
としてでは味わえない開放感のようなものを感じて
いるのであろう。わかりやすい一例として、言語に
ついて述べる。文字についてはキリル文字と伝統的
な縦文字という違いがモンゴル国と内モンゴルには
あり、まったく異なる。しかしながら、話し言葉に
おいては方言的な差異はあるものの、耳に入ってく
る言葉は常に彼らの母語であるモンゴル語なのだ。
都市の中で行きかう人々の言葉も、我々の調査に協
力してくれた牧民や開発施設関係者たちも全員モン
ゴル語で話をする。テレビをつけても常にモンゴル
語の放送が流れており、飲食店や売店での買い物で
もモンゴル語のみでやり取りをする。これらのこと

一方で、すでに上述の二名のモンゴル人学生によ
る報告でも明らかなように、彼らが抱いていたモン
ゴル国へのイメージと現実とのギャップに戸惑って
いる様子や発言もあった。例えば、「モンゴル国で
は、もっと民族衣装を着ていると思っていた。」と
いう声がその最たる例だ。都市部だけでなく、ゲル
に住む牧民であってもモンゴル服を着用していない
ケースが多かった。彼らはこの点が大変残念だった
ようで、何度も同様のことを私に伝えてきたⅴ。
我々のモンゴル国の滞在は、およそ二週間程度と
いう短い期間であり、また調査の第一目的が地下資
源開発問題であった。したがって「モンゴル文化」
に対する正確な調査を行なった訳ではない。そのた
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内モンゴル出身のモンゴル人学生が「ほんもののゲルだ！」
と喜んだ牧民のゲル

め、どうしてもゲルやモンゴル服、あるいは装飾な
ど見た目でわかりやすい「モンゴル文化」について
の意見が中心になってしまっている。そのうえ、モ
ンゴル国における「モンゴル文化」が全体的にどの
ような現状にあるのかについて、我々は決して詳し
くもない。我々が気付いていない「モンゴル文化」
も多分にあったであろう。今後、モンゴル国におけ
る長期滞在などを行なう機会を持ち、モンゴル国に
おける「モンゴル文化」について時間をかけて観察
し、目には見えにくい習慣や思想、あるいはモンゴ
ル国の体制やあり方などにまで考察することができ
れば、また違った視点が見えてくるかもしれない。
できれば、今後そのような機会をつくりたいとも考
えた。
こうした「モンゴル文化」を考えるうえで、非常
に興味深く感じた出来事があった。それはある若い
モンゴル人牧民の夫婦の例だ。彼らは、かつて近代
的な都市で暮らしていたが、それをやめて「モンゴ
ル的」な生活である牧畜を営んでいる、という。彼
らの服装は、都市部のモンゴル人のような派手さは
ないものの、やはりモンゴル服ではなく「いまど
き」の服を着こなしている。どのような事情で現在
牧畜業を営んでいるのかはわからない。しかし、一
般的に「伝統的なモンゴル文化」である牧畜業を営
んでいる世代は年配者が多い、と言われる中で、
見た目にはいわゆる「洋服」を着こなす若い夫婦
が「モンゴル的」な牧畜業を行なっている姿が私に
は強い印象として目に焼きついている。モンゴル国
において、彼らのように都市での暮らしを経験した
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後に、牧畜業を行なう者は特別な例なのだろうか。
それとも、親や親類が残した家畜を世話するため仕
方なく牧畜業を行なっているのだろうか。あるい
は、モンゴル国における新たな「伝統民族文化への
回帰」であり、モンゴル人の若者の中で都市での生
活を辞めて、「伝統的」な暮らしをする者たちが増
えつつあるのだろうか。もっとも、このような問題
に関する先行研究がすでに存在している可能性もあ
るが、「モンゴル文化」について専門的に研究を行
なっていない私には現在のところ断定的なことは言
えない。ただし、今後モンゴル人がどのような「モ
ンゴル文化」を構築していくのかというテーマは大
変興味深い問題であると思う。
またこの問題は、モンゴル国に限定された問題で
はなく、内モンゴルにおける「モンゴル文化」が今
後どうなるのかについても、考えていく必要があ
る。包宝柱氏の報告にあるように、内モンゴルにお
ける「モンゴル文化」の構築には中国政府による政
策的な影響を無視することはできない。しかしなが
ら、それを内モンゴルのモンゴル人自身が「自民族
の文化である」という意識を持っていくのならば、
「伝統的」とは言えないにしても、内モンゴルにお
ける新たな「エスニック・リヴァイバル」と捉える
ことができる。
さて、今回のモンゴル国の調査は、内モンゴル出
身のモンゴル人学生にとって、内モンゴルにおけ
る「自民族の文化」について考える機会にもなった
であろう。彼らの報告からは、内モンゴルとモンゴ
ル国の違いが垣間見ることができた。そして、その
違いは文化に限った問題ではない。その点について
は、次の「結びにかえて」の中で彼らの発言を踏ま
えながら、考察してみたい。
（木下光弘）

＜結びにかえて＞
中国内モンゴル自治区とモンゴル国は、民族的に
は同じモンゴル人であっても異なる点は多い。内モ
ンゴル出身のモンゴル人二名の学生が感じたギャッ
プや戸惑いがそのことをよく物語っている。もっと
も、我々が調査で訪れた地域はモンゴル国の南部を
中心としたごく一部であるが、少なくとも今回の調
査で垣間見ることが出来たモンゴル国は予想以上に
近代化が進んでおり、「モンゴル文化」的なものに
触れる機会も少なかった、という印象は三名の共通
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したものだと言える。
さて、最後に一つ気になった発言を紹介したい。
地下資源が豊富で開発が進むモンゴル国の様子に
対して「未来がある」と発言したモンゴル人学生
がいた。
「インフラ整備が進めば、モンゴル国経済
はさらなる繁栄をするだろう」とも言う。先に述べ
たように、大資本の前で無力なモンゴル牧民の姿
を目の当たりにし、「モンゴル国は資本主義化され
た」と感じていた私にとっては彼の言葉に大変驚い
た。特に彼は内モンゴルにおける地下資源開発問題
を研究の対象としており、常日頃から内モンゴルに
おける地下資源開発が深刻な被害をもたらしている
現状を彼の口から聞いていた。それだけに、この言
葉の真意がわからなった。モンゴル国の状況よりも
内モンゴルの方がひどい、とでも言いたかったのだ
ろうか。だが、よく考えてみると彼の言葉には、中
国では少数民族として生きているモンゴル人と、モ
ンゴル国でマジョリティとして生きるモンゴル人と
の違いを意識されているのではないだろうかと、私
は思った。つまり、中国領内のモンゴル高原におけ
る地下資源開発では、地元住民であるモンゴル人が
その恩恵にあずかることが少ないのだ。2011 年５
月に漢人運転手が運転するトラックにモンゴル人牧
民がひき殺される事件をきっかけに、内モンゴル全
土で大規模なデモが発生したことが日本でも大きく
報じられたⅵ。炭鉱開発によって多くの労働者がそ
の地域に流入するようになった。その結果、草原の
破壊が進み、牧民たちは追い出され、家畜も殺され
たそうだ。このことに怒りを感じた一人のモンゴル
人が炭鉱へ向かうトラックを阻止しようと立ちふさ
がったが、その牧民はトラック運転手にひき殺され
たという事件が引き金になったデモであるⅶ。この
事件が物語るように内モンゴルにおける地下資源開
発問題には民族問題が関係しており、マイノリティ
であるモンゴル人には地下資源開発に関わる恩恵が
少ない。
一方、モンゴル国ではモンゴル人がマジョリティ
であるため、地下資源開発の利益はモンゴル人の利
益に直結する。このように考えると、確かにモンゴ
ル国のモンゴル人は今後大きな利益を上げる可能性
があり、
「未来がある」と言えるのかもしれない。
もちろん、その利益によって失うものも大きい。
「未来がある」と発言したモンゴル人学生はこの点
について、誰よりもよく理解している。なぜなら

今回の調査に参加したメンバー

ば、彼は内モンゴルの地下資源開発の現状に非常に
詳しいからだ。そのため、モンゴル国における環境
問題や牧民や家畜への被害の問題を常に自分自身の
問題のように捉えており、それぞれの調査が行われ
る際、誰よりも積極的に動いていた彼の姿が印象的
であった。
なお、今回の調査では、モンゴル国アカデミー歴
史学研究所のチョローン所長を始め、多くのモンゴ
ル国の方々に協力していただいた。また、棚瀬先
生、ブレンサイン先生、島村先生には、滋賀県立大
学によるモンゴル国への調査に加えていただいたこ
とで、貴重な機会を得ることができた。これらの
方々に深い感謝の念を申し上げる。そして、今後、
環境科学班による調査結果や人文学系班によって行
われた住民への聞き取り調査などの詳細な分析が明
らかになり、モンゴル国における環境問題の改善に
つなげられることを期待したい。
（木下光弘）
（注）
ⅰ

日本の一部新聞にもモンゴル国に原子力廃棄物処分
場を造ろうという計画が報道されている。『毎日新
聞』
2011年５月９日『中国新聞』
2011年７月３日など。

ⅱ 『東京新聞』2012 年８月１日など。またこの問題を
大阪大学の今岡良子氏が積極的に取り上げ論じられ
ている。
ⅲ

建築物の多くがソビエト連邦の影響を受けて造られ
たものであり、そのためロシアの地方都市とよく似
ていると、島村一平氏からご教示を受けた。

ⅳ 「民主化」は政治的概念、「資本主義」は経済的概念
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ⅴ

であり、本来同列に比較するべきではない。ただ

ものではなく、機能性によって維持、あるいは改変

し、ここでは「民主」という概念を「弱者の立場に

される側面がある。夏服に関して言えば、洋装の方

立たされた国民への配慮が行なうことができる『公

が機能的であるため、洋装しているに過ぎない。

民』による政治」、
「資本主義」を「資本家によって

もっとも祭りの際には、デールを着るが、これはコ

利益追求を最優先される体制」と考えることにす

ンテキストが異なり、ナショナルな心性によるもの

る。そのため、「資本主義」では社会的弱者への配

と言えるだろう。民族文化に対する「消滅へ嘆きの

慮が弱く、「民主化」ではその点の配慮がなされる

語り」は、往々にして外部の人間のロマンテシズム

べきもの、と捉え対象化させている。

によることが多い。したがって、内モンゴルの人々

モンゴル国の牧民は、秋冬になると今も民族衣装

がそれだけ、モンゴル国を他者視している証左だ

（デール）を着ることが多く、一方、夏は民族衣装

と、考えることができる、と島村一平氏からご教示

を着ることが少ない。これは、デールが防寒着とし

を受けた。

ての機能性に起因している。文化とは必ずしも「ナ

ⅵ 『朝日新聞』2011 年５月 28 ～ 31 日，６月３日など。

ショナリスティックなセンチメント」で維持される

ⅶ 『毎日新聞』2011 年５月 30 日など。

Comment
ボルジギン
本研究ノートは滋賀県立大学重点領域研究「内陸
アジア地下資源開発による環境と社会の変容に関す
る研究―モンゴル高原を中心としての調査」
（代表：
棚瀬次郎）プロジェクトの調査団の構成員としてモ
ンゴル国における学術調査に加わった本学人間文化
研究科の博士後期課程在籍者三名による調査報告で
ある。中国籍モンゴル人二人に日本人一人の彼らは
はじめて訪れるモンゴル国をそれぞれの眼差しで観
察し、それまで自分たちが抱いてモンゴルに関する
イメージと現実のモンゴルを見たときのギャップを
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ブレンサイン

リアルに綴っている。それは地下資源開発という本
研究プロジエクトの範囲を遥かに超えた内容となっ
ており、特に中国領モンゴル族が同族の国モンゴル
国を観察したところは国境に跨る民が抱える複雑な
状況を考えさせられる重要なテーマをなっている。
いずれにしても中国の少数民族問題や内モンゴルに
おける資源開発問題などの研究テーマを抱えている
彼らにとって研究視野を広げる大切な調査であった
と考える。

研究ノート

西浜千軒遺跡における自然科学分析
について
─琵琶湖湖底遺跡の調査─

中

川

永

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

１．水没村伝承とこれまでの成果

滋賀県立大学の学術サークル、琵琶湖水中考古学
研究会では、2010 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。
2011-2012 年度は長浜市祇園町沖合に所在する西浜
千軒遺跡について調査を行い、成果の一部について
は既に公表している１）。

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 年）に起きた大地震によって湖底に
没し失われたとされる。ただしこの村の存在につい
ては従来伝承が知られるのみで、その実態は全くの
不明であった。
琵琶湖水中考古学研究会では発足以来この遺跡の
調査に取り組み、2011 年度調査では集落の墓地遺
構や土器群を確認した。またこれらの年代や周辺の
遺跡・古文書の記録から、遺跡の成因が伝承とは異
なる天正 13 年（1586）の大地震に伴う地滑り（側方
流動）であることを明らかにしている〔中川2012〕
。

正式な報告書については 2013 年度の出版を目指
しているが、2012 年度調査において自然科学分析
による興味深い成果が明らかとなったため、ここに
報告したい。
なお、鑑定書については本項末に掲載しており、
併せてご覧頂きたい。

２．分析の経緯と調査資料

図１．西浜千軒遺跡位置図

西浜千軒遺跡の沖合約 140m 以上、水深約 1.5m
以上２）の湖底には粘土状を呈する特異な湖底面が広
範囲に点在し、一部では枯死樹木が確認されること
からかつての陸地であったと想定されている。ここ
で問題となるのが、遺跡の水没範囲と上記の粘土地
形との関係である。
遺跡が地震によって湖底に沈んでいることは、墓
地遺構を始めとする各調査区遺構面の標高や当時の
琵琶湖の水深との比較、周辺遺跡の状況から明らか
であるが、水没範囲の沖合への広がりについては不
明な部分が多い。また枯死樹木の存在はある段階で
陸地であったことを示すものであるが、一方でヤナ
ギ属など湖岸部に生育する種類もある。よって、こ
れだけをもって天正大地震による水没範囲を推定す
るのは必ずしも適当ではない。
こうした状況から、2012 年度調査において A・B
の２地点について土壌サンプルを採集し、株式会社
古環境研究所（以下、古環境研究所とする）に花粉
分析及び植物珪酸体（プラントオパール）分析を依
頼した（図２）
。
このうち、Ａ地点は沖合約 150m に、Ｂ地点は沖
合約 140m に所在する。両者は東西に約 180m を隔
てている。肉眼観察からはいずれもよく還元された
灰色の色調を呈しており、多数の木片を含んでいる
ことが確認された。質感については、Ａ地点の土壌
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の方が固く締まり、Ｂ地点ではやや柔らかい印象を
受ける。なお、Ｂ地点は先述の枯死樹木が確認され
た位置である。

３．分析結果と評価
⑴花粉分析の結果
花粉はその役割からも明らかな様に、比較的広範
囲に展開することから周辺の環境を明らかにする上
で優れた資料と評価されている。
詳細は古環境研究所の報告にある通りだが、Ａ地
点はイネ属型を含むイネ科植物が優勢で、そこに水
湿地性のカヤツリグサ科や、水田雑草の性格をもつ
オモダカ属、ミズアオイ属などが伴うことから、調
査地点周辺では水田稲作が行われていたとされる。
一方、Ｂ地点では水湿地性のカヤツリグサが優勢
で、イネ属型などは認められないことから、より湿
地的環境に近く立地していたと考えられる。
また当時の遺跡周辺ではスギ、イチイ科、イヌガ
ヤ科、ヒノキ科などの針葉樹を始め落葉広葉樹で
あるコナラ属コナラ亜属、ブナ属、カバノキ属、
クリ、トチノキ、針葉樹であるコナラ属アカガシ亜
属、シイ属などが生育する多様性のある森林植生が
分布していたとされる。
ところで、一概に花粉と言ってもその飛散距離に
は種類により大きな差がある。代表的な例として、
スギでは数 100km 以上も飛散するのに対し、イネ
ではせいぜい 200 〜 300m 程度とされる。こうした
花粉の性質を考えると、Ａ・Ｂ両地点における花粉
の種類・量の違いは周辺環境の差異をある程度反映
した結果と捉えられよう。つまり、イネ属型花粉が

河口

４．小考：諸環境との比較
●

●

B 地点及び枯死樹木確認地点

図２．西浜千軒遺跡土壌サンプル採集地点
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⑵植物珪酸体分析の結果
両地点とも、メダケ属（ネザサ節）やササ属（チマ
キザサ節やミヤコザサ節）などの竹笹類のプラント
パールが確認され、他の植物は確認されなかった。
古環境研究所の報告によると、これは何らかの原因
でイネ科植物の生育には適さない環境であったと評
価される。
ここで確認された竹笹類について、〔内村 2005〕
を参考により具体的に検討していきたい。
両地点とも、最も多く確認されたのはチマキザサ
節型である。チマキザサは本州日本海側の山野に多
く生えるなど、比較的乾燥した土壌に生育する。人
の生活との関わりも深く、富山のます寿司、金沢の
芝寿司、新津の小鯛寿司に使われるのは主に本種で
ある。
他にはネザサ節型、ミヤコザサ節型が確認され
る。このうちネザサはＡ地点では比較的多く確認さ
れる。山野に生育し、関西地方ではごく一般的な野
生種である。ミヤコザサも同様に山野で確認される
種である。
この様に、確認されたプラントオパールは山野な
ど比較的乾燥した環境に生育する竹笹類であり、湿
地帯に生育するイネやヨシは確認されない。自然的
な水位上昇で現況が形成された場合、ある段階で
Ａ，Ｂ両地点で低湿地帯が形成されたはずである
が、実際には相反する状況を示すのである。
プラントオパールはその性質上、極めて現地性が
強い資料と評価され、植物原体から１ｍ離れると検
出されないことすらある３）。つまりこの分析の成果
は、両地点とも水没直前まで内陸に所在し、比較的
乾燥した環境であったことを示すのである。

中世墓

A 地点

より多いＡ地点はより水田に近いものと考えられ、
遺跡のより西方に水田が展開された可能性がある。
一方のＢ地点では、水田とは異なる性格の湿地帯が
付近に所在していたものと考えられよう。

100m

⑴琵琶湖湖岸部の環境との比較
ここでは琵琶湖湖岸部の植生と、自然科学分析の
成果との比較を行うことで、遺跡の水没直前の環境
を明らかにしたい。
琵琶湖湖岸部の自然地形は、大きく①岩石湖岸、
②礫湖岸、③砂浜湖岸、④抽水植物湖岸に分類され

西浜千軒遺跡における自然科学分析について ─琵琶湖湖底遺跡の調査─

る〔浜端ほか編 2006〕。つまり西浜千軒遺跡が自然
の水位上昇によって水没したのであれば、これらに
特有の植物植生が自然科学分析の結果と一致するは
ずであり、逆にそうでない場合、遺跡の成因は急激
な環境の変化、すなわち地盤変動に求めらよう。こ
れらについて検討したい。
①は大型の岩石が４～５ｍの厚みに堆積するもの
であるが、西浜千軒遺跡湖中や周辺環境にそうした
状況は認められず、想定し得ない。
②は礫が１～２ｍの厚みに堆積するもので、植生
としてはカワラサイコ（バラ科・キジムシロ属）に
特徴付けられる。しかしながらバラ科花粉はごく少
量しか確認されず、想定し得ない。
③は砂が５～８ｍの厚みに堆積するもので、植生
としてはハマヒルガオ（ヒルガオ科・ヒルガオ属）、
ハマゴボウ（ハマアザミとも）
（キク科アザミ属）、
ハマエンドウ（マメ科レンリソウ属）に特徴付けら
れている。しかしながらヒルガオ科ヒルガオ属及び
キク科アザミ属については全く確認されず、マメ科
についても僅かに確認されるのみである。よって、
この湖岸地形も想定し得ない。
④についてはキショウスズメノヒエ（イネ科・ス
ズメノヒエ属）
、ヨシ（イネ科・ヨシ属）に特徴付け
られる。花粉についてはスズメノヒエ属、ヨシ属は
確認されない。またこれらイネ科植物はいずれもプ
ラントオパールを形成するが、全く確認されないこ
とからしても、自然化学分析の結果と矛盾する。
以上の様に琵琶湖湖岸部の植生と自然科学分析の
結果とを比較したが、いずれの湖岸部の自然地形も
想定し得ない。つまり遺跡の成因を巡っては自然的
な水位上昇は想定し得ず、大地震による地盤変動と
する従来の説が、自然科学的視点からも裏付けられ
たと言えよう。
⑵周辺環境との比較
ここでは今回の自然科学分析の結果を踏まえ、図
３に示した周辺の歴史的・地理的諸環境について検
討したい。
長浜は鎌倉時代前後に施工された条里地割りが良
好に残存しており、数字地名と併せて検討すること
で復元が可能である。図にはそうして復元した条里
の内、湖岸に隣接する部分を示している。ここから
明らかな様に、一部が琵琶湖中に水没し、その範囲
は沖合約 500 ｍ以上と想定できる。

この消失原因について、周辺の調査事例からも具
体的に検討を行うことができる。
下坂浜千軒遺跡は西浜千軒遺跡と同様、天正大地
震による地滑り（側方流動）によって湖底に没した
ことが確認される遺跡である。注目すべき点とし
て、大阪市立大学の原口強氏によるサイドスキャン
ソナー調査が行われており、湖底面から典型的な地
滑り痕跡である『流れ山地形』が広範に認められて
いる〔林・原口・釜井 2012〕。西浜千軒遺跡を含め
た他の地点でも、精度は劣るものの国土地理院によ
る湖沼図が製作されており、極めて類似した湖底地
形の乱れのほか、湖底谷の存在が確認できる。
この条里消失の原因を一元的に天正大地震に求め
ることは危険であるが、少なくとも西浜千軒遺跡の
沖合約 150 ｍの地点において、植物珪酸体分析の結
果、水没直前まで比較的乾燥した地形であったのは
既に述べた通りである。こうした状況は、天正大地
震以前の長浜地域の湖岸線が現在よりかなり沖合に
存在したことを示唆するものであり、西浜千軒遺
跡、あるいはより広域における地滑り被害の実態解
明に向けて、今後より広範囲の調査が求められよう。

〔国土地理院 1:10000 湖沼図〕
〔長浜市史編さん委員会 1996〕
〔林・釜井・原口 2012〕 より作成
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湖底谷
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●

琵琶湖
流れ山地形範囲

A : 西浜千軒遺跡
B : 長浜城跡
C : 下坂浜千軒遺跡
0

等深線の乱れが
認められる範囲

500m

図３．西浜千軒遺跡周辺の諸環境
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５．小結
今回の結果を踏まえ、今後への展望について述べ
ていきたい。
まず長浜地域において、沖合約 150 ｍ以上という
広い範囲で地滑り被害が想定された。このうち、西
浜千軒遺跡においては住居跡を含めた集落の中心部
分は未確認であり、今後は調査船を利用したより沖
合の調査を視野に入れねばならない。

歩・和所瑞希（学部３回生）、大西遼・村尾真優（学
部４回生）
、大平史乃・中川永（大学院博士前期課
程２回生）
〔註〕
１．中川永 2012
２．琵琶湖の水深は日々変動するため、本稿では標準水
位である標高 84.371m に換算した値を用いている。

また研究方法に視点を移すと、僅か２地点におけ
る資料分析に関わらず多くの知見を得ることが出来
た。この成果は人文科学分野の方法論のみでは決し
て得られないものであり、今後も積極的に他学問分
野を援用することで、水没村伝承や地滑り被害の実
態を明らかにしていきたい。

３．古環境研究所、杉山真二氏のご教示による。

おわりに

・内村悦三 2005『タケ・ササ図鑑 ～種類・特徴・用途～』

近年、長崎県鷹島神崎遺跡における元寇船の発見
や水中文化遺産として初の国指定史跡登録など、水
中考古学への関心が全国的な高まりを見せている。
琵琶湖水中考古学研究会による活動も２年目を迎
え、今年度は長浜城歴史博物館で企画展示を行うな
ど４）、少しずつではあるが活動の幅を広げている。
今後も水没村伝承の実態解明だけでなく、成果を生
かした地域防災への取り組みや、水中考古学という
学問そのものに対しても寄与出来るよう、努めてい
きたい。
最後になるが、本研究会は大学院生・学部生のみ
によって運営しており、2012 年度の活動にあたっ
ても多くの方々から温かいご指導・ご協力を賜っ
た。末筆ながら、お名前を明記して心より感謝申し
上げます。
（五十音順・敬称略）
釜井俊孝（京都大学防災研究所）
定森秀夫（滋賀県立大学）
杉山真二（古環境研究所）
中井均（滋賀県立大学）
林博通（滋賀県立大学名誉教授・琵琶湖博物館特
別研究員）
長浜城歴史博物館
〔2012 年度活動参加者〕
杉浦圭・杉山佳奈・西澤光希（学部１回生）、宇野
里美・岡山仁美・小澤利満（学部２回生）、岸本香
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４．特別陳列「西浜千軒が語る水没村の世界 －天正大
地震と長浜－」2012 年６月４日～７月 17 日

〔参考・引用文献〕
・長浜市史編さん委員会 1996『長浜市史 第 1 巻 湖北の
古代』長浜市役所
創森社
・浜端悦治・角野康郎ほか編 2006『琵琶湖沈水植物図説』
（独）水資源機構 琵琶湖開発総合管理所
・林博通・釜井俊孝・原口強 2012『地震で沈んだ湖底の
村 琵琶湖湖底遺跡を科学する』
・中川永 2012「西浜千軒遺跡調査概報 －琵琶湖湖底遺
跡の調査－」『人間文化 31 号』滋賀県立大学人間文化
学部

〔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
・図３．等深線の乱れについては、国土地理院発行の
『１万分の１湖沼図 長浜１, ２, 姉川』に依った。
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［参考］

滋賀県立大学：西浜千軒遺跡における自然科学分析
株式会社 古環境研究所
Ⅰ．自然科学分析の概要

表１

西浜千軒遺跡における花粉分析結果

琵琶湖湖底の西浜千軒遺跡では、天正 13 年（1586
年）の大地震で沈んだと考えられる集落の墓域や粘
土地形が確認された。ここでは、当時の植生や環境
および農耕に関する情報を得る目的で、花粉分析お
よび植物珪酸体分析を行った。分析試料は、粘土地
形のＡ地点とＢ地点から採取された計２点である。

Ⅱ．西浜千軒遺跡における花粉分析
１．はじめに
花粉分析は、一般に低湿地の堆積物を対象とした
比較的広域な植生・環境の復原に応用されており、
遺跡調査においては遺構内の堆積物などを対象とし
た局地的な植生の推定も試みられている。花粉など
の植物遺体は、水成堆積物では保存状況が良好であ
るが、乾燥的な環境下の堆積物では分解されて残存
していない場合もある。
２．方法
花 粉 の 分 離 抽 出 は、 中 村（1967）の 方 法 を も と
に、以下の手順で行った。
１）試料から１㎤を秤量
２）0.5 ％リン酸三ナトリウム（12 水）溶液を加えて
15 分間湯煎
３）水洗処理の後、0.5 ㎜の篩で礫などの大きな粒子
を取り除き、沈澱法で砂粒を除去
４）25 ％フッ化水素酸溶液を加えて 30 分放置
５）水洗処理の後、氷酢酸によって脱水し、アセト
リシス処理（無水酢酸９：濃硫酸１のエルドマ
ン氏液を加え１分間湯煎）を施す
６）再び氷酢酸を加えて水洗処理
７）沈渣に石炭酸フクシンを加えて染色し、グリセ
リンゼリーで封入してプレパラート作成
８）検鏡・計数
検鏡は、生物顕微鏡によって300 ～ 1000倍で行っ
た。花粉の同定は、島倉（1973）および中村（1980）
をアトラスとして、所有の現生標本との対比で行っ
た。結果は同定レベルによって、科、亜科、属、亜
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図１

西浜千軒遺跡における花粉ダイアグラム

属、節および種の階級で分類し、複数の分類群にま
たがるものはハイフン（－）で結んで示した。イネ
属については、中村（1974，1977）を参考にして、
現生標本の表面模様・大きさ・孔・表層断面の特徴
と対比して同定しているが、個体変化や類似種もあ
ることからイネ属型とした。
３．結果
⑴分類群
出現した分類群は、樹木花粉 22、樹木花粉と草
本花粉を含むもの６、草本花粉 18、シダ植物胞子
２形態の計 48 である。分析結果を表１に示し、花
粉数が 100 個以上計数された試料については花粉
総数を基数とする花粉ダイアグラム（図１）を示し
た。主要な分類群について顕微鏡写真を示す。以下
に出現した分類群を記載する。
〔樹木花粉〕
マキ属、モミ属、マツ属複維管束亜属、スギ、コ
ウヤマキ、イチイ科－イヌガヤ科－ヒノキ科、ヤナ
ギ属、サワグルミ、ハンノキ属、カバノキ属、ハシ
バミ属、クマシデ属－アサダ、クリ、シイ属、ブナ
属、コナラ属コナラ亜属、コナラ属アカガシ亜属、
ニレ属－ケヤキ、エノキ属－ムクノキ、カエデ属、
トチノキ、トネリコ属
〔樹木花粉と草本花粉を含むもの〕
クワ科－イラクサ科、ユキノシタ科、バラ科、マ
メ科、ウコギ科、ニワトコ属－ガマズミ属
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〔草本花粉〕
ガマ属－ミクリ属、オモダカ属、イネ科、イネ属
型、カヤツリグサ科、ミズアオイ属、タデ属サナエ
タデ節、ギシギシ属、ソバ属、アカザ科－ヒユ科、
ナデシコ科、アブラナ科、ツリフネソウ属、チドメ
グサ亜科、セリ亜科、タンポポ亜科、キク亜科、ヨ
モギ属
〔シダ植物胞子〕
単条溝胞子、三条溝胞子
⑵花粉群集の特徴
Ａ地点では、樹木花粉の占める割合が 51 ％、草
本花粉が43％である。樹木花粉ではスギが優勢で、
イチイ科－イヌガヤ科－ヒノキ科、コナラ属コナラ
亜属、コナラ属アカガシ亜属、トチノキなどが伴わ
れる。草本花粉ではイネ科（イネ属型を含む）が優
勢で、カヤツリグサ科、ヨモギ属、オモダカ属、ミ
ズアオイ属、ソバ属、チドメグサ亜科などが伴われ
る。
Ｂ地点では、樹木花粉の占める割合が 41 ％、草
本花粉が51％である。樹木花粉ではスギが優勢で、
トチノキ、コナラ属コナラ亜属、コナラ属アカガシ
亜属、イチイ科－イヌガヤ科－ヒノキなどが伴われ
る。草本花粉ではカヤツリグサ科が優勢で、イネ
科、チドメグサ亜科、ヨモギ属などが伴われる。
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４．花粉分析から推定される植生と環境
Ａ地点では、イネ科（イネ属型を含む）が優勢で
あり、水湿地性のカヤツリグサ科や水田雑草の性格
をもつオモダカ属やミズアオイ属などが伴われるこ
とから、調査地点もしくはその周辺で水田稲作が行
われていたと考えられる。また、低率ながらソバ属
が検出されることから、部分的にソバなどを栽培す
る畑作も行われていたと考えられ、周辺の比較的乾
燥したところにはヨモギ属やチドメグサ亜科などの
草本類が分布していたと推定される。Ｂ地点では、
水湿地性のカヤツリグサ科が優勢であり、イネ属型
やソバ属などが認められないことから、カヤツリグ
サ科などが生育する湿地的な状況であった可能性が
考えられる。
当時の遺跡周辺や周辺地域には、スギ、イチイ科
－イヌガヤ科－ヒノキ科などの針葉樹をはじめ、落
葉広葉樹のコナラ属コナラ亜属、ブナ属、カバノキ
属、クリ、トチノキ、照葉樹のコナラ属アカガシ亜
属、シイ属なども生育する多様性のある森林植生が
分布していたと推定される。
文献
島倉巳三郎（1973）日本植物の花粉形態．大阪市立自然
科学博物館収蔵目録第５集，60p．
中村純（1967）花粉分析．古今書院，p.82-102．
中村純（1974）イネ科花粉について、とくにイネ（Oryza
sativa）を中心として . 第四紀研究 ,13,p.187-193．
中村純（1977）稲作とイネ花粉．考古学と自然科学，第
10 号，p.21-30．
中村純（1980）日本産花粉の標徴．大阪自然史博物館収
蔵目録第 13 集，91p．

Ⅲ．西浜千軒遺跡における植物珪酸体分析
１．はじめに
植物珪酸体は、植物の細胞内に珪酸（SiO2）が蓄

積したもので、植物が枯れたあともガラス質の微化
石（プラント・オパール）となって土壌中に半永久
的に残っている。植物珪酸体分析は、この微化石を
遺跡土壌などから検出して同定・定量する方法であ
り、イネをはじめとするイネ科栽培植物の同定およ
び古植生・古環境の推定などに応用されている（杉
山，2000）
。また、イネの消長を検討することで埋
蔵水田跡の検証や探査も可能である（藤原・杉山，

1984）
。
２．分析法
植物珪酸体の抽出と定量は、ガラスビーズ法（藤
原，1976）を用いて、次の手順で行った。
１）試料を 105 ℃で 24 時間乾燥（絶乾）
２）試 料約１g に対し直径約 40 μ m のガラスビー
ズを約 0.02g 添加（0.1mg の精度で秤量）
３）電 気炉灰化法（550 ℃・６時間）による脱有機物
処理
４）超 音波水中照射（300W・42KHz・10 分間）によ
る分散
５）沈底法による 20 μ m 以下の微粒子除去
６）封入剤（オイキット）中に分散してプレパラート
作成
７）検鏡・計数
同定は、400 倍の偏光顕微鏡下で、おもにイネ科
植物の機動細胞に由来する植物珪酸体を対象として
行った。計数は、ガラスビーズ個数が 400 以上にな
るまで行った。これはほぼプレパラート１枚分の精
査に相当する。試料１g あたりのガラスビーズ個数
に、計数された植物珪酸体とガラスビーズ個数の比
率をかけて、試料１g 中の植物珪酸体個数を求めた。
また、おもな分類群についてはこの値に試料の
仮比重（1.0 と仮定）と各植物の換算係数（機動細胞
珪酸体１個あたりの植物体乾重）をかけて、単位面
積で層厚１cm あたりの植物体生産量を算出した。
これにより、各植物の繁茂状況や植物間の占有割
合などを具体的にとらえることができる（杉山，
2000）
。タケ亜科については、植物体生産量の推定
値から各分類群の比率を求めた。
３．分析結果
⑴分類群
検出された植物珪酸体の分類群は以下のとおりで
ある。これらの分類群について定量を行い、その結
果を表２および図２に示した。主要な分類群につい
て顕微鏡写真を示す。
〔イネ科－タケ亜科〕
ネザサ節型（おもにメダケ属ネザサ節）、チマキ
ザサ節型（ササ属チマキザサ節・チシマザサ節な
ど）
、ミヤコザサ節型（ササ属ミヤコザサ節など）
、
未分類等
〔イネ科－その他〕
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表皮毛起源、棒状珪酸体（おもに結合組織細胞由
来）
、未分類等
⑵植物珪酸体の検出状況
Ａ地点とＢ地点では、ネザサ節型、チマキザサ節
型、ミヤコザサ節型などが検出されたが、いずれも
比較的少量である。なお、イネ科栽培植物（イネ、
ムギ類、ヒエ、アワ、キビなど）に由来する植物珪
酸体は、いずれの試料からも検出されなかった。

ら、採取地点が畦畔など耕作面以外であった場合
は、イネの植物珪酸体が検出されない場合もある。
このため、さらに多くの地点や試料について分析を
行う必要があると考えられる。
文献
杉山真二・藤原宏志（1986）機動細胞珪酸体の形態によ
るタケ亜科植物の同定－古環境推定の基礎資料として
－．考古学と自然科学，19，p.69-84．
杉山真二（2000）植物珪酸体（プラント・オパール）．考

４．植物珪酸体分析から推定される植生と環境
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育にはあまり適さない環境であったと考えられる。
花粉分析の結果では、調査地点もしくはその周辺
で水田稲作が行われていた可能性が認められたが、
植物珪酸体分析ではイネなどのイネ科栽培植物は検
出されなかった。植物珪酸体は現地性が高いことか
表２

古学と植物学．同成社，p.189-213．
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田址の探査－．考古学と自然科学，17，p.73-85．
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西浜千軒遺跡の花粉
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西浜千軒遺跡の植物珪酸体（プラント・オパール）

西浜千軒遺跡の植物珪酸体（プラント・オパール）

ネザサ節型
Ａ地点

ネザサ節型
Ａ地点

チマキザサ節型
Ａ地点

チマキザサ節型
Ａ地点

チマキザサ節型
Ｂ地点

ミヤコザサ節型
Ａ地点

表皮毛起源
Ｂ地点

樹木起源？
Ａ地点

海綿骨針
Ｂ地点

50μｍ

Comment
指導教員

考古学はモノから歴史を分析する学問である。そ
のモノとは人類が残した建物跡や堀、溝などの遺構
と、土器や石器などの遺物である。しかし、こうし
た人工的なモノだけではなく、最近では遺跡の古環
境の復元が重要となっている。人はどのようなとこ
ろで暮らしていたのか。当時は森林だったのか、乾
燥地だったのかなどを分析することは遺跡を研究す
るうえでなくてはならないものとなりつつある。そ
のため、遺跡から土壌サンプルを取り出し、花粉分
析やプラントオパール分析などをおこなっている。
今回の中川論文は琵琶湖の湖底遺跡に関する古環
境分析の評価である。長浜市祇園町の琵琶湖沖合に
所在する西浜千軒遺跡は彼の修士論文でもある。そ
の研究の課題のひとつになぜ中世の集落が水没した

82

●人間文化

中井

均

のかという問題がある。今回、遺跡を形成する湖底
の特異な粘土面から採取した土壌の分析報告を得た
わけであるが、その報告から遺跡の古環境を復元す
ることが重要なのである。本論文は分析結果を丹念
に評価し、西浜千軒遺跡の土壌を取り出した地点の
周辺で水稲耕作がおこなわれ、陸地であったことを
立証し、水没の原因が水位の上昇ではないことも明
らかにしている。もちろんすでに考古学の面からも
水没の原因を地滑りと結論しているのだが、古環境
のデーターからも今回導き出すことができたのであ
る。琵琶湖の湖底遺跡をはじめとする水中考古学で
は陸地のような発掘調査は望めない。こうしたデー
ターの解析がいかに重要であるかを教えてくれる論
文である。
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最新の成果と課題

湖
 西南部地域における墳墓の調査

（第 22 回）

─宇佐山古墳群の発掘調査から─



公益財団法人滋賀県文化財保護協会

１．はじめに
北陸道や西近江路が通る滋賀県の湖西地域は、畿
内と北陸を結ぶ水陸両方の交通路として利用されて
いた。この地域のなかでも、畿内への玄関口として
要衝となる南端部分に宇佐山古墳群は所在している。
この遺跡は、12 基の古墳が分布する遺跡として
周知されていた。遺跡の範囲内で計画された柳川支
流の砂防工事に伴い、平成 22 年度に発掘調査を実
施したところ、縄文時代から平安時代にかけての多
くの成果を得ることができた。
本稿では、周溝墓や方墳の調査成果を中心に、宇
佐山古墳群の調査成果を紹介していきたい。なお、
発掘調査報告書は平成 25 年３月に刊行している。
また、本稿で使用する人骨の成果は、京都大学名誉
教授片山一道氏の鑑定によるものである。

２．宇佐山古墳群の調査成果
①遺跡の位置と環境
宇佐山古墳群は、大津市神宮町地先に所在する遺
跡である。標高 335 ｍを測る宇佐山の東斜面に広が
り、その範囲は標高 120 ～ 210 ｍの山麓から山腹に

図１

中 村 智 孝

およぶ。
この付近の地形は、南北に延びる比叡山地と琵琶
湖との間に形成された狭長な平地からなる。山地か
らはいくつかの小河川が流れ出しており、平地には
それぞれの河川によって形成される扇状地が重なっ
た複合扇状地を呼ばれる地形が広がっている。
宇佐山は、京都府との県境である比叡山地の南側
に位置する山塊である。柳川支流が合流する柳川の
本流はその南側を流れており、東側にはこの河川に
よって形成された扇状地が広がっている。標高約
120 ｍを測る扇頂部と湖岸までは約 1.5 ㎞の距離し
かなく、また、琵琶湖との水面（標高 84.371 ｍ）と
は 36 ｍ程度の高低差があることから、東西に比較
的傾斜のある地形となっている。標高 145 ～ 161 ｍ
の調査地からは、この平地や琵琶湖、その対岸まで
見渡すことができる。
遺跡の周辺には、皇子山古墳、錦織遺跡、宇佐山
城などの遺跡が分布している。
（図１）
皇子山古墳は、柳川の南側にある独立丘陵上に築
かれた全長 60 ｍの前方後方墳である。４世紀中ご
ろのもので、県内でも古式の古墳のひとつとされ

遺跡位置図
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る。主体部は、前方部と後方部でそれぞれ 1 箇所ず
つ確認されている。墳丘の琵琶湖に面した側には葺
石が施されており、平地や琵琶湖を意識した築造が
行われている。
錦織遺跡は、柳川の右岸にあたる扇状地に広がる
遺跡である。昭和 47 年以降に行われた発掘調査に
よって、内裏正殿や回廊を伴う内裏南門とされる大
型の掘立柱建物などの遺構が確認されており、667
年に中大兄皇子（天智天皇）によって遷都された大
津宮と推定されている。
宇佐山城は、宇佐山の頂上に築かれた戦国時代の
山城である。織田信長の家臣である森可成によって
永禄 13（1570）年３月には築城が行われており、志
賀の陣における朝倉・浅井との間におこった合戦の
なかで、信長側の拠点の一つとして利用されてい
る。現在も、山頂には３カ所の郭や石垣が残されて
いる。
このほかには、横穴式石室が分布する山田古墳群
や奈良時代～平安時代の火葬墓が検出された平尾山
遺跡や水車谷遺跡などが分布している。
②調査の概要
発掘調査は、3,500 ㎡を対象に実施した。調査地
は、東側に向かって傾斜した地形である。中央から

北寄りには、柳川支流によって形成された谷状地形
が東西に延び、その両側はやや幅の広い尾根となっ
ている。
（図２）
遺構は、尾根上で確認している。北側の尾根では
奈良時代の祭祀場を検出した。南北 115 ㎝・東西 90
㎝の規模がある方形の平面形をした焼土坑（Ｓ 16）
が、斜面勾配がやや緩やかな場所に掘り込まれてお
り、その内部や周辺から６体以上となる都城型土馬
の破片や土師質ミニチュアカマド、土師器皿、須恵
器杯・小型壺、玉石といった祭祀遺物が出土して
いる。遺物は南北５ｍ、東西４ｍの範囲に分布して
いることから、この場所で祭祀が行われたと判断さ
れ、遺物の年代観から８世紀中ごろと考えられる。
南側の尾根では、後述する弥生時代後期後葉～古
墳時代前期前葉の周溝墓３基、古墳時代中期前葉の
方墳１基以外に、弥生時代中期末の竪穴住居３棟、
平安時代前半の火葬墓 1 基を検出した。
弥生時代中期末の竪穴住居は、平面プランが方形
のＳ５、不整長方形のＳ 15、不整多角形状を呈す
るＳ 20 の３棟である。Ｓ 20 は、８号墓の墳丘の下
で検出した。これらの床面では、Ｓ５は炉１基、Ｓ
20 は４本の主柱穴や炉２基、土坑１基が見つかっ
ている。竪穴住居内や周辺の包含層などからは、土
器や打製および磨製の石鏃、磨製石剣、磨製石斧な
どの石器が出土している。
平安時代前半の火葬墓（Ｓ８）は、長軸 123 ㎝、短
軸 95 ㎝を測る楕円形の平面形をした深さ 60 ㎝以上
ある掘方に、蔵骨器を安置したものである。掘方
は、黒色炭化物で埋め戻されており、火葬の際に出
た灰が使用された可能性も考えられる。蔵骨器は、
須恵器壺の口縁部を欠き取って身とし、緑釉陶器皿
の内面を下にして被せて蓋としている。蔵骨器の中
には、小片となった火葬骨が納められており、その
特徴から、熟年～老年（40 歳～ 70 歳代）の年齢で死
亡した男性で、非常に頑健骨太であったと被葬者が
推定されている。緑釉陶器の年代観から、9 世紀末
葉頃の造墓と考えられる。

図２
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遺構全体図

③弥生時代後期後葉～古墳時代前期前葉の周溝墓
（図 3）
周溝墓は、３基確認した。これらは、分布調査に
よって既に確認されていたものであったが、今回の
調査によって周溝墓であることがわかったものであ
る。それぞれの周溝墓には分布調査で使用された番
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図３

８号墓主体部平面図・断面図・８号墓〜 10 号墓出土遺物
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号を付け、８号墓、９号墓、10 号墓とした。これ
らは、９号墓（弥生後期後葉）、８号墓（弥生終末）、
10 号墓（古墳前期前葉）の順に築造されている。
９号墓
９号墓は、調査対象地の南端、標高 153 ～ 154 ｍ
付近に位置するもので、北側の周溝を検出した。こ
の位置には、直径 16 ｍ、高さ１ｍを測る円墳状の
高まりが調査前に確認できたが、墳丘にあたる部分
には周溝を覆う遺物包含層が地山直上に広がってい
たため、調査区内にはこの墳墓に伴う墳丘が残って
いないと判断した。ただし、検出した遺構や周辺の
地形から推定すると、墳丘の規模は高まりが示す規
模と同程度であったと考えられる。周溝は弧状に延
び、東端で屈曲して外方へ広がる。周溝の規模は、
弧状の部分が幅 1.5 ～ 2.0 ｍ、深さは 60 ～ 90 ㎝で、
外方へ屈曲する部分は幅１ｍ、深さ 30 ㎝である。
弧状の部分のうち、東側には溝底を深く掘り窪め
た部分があり、底面から受口状口縁の壺（27）や鉢
などの土器が出土したほか、40 ㎝程度埋没したの
ちに墳丘上から転落したとみられる受口状口縁の
壺（25）が出土した。これらは、供献土器が溝内に
転落したものとみられる。主体部は、調査区内には
確認できなかった。なお、周溝や調査区外の地形か
ら、墳形は方形もしくは円形の可能性が想定される
が、周溝の確認した範囲が限られるためいずれかは
確定できなかった。
周溝墓の年代は、周溝内から出土した土器の年代
観から、弥生時代後期後葉（伴野編年Ⅴ期新相…伴
野 2006）と考えられる。
８号墓・10 号墓
８号墓と 10 号墓は、ほぼ同じ規模の周溝墓とみ
られ、標高 150 ～ 152 ｍ付近に周溝を接して南北に
築造されている。
８号墓の墳丘は、南北が周溝の芯々で 15 ｍ、東
西は 10 ｍ程度で、平面形は南北に長い長方形を呈
す。盛土は、基盤面の傾斜が急勾配である墳丘東半
部は崩落していたものの、墳丘中央の最も厚い部分
では105㎝が残存していた。周溝は、墳丘の西・北・
南辺に認められ、東に開くコ字状に掘られている。
斜面下方となる東辺には周溝は設けられていない。
南側周溝は、10 号墓の周溝によって東端が切られ
ており、埋没途中に 10 号墓の周溝が掘り込まれて
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いる状況が断面観察から確認できた。
周溝の幅は西側が３～ 3.5 ｍ、北側と南側は約 2
ｍである。深さは西側周溝の中央部が 1.5 ｍで最も
深く、北・南側周溝の東端へ向けて浅くなる。南側
周溝からは、供献土器とみられる広口壺（40）が底
面から出土した。
主体部は木棺直葬で、墳丘のほぼ中央に検出し
た。墓坑は、自然崩落や盗掘坑とみられる溝状遺構
（S17）によって北東側が消失していた。墳丘盛土と
墓坑埋土の差が明瞭でなかったため、墓坑は盛土を
ほぼ中位まで掘り下げた段階で検出したが、掘り込
みは最上層から行われている。規模は南北長が 3.5
ｍ以上 5.0 ｍ未満、東西幅は 2.0 ｍ程度とみられ、深
さは 96 ㎝を測る。主軸は南北方位で、墳丘主軸に
比べて北で東に振る。木棺は箱形のもので、北東側
が消失していたものの、南小口部や西辺を中心に残
存していた。主軸方位は北で東へ 24 °振る。棺の長
さは 2.1 ｍ以上で、幅は 75 ～ 80 ㎝を測る。遺存し
ない部分があるため正確には確認できないが、棺の
長さは概ねこの程度であったと考えられる。確認で
きた側板の立ち上がりは 30 ㎝であるが、棺の腐食
による上端の崩落を考慮すると、本来の高さは 35
㎝程度であったかと思われる。
主体部に伴う遺物としては、棺の南小口寄りの
底面から鉄槍（Ｍ２）と土師質土器片が出土したほ
か、棺蓋の上に置かれていた可能性のある石が１点
出土している。
鉄槍は短剣の可能性もあるが、後述する柄の特徴
から槍の可能性が高いと判断した。木製の柄と鞘を
備えるもので、棺の西側縁に沿って切先を南へ向
けて置かれていた。全長 33.2 ㎝、身の長さ 29.0 ㎝、
茎長 3.2 ㎝、身の幅 2.9 ㎝、身の厚さ 0.4 ㎝を測る。
身の中心には鈍い鎬が通り、関はなだらかに内湾す
る。茎には直径３mm の目釘穴が２個認められた。
このうち、関側の穴には木釘が認められず使用され
ていない。柄は柄の端が身の一部までおよび、切先
方向へ山形に突出するもので、断面形は杏仁形を呈
する。４枚の部材を合わせて作っており、糸で巻か
れて固定される。ただし、糸巻の範囲は山形の突出
部には及ばず、糸巻の部分に黒漆の付着は認められ
ない。
槍は、柄の装着部の構造や製作工程に短剣との違
いがあり、①柄が身にまで及ぶ、②柄を糸巻と漆塗
で固定し、断面は杏仁形を呈する、③柄が４枚もし
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くは３枚で構成される、などの特徴が指摘されてい
る（豊島 2010A・B）。漆は確認できなかったが、そ
のほかの特徴は槍の特徴に合致している。柄の長さ
は、棺の長さから想定すると、全長 2.0 ｍ以下の短
いものと考えられる。
周溝底面から出土した広口壺（40）および溝状遺
構（S17）から出土した手焙形土器（46）の年代観か
ら庄内式並行期（伴野編年Ⅵ期）とみられる。
10 号墓は北側の一部を検出したもので、南側に
ある墳丘のほとんどが調査区外に位置する。調査し
た範囲では、墳丘盛土は確認できなかった。現状の
地形から判断すると、調査区外についても８号墓と
同じく東側については崩落しているものと考えら
れる。地表観察から、墳丘の平面形は南北 13 ｍ、
東西８ｍ程度の長方形を呈し、概ね正南北方位を向

く。周溝は、北側周溝と西側周溝の一部を検出し
た。東に開くコ字状に掘られているとみられる。西
側周溝は幅 7.0 ｍで幅広く掘られており、最も深い
部分で深さ 1.1 ｍを測る。北側周溝は最大幅 4.0 ｍ、
最大深さ 1.0 ｍである。周溝北西コーナーの底面か
ら、土師器直口壺（52）がほぼ完形の状態で出土し
た。
周溝墓の年代は、土器の年代観や近い年代に築造
されたことが８号墳との配置にうかがえることか
ら、布留式古段階並行期と考えられる。
④古墳時代中期前葉の方墳（図 4 ～ 6）
この古墳は、分布調査では把握されていなかった
ものである。そのため新たな番号を付け、13 号墳
とした。周溝墓よりもやや高い位置にあり、標高は
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156 ～ 158 ｍを測る。
墳丘は、基盤土を掘り込んで東辺と南辺の墳端を
削り出し、西辺には浅い周溝が設けられる。北辺は
不明瞭であるが、平面形は南北約 20 ｍ、東西約 14
ｍの長方形であったと考えられる。盛土はすべて流
出しており遺存しなかったが、周溝や墳端成形の掘
削土を使用していたとすると、さほど高くはない墳
丘であったとみられる。
墳丘の中央には、箱式石棺を納めた墓坑が設けら
れている。墓坑は東西に主軸をもち、平面形は長方
形を呈す。規模は、東西長 2.9 ｍ、南北幅は西端で
2.2 ｍ、東端で 1.95 ｍを測り、深さは西側が 0.7 ｍ、
東側が 0.4 ｍを測る。底面は平坦で、側石を据える
部分には深さが10㎝程度の掘りこみが認められる。
箱式石棺は、周辺にみられる花崗岩などの自然石
を用いたものである。北辺５石、南辺３石、両小口
各１石、蓋石４石で構成される。規模は内法で、東
西の長さ 158 ㎝、南北幅は西端で 35 ㎝、東端で 32
㎝を測り、頭蓋骨が依存していた西側をやや広く造
る。棺主軸は西で北へ 24 °振る。石材は、側石・小
口石・蓋石のいずれも足側よりも頭側に大型の石材
を使用している。足側の石材は内側に傾いているの
に対し頭側は安定していることからも、頭側を丁寧
に造ることが意識されていたと考えられる。底面は
素掘りのままで、側石を据えた後、５～８㎝の厚さ
で土を入れて棺底が整えられる。棺底から蓋石内面
までの高さは約 25 ㎝である。
石棺内面は、全面にベンガラが塗布されていた。
副葬品は、棺内からは出土しなかったが、被葬者の
左足側にあたる棺外から鉄器（刀２点、鏃 13 点、斧
２点、鉇・鑿３点）、砥石１点が出土した。

えられる。最後に、石棺と副葬品を裏込めに使用さ
れたのと同じ粘土で包み、墓坑が埋め戻される。
石棺内の西端には、被葬者の頭蓋骨が上顔部から
頭頂部にかけて良好に遺存していた。その他は上顎
部や下顎大臼歯２個がかろうじて遺存するものの、
大部分は石棺内に流入した土に覆われていたために
分解され消失している。被葬者は、山側に頭を置
き、斜面下方側に足を伸ばした仰臥伸展位で埋葬さ
れている。頭蓋骨の位置と石棺の規模から、身長
155 ㎝以下の人物であったと推定できる。頭蓋骨の
鑑定から、熟年（40 ～ 60 歳）の年齢で死亡した小柄
な男性という被葬者像が得られている。
なお、頭蓋骨と南辺側石の間は５㎝程しかないこ
とから体のおさまりを考慮すると、関節や腱が軟化
する程度の状態まで経過したのちに納棺したか、も
しくは骨化した後に納めた可能性が考えられる。
頭蓋骨には全面に水銀朱の付着がみられ、特に前
頭部には濃く付いている。石棺床面の土壌分析で
は、頭蓋骨の周辺にのみ水銀朱が検出されており、
遺体の顔面、特に前頭部を中心に水銀朱を塗布す
る、あるいは盛るような行為が行われたと考えられ
る。ただし、この行為が肉付きの状態で行われたの
か、それとも骨化後であったのかは判断することが
できなかった。
石棺石材とは違って水銀朱が使用されていること
から、赤色顔料の使い分けが行われている。頭側を
丁寧に作っていた石棺の構造と同じく、被葬者の頭
部に対する特別な扱いを示している。
鉄器は、遺存の状態が悪く、それぞれの位置関係
などは正確には把握できなかった。ただ、取り上げ
た際の観察によって以下の点が確認できた。

土層観察などによって、石棺および墓坑の構築過
程が確認できた。まず、側石を組んだのち裏込め土
を入れて固定する。裏込め土には、地山土よりも粘
性が高い土が使用される。特に石棺の周囲約 30 ㎝
に充填される粘土ブロック状況は、棺を包み込むよ
うな状況を呈している。次に側石と蓋石の隙間を塞
ぐために側石上面に粘土を置き、赤色顔料の塗布を
行う。粘土の内側が赤彩されていることや、塗布作
業中に落ちたと思われる赤色顔料の付着が裏込め土
上面に認められたことは、塗布がこの段階での作業
であったことを示している。納棺をおこなったのち
に、蓋石が被せられる。その作業にともなう足場を
考えると、棺外の鉄器類はこの後で供献されたと考

鉄刀は２点の可能性が高く、切先の方向は不明で
あるが、刃を棺の外側に向けて置かれる。鉄鏃は、
副葬方向がわかるものでは、刃部を頭側に向けたも
のが５点、足側に向けたものが３点確認できた。袋
状鉄斧は足側の端に置かれ、どちらも刃を頭の方へ
向けており、柄ははずされていたとみられる。
鉄鏃に長頸鏃がみられないことから、13 号墳の
年代は古墳時代中期前葉（５世紀初頭～前葉頃）と
考えられる。
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３．周溝墓および古墳の評価
①周溝墓について
弥生時代後期後葉から古墳時代前期前葉にかけて
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築造された３基の周溝墓は、一辺 13 ～ 16 ｍ程度の
墳丘を持つ比較的規模の大きなものである。特に、
幅が広く深さのある周溝を持った８号墓や 10 号墓
は、８号墓の調査から１ｍ以上の高さがある墳丘盛
土が想定される。やや狭く浅い周溝の９号墓に比べ
ると墳丘が高く築かれたとみられ、墳丘築造にあ
たっての意識の違いがうかがえる。
宇佐山古墳群の周辺では、錦織遺跡や皇子山古墳
群で同時期の墳墓が確認されている。（図７）
錦織遺跡（大津市教委 1976・1983、滋賀県教委ほ
か 1992）では標高 100 ｍ～ 103 ｍの扇状地上で５基
の方形周溝墓が確認されている。周溝のみが検出さ
れ、主体部は確認されていない。これらは、一辺
6.6 ～ 8.9 ｍの規模のもので、宇佐山古墳群のものに
比べ比較的小規模なものである。
皇 子 山 ２ 号 墳（ 滋 賀 県 教 委 1971、 大 津 市 教 委
1974）は、弥生時代終末期の墳墓である。宇佐山古
墳群の南側にある独立丘陵に位置し、古墳時代前期
の皇子山１号墳（前方後方墳）が築かれている頂上
から約 25 ｍ下った東斜面の標高 148 ｍ地点に築かれ
ている。墳丘の規模は南北 22.8 ｍ・東西 20 ｍの円
形を呈し、最高で２ｍの盛土が認められる。
このように、宇佐山古墳群周辺の墳墓には、尾根

図７

宇佐山古墳群周辺の墳墓

や丘陵に立地するもの（８～ 10号墓・皇子山２号墳）
と扇状地平地部に立地するもの（錦織遺跡の方形周
溝墓）があり、前者は後者に比べ墳丘規模が大きい
傾向がある。このことから、墳丘規模だけでなく立
地の面にも格差が認められ、前者が集団内でも上位
であったと考えられる。
８号墓の主体部からは、鉄槍が副葬品として出
土している。畿内地域では、埋葬施設に副葬品を
伴う事例は後期まではほとんどなく、庄内期以降
になって認められるようになる（寺沢 2000、禰宜田
2011）
。８号墓の事例は、このような変化を示す初
期の事例のひとつとして注目される。
鉄槍は、柄の突出部（切先方向の端部）の形や糸
巻の範囲、突出部端面の加工方法によって分類さ
れ、変遷が推定されており、流通についても検討が
なされている（豊島 2010A・B）。今回出土したもの
は、突出部が三角形に突出し、三角形の底辺まで糸
巻するものであることから、槍のなかでも糸巻底辺
型と分類されるものと判断される。このタイプの槍
は、弥生時代後期末頃に出現し終末期を通じて存続
するもので、分布域は瀬戸内海沿岸や北近畿を主と
し、特に瀬戸内海沿岸の本州側に偏在している。比
叡山地にある壺笠山古墳からは特殊器台形埴輪が出
土しているが、８号墳の槍が瀬戸内地域から流通し
たものとすると、これらの存在はこの地域とのつな
がりを示すものである可能性がある。
宇佐山古墳群周辺では、北大津遺跡や錦織遺跡、
部屋ガ谷遺跡で同時期頃の住居が確認されている。
北大津遺跡では、弥生時代後期後半から古墳時代前
期にかけての竪穴住居が 11 棟検出されている。在
地系の甕に混じって、畿内系の甕が高い比率でみら
れることが指摘されている（中西 1979）。錦織遺跡
では、弥生時代終末と古墳時代初頭の竪穴住居が、
それぞれ１棟ずつ確認されている（滋賀県教委ほか
1992）。部屋ヶ谷遺跡は標高 185 ｍ付近に立地し、
弥生終末期の円形住居１棟・焼土坑２基、環濠が確
認されたことから高地性集落の存在が指摘されてい
る（大津市役所 1985）。宇佐山古墳群などの墳墓を
造営した主体としては、これらの集落が候補として
考えられる。集落の様相は不明瞭な部分もあるが、
高地性集落を形成していることなどを評価すると、
一定の勢力をもった集落の存在を想定できる。
比叡山地でも南側にあたる宇佐山から坂本まで
の地域には、この他にもいくつかの遺跡で同時期
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の墳墓や集落が確認されている。この中では、県
内でも最古段階の古墳である壺笠山古墳（丸山・梶
原 1987、中西 1995）の存在が注目される。壺笠山古
墳は、標高 422 ｍの山頂に築かれた直径 48 ｍの円墳
で、墳頂部などから特殊器台形埴輪が採取されてお
り、古墳時代前期の墳墓と考えられている。
以上のように、この地域には、槍が副葬されてい
た８号墓や、皇子山２号墳や壺笠山古墳といった大
型墳墓が存在することから、有力な集落の存在が想
定できる。可耕地となる平地が狭小であるため、大
規模な集落は形成されにくいのかもしれないが、地
勢的に交通の要衝であることから、有力な墳墓や集
落が形成されたと考えられる。
琵琶湖対岸にある野洲川流域や境川流域は、当地
と同じ土器様相を示す地域である。この地域には、
弥生時代後期後半から形成される大規模集落で、集
落の中心部に方形区画を伴った大型建物や、祭殿風
の建物とされる独立棟持柱建物を配置する集落構造
が確認された伊勢遺跡が存在する（守山市 2005）。
伊勢遺跡の成立を契機として、周辺では新たに中規
模集落が形成され始め、それに連動して湖西地域に
おいても部屋ヶ谷遺跡などの高地性集落が交通の要
衝に出現することから、琵琶湖をはさんだ広い地
域で集落の再編がおこったと考えられている（伴野
2000）
。この意見に従えば、宇佐山古墳群周辺の集
落は対岸の大規模集落の影響を受けていた可能性が
あり、そのネットワークの中に組み込まれていたと
考えられる。
この場合８号墓から出土した槍は、被葬者が独自
に入手した以外に、対岸の大規模集落を介して入手
した可能性も考えられる。

瓢箪山古墳前方部主体部（梅原 1938）、春日山Ｅ－
11 号墳（岩橋・大崎ほか 1995）
、打下古墳（高島市教
委 2005）の３例があるほか、その可能性が推定され
る法光寺第１号墳（滋賀県教委 1968）がある。この
うち、13 号墳と同じく中小古墳であるものは安土
瓢箪山古墳を除く３基であり、いずれも湖西地域に
分布している（図８）
。
３基のなかで打下古墳は、詳細が分かる唯一の事
例である。工事中に偶然にも発見され、調査が行わ
れている（図９）。この古墳は、高島平野や琵琶湖
を望むことができる尾根上に位置しており、標高は
154 ｍを測る。削平などによって不明瞭であるが、
墳丘は直径15ｍ程度の円墳と推測される。石棺は、
周辺で産出する花崗岩を使用して構築される。規模
は、内法で長さ 205 ㎝、最大幅 42 ㎝、深さ 30 ㎝あ
り、棺身には東側辺２石、西側辺３石、両小口１石
を用い、側石端部に接して小口石が置かれる。蓋石
の一部は現位置をとどめていなかったが、残存する
部分では上部３石・下部４石が使用され二重になっ
ている。石材の隙間には、良質の粘土が充填され
る。棺底面には、粗砂が敷かれている。棺内部は天
井石も含めてベンガラが塗られており、被葬者の右
足先付近の土壌からは水銀朱が検出されている。棺
内には頭蓋骨や大腿骨などの人骨が遺存しており、
被葬者は壮年から熟年の頃、約 25 歳から 50 歳で死
亡した男性と考えられている（大藪・片山 2005）
。
副葬品は、棺内から鉄剣１本・鉄刀１本・鹿角製装
具が出土し、棺外からは鉄鏃 14 本が西側石部分か
ら出土している。この他にも鉄剣１本が石棺の東側
周辺から出土しているが、石棺に伴うものではな
く、別の埋葬施設に伴う可能性が考えられている。

今回の調査から、尾根や扇状地といった異なる地
形に墳丘規模の差がある周溝墓が築かれていること
がわかり、被葬者の中に格差が生じていたものと考
えられる。８号墓には槍が副葬されており、被葬者
がこのような武器を入手できる立場にいたことを示
している。また、畿内地域でも初期の段階で副葬品
としていることから、古墳につながる葬送儀礼をい
ち早く受け入れた有力者としての姿がうかがえる。

鉄鏃の年代は古墳時代中期前葉の５世紀初頭頃と考
えられている（豊島 2005）
。
13 号墳と打下古墳を比較すると、立地や年代の
ほか、石棺の構造や赤色顔料の使用、副葬品に共通
する要素が認められる。箱式石棺の構造では、長側
石の端部に接して小口石を置く点や、底面に石材が
使用されない点が共通する。赤色顔料は、いずれ
の古墳もベンガラと水銀朱が使用されている。打下
古墳では、13 号墳のような水銀朱の頭部への使用
は不明であるが、石棺にはベンガラ、被葬者には水
銀朱が使用されていた可能性がある。副葬品は、
13 号墳では棺外に刀・鏃・斧・鉇・鑿・砥石が置
かれる。打下古墳では棺内に刀剣・鹿角製装具が入

②古墳について
13 号墳は、古墳時代中期前葉に築造された方墳
で、主体部には箱式石棺を納めていた。
県内の古墳で箱式石棺が確認された事例は、安土
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１・宇佐山 13 号墳 ２・安土瓢箪山古墳
３・春日山 E − 11 号墳 ４・打下古墳
５・法光寺第１号墳
図８

県内の箱式石棺分布図

図９

打下古墳の石棺

（高島市教委 2005

図 13 をトレース・改変）

れられ、棺外に鉄鏃が副葬されている。副葬品には
大きな差は認められず、配置についても被葬者の左
足側にあたる棺外に副葬品を配置する点が共通して
いる。赤色顔料の使い分けや副葬品の配置は、葬送
儀礼の共通する要素といえる。このような共通点を
持った古墳が、湖西地域の南部と北部に築かれてい
る。
畿内周辺に分布する箱式石棺の床面構造には、石
材を敷く有底石タイプと、礫や土などを敷くか何も
施さない無底石タイプがあり、地域ごとに主流とな
る床面構造があると指摘されている（清家 2001）。
13 号墳や打下古墳のような床面構造に石材を敷か
ない無底石タイプのものは、畿内周辺では丹後・但
馬・丹波といった北近畿や讃岐・紀伊南部・和泉南
部などの地域で主流をしめている。これらの中で
は、箱式石棺の主要な分布域である北近畿との関係
が注目される。湖西地域は日本海地域との交通路で
あることを考慮すると、この地域からの影響が想定
される。中小古墳の埋葬施設に見られる違いは、埋
葬される被葬者の出自系譜が反映されているという
意見（福永 1989）を参考にすると、二つの古墳の被
葬者は、この地域に関係のある人物であった可能性
も考えられる。
13 号墳では、埋葬手順や主体部の構造を明らか
にすることができた。埋葬手順としては、大きく３
つの段階が認められる。それは、①石棺を構築する
段階、②赤色顔料の塗布を行い、遺体を納棺して棺
蓋を被せ、副葬品を配置する段階、③石棺を被覆粘
土で覆い、墓坑を埋め戻す段階である。墓坑に据え
付ける箱式石棺のようなタイプの棺は概ね同様の手
順で埋葬されたと考えられるが、それぞれの段階が
明確に認められることから一定の手順に基づいて埋
葬が行われたとみられる。また、棺を粘土で包み覆
うような主体部の構造は、粘土槨のように、棺を密
封することが強く意識されていたとみられる。以上
のような点は、大型古墳の主体部に共通する要素と
考えることもできる。
13 号墳が所在する湖西南部地域では、４世紀後
葉～５世紀前葉頃の兜稲荷古墳（前方後円墳：墳長
91 ｍ）や、５世紀前葉～中葉の木の岡本塚古墳（帆
立貝形古墳：墳長 73 ｍ）
・木の岡茶臼山古墳（前方
後円墳・墳長 84 ｍ）
・木の岡３号墳（前方後円墳・
墳長 40 ｍ）、５世紀前葉～中葉の西羅１号墳（帆立
貝形古墳：墳長 50 ｍ）などの古墳が中期の首長墓と
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して知られている（細川 1992）。
真野古墳と出口１号墳・２号墳は、これらが分布
する地域内において調査された同時期の古墳であ
る。真野古墳は、４世紀末～５世紀初頭の円墳（直
径約 20 ｍ）で、主体部には棺長約 8.2 ｍ・幅 0.6 ～ 1.0
ｍの両端に突起を持つ割竹形木棺が納められている
（林 1998）。棺内には３箇所に副葬品が置かれ、頭
部付近には捩文鏡と玉類、中央には鉄器（冑・刀・
蕨手刀子・短剣・槍先など）や琴柱形石製品を納め
た埴製舟形容器、足元には鉄器（斧・鎌・鍬先）を
納めた埴製桶形容器と称するような土製品や鉄器
（斧・鎌・鍬先・短剣もしくは刀子）などが出土し
ている。
出口１号墳・２号墳は、近接して築造された５世
紀中葉前後のものである。１号墳は円墳（直径約 21
ｍ）で、２号墳は方墳（18 × 14 ｍ）である（大津市教
委 2000）
。これらは、墳丘をわずかな盛土と地山を
削り出して造っており、１号墳では葺石が確認され
ている。いずれの古墳にも組合式木棺を納める第１
主体部と割竹形木棺を納める第２主体部が確認され
ている。副葬品は、１号墳の割竹形木棺からは出土
していないが、組合式木棺からは鉄刀１・鉄鏃１・
碧玉製管玉１が出土しており、２号墳の組合式木棺
からは鉄剣１、割竹形木棺からは鉄刀１が出土して
いる。
13 号墳は、鏡や冑など豊富な副葬品を持つ真野
古墳には及ばないが、出口１号・２号墳とは墳丘や
副葬品に大きな違いはないと考えられる。出口１
号・２号墳では、２種類の木棺が見られ、第２主体
部では首長との政治的なつながりを示すとされる割
竹形木棺が使用されていることから、被葬者は首長
のもとにいた有力者とみられる。13 号墳の被葬者
は、このような被葬者と比肩する有力者であったと
みられる。
13 号墳は、主体部に箱式石棺を納めた有力者の
古墳とみられる。良好に保存されていた主体部に
は、大型古墳の主体部と共通するような埋葬手順や
特徴も認められた。箱式石棺の系譜は正確には特定
できないものの、石棺の特徴や県内での分布からす
ると北近畿との関係がうかがえ、被葬者像を示す要
素として注目される。

おわりに
８号墓や 13 号墳の調査からは、鉄槍や箱式石棺
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といった他地域との関係を推測させる成果を得るこ
とができた。このような関係を背景とする有力者の
存在がうかがえることは、この地域を考えるうえで
注目される。
比叡山東麓の錦織から坂本にかけての地域には、
古墳時代後期の古墳群が分布しており、横穴式石室
を内部主体に持つ古墳が数多く確認されている。そ
の中でも南端に位置する宇佐山古墳群には、後期の
古墳に加えて先行する時期の墳墓が分布すること
を、今回の調査によって明らかにすることができ
た。皇子山２号墳などのわずかな事例はあったもの
の、このような場所が墓域として使用されていたこ
とを示す新たな資料といえる。周辺にある似た地形
の場所にも、このような墳墓が分布している可能性
が考えられる。
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■編集後記■

伊庭祭り・坂下し

今回は、多くの方から論文・研究ノート等を投稿し
ていただきました。そのため、ページ数、予算が予定
を大きくオーバーしましたので、編集委員会で協議し
た結果、窮余の策として別冊を出すことによって対応
することといたしました。
多くの方に投稿していただくことは非常に歓迎すべ
きことではありますが、それに伴って今後の課題もい
くつか見えてまいりました。例えば、発行回数はこれ
で十分なのか、院生を主体とした『大学院研究紀要』
は必要ないのかなど。それらについては、次年度の編
集委員会に申し送りさせていただきたいと思います。

5月4日の夕方、能登川駅から少し南の繖山の山麓には多くの
人で賑わう。この日が坂下しの名で知られる伊庭祭りのクライ
マックスである。前日、麓の大浜神社を出御した三台の神輿は、
急坂をロープで引き上げられる。それをこの日山の中腹の繖峰
山神社から下ろすのが坂下しである。東近江市（旧能登川町）伊
庭・安楽寺両地区の若者たちは、五台の神輿を巡幸させるがそ
のうち３台が坂下しをするのである。神輿はいずれも大きく、
急坂を下ろす際にはかつて死傷者も出たという。初山と呼ばれ
るその年に若い衆の仲間入りをした青年は、二本松と呼ばれる
最大の難所を通過するときには神輿の上に乗らなければならな
い。若い衆への加入のためのある種の通過儀礼といえる。麓に
下りた神輿は翌日、伊庭の集落内を巡幸し、伊庭内湖に面した
御旅所で神事が催される。かつては内湖の上を船に乗せて神輿
の巡幸がおこなわれたという。坂下しだけではなく、伊庭祭り
全体を眺めると、農耕が本格化する直前に山から里に神を迎え
て、内湖も含めた領域内を巡幸し祝祭する儀礼であることがわ
かる。
写真・文

なお、次年度はいくつかの学科で紀要委員の入れ替
わりがあると思います。引き続き先生方には『人間文
化』の編集にご理解とご協力をいただきますようお願
いいたします。
（大橋松行）
編集委員■
亀井若菜・宮尾学・廣瀬潤子・小栗裕子・大橋松行
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