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滋賀県立大学の西側は、琵琶湖である。
永い歴史と文化に彩られた景観は雄大で、ロマン
をかきたてれる。
また四季折々美しい絵をプレゼントしてくる所で
もある。
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秋風が吹く
今年の夏は異常な気温がつづいた。このところ毎年異常気象で
あり、異常なのが通例になると異常とはいえないのかも知れない
が、最高気温 41 度を記録した観測地点がでるなど、やはり異常に
暑かったといえる。わたしも、８月後半は韓国にいて、ちょうど
慶州において、
韓国最高の 38 度を記録した。ありがたくも何ともない。異常に暑い中、
野外で調査活動をつづけたのである。それが８月末になると、ソウルにおいて昼はと
もかく、夕方に涼風が吹き、秋が来たのかと実感できた。いったん帰国し、９月に入っ
て今度は黒龍江省で調査をしたが、思いがけず、涼しく快適な日がつづいた。一気に
秋が来た、という感じであった。ただいつもそんなうまく行くわけではなく、暑い時
に涼しいところへ、
寒い時に暖かいところへ調査にいける都合は持ち合わせておらず、
ひたすら自分のフィールドでの調査に終始するのであり、ただ祈るしか方法がない。
秋風が吹くとは、人生においては、まさに終わりに近づいている我が身にふさわし
いことばであると承知している。なぜ秋がそのような気の毒な位置におかれているの
か。熱気のある夏が人生の盛りで、秋は斜面をおりていく感があるということか。わ
たしなど、盛りの夏を力強く生きるバイタリティなど不要で、最初から秋風のなかで
過ごしたいものである。人生の冬場は体験してきているが、それもありがたくはなく、
春かもしくは秋がむしろ望ましい。秋風の吹く中で過ごすことができれば、何も文句
はない。
ほんとは、その通り、秋風の吹く中で調査をしたい。以前は、多く 10 月下旬から
11 月初めにかけて、中国東北に調査に出ていた。その頃が最もいい時期である。冬
に向って寒くなる時期ではあるが、それよりも重要なことは、農作物の収穫がおわり、
農地がすっかり見通せるようになることである。背の高いトウモロコシやコウリャン
の畑をかき分けて、遺跡にたどりついても、全体像の実感はおよそ得がたい。夏の調
査は、暑いだけの問題ではないのである。
そうした調査に学生を伴うことが多い。今回の調査にも、大学院生を同行させた。
果たして調査時間にみあう成果といえるかどうか、効率のよい秋風の中での調査はで
きないものか。文科省が、15 回授業をしなくてもいいとの方針を出した。何があっ
ても 15 回やれ、という方針が誤りであったことを認めたもので、いつかは出るだろ
うと思っていたが、思ったより早かった。柔軟な対応が可能であるということで、他
大学では学期を四分するとか、秋入学だとか、いろいろな改編案が出されているが、
研究・学習効率も大いに重要なことである。今後のことに注視していきたい。
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論文

滋賀県湖東地域における町家の
横向きツシについて
張

玲

人間文化学研究科地域文化学専攻博士後期課程

１

はじめに

１－１ 研究の経緯
滋賀県にはツシ二階をもつ伝統的な町家が良好な
状態で数多く残っている。ツシ二階の町家に興味を
持ち、二階空間の構成について調べ始めたのが本研
究の端緒である。一般にツシ二階の町家は道路に面
した表側の部屋の上部をツシとして使用している。
このような道路に面したツシを「通常のツシ」と称
する。調査を進めていくうちに、滋賀県の湖東地域
には通り庭と平行する二階の空間をツシとして使用
する特殊な例が確認できた。このツシは「通常のツ
シ」と異なり、通り庭に面した居室の上部に存在し
ており、通り庭との境に仕切り壁をもたず大きく開
口している特徴を持つ。煮炊きによる煙で汚れても
よい薪や藁といった燃料を収納する場所として使わ
れていた。本研究ではこの特徴のあるツシを「横向
きツシ」と定義する（図１）。

横向きツシ
通常のツシ

通り庭

図１

ツシ二階模式図

１－２ 研究の目的と方法
日本の民家調査は昭和 40 年代から本格的に実施
されているが、滋賀県の民家調査報告書でも横向き
ツシについて言及したものはない。一階平面図の
み、もしくは一階平面図と断面図を報告するものが
大半で、二階の空間構成に言及するものはまれであ
る。本研究では、これまで注目されなかった横向き
ツシを研究対象とする。横向きツシをもつ町家（以
下、「横向きツシ町家」とする）は、主に滋賀県湖
東地域の街道沿いの町並みで見られる傾向がある。
①どのぐらい存在しているか。その地域性があるの

2

●人間文化

か。②どのような過程で横向きツシが形成されたの
か。③町家のツシ二階の空間構成はどのような変遷
をしたのか。このように、ツシ二階の形成と発展に
ついて幾つかの疑問を持ちながら、研究を進めてき
た。そこで、本研究の目的は、滋賀県全域での横向
きツシ町家の地域性、横向きツシの形態と空間特
性、ツシ二階の形成過程、を探ることにより、横向
きツシ町家の実態について明らかにすることであ
る。全県的な文献調査をもとにし、抽出した横向き
ツシ町家の事例について考察を行う。実測調査によ
りデータベース（立地・建築年代・規模・平面・小
屋組など）を構築し、横向きツシの形態などの分析
を試みる。こうした町家のツシ二階の形成と変遷に
ついての探求は、日本の住文化を研究する上での、
新しい糸口になるのではないかと考えられる。

２

横向きツシをもつ町家

２−１ 横向きツシの形態
滋賀県の民家調査報告書から、記述と図面を確認
し、横向きツシ町家と思われる町家を抽出し、デー
タベースを構築した。なお、参考とした文献資料や
先行研究は本節末の「民家調査報告書一覧」のとお
りである。また、湖東、湖西、湖南、湖北にわた
る町並み調査（伝統的建造物群保存地区の調査を含
む）の結果をもとにし、現地調査を踏まえ、最終的
に 18 棟の横向きツシ町家が確認できた（参照：
「横
向きツシ町家一覧」
）
。
【横向きツシ町家一覧】
彦根市
七曲がり３棟、旧鳥居本宿３棟、旧高
宮宿４棟、旧魚屋町１棟、本町２棟、
芹町２棟
近江八幡市
旧武佐宿１棟
守山市
旧守山宿２棟
抽出した町家にある横向きツシを分類し、以下の
ように定義した。この分類をもとにし、横向きツシ
の形態、位置、架構の比較を試みる。
タイプⅠ（図２）は居室の上部に設けられており、
通り庭に面し、奥行１間～２間、間口 1.5 間～２間を
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通り庭

図２

通り庭

図３

タイプⅠの「コの字型」

もつタイプである。壁面の平面形がカタカナのコの
字に似ているため、
「コの字型」とも呼称する。
タイプⅡ（図３）は居室の上部に設けられてお
り、通り庭に面し、奥行１間、間口 3.5 間以上をも
つタイプである。建物の外壁に向かって一直線に裏
面へのびており、
「一直線型」とも呼称する。形態
上、タイプⅠと根本的な区別があると判明した。
タイプⅢ（図４）はタイプⅡに類似する変形例であ
り、二つの空間からなる。その一つは、居室の上部
に設けられており、通り庭に面し、奥行１間、間口
3.5間以上を持つ。さらに平行する通り庭の上部にあ
るツシと繋がり、広い「L 字型」のツシ空間となる。
表１

地

域

彦根市（15棟）

近江八幡市（１棟）
守山市（２棟）

タイプⅡの「一直線型」

通り庭

図４

タイプⅢの変形例

横向きツシの分類表

タイプⅠ（10棟） タイプⅡ（３棟） タイプⅢ（２棟） 特殊例（３棟）
旧村岸家住宅
七曲がり
芦田家住宅
吉田家住宅
鈴の音
旧鳥居本宿
成宮家住宅
有川家住宅
加藤家住宅
杉原家住宅
旧高宮宿
杉山家住宅
仲町会館
旧魚屋町
戸所家住宅
金森家住宅
本町
上野家住宅※
上田家
芹町
清水家
旧武佐宿
平尾家住宅
山本 S 家住宅
旧守山宿
山本 T 家住宅

※上野家住宅（タイプⅡの一直線型であるが、奥行は半間しかもたないため、特殊例とする。）
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この定義より全 18 棟の横向きツシ町家の分類詳
細は表１である。
なお、彦根市の本町で１棟、湖東地域に隣接する
旧守山宿で２棟の特殊例が見つかった。小論では詳
述しない。
【民家調査報告書一覧】
・滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編 1969 年
『滋賀県緊急民家調査報告書』滋賀県教育委員会
・彦根市教育委員会編 1976年『彦根の町並─旧下魚
屋町・職人町・上魚屋町─ 伝統的建造物群保存
地区保存対策調査研究報告書』彦根市教育委員会
・近 江八幡市教育委員会編 1977 年『近江八幡 町
並み調査報告』近江八幡市教育委員会
・彦 根市教育委員会編 1980 年『彦根の民家─彦根
市民家調査報告書─』彦根市教育委員会
・奈 良国立文化財研究所編 1994 年『滋賀県の近代
和風建築─滋賀県近代和風建築総合調査報告書』
滋賀県教育委員会事務局
・奈 良国立文化財研究所編 1998年『滋賀県の近世民
家─滋賀県近世民家調査報告書─』滋賀県教育委員会
・滋 賀県教育委員会編 1994 年『中世古道調査報告
書１ 朝鮮人街道』滋賀県教育委員会
・滋 賀県教育委員会編 1996 年『中世古道調査報告
書２ 中山道』滋賀県教育委員会
・滋 賀県教育委員会編 1999 年『中世古道調査報告
書３ 東海道（一）』滋賀県教育委員会
・滋 賀県教育委員会編 2000 年『中世古道調査報告
書３ 東海道（二）』滋賀県教育委員会
・滋 賀県教育委員会編 2001 年『中世古道調査報告
書４ 八風街道』滋賀県教育委員会
・彦 根 市 史 編 集 委 員 会 編 2011 年『 新 修 彦 根 市
史 第十巻 景観編』彦根市
・滋 賀県立大学・彦根市教育委員会編 2011 年『彦
根市河原町芹町地区伝統的建造物群保存対策調査
報告書』彦根市教育委員会
２−２ 町家の事例
次のように横向きツシ町家の事例を詳述する。タ
イプⅠ、タイプⅡ、タイプⅢの順で１棟ずつ挙げる。
【タイプⅠ 町家の事例 旧村岸家住宅】
■外観
旧村岸家住宅は高宮方面から七曲がり地区に入
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り、最初の曲がり角に位置している。旧村岸家は隣
接する村岸家の分家にあたる。部屋名が伝わってい
ないため、便宜上、部屋１～８と呼ぶ（図５）
。
主屋の外観の特徴として、非常に良好な状態で土
戸が残っている。また、一階軒下には、土戸を通し
ていた溝をもつ花崗岩の敷石が残っている。二階正
面には漆喰で塗り込めた虫籠窓がある。屋根には防
火設備と考えられる本卯建が上がっており、二階の
両側に袖壁が設けられている（写真１）
。

写真１

旧村岸家住宅の外観

■規模
敷地の間口は約 11 ｍ、奥行は約 24 ｍであり、南
側と東側に通りが接している。主屋は南側の通りに
接して建っており、主屋の北側には庭と外便所があ
る。
主屋は間口 5.5 間、奥行 8.5 間の切妻造り桟瓦葺き
のツシ二階町家である。平面構成は２列８室の居室
部と通り庭からなる。
■平面構成
表の入り口を入ると、西側の壁に沿って通り庭が
奥まで続く。右側にある部屋１は押入れが半間の幅
でつく６畳間である。表寄りの押入れの前にツシ二
階に続くハッチがある。部屋１の奥寄りにある部屋
２は押入れが半間の幅でつく３畳間である。部屋１
と部屋２の間の押入れは新しく造られたものであ
り、部屋１と部屋２は建具で仕切られていた部屋で
あった可能性が高い。
二筋目から通り庭寄りに部屋３、部屋５、部屋７
が一列に並ぶ。部屋３は部屋１より約 25 ㎝床が高
くなっている。６畳間であり、床板の傷みが激し
い。部屋５、部屋７は、通り庭側に幅半間ほど張り

滋賀県湖東地域における町家の横向きツシについて

立派な小屋組を見ることがで
き る。 壁 寄 り に 水 屋 が 置 か
れ、中には当時の食器類等が
収納されている。一方、通り
庭の地面は、三和土でできて
いるが、風呂場の前から一番
奥にかけて、石畳へと変わっ
ている。この部分の壁寄りに
流しが設けられている。
■ツシ二階
ツシ二階は独立して２ヶ所
にある。道路に面して一筋目
部屋２
部屋６
の上部にツシ１と部屋５の
部屋８
部屋４
上部（張り出した半間を含め
ず）に横向きツシが設けられ
部屋１
ている（図６）。部屋１に設
部屋７
部屋３
部屋５
けられているハッチからか、
通り庭から梯子をかけてツシ
外便所
１に上がることができる。横
向きツシはツシ１と違って、
通り庭に面し、通り庭との境
５ｍ
０
に仕切り壁をもたず大きく
開 口 し て い る。 間 口 ２ 間、
図５ 旧村岸家住宅 一階平面図と通り庭断面図
奥行 1.5 間をもち、タイプⅠ
の「コの字型」に分類する。
出している。部屋５は板張りで改装されており、
屋根裏の材と壁は全面的に黒くすすけている。これ
台所として使われていた。部屋７も改装されてお
は、通り庭の壁際に痕跡が確認できた「おくどさ
り、裏にある半間の縁側に続く。本来は 7.5 畳一間
ん」によってであり、そこで使われる薪などの燃料
であったと考えられるが、新たに１畳分の板張りの
を乾燥させるため、通り庭からこの横向きツシに入
床が設けられ、壁で仕切られている。そこから通り
庭に張り出した半間の風呂場に入ることができる。
二筋目から奥寄りに部屋４、部屋６、部屋８が一
列に並ぶ。部屋４は奥行半間の床の間と押入れがつ
く８畳間である。部屋２よりは 40 ㎝ほど天井が高
横向きツシ
くなっている。部屋６は奥行半間の床の間と仏間が
つく８畳間である。部屋４と同じように、床の間側
の壁に新しく窓が開けられている。部屋８は下地窓
ツシ１
がつく奥行半間の床の間と 10 畳の畳間からなり、
裏にある半間の縁側に続く。
通り庭
表の入り口の横には、新しく簡素な板壁を設け、
それによってできた空間を物置として利用してい
る。西側の壁に沿って通り庭が奥まで通っている。
図６ 旧村岸家住宅 ツシ二階模式図
二筋目からの通り庭は屋根裏まで吹き抜けており、
N

土戸入れ
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れていたのであろう。
小屋組は和小屋で、棟木と屋根の頂点が
ずれており、西側妻面の柱筋が上下でずれ
ている。また、表から 1.5 間の位置から登
り梁が架けられている。ツシ１に上がると
屋根の構造がよくわかり、垂木を継いだ跡
や、柱のズレも確認できた。
■建築年代
建築年代は家屋台帳によると「明治1年」
と記載されているが、江戸期の景観構成要
素である土戸を残していることや内部意匠
の状況などから、江戸後期に建てられた町
家と考えられる。

N

ミセ

【タイプⅡ 町家の事例 杉山家住宅】
■外観
杉山家住宅は旧高宮宿の中央付近、中山
道の東側に位置している（写真２）。主屋
より半間ほど張り出した庇の下に駒寄せが
A
建てられている。主屋の一階壁面は二階壁
面と比べ、半間ほど道路側に張り出して
おり、前面に目隠しと考えられる格子がつ
く。二階の正面は大壁造りで、軒裏まで漆
喰で塗り込められており、両側の壁に袖壁がつく。
妻壁は白漆喰で塗り込められ、水のはねる下部には
木造の腰壁がつく。腰壁のやや上に折れ釘が、１間

写真２

杉山家住宅の外観

おきに５本並んでいたと考えられる。
■規模
主屋は間口 4.5 間、奥行 5.5 間を測り、切妻造り桟
瓦葺きのツシ二階町家である。平面構成は２列６室

6
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５ｍ

０

ゲンカン

ニワ

図７

ネマ

ザシキ

部屋１

ニワ１

ダイドコ

A’

杉山家住宅 一階平面図と通り庭断面図

の居室部と通り庭からなる。不整形の敷地のため、
通り庭は台形となっている（図７）
。
■平面構成
表の入り口を入って、奥寄りにミセ、ネマ、ザシ
キが一列に並ぶ。ミセは奥行半間の押入れがつく８
畳間である。押入れの中に箱階段が備え付けられて
おり、そこからツシ二階に出ることができる。ネマ
は奥行半間の押入れがつく６畳間である。ザシキは
奥行半間の押入れと床の間と８畳の畳間からなり、
裏にある半間の縁側に続く。
通り庭寄りに間口 1 間、奥行が２間、1.5 間、２
間のゲンカン、部屋１、イマが一列に並ぶ。敷居と
鴨居の仕上げ、畳の敷き方、畳の隅が欠き取られて
いることからいずれも板間であった可能性がある。
二筋目からの通り庭は吹き抜けており、ここから屋
根裏を見上げることができる。三筋目に進むと、ダ
イドコの空間に出る。床が張られているが、他に大
きな改造した痕跡はない。壁際にオクドサンが置か

滋賀県湖東地域における町家の横向きツシについて

れており、現在でも台所として使われている。
■ツシ二階
二階は改造されており、ネマ、ミセ、ゲンカン
と表のニワの上部を部屋として利用している（図
８）
。部屋２は部屋３との境壁を撤去し、居室とし
たものである。ザシキの天井は棹縁天井であり、上
部の空間は利用されていない。そのため、ザシキの
上部と部屋２の間は壁で仕切られている。部屋３
（畳間）、部屋４（板間）は前面の道路に面し、その
壁面は一階の壁より半間ほど後退している。いずれ
も二つずつ窓が設けられて採光がよいため、居室と
しての体裁を整えている。通り庭の吹き抜けから梯
子をかけて、部屋４に上がることができていたが、
現在はミセの押入れに設置されている箱階段を利用
し、部屋２～４に上がるしかない。部屋１とイマの
上部には通り庭と平行する横向きツシが設けられて
おり、吹き抜けに梯子をかけ、その上に出ることが

部屋２

横向きツシ

部屋３

部屋４
通り庭

図８

写真３

できる。通り庭に面し、間口１間、奥行 3.5 間をも
つため、タイプⅡの「一直線型」に分類する。横向
きツシと部屋２、部屋４の間は壁で仕切られてお
り、独立した開放空間となるため、クドの煙で壁と
材がすすけている。建物の奥側の屋根はかなり低い
ところまで葺き下ろされている。葺下しの構造であ
る建物に、二階の空間を利用して作り出した横向き
ツシは裏に向かって低くなっている（写真３）
。縁
側との間に仕切られていた壁の辺りの高さは 60 ㎝
ほどしかなく、背を伸ばして立つことができなかっ
た。
図７の破線が引かれている部分は仕上げられてい
ない材の野物が通っている。野物とは製材していな
い材であり、普通は内部に隠れて見えない所に使わ
れるが、杉山家では梁として露出している。この原
因は、建築した当初は材に拘っていなかったかと考
えられる。その他に、仕上げられていない梁の上に
床を敷くのが難しいため、建築当初はツシ二階をも
たない町家として建てられた可能性もある。小屋組
を見ると、建物中央部は和小屋形式であり、さら
に、裏側には登り梁が架けられている。
■建築年代
江戸期から明治初期と推測される。
【タイプⅢ 町家の事例 仲町会館】
■外観
仲町会館は旧高宮宿の中央付近、中山道の東側に
位置している。現在は町内の集会施設として活用さ
れている。切妻造り桟瓦葺きのツシ二階町家であ
り、建物の正面は軒裏まで漆喰で塗り込められてい

杉山家住宅 ツシ二階模式図

る。二階の両側に袖壁がつく（写真４）
。

杉山家住宅の横向きツシ

写真４

仲町会館の外観

人間文化●
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並ぶ。部屋４と部屋５は間口１間、奥行が１間半と
２間の板間である。その向かいの壁際には水屋が置
かれている。この二つの板間が後付けとなることか
ら、当初は通り庭と座敷の幅はほぼ同じで、裏口ま
で通り抜ける広い通り庭をもつ町家であったと考え
られる。
部屋６から奥へ進むと、下屋になってい
る。縁側寄りに幅１間、奥行２間の板間で
５ｍ

■規模
主屋の規模は、間口 4.5 間、奥行 5.5 間を測り、表
に約半間の出格子と裏に半間の縁側がつき、裏に増
築した下屋と連なっている。平面構成は２列６室の
居室部と L 字型通り庭からなる。敷地が台形となっ
０

部屋６が形成されている。庭に面して新し
く「Ｌ字型」の縁側通路が造られ、下屋の
奥まで通ることができる。部屋６とお風呂
場の間に半間ほどの通路を挟み、その通路
を利用して通り庭から「Ｌ字型」の縁側へ
出ることができる。

N

B’

B
部屋１

部屋２

部屋４

部屋３

部屋５

部屋６

A

図９

仲町会館 一階平面図と通り庭断面図

ており、通り庭が奥に向かって幅が広くなっている
（図９）。所有者が変わっているため、部屋の名称が
伝わっていない。便宜上、部屋１～ 10 と呼ぶ。
■平面構成
表の入り口を入って、奥寄りに部屋１～３が一列
に並ぶ。それぞれ板間、押入れ、仏壇や床の間が半
間の幅でつく。
部屋１は８畳の畳間と２畳の板間及び出格子から
なる。出格子の空間は８畳間と一体となっている。
部屋の中央付近にツシ二階に上がるハッチがある。
部屋２は押入れと仏壇のつく８畳間である。部屋１
よりも床面が 30 ㎝高い。押入れの中に階段が設置
されている。部屋３は床の間のつく６畳間であり、
半間の縁側に続く。
表の通り庭と二筋目の間には 20 ㎝ほどの段差が
ある。二筋目からの通り庭側に部屋４～６が一列に

8
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■ツシ二階
ツシ二階は５つの空間に分けられてい
る（図 10）
。部屋２の押入れにある階段を
上がると、上部に当たるツシ二階に出る。
部屋７、部屋８、部屋９はそれぞれ広さ６
畳、８畳、10 畳の部屋となっている。部
屋７、部屋８は表の部屋９よりも 60 ㎝高
A’
い。一階の部屋２と部屋３は座敷であり、
天井が高いためである。部屋７には床の間
と違い棚が設けられている。この二つの部
屋とも天井高が高く、座敷としての空間を
確保している。部屋９と部屋 10 の天井は
登り梁を隠し、居室の体裁を整えるために、棹縁天
井を斜めに張っている。部屋10は板間１室となり、
板張りの床が設けられ、物置として使われていた。

部屋７

部屋８

Ｌ字型横向きツシ
部屋９

部屋 10

通り庭

図 10

仲町会館 ツシ二階模式図

滋賀県湖東地域における町家の横向きツシについて

れぞれ、彦根市の七曲がり３棟、旧鳥居本宿３棟、
旧高宮宿２棟、旧魚屋町１棟、本町１棟に分布して
いる。タイプⅡの横向きツシ町家は彦根市の旧高宮
宿１棟と芹町２棟である。タイプⅢの横向きツシ町
家は２棟である。彦根市の旧高宮宿と近江八幡市の
旧武佐宿に１棟ずつ分布している。特殊例は３棟で
ある。
分布による五つの特徴が見られる。

写真５

① 彦根城下附近、中山道街道沿い、街道へと続く
脇道沿いを中心に立地している。
② 七曲がり、旧鳥居本宿、旧魚屋町にある７例の
横向きツシはいずれもタイプⅠである。
③ 湖北、湖西では横向きツシ町家が見つかってい
ない。
④ 近江八幡市の旧八幡町では横向きツシ町家が見
つかっていない。
⑤ 旧守山宿で発見した２棟の特殊例は街道沿いに
立地している。
『彦根市史』1 によると、慶長９年、内町は町役の

横向きツシの多層空間

ほかは年貢賦課ともに免除されたが、外町では軽微
とはいえ軒下年貢という租税を納めていたと言われ
ている。このことから、外町に位置している七曲が
りは城下と農村との境であったと考えられる。一
方、旧鳥居本宿と旧高宮宿に関しては、『新修彦根
市史』2 より抄記すれば、「一、地子 御免許地無御
タイプⅠ コの字型

琶

湖

⑭ 仲町会館
⑮ 平尾家住宅

④⑤⑥

①②③
⑦⑧⑪⑭

森山

武佐

⑯ 上野家住宅
⑰ 山本S家住宅
⑱ 山本T家住宅

愛知川

朝鮮人街道

中山道

⑰⑱
石部

草津

大津

東海道
水口
土山

２−３ 分布にみる地域性
研究対象の横向きツシ町家のうち、16 棟が湖東
地域に集中している。図 11 の通り、18 棟の町家の
中にタイプⅠの横向きツシ町家が 10 棟である。そ

番場

琵

タイプⅢ 変形例

鳥居本

⑪ 杉山家住宅
⑫ 上田家住宅
⑬ 清水家住宅

※特殊例

■建築年代
建築年代を示す資料は見つかっていないが、江戸
期の景観構成要素を持つことから、江戸時代から明
治初期の間に建てられた町家と考えられる。

⑯⑩⑨
彦根
⑬⑫

タイプⅡ 一直線型

柏原

旧村岸家住宅
芦田家住宅
吉田家住宅
鈴の音
成宮家住宅
有川家住宅
加藤家住宅
杉原家住宅
戸所家住宅
金森家住宅

醒井

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

高宮

横向きツシは二つの空間からなる。その一つは、
一階の部屋４と部屋５の上部に設けられている。
通り庭との間には仕切りがなく、大きく開口して
おり、間口 3.5 間、奥行１間をもつ。もう一つは、
部屋４と部屋５の上部にあるツシと平行して、通り
庭の壁際から幅、奥行とも１間ほどの板張りの床が
設けられており、ツシとして使われている。この二
つのツシが繋がり、「Ｌ字型」の横向きツシの空間
となる。この変形例をタイプⅢに分類する。この横
向きツシは、部屋７、部屋８、部屋 10 との間に、
壁で仕切られており、通り庭の吹き抜けから梯子を
使ってその上に上がる。さらに、横向きツシの床か
ら約２ｍ高くなった位置に、物置空間（部屋 10 と仕
切られている壁から幅２間、奥行１間の規模）が二
層に設けられている（写真５）。この物置は竹を均
等にあけて並べ、横板にうちつけて造られた簀掻床
（簀子床）をもつ。このように屋根裏を有効に利用
し、多層空間を作り出したのは仲町会館の特徴であ
る。小屋組は、表の部屋９と部屋 10 の上部に登梁
が架けられており、居室としての体裁を保つために
棹縁天井を張って隠している。中央と裏は和小屋形
式である。

図 11

横向きツシ町家分布図
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座候、次ニ掃部頭自分ニ免申地無御座候、」という
ことである。地子の免除が取り沙汰されている。城
下型の町家と同じ扱いを受けているが、立地条件を
勘案すると城下町周辺部の特徴を持っている。
以上の記載から見ると、街道沿いの立地は横向き
ツシの発展に関連すると言える。近江八幡市の中心
部である旧八幡町で横向きツシ町家が見つかってい
ないこともこの点を裏付ける。このように横向きツ
シ町家の分布により、湖東地域における町家の地域
性を見る上で、新たな視点になるのではないかと考
えられる。

３

の平面構成の傾向を示したのが表２である。最も多
いのが２列６間取りであり、半数を占めている。
奥行方向では、通り庭に沿って６室が並ぶのがタイ
プⅠ、Ⅱ、Ⅲともに見られる。また、通り庭の幅は
1.5 間以上をもち、比較的に広いという特徴のある
事例は 10 棟である。
横向きツシ町家は２列の居室を持つが、いずれも
通り庭寄りの列の上部に横向きツシが設けられてい
るのは特徴である。これは、横向きツシは独立した
物置として通り庭に面し、開口しているためであ
る。その上に上がるとすれば、通り庭から梯子を架
けるしかない。
そして、部屋の痕跡を確認すると、タイプⅡの一
直線型の下にあたる居室の畳間は、畳の納まりが悪
く、畳の隅が切られていることが判明した。それ
に、天井の大引きの掛け方を確認したうえ、本来は
板間か通り庭であった可能性が高いと推測される。
いわゆる建物が建てられた当初からもつタイプでは
なく、増築された空間ではないかと考えられる。こ
れは、タイプⅠの横向きツシ町家と比較して、区別
がつきやすい。

横向きツシと町家のツシ二階

３−１ 内部空間構成における特徴
【平面構成】
18 軒の研究対象はいずれも居室部と通り庭を有
し、その奥行が長く裏まで続く。３列の居室部をも
つ有川家を除き、居室は２列に４室～９室を配す
る。居室数とその型に応じて、２列４間取り、２列
５間取り、２列６間取り、２列８間取り、２列９間
取りの５種に分けることができる。横向きツシ町家
表２

類型

タイプⅠ

タイプⅡ

タイプⅢ

特殊例

横向きツシ町家の平面構成

立地

家屋名称

平面形式

主屋の間口

主屋の奥行

通り庭の幅

座敷の幅

押入れ

街道沿い

旧村岸家

２列８間取り

5.5間

8.5間

1.5間

４間

有

街道沿い

芦田家

２列６間取り

4.7間

5.5間

2.2間

3.5間

有

街道沿い

吉田家

２列５間取り

5.3間

5.5間

2.3間

３間

有

街道沿い

鈴の音

２列６間取り

６間

5.5間

2間

４間

無

街道沿い

成宮家

２列６間取り

５間

8.5間

1.5間

3.5間

有

街道沿い

有川家

３列９間取り

6.5間

８間

0.5間

６間

無
無

街道沿い

加藤家

２列６間取り

5.5間

６間

１間

4.5間

街道沿い

杉原家

／

／

／

／

／

／

彦根城下

戸所家

２列６間取り

7.5間

７間

１間

6.5間

無

彦根城下

金森家

２列６間取り

3.5間

６間

１間

2.5間

無

街道沿い

杉山家

２列６間取り

4.5間

5.5間

２間

2.5間

有

彦根城下

上田家

２列４間取り

７間

７間

２間

５間

無

彦根城下

清水家

２列５間取り

４間

6.5間

１間

３間

有

街道沿い

仲町会館

２列６間取り

4.5間

5.5間

２間

2.5間

有

街道沿い

平尾家

２列６間取り

５間

６間

２間

３間

有

彦根城下

上野家

２列６間取り

４間

７間

１間

３間

有

街道沿い

山本Ｓ家

２列４間取り

６間

７間

２間

４間

無

街道沿い

山本Ｔ家

２列５間取り

５間

６間

１間

５間

有

※杉原家住宅の再実測調査を予定している。小論でデータの詳細を取り上げない。
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一階の居室部に押入れの有無について整理した。

に、 タ イ プ Ⅱ は「 裏 」 に 設 け ら れ て お り、

彦根城下は押入れのない古い年代の町家が多く、街
道沿いは押入れのある新しい年代の町家が多かっ
た。横向きツシは町家の構成要素として古いものだ
と考えられ、城下町では早く廃れたが、その周辺部
や宿場町などでは、比較的遅くまで残っていたので
はないかと推測される。

「表」に位置するのはタイプⅢの平尾家住宅のみで
あることが確認できた。
タイプⅠは「中央」に設けられることにより、背
が高く、幅も 1.5 間以上もつ大きい物置としての空
間を確保している。タイプⅡは、建物の裏側で屋根
が葺き降ろしているため、タイプⅠより裏に行けば
行くほど低く、奥行を長くしたツシ空間として利用
されている。
３−３で後述する江戸時代以後の町家の二階建て
化を参考にし、ツシ二階が最初に表側に設け始めら
れたことがわかる。よって、「中央」寄りの横向き
ツシはより早い時期に造られていた可能性が高い。
「中央」寄りのタイプⅠは物置として広い空間を確
保しており、機能的に使いやすいタイプであると考
えられる。その後、二階空間を有効に利用すること
により、なるべく表の部分を二階の居室として使わ
れていた。裏に続く屋根裏を物置として、「裏」寄
りのタイプⅡが形成されたのではないか。また、タ
イプⅡとタイプⅢは形態、位置関係などいずれにお
いても、共通点が多い。そのため、タイプⅡの空間
を拡充することにより、タイプⅢが形成されたと思
われる。
このように、タイプ別の分類、平面構成、痕跡調
査、及び位置関係を分析し、横向きツシの形態変遷
を浮き彫りにすることを試みた。検証によって、タ
イプⅠとタイプⅡはそれぞれ独立した形態で形成さ
れ、さらにタイプⅢの変形が持たれるようになって
きたことが窺える。

【位置関係】
横向きツシ町家の空間構成における特徴を明らか
にするために、横向きツシの断面模式図（図 12）を
作製した。タイプ別の位置関係は、次の傾向があ
る。棟木の位置を目安として、各タイプの位置を分
析したところ、特徴が見当たらない。町家の奥行に
応じて、
「表寄り」と「裏寄り」の「何間目」を目
安として、位置関係を「表」、「中央」、「裏」の三種
に分類することができる。
「表」 表
 寄り０間のものを指す。主屋と横向きツ
シの壁が道路側で接しているものを指す。
「中央」 表寄りと裏寄りの間数の差は１間以内の
ものを指す。
ま ず、主屋の道路側の壁と横向きツシの
表側の壁の距離を数値Ａとする。次に、
主屋の裏側の壁と横向きツシの裏側の壁
の距離を数値Ｂとする。数値Ａと数値Ｂ
の差の絶対値は０～１間以内のものを指
す。
「裏」 裏寄り０～１間からのものを指す。主屋と
横向きツシの壁が裏側で接しているもの、
あるいは横向きツシの裏側の壁が主屋の裏
側の壁から1間以内で離れているものを指す。
例えば、旧村岸家住宅の場合、横向きツシの表側
の壁と主屋の道路側の壁の距離は 3.5 間、横向きツ
シの裏側の壁と主屋の裏側の壁の距離は３間であ
る。この数値の差は 0.5 間であり、絶対値は 0.5 とな
るため、旧村岸家住宅の横向きツシは「中央」に分
類される。一方、杉山家住宅の場合、横向きツシの
裏側の壁が主屋の裏側の壁から 0.5 間しか離れてい
ないため、杉山家住宅の横向きツシは「裏」に分類
される。
こ の よ う に、 位 置 関 係 の 分 類 に よ り、 芦
田 家 住 宅 を 除 く す べ て の タ イ プ Ⅰ は「 中 央 」

３−２

横向きツシの架構

【屋根の断面形状】
研 究 対 象 の 屋 根 の 断 面 を「 大 屋 根 型 」
、
「裏庇
型」
、
「表庇型」の三種類に分けた。この分類を基礎
データとして、横向きツシ町家のツシ二階の空間構
成と使用状況を検証する。
「大屋根型」 大
 屋根の梁行幅と梁間の長さが同じ
の架構形式である。
吉 田家、鈴の音、有川家、成宮家、
上田家、平尾家 計６棟
「裏庇型」 梁 行に対して梁間が短いために、裏に
下屋もしくは大屋根をそのまま葺き降
ろす架構形式である。
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図 12
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横向きツシ断面模式図
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表３

タイプ別横向きツシの架構

タイプⅠ事例

表

中央

裏

屋根断面形状 横向きツシ位置 間口（間） 奥行（間）

旧村岸家住宅

登り梁

和小屋

和小屋

裏庇型

中央

２

1.5

芦田家住宅

登り梁

登り梁

登り梁

裏庇型

裏

1.5

1.5

吉田家住宅

登り梁

和小屋

和小屋

大屋根型

中央

２

２

鈴の音

登り梁

和小屋

登り梁

大屋根型

中央

２

２

有川家住宅

／

登り梁

登り梁

大屋根型

中央

２

1.5

成宮家住宅

登り梁

登り梁

和小屋

大屋根型

中央

1.5

1.5

加藤家住宅

登り梁

和小屋

和小屋

表庇型

中央

1.5

２

戸所家住宅

登り梁

和小屋

登り梁

裏庇型

中央

２

２

金森家住宅

登り梁

和小屋

登り梁

裏庇型

中央

２

１

杉原家住宅

／

／

／

／

／

／

／

杉山家住宅

／

和小屋

登り梁

裏庇型

裏

3.5

１

上田家住宅

登り梁

和小屋

和小屋

大屋根型

裏

4.5

１

清水家住宅

登り梁

登り梁

登り梁

裏庇型

裏

4.5

１

仲町会館

登り梁

和小屋

和小屋

表庇型

裏

3.5

１

平尾家住宅

和小屋

和小屋

和小屋

大屋根型

表

４

１

上野家住宅

／

／

／

／

／

／

／

山本 S 家住宅

和小屋

登り梁

和小屋

表庇型

裏

4.5

2.5

山本 T 家住宅

登り梁

和小屋

登り梁

裏庇型

／

／

／

タイプⅡ事例

タイプⅢ事例

特殊例

※「間口」通り庭に面する間口のことを指す。「奥行」居室部の座敷の方向に伸びる奥行のことを指す。

 村岸家、芦田家、戸所家、金森家、
旧
杉山家、清水家、山本Ｔ家 計７棟
「表庇型」 梁行に対して梁間が短いために、「裏庇
型」と異なり、表が大屋根を葺き降ろ
す架構形式である。
加藤家、仲町会館、山本Ｓ家 計３棟
※なお、製図中のため、上野家、杉原家のデータ
を取り上げない。
現段階では、「屋根の断面形状」には鮮明な傾向
が見当たらない。今後の作業として、３－３で述べ
るツシ二階の形成過程の分析結果と比較し、居室化
との関係および影響があるのか模索する。
【小屋組の構造】
小屋組は町家の屋根を支える骨組の総称である。
屋根の荷重や風圧力、積載荷重などを軸組に伝える
役割を果たす。和式の小屋組は棟木・母屋・垂木・
小屋束・小屋貫・小屋梁などで構成される。
なお、小屋組の構造には、「登り梁」形式と「和
小屋」形式がある。

■登り梁

屋根裏を高くする架構 3

登り梁は側柱から中通りの柱にほぼ１間間隔で斜
め上に梁を架けて造る。このように、相互の緊結を
はかるとともに、母屋を受け、小屋を構成する。
中通りの柱は棟通りと微妙にずれることが発生し
た場合、柱が直接棟木を支えることはなく、棟木は
登り梁上の束で支持される。妻では柱間に渡された
短い梁上の束で棟木を支える。棟束から桁への梁を
斜めに架け渡す、投げ架け梁の工夫もよくある。こ
のように、合理的に屋根裏を高くすることができる。
登り梁は、蔵の小屋組ではかなり古く 17 世紀初期
から現れるが、町家では 18 世紀前期から昭和に至
るまで長く継承されている。
■和小屋

屋根の重さを垂直材で受ける架構 4

和小屋は、水平材と垂直材を組み合わせて造る。
一間から一間半程度の間隔に配された小屋梁の上
に、同じ程度の間隔で立てた小屋束が、小屋梁と直
行する棟木や母屋を受ける構造をいう。また一般
に小屋束は、貫を縦横に連結させることにより、全
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体としては立体的な格子組をつくり、横からの力に
も耐えられる。和小屋は一般に緩い勾配を瓦葺きな
どの小屋組に用いられるが、梁間の大きい場合など
は、茅葺きの叉首組と併用される場合も見られる。
和小屋は小屋梁が小屋の全重荷を受けるため、梁
を架け渡す柱間を三間程度以下とした。そのため梁
間をこれより広くするには小屋梁に継手を用いて長
大化させたが、この場合は継手の下部に柱を立てる
必要があった。
なお、和小屋組は貫などを用いるため、小屋裏
（屋根裏）は利用しにくい空間ができやすい。
このように、小屋組の構造形式は二階の利用形態
に直接に影響を与える（表３）。
横向きツシ町家の小屋組を三分割し、その特徴を
分析した。道路側から裏側までの空間は表を「登り
梁」、中央を「和小屋」、裏を「和小屋」か「登り
梁」にする傾向がある。その原因は、二階にツシを
設けるために、建物内部で１間ごとに水平な梁があ
ると高さが低くなり、収納空間として使いにくいこ
とにあるであろう。水平の梁組ではなく、登り梁を
架けることで、高さをつけ、使用空間を広くした。
さらに、斜め上に向かって登り梁を架けることを工
夫し、中央部にある和小屋の梁の位置も高くなり、
より大きなツシ空間を作ることができる。
中央に位置するタイプⅠの横向きツシは、和小
屋の構造形式により、主屋で最も高さのある棟の下
に形成されるため、登り梁技術ができる以前から
あったと推測される。また、和小屋についたことで
タイプⅠの横向きツシの空間をさらに大きく利用す
ることができた。一方、タイプⅡの横向きツシは、
小屋組の中央と裏にまたがるように形成されてい
る。通常、裏側は屋根の傾斜で高さが制限され、水
平な梁のままでは高さが低い。登り梁を用いて高さ
を上げることにより、空間を有効に利用し、タイプ
Ⅱの横向きツシが形成されたのではないかと考えら
れる。
このように、小屋組の分類によって得た結論は、
前述した「形態」と「位置関係」の分析結果に裏付
ける。横向きツシの形成過程の中で、タイプⅠは最
も早い段階でできたタイプであることを言える。
３−３ ツシ二階の形成過程
日本の町家はきわめて長い間、平屋建てで終始し
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てきた。そのことは、柱を立てて屋根を支えるとい
う構造方式に限界性があったからであった。しか
し、室町時代の末期に発達した城郭建築は、通し柱
と胴差しを用いた実用的な二階建て構造を生み出
した 5。通し柱とは一階と二階を通した長い柱であ
る。その一階と二階の境に太い横材の胴差しを差し
込み、長すぎる柱の連結をはかり、柱の上に梁組み
をのせる構法である。この構法の眼目は胴差しが柱
を貫き通しながら、相互に十分に組み合わされ、中
段での平面的変形が起こらないようになっている点
にあった。この二階建て構造の影響で、狭い敷地を
有効に用いるため、町家では平屋建てから二階建て
へ発展してきた。
しかし、江戸時代になると家作制限がかけられ、
二階建てが禁止される。町家に対する具体的な規制
は慶安２年（1649 年）の『正安録』に見えるのが最
も早いものである。その中で三階建てをはじめ、派
手な作事を禁止している。それによって、町人の分
限を越えた家作をいましめた。こうした厳しい身
分、階級制度のため、十七世紀末からは一般には軒
の低いツシ二階の家が並ぶこととなった。
図 13 が示している通り、江戸時代以降の町家の
二階建て化のプロセスを見ると、まず道路に面した
部分の屋根が持ち上がって、ここにはツシ二階がで
きる。それから、部屋を増やすために、町家の二階
は奥の人目につかない位置で発達してきた。奥の部
分の屋根が持ち上がり、本二階となる二階座敷を設
ける。さらに、次の段階でツシ二階部分が本二階に
なる。このような平屋建てから二階建てへ発展して
いくのに、およそ200年以上かかったと考えられる6。
中世末から近世初頭にかけての洛中洛外図から
は、京町家が平家建てからいわゆるツシ二階建てへ
と、家屋形式が急速に整備されていく様子が手に取
るようにわかる 7。地理的に京都の近隣である滋賀
県においても、その影響を受け、町家の二階建て化
が一般的になってきたと考えられる。
以上の歴史的な環境を考案した上、ツシ二階がで
きた当初から、横向きツシが存在していたのではな
いかと考えられる。狭い敷地を有効に利用するため
に、家作制限に反しない範囲以内で、ツシ二階が創
出された。高さの限度があるため、最初は居室では
なく、せめて物置として使う空間にできたらという
考え方により、ツシ二階の特性を活かしたのではな
いか。こうした町家の構法と家作制限などの要因
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道路側

宮家住宅、戸所家住宅、金森
家住宅、杉原家住宅、杉山家
住宅、上田家住宅、清水家住
宅、 平 尾 家 住 宅、 山 本 T 家
住宅
第Ⅲ段階 （4 棟） 有川家住宅、加藤家住宅、仲
町会館、上野家住宅
ツシ二階

道路側

① ツシ二階形成の第Ⅰ段階
ツシ二階は横向きツシと通常のツシがそれぞれ一
つずつしかもたず、いずれも物置として使われてい
た（図 14）
。

ツシ二階

本二階

道路側

横向きツシ

ツシ１

通り庭

本二階
道路側

図 13

町家の二階建て化模式図

で、ツシ二階と横向きツシが「空間の有効利用」と
いう発想から発展してきたと考えられる。
研究対象の中にツシ二階が比較的に完備されてお
り、物置だけでなく、部屋として使われているの
は 15 例ほどある。残る３例のツシ二階は横向きツ
シと通常のツシそれぞれ一つずつしかもたない。ま
た、湖東地域における伝統的町家のツシ二階の形成
過程を分析した。ツシ二階の空間構成の度合いによ
り、18 棟の横向きツシ町家を以下のように三つの
時期に分類することができる。
第Ⅰ段階 （3 棟） 旧
 村 岸 家 住 宅、 鈴 の 音 デ イ
サ ー ビ ス セ ン タ ー、 山 本 S
家住宅
第Ⅱ段階 （11 棟） 芦田家住宅、吉田家住宅、成

図 14

第Ⅰ段階ツシ二階模式図 鈴の音

② ツシ二階形成の第Ⅱ段階
図 15 のように表のツシ二階ができているにもか
かわらず、一階の裏の上部が使われず、ほかのツシ
空間との間に、壁で仕切られている。この 11 例は
二階建て化が進んできた過程の中で、二階座敷の形
成に至らなかった事例だと考えられる。二階座敷を
整えていないが、天井が張られ、板間でなく畳を敷
き、窓が設けられている例もある。こうした空間は

ツシ６

（現存する横向きツシ）

ツシ５

（復元した横向きツシ）

ツシ１
ツシ２

ツシ４
ツシ３
通り庭

図15 第Ⅱ段階ツシ二階模式図 吉田家住宅
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部屋７

部屋８

Ｌ字型横向きツシ
部屋９

部屋 10

通り庭

図16 第Ⅲ段階ツシ二階模式図 仲町会館

居室として使われていた。
③

ツシ二階形成の第Ⅲ段階
４棟の事例の建築年代はいずれも江戸末期から明
治初期の建物である。19 世紀前後、二階座敷の空
間が造作されていたことは、平家建てから二階建て
への最終的な成果ともいえる（図 16）。図 17 のよう
に二階の裏に床の間と違い棚が設けられており、一
階とほぼ同じ天井高の二階座敷が計画されているこ
とが窺える。そのため、二階の裏の床は表の床より
20 ㎝ほど高くなっている。このように、屋根裏を
有効に利用し、多機能、多層な空間を作り出した。
ツシ二階の形成過程を分析してみたところ、いず
れの時期においても横向きツシの存在が確認でき
た。したがって、横向きツシは町家の二階建て化に
よる結果ではなく、むしろツシ二階が発生した段階
で横向きツシがそれと同時に形成されたと考えられ
る。

４

まとめ

小論では、事例として 18 棟の横向きツシ町家を
取り上げており、横向きツシの形態と構造類型を分
析し、湖東地域における町家のツシ二階の形成過程
について考察した。横向きツシの形態によって、タ
イプⅠの「コの字型」、タイプⅡの「一直線型」、タ
イプⅢの変形例の三種に分類することができた。空
間構成においては、タイプⅠは建物の中央、タイ
プⅡは建物の裏に位置する傾向が見られる。この
点につき、小屋組の構造から確認した。『日本の民
家』によると、厳しい身分制度が生んだツシ二階で
あるため、初期にはツシ二階内部も他と同じように
水平な梁組（和小屋）であったのが、一八世紀中頃
からは登り梁を用いて室内を広く使えるように発達
した。横向きツシ町家の小屋組は道路側から三分割
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することができる。タイプⅠは和小屋である中央に
位置し、タイプⅡは中央の和小屋と裏の登り梁部分
にまたがるように位置している。この構造上の特徴
を分析すると、タイプⅠは登り梁技術ができる以前
からあった可能性が高い。一方、タイプⅡは登り梁
技術を利用し、３分割した小屋組の裏部分を大きく
使えるようになったことで生まれた形態だと思われ
る。平面構成にあたる押入れの有無での違いを比較
すると、タイプⅠの横向きツシ町家はタイプⅡの横
向きツシ町家より建築年代が古いことがわかる。こ
のように、建築意匠や構造などの要素を比較する
と、タイプⅠはより古い時期に形成されたものだと
推測できた。
なお、分布について、確認できた横向きツシ町家
は湖東地域の街道沿いに分布する傾向が見られる。
彦根城下には事例も確認できたが、街道沿いとの関
連性について追及する必要がある。なお、旧守山宿
の２棟について、構造の観点から見ると特殊例であ
り、同一に扱わないほうがよいと思われる。街道立
地型という特徴から、農家との関連性についても今
後比較すべきである。
それに、町家の二階建て化により、横向きツシ町
家におけるツシ二階の形成過程を第Ⅰ段階・第Ⅱ段
階・第Ⅲ段階という三つの時期に分けた。第Ⅰ段階
はツシ二階を形成する初期と考えられ、二階を利用
して作り出したツシ空間は二つのみ、その中の一つ
は横向きツシとなる。研究対象の中で、最も多いの
が第Ⅱ段階の町家である。ツシ二階は表、中央に設
けられてきたが、裏にはまだツシ空間が形成されて
いないのはこの段階の特徴である。また、居室化さ
れている事例も見受けられた。第Ⅲ段階の町家は 4
棟あり、裏を含めて、二階を全体的に利用し、横向
きツシを確保したまま、二階座敷まで整備されてい
る。

滋賀県湖東地域における町家の横向きツシについて

今まで町家の二階部分の空間構成に関する研究は
比較的遅れている。小論ではあまり注目されていな
かった町家のツシ二階を取り上げた。横向きツシの
形態、構造類型及びツシ二階の形成過程を明らかに
したが、今後の課題を模索しながら、小論で得た結
論を引き続き検証する必要がある。
横向きツシは燃料を保管する場所として利用され
ており、湖東地域においては町家における古い要素
だと考えられる。京都の町家の二階部分を見ると、
通り庭に面する部分は一直線に壁が建っている。一
方、湖東地域の横向きツシ町家では同じ部分を見る
と、壁の一部をへこませて、そこにツシ空間を設け
ている。住居は日常生活を行う基本的な場所であ
る。その空間の設計は、いずれの時代においても変
わらずに、その空間に住む人間が行う日常生活と緊
密な関係がある。よって、主に燃料を収納するため
に、特徴的な空間構成を持つ横向きツシの発生と発
展は必然性があったと考えられる。
「燃料革命」（エネルギー革命）について調べたと
ころ、大正時代末期に一般の家庭でガス竃が普及す
るようになり、薪を燃料とする竃がまず都市から姿
を消していくことが分かった。都市に比べると、地
方では台所の改善は遅々として進まず、竃の改善は
昭和に入ってから、それも本格化するのは昭和 40
年代のことであった。それまで燃料の主役であった
柴や石炭から石油や天然ガスへ転換された。こうし
た背景のもとで、「生活の場」として住居の空間に
おいても少しずつ変化が見られる。町家のツシ二階
において、物置から居室化への変遷に長い歳月がか
かった。ツシは居室空間として体裁を整えるため
に、板間か畳間に改装し、早い時期から形を変化さ
せていった。しかし、台所の改善まで、少なくとも
高度経済成長期前まで、通り庭で薪を使って火を熾
し、その薪を収納する必要があったため、横向きツ
シは当初から大きく変化していないと思われる。そ
して、ガス竃が普及し始め、薪などを必要としなく
なる時期から、横向きツシも改造されるようになっ
たと考えられる。なお、有川家住宅の横向きツシ
は、調査時に、新しく壁を張り替えて、居室として
使えるようにする事例も見受けられた。
横向きツシの最も大きな特徴というのは、独立し
たツシ空間となり、通り庭に面して開口することで
ある。このような構造から、通常のツシとは異な
り、そこに収納するものはよく使われる薪、藁など

の燃料がほとんどであった。高いところに燃料を乾
燥させるため、ツシ空間の造作が必然であったと思
われる。また、町家の二階が発展していくうちに、
ツシ空間を如何に合理的に創出するのかは眼目だっ
たであろう。
そこで、小論の継続研究として、町家の「収納空
間」から着手する。伝統的町家の収納空間と言え
ば、押入れ、箱階段、蔵、ツシを挙げられる。横向
きツシを含めたこれらの収納空間の実態を調べ、そ
れぞれどのような機能を果たしたのか、検証してい
きたい。彦根城下で、伝統建造物群保存地区の調査
を行う際に、聞き取り調査により花しょうぶ通りで
は薪を買うという習慣があったようである。販売さ
れる薪は焚きやすい寸法で用意されている。そのた
め、収納しやすく、特に大きな専用収納スペースが
必要ではなかったようである。城下の横向きツシ町
家がより早くツシ空間を居室化するようになり、ツ
シ空間が廃れたという要因とも言える。県内の農家
において、主屋から少し離れているところに、木小
屋を建てることが一般的である。そこに、農具や薪
を収納する。また、江戸期の武家屋敷では、竈の近
くに、
「柴部屋」
（半間×半間）を設ける事例も見ら
れる。このように、「城下と農村の境」という特殊
な街道立地型の点から、横向きツシ町家の存在は独
特であり、他地域の町家との比較も今後の課題であ
る。
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Comment
濱崎
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人間文化学部地域文化学科教授

大正期に始まる民家研究は、昭和 40 年代の緊急
民家調査を経て大きく進展した。しかし、それは農
家の研究が中心であり、地域差が少ないと思われて
いた町家の研究は立ち遅れていた。町家の研究が進
むのは町なみ保存のための調査がすすめられてから
のことである。ただ、町なみ調査の対象は町なみを
構成する多数の町家であり、精査されたものは少数
であった。実測図も１階平面図と断面図程度であ
り、２階の空間構成は研究の対象とは言いがたいも
のであった。本格的に２階の空間構成に言及したの
は大場修氏であり、１階座敷との関係、構造形式と
の関係を明らかにし、２階の居室形成の意味をさ
ぐった。
今回の張玲論文は、農家と比べて解明の遅れてい
る町家の遺構を丁寧に調査し、町家の２階前面に設
けられる通常のツシではなく、通常のツシよりさら

18

●人間文化

に裏手に設けられる横向きツシを研究の対象とし、
２階の裏手に居室が形成される前後の２階空間のあ
り方を明らかにしようとしたものである。２階に形
成された居室を研究対象とするのではなく、収納空
間である横向きツシを正面からとらえようとした研
究はなく、この論文のユニークな点となっている。
この論文では横向きツシをもつ町家の例を精査し、
その形態を分類し、分類ごとの特徴を明らかにして
いる。
なお、大場修氏は大阪や京都を除く地方には京都
型町家と在地型町家が存在することを指摘してい
る。張玲論文ではこうした横向きツシをもつ町家の
分布域に言及しているが、横向きツシをもつ町家が
どちらのタイプであるかの分類や、より詳細な年代
観をともなう変遷の解明は今後の課題である。

論文

滋賀県長浜市の中心市街地の現状と
活性化に向けた取り組みに関する研究
大

橋

松

貴

人間文化学研究科地域文化学専攻博士後期課程

１．問題の所在
2006 年８月の「中心市街地の活性化に関する法
律」（以下、新法とする）の施行に伴い、地域のま
ちづくり活動に大きな転機が訪れた。「選択と集中」
の名の下に地域の自発性が求められるようになった
のである。ここで注目したいのは、「実際に地域は
同法においてどのような取り組みを行っているの
か」という点である。同法の改正により地方は国の
サポートを受けるために中心市街地活性化基本計
画（以下、基本計画とする）をより精密なレベルで
作成し、提出しなければならなくなった。このこと
は、地域が以前よりも自分たちの都市中心部の再生
についてより深く考え、行動に移す必要があること
を意味している。本稿では、同法に関する先行研究
を概観した上で、実際に地域がどのような取り組み
を行っているのか事例を通じて明らかにしたい。
事例対象地域は、観光都市として有名な滋賀県長
浜市である。同地域では、それまでさびれていた
中心市街地が㈱黒壁の誕生により息を吹き返し、
毎年 200 万人前後の観光客を集めている。長浜市も
また、基本計画を国に提出し、その認定を受けてい
る。そこで本稿では、同地域では基本計画によって
どのような事業が展開されているのか、そして、ど
のようなアクターがその取り組みを行っているのか
について明らかにする。そのために、まず長浜市に
ついて概観した上で、具体的な内容を考察していく
ことにする。
以下に、本稿の構成を示す。第２章では、中心市
街地活性化法に関連する先行研究を概観し、同法の
内容についての確認を行う。第３章では、長浜市の
概要と中心市街地のあゆみについてみていく。第４
章では、長浜市の新中心市街地活性化基本計画（以
下、新計画とする）における中心市街地の概要と問
題点について述べる。第５章では、実際に行われて
いる取り組みとその担い手であるアクターについて
述べる。そして第６章では、これまで述べてきた内
容をまとめ、事例を通じての考察と結論を述べる。

２．先行研究の概観
ここでは、「中心市街地における市街地の整備改
善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」
（以下、旧法とする）についての制定経緯について
述べ、その内容と問題点を確認していく。その上
で、新法の概要とそれに関する先行研究のレビュー
を行い、本稿の考察視点を提示することにする。
２. １旧法の制定経緯とその枠組み
政府は、都市機能の郊外化に伴う中心市街地の空
洞化現象に歯止めをかけるため、1998 年に旧法を
施行した。旧法は、中心市街地の環境整備と空き店
舗対策の商業振興について関係省庁、地方自治体、
民間事業者等の連携による推進を目指して制定され
たものである。市街地の整備に関する事業は市町村
が行うのに対し、商業振興は民間のまちづくり組織
（Town Management Organization、 以 下、TMO
とする）が中心となり行うことが望ましいとされて
いる点が特徴である。次に、同法の枠組みについて
みていく。
市町村は、国が公表する中心市街地活性化の基本
計画に基づき、活性化策の対象とする地域や方針、
市街地の整備や商業振興等の事業に関する基本的な
事項を示した基本計画を策定し、国に提出する。既
述のように、基本計画に示した事業の内、市街地の
整備に関する事業は各市町村、そして商業振興に
関する事業は TMO が中心となり行われることにな
る。TMO を中心とする商業振興事業は、TMO に
なろうとする組織が事業の基本的な内容を含む中小
小売商業高度化事業（以下、TMO 構想とする）を策
定し、それが市町村に認定されることで法定 TMO
となる。そして、この TMO 構想に盛り込まれた
事業プランが中小小売商業高度化事業計画（以下、
TMO 計画とする）に基づいて作成され、経済産業
大臣に認定されることによって国からの補助を受け
て事業が実施できるという仕組みになっている。
このようにして、同法による中心市街地の活性化
を目指しての取り組みが行われたのだが、現実は上
手くいかず、他の関連法の影響もあり、思うような
結果を残すことはできなかった。
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２. ２旧法の問題点
同法が施行されたにも関わらず、中心市街地の活
性化が進まなかった理由としては次のような問題
点が指摘されている。まず、基本計画において明
確な目標や全市的な戦略が明記されているものが少
なく、地元の利害調整に終始した結果、中心市街
地活性化に関する地域住民や商業関係者について
のニーズの把握が不十分である点が挙げられる（福
田、2006:198-9）。また、TMO 活動に関しては財政
基盤の脆弱さや人材の確保といった問題点が指摘さ
れている（佐々木、2004:268-71）。
そのような中で、政府は 2006 年に同法を改正す
ることで、それまでの問題に対処しようとした。
２. ３新法の概要
新法には、中心市街地に関する基本理念の設定、
中心市街地整備推進機構・商工会議所等によって組
織される中心市街地活性化協議会の設置、基本計画
の内閣総理大臣の認定、中心市街地活性化本部の設
置といった内容が盛り込まれることになった。旧法
との違いは、内閣府に中心市街地活性化本部が設置
されたこと、基本計画の認定権限が経済産業大臣か
ら内閣総理大臣へと移行したこと、そして、TMO
に替わる組織として中心市街地活性化協議会が設置
されたこと、などが挙げられる。また、旧法では、
商業を中心として中心市街地の活性化をとらえてい
たが、新法では、商業だけでなく、総合的な観点か
ら中心市街地の活性化をとらえている点もその特徴
である。具体的には、旧法では商店街の活性化が主
要な目的であったのに対し、新法ではまちなか居住
の推進や公共施設の整備といった内容も加えられて
いる。
この法改正により、中心市街地活性化事業の実行
性を向上させるための仕組みが導入されたといえ
る（村上、2009:14）
。その仕組みとは、意欲的な市
町村に対して手厚い支援を行う「選択と集中」の発
想を取り入れたことである。同法による支援措置を
受けるには、基本計画を策定し、国の認定を受ける
必要がある。この基本計画は中心市街地の詳細な現
状分析や事業の具体的な内容と実行する際のスケ
ジュール、事業の実施機関などを記載し、数値目標
を設定するなど、旧法による基本計画よりもさらに
具体的な内容を盛り込むことが求められている。
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２. ４新法に基づく取り組みに関する先行研究
ここでは新法に基づく取り組みについての先行研
究をみていくことにする。衣川（2009）は、青森市
の中心市街地活性化事業についての事例研究を行っ
ており、その問題点を指摘している。衣川によれ
ば、青森市の中心市街地の活性化の基本理念は旧法
の時代から一貫して郊外部の無秩序な開発抑制と中
心市街地の活性化を図るという点で高く評価はして
いるものの、第三セクター方式である再開発ビル
「アウガ」は失敗であったと述べている。その理由
としては多くの管理運営面に問題があったこと、経
営が危なくなった際の再建手法が複雑であり、今後
の見通しが明るくないこと、などを挙げている。さ
らに、同市の中心市街地の小売業の状況をみると、
商店数、従業員数、年間販売額がともに減少傾向に
あり、特に年間販売額の減少が顕著であることから
もアウガが中心市街地の活性化に貢献しているとは
言い難いとしている。このことから健全な第三セク
ターの「再開発ビル」方式は採用しない方が賢明で
あると結論づけている。
これに対し、西平（2009）は、松山市の事例を用
いて同市の中心市街地の活性化に関する取り組みに
対し一定の成果は収めていると述べている。松山市
もまた、青森市と同様に郊外型のショッピングセン
ターの進出を規制しているため、中心市街地は比較
的活気がある。西平は、近年では、郊外大型店の出
店などにより商店数や商品販売額は減少傾向にある
ものの、中心市街地における空き店舗は少なく、商
店街の人通りも多いことから、地方都市としての賑
わいは維持されていると述べている。その理由とし
て、松山市の人口が 50 万人超と人口が多いことに
加え、近郊の大都市である広島市まで 3 時間も要す
る地理的条件が存在する点、そして中心市街地には
官公庁や教育機関、病院などの施設が残っている点
などを挙げている。一方、同地域が抱える課題とし
ては観光資源と商業資源の連携を挙げている。商業
イベントのようなイベントと観光資源の連携は比較
的容易であるのに対し、デパートを核とする商業施
設と観光資源との連携は各地区の利害調整の問題が
あるため難しいといった問題が存在しているという
ことである。
また、是川（2009）も、山口市の事例を用いて、
いくつかの問題点はあるとしながらも、同市におけ
る中心市街地の賑わいは維持されていると述べてい
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る。是川によると山口市は、近郊の大都市までの距
離が遠いこと、中心市街地の区域およびその周辺
に、行政機関、高校、病院といった集客性の高い施
設が存在していることといった点を挙げ、前述した
松山市と同様の特徴を有していることから同市にお
ける中心市街地の賑わいは維持されているとしてい
る。
以上のような先行研究を踏まえ、本稿では、観光
都市として知られている滋賀県長浜市の事例を取り
上げ、新法を基にどのような取り組みを行っている
のかを検討し、考察していくことにする。

３．滋賀県長浜市の概要と中心市街地のあゆみ
本章では長浜市の位置づけや産業構造を確認した
うえで、中心市街地に関する概要とこれまで行われ
てきた様々な事業やその中心となったアクターにつ
いて概観する。
３. １長浜市の概要
３. １. １長浜市の位置
長浜市は、滋賀県の東北部に位置し、北は福井
県、東は岐阜県に接している。また、京都市や名古
屋市から約 60 ㎞、大阪市や福井市からは約 100 ㎞圏
域にあることから京阪神や東海、北陸の経済圏域の
結節点として知られている（長浜市、2010）。
３. １. ２長浜市の産業構造
長 浜 市 の 産 業 構 造 を み て み る と、 事 業 所 数 で
は、 卸・ 小 売 業 が 1,682 ヵ 所 で 最 も 多 く、 全 体 の
約 26.7% を 占 め て い る。 そ し て、 建 設 業 が 968 ヵ
事業所数（ヵ所）
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所で全体の約 15.3%、製造業が 671 ヵ所で全体の約
10.6% で続いている。また、就業者数に関しては、
製造業が 16,531 人（全体の約 29.6%）で最多であり、
卸・小売業が10,635人（約19.0%）
、医療・福祉が5,451
人（ 約 10.0%）
、 そ の 他 が 7,440 人（ 約 13.3%）と な っ
ている（長浜市統計書、2011）
。このように、長浜市
の産業構造においては卸・小売業が大きなウェイト
を占めている。
３. ２中心市街地の概要
ここでは、長浜市の新計画を基に長浜市の中心市
街地について概観する。
３. ２. １中心市街地の区域
長浜市が設定している中心市街地は、1998 年に
策定された旧法と 2006 年に改正された新法とでは
区域設定が異なる。そこで、本節では両方の時代に
おける区域設定を確認したうえで、長浜市における
中心市街地の区域設定の変化についてみていくこと
にする。
旧中心市街地活性化基本計画（以下、旧計画とす
る）では、中心市街地の範囲は「北は大通寺、東は
市役所、西は JR 長浜駅を含む、かつての北国街道
及び門前通りに形成された中心商店街ゾーンを中心
とした一帯」とされ、その面積は約 125ha であった
（長浜市、2009:43）
。その後、策定された新計画で
は、その区域が約 180ha に拡大されており、より広
域的機能を有する公共施設を取り込むことで相互の
連携を図るために、現行区域に市庁舎東別館、長浜
赤十字病院、幼稚園、保育園、看護学校の公共ゾー
従業員数（人）
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図３. １ 長浜市の産業別事業所数・従業者数
※当該図は、長浜市統計調査平成23年版を基に筆者作成。
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ンおよびまちなか推進ゾーンが新たに加えられてい
る。
３. ２. ２中心市街地に蓄積されている諸資源
長浜市によると、中心市街地に蓄積されている諸
資源は、大きく⑴歴史的・文化的資源、⑵景観資
源、⑶社会資本・産業資源、の３つに分類されてい
る（長浜市、2009:4-5）。まず、⑴の「歴史的・文化
的資源」をみていくと、長浜曳山祭や湖北地域の仏
教文化の中心でもある真宗大谷派大通寺、京都・大
阪と北陸地方を結ぶ交通の要衛である北国街道、県
下で最初の小学校である開知学校や同じく県下で最
初の国立銀行である第二十一国立銀行、さらには明
治 33 年に百三十銀行として設立された現黒壁ガラ
ス館といったものが挙げられている。
次に、⑵の「景観資源」についてみていくことに
する。景観資源についてはさまざまな施策と合わせ
て景観区域が設定されているため、施策と指定され
た景観区域についてみていく。1984 年には博物館
都市構想が策定され、「オールドタウンの再生と独
自のミュージアムづくり」を最重要プロジェクトと
位置づけ、大通寺門前のながはま御坊表参道や北国
街道を対象に街並み景観修景活動を行った。また、
先述した北国街道や博物館通り、やわた夢小路は滋
賀県の「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例」に
基づく近隣景観形成協定を締結している。さらに、
2008 年３月には景観法に基づき長浜市景観まちづ
表３. １

人口

世帯数

老年人口

高齢化率

くり計画を、同年４月には長浜市景観条例を制定
し、中心市街地の５つの通りを景観形成重点区域に
設定、特に良好な景観を形成しなければならない区
域として位置づけている（長浜市、2009:4）
。
そして⑶の「社会資本・産業資本」については、
大きく商業に関するもの、公共公益施設、公共交通
に分類されている。商業に関するものについては、
黒壁スクエアと呼ばれる一帯の商店街があり、公共
公益施設としては長浜市役所本庁および東別館、長
浜商工会議所や長浜公民館、長浜市立図書館がある
ほか、国の地方機関である長浜税務署や大津地方裁
判所長浜支部、大津地方検察庁長浜支部なども集積
している。また、公共交通については JR 長浜駅が
挙げられている。
３. ２. ３中心市街地の現状
本節では、中心市街地に関する諸データをもとに
その現状をみていくことにする。ここでは、⑴人
口・世帯数、⑵小売店状況、⑶空き店舗数、⑷観光
客数の推移、に分類する。
⑴人口・世帯数
表３. １から、まず、市全体と比較して中心市街
地の人口の減少率が大きいことがわかる。市全体で
は 1990 年から 2005 年にかけて人口の伸び率が９ポ
イント増加しているのに対し、中心市街地における
人口の伸び率は 12% ポイントも減少している。こ

長浜市全体と中心市街地の人口、世帯数、高齢化の動向

市全体⒜
（伸び率）
中心市街地⒝
（伸び率）
b/a
市全体⒜
（伸び率）
中心市街地⒝
（伸び率）
b/a
市全体
（伸び率）
中心市街地
（伸び率）
市全体
中心市街地

1990
75,753
1.00
12,194
1.00
16.1%
21,043
1.00
3,910
1.00
18.6%
7,548
1.00
2,125
1.00
10.0%
17.4%

1995
77,339
1.02
11,234
0.92
14.5%
22,987
1.09
3,884
0.99
16.9%
9,090
1.20
2,470
1.16
11.8%
22.0%

2000
80,532
1.06
10,657
0.87
13.2%
25,469
1.21
3,937
1.01
15.5%
10,568
1.40
2,742
1.29
13.1%
25.7%

2005
82,676
1.09
10,762
0.88
13.0%
28,096
1.34
4,322
1.11
15.4%
16,634
2.20
2,892
1.36
20.1%
26.9%

2010
124,131
1.64
10,211
8.2%
43,015
2.04
31,213
4.14
25.1%
-

※市全体の人口、世帯数は国勢調査値。中心市街地人口、世帯数、老齢人口は住民基本台帳値。
※1990 ～ 2005年までは、旧長浜市、旧浅井町、旧びわ町の合計値であり、2010年は１市６町合併後のものである。
※当該表は、長浜市中心市街地活性化基本計画平成21年版および長浜市提供資料を基に筆者作成。
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れには主に２つの理由があり、１つには郊外化の進
展、もう１つには中心市街地における建築設計の制
限が厳しいことが挙げられている１）。次に、老齢人

や高齢化の進展による後継者難が挙げられている。
⑶空き店舗数
中心市街地における空き店舗数を示した表 3.3 を
みてみると、まず、ゆう壱番街商店街では 1996 年
には 40 ％もの空き店舗率があったものの、2012 年
では７％と大きくその数を減少させている。また、
大手門通り商店街や博物館通り商店街、巴瑠夢大路
商店街では多少の増減は見受けられるもののほぼ横
ばい状態であり、空き店舗数は少ないことがわか
る。これに対し、空き店舗数が増加しているのはや
わた夢生小路商店街であり、2004 年時点ではわず
か３％であった空き店舗率が 2012 年では 18 ％にま
で増加している。長浜すずらんグループや浜京極商
店街では、持続的に高い空き店舗率を示しており、
特に浜京極商店街では 50 ％近い空き店舗率がみら
れる２）。

口の伸び率に関しては 2005 年時点で市が 2.2 倍で、
中心市街地では 1.36 倍（1990 年比）と共に高い数値
を示している。さらに高齢化率をみてみると、市が
10.1 ポイント増に対し、中心市街地は 9.5 ポイント
増となっており、市全体と比較しても中心市街地で
の高齢化率が非常に高くなっていることがわかる。
また、2010 年において市全体の人口、世帯数、老
年人口、高齢化率が大幅に増加しているのは、同年
に１市６町（長浜市、虎姫町、湖北町、高月町、木
之本町、余呉町、西浅井町）が合併したことによる。
⑵小売店状況
年間販売額をみてみると、長浜市全体はほぼ横ば
い状態であるのに対し、中心市街地は急激に減少し
ていることがわかる。具体的には市全体では 1997
年から 2007 年にかけて 1,004 億 7,500 万円から 1,043
億 960 万円へと 38 億 3,400 万円増加（４ポイント増）
しているのに対し、中心市街地では、1997 年の 366
億 6,500 万 円 か ら 2004 年 に は 254 億 4,100 万 円 へ と
112 億 2,400 万円減少（31 ポイント減）している。こ
の要因としては、市郊外への大規模小売店舗の進出
表３. ２

商店数

従業者数
（人）

年間販売額
（百万円）

売り場面積
（㎡）

市全体⒜
（伸び率）
中心市街地⒝
（伸び率）
b/a
市全体⒜
（伸び率）
中心市街地⒝
（伸び率）
b/a
市全体⒜
（伸び率）
中心市街地⒝
（伸び率）
b/a
市全体⒜
（伸び率）
中心市街地⒝
（伸び率）
b/a

中心市街地で空き家・空き地が増加したり、店舗
や住宅が取り壊された後、駐車場への転換が行われ
ると、商店街集積が阻害されたり、町並みの連続性
が絶たれてしまい、結果的に集客力や人口の減少
につながるという問題が指摘されている（長浜市、
2009:12）
。

長浜市とその中心市街地における小売商業の動向
1997
1,097
1.00
503
1.00
45.9%
5,347
1.00
2,190
1.00
41.0%
100,475
1.00
36,665
1.00
36.5%
101,599
1.00
41,956
1.00
41.3%

1999
1,103
1.01

2002
1,058
0.96

-

-

6,214
1.16

66,04
1.24

-

-

104,878
1.04

100,809
1.00

-

-

106,937
1.05

133,001
1.31

-

-

-

-

2004
1,009
0.92
443
0.88
43.9%
6,557
1.23
2,309
1.05
35.2%
104,852
1.04
25,441
0.69
24.2%
128,685
1.27
36,403
0.87
28.3%

2007
926
0.84
6,235
1.17
104,396
1.04
149,101
1.47
-

※各年商業統計調査。
※「市全体」は、各年、旧長浜市、旧浅井町、旧びわ町の合計値。
※当該表は、長浜市中心市街地活性化基本計画平成21年版を基に筆者作成。
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表３. ３
1985
１

ゆう壱番街商店街

67

２

大手門通り商店街

33

３

ながはま御坊表参道商店街

31

４

博物館通り商店街

33

５

やわた夢生小路商店街

45

長浜すずらんグループ

55

巴瑠夢大路商店街

61

浜京極商店街

21

６

合計

346

中心商店街の空き店舗数
店舗数⒜
空き店舗数⒝
b/a
店舗数⒜
空き店舗数⒝
b/a
店舗数⒜
空き店舗数⒝
b/a
店舗数⒜
空き店舗数⒝
b/a
店舗数⒜
空き店舗数⒝
b/a
店舗数⒜
空き店舗数⒝
b/a
店舗数⒜
空き店舗数⒝
b/a
店舗数⒜
空き店舗数⒝
b/a
店舗数⒜
空き店舗数⒝
b/a

1996
62
25
40%
33
３
９%
27
２
７%
25
２
８%
40
５
13%
50
16
32%
85
７
８%
17
９
53%
339
69
20%

1998
62
11
18%
33
３
９%
27
１
４%
25
２
８%
40
４
10%
50
16
32%
85
３
４%
17
７
41%
339
47
14%

2000
60
５
８%
35
４
11%
27
１
４%
25
３
12%
39
２
５%
50
10
20%
85
４
５%
15
７
47%
336
36
11%

2002
60
２
３%
38
０
０%
27
３
11%
25
３
12%
39
２
５%
50
10
20%
85
６
７%
15
７
47%
339
33
10%

2004
60
５
８%
41
０
０%
27
２
７%
25
０
０%
39
１
３%
50
10
20%
85
６
７%
15
７
47%
342
31
９%

2006
67
５
７%
41
０
０%
26
３
12%
24
０
０%
36
４
11%
78
７
９%
272
19
７%

2008
62
８
13%
38
１
３%
26
３
12%
23
２
９%
37
７
29%
77
４
５%
263
25
10%

2010
62
４
６%
40
１
３%
27
４
15%
23
１
４%
40
８
20%
79
５
６%
271
23
８%

2011
62
５
８%
40
１
３%
27
５
19%
22
２
９%
39
７
18%
78
６
８%
268
26
10%

2012
60
４
７%
40
１
３%
27
４
15%
22
１
５%
39
７
18%
75
４
５%
263
21
８%

※長浜商工会議所調べ。
※当該表は、長浜市中心市街地活性化基本計画平成21年版および長浜市提供資料を基に筆者作成。

⑷観光客数の推移
長浜市は、㈱黒壁を中心とした観光都市として広
く知られており、観光入込客数や来街者数に関して
は高い数値を示している。しかしながら、長浜市
は JR 北陸線の直流化により、京阪神や東海、北陸
の結節点に位置することから日帰りが可能な地域で
あるため、宿泊客数は低い数値を示している。この
問題に対し、長浜市は宿泊客数の増加のため、2008
年３月に「長浜市観光イノベーション戦略」を策定
し、宿泊滞在型観光が可能なまちづくりを推進する
ための取り組みを行っている。
３. ２. ４中心市街地の抱える課題
ここでは、長浜市の中心市街地が抱える課題につ
いてみていくことにする。新計画では取り組むべ

図３. ２

き課題について大きく 4 つに分類している。それら
は、⑴地域の情報発信力の拡大、⑵地域の魅力を紹
介する拠点的観光施設の充足、核的商業施設の充
足、⑶中心市街地ならではの住環境整備、⑷メイン
エントランスとしての駅周辺の機能強化である。
まず、⑴の「地域の情報発信力の拡大」である。
これは、㈱黒壁の先進的な取り組みや市民協働のま
ちづくりが大きな情報発信力となってきたが、さら
に新しい「コト」
、
「モノ」の創出と情報発信力を総
合的かつ一元的に強化していく必要があるとしてい
る。この取り組みの一例として、近年では長浜まち
づくり㈱や神前西開発㈱といった企業が誕生し、新
たな取り組みを行っている。
次に、⑵の「地域の魅力を紹介する拠点的観光施
設の充足、核的商業施設の充足」である。これは、

観光客数の推移（2006 年合併以前の旧長浜市区域）

※観光入込客数、宿泊者数は県調べ、来街者数は㈱黒壁調べ。
※長浜市観光振興課調べ。
※当該図は、長浜市中心市街地活性化基本計画平成21年版および長浜市提供資料を基に筆者作成。
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長浜市の歴史文化資源をさらに広く紹介するための
施設を整備し、集客商業施設についても整備を行う
必要があるとしている。そして商業面においても近
年では、中心市街地の年間小売商業販売額の大幅な
減少を受け、商業施設においても整備が必要である
とされている。
そして⑶の「中心市街地ならではの住環境整備」
である。これは、中心市街地の居住人口の伸び悩み
や、高齢化の進展、空き家の増加や散在などによる
中心部の居住機能の低下を受けてのことである。前
述したように人口の伸び率については市全体が増加
傾向にあるのに対し、中心市街地は減少傾向を示し
ており、高齢化率についても中心市街地は市全体と
比較して高い数値が示されている（2005 年時点）。
また、空き店舗率についても比較的低い空き店舗率
を保つ商店街がある一方で、非常に高い空き店舗率
がある商店街が存在していることも事実である（表
３. ３参照）
。このような状況の中、まちなか居住を
推進するためには、商業観光、交通、公共公益施
設、福祉、教育など都市の様々な側面を総合的に考
えなければならないことから、相互に関連した課題
に対し、総合的な施策を実施する必要があるとして
いる。
最後に⑷の「メインエントランスとしての駅周辺
の機能強化」である。これは、市町村の合併、JR
北陸本線の直流化延伸、新 JR 長浜駅舎の完成によ
り湖北地域の中心都市としての役割の重要性が高
まっていることから、長浜駅前広場の整備ともも
に、隣接地域での商業機能、観光機能や駐車場機能
の整備を進めることである。これにより、駅周辺と
中心商業地区が一体となり都市生活の魅力が増すと
ともに中心市街地の持続的な活力の再生が図られる
としている。

４．中心市街地における事業とその担い手たち
本章では、新計画を基に中心市街地で行われてい
る様々な事業とその担い手である組織について概観
する。
４. １中心市街地における多様な事業
新計画によると中心市街地で展開されている事業
は、⑴市街地の整備改善事業、⑵都市福利施設の整
備事業、⑶まちなか居住の推進に関する事業、⑷商
業の活性化に関する事業、⑸公共交通機関の利便性

向上および特定事業の推進に関する事業、に分けら
れている。本節では、これらの事業について各カテ
ゴリー別にみていくことにする。
⑴の「市街地の整備改善事業」では、長浜駅周辺
を黒壁スクエア周辺に連携するもう１つの中心市街
地の核として、機能や魅力を高める必要があること
からさまざまな事業が展開されている。例えば、駅
前広場（東口）に面する長浜ショッパーズスクエア
の改修事業があるが、これは 1969 年に開設されて
以来、現在に至るまで約 40 年以上もの時が経過し
ており、老朽化が指摘されてきた。これを受けて、
同店の改修工事が行われることになったのである。
また、駅周辺の駐車場を整備することで郊外や広域
からの来街者に対応できるように事業が展開されて
いる。その他にも、湖北地域の地場産品市場を形成
するための取り組みなどが行われている。
次に⑵の「都市福利施設の整備事業」についてで
ある。これには、長浜市庁舎の老朽化などに関する
問題や、まちなかの市民にとって利便性の高い公共
施設の整備といった事業がある。特に現長浜市庁舎
（本庁）については 1952 年に建設されており、老朽
化が著しく進行している。さらに、国による耐震基
準も満たしておらず、災害時の防災拠点としての役
割を果たせないことが問題となっている。さらに、
エレベーターがないなどバリアフリーの問題も抱え
ており、建物の老朽化と合わせて喫緊の課題となっ
ている。この問題に対処するため、2013 年９月に
新庁舎の半分が、そして翌年に新庁舎が完成する予
定である。公共施設についても市民にとって利便性
の高い公共施設をまちなかに建設することで、中心
市街地の資源を活用しながら高齢者福祉施設、子育
て支援施設、地域交流センターなど「街の縁側型福
祉施設」の整備事業などが必要であるとされている。
⑶の「まちなか居住の推進に関する事業」は、地
域住民が中心市街地に居住することと観光客の宿泊
客数の増加を目的とした事業である。まちなか居住
人口については 1990 年から 2005 年までの 15 年間で
夜間人口が 1,432 人（11.7%）減少し、高齢化率につ
いても前述したように市全体と比較して大幅に高い
数値を示している。近年では、駅周辺にマンション
が数多く立地しており、人口の減少については下げ
止まりの傾向が見られるものの、昔ながらの町並み
においては居住人口の減少がみられる。この問題に
対応するため、空き家を活用して地域住民にとって
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身近な存在となるような「集客コミュニティ施設」
の改修事業が行われている。また、中心市街地区域
内に優良な共同住宅を供給する一方、伝統的町家が
あり、景観の維持が求められる区域との境界を明確
にする方針が打ち出されている。観光客の宿泊客数
については、現在でも観光客数は多いものの、宿泊
客数は依然として少ない状況であり、宿泊客数の増
加が今後の大きな目標となっている。この目標を達
成するために、既存町家、商家等の保存再生による
民宿型宿泊施設、「まちなか B&B」の整備、展開が
図られている。
⑷の「商業の活性化に関する事業」では、中心商
店街の回遊性の拡大や黒壁ガラス文化の芸術性を高
め、内外に広く情報を発信するための事業といった
ものが挙げられる。中心商店街の回遊性の拡大事業
が行われているのは、現在の中心商店街の賑わいが
メインストリートから少し離れたやわた夢生小路商
店街までつながっていないため、当該商店街の賑わ
いを生み出すことで中心商店街の回遊性を面的に拡
大させる必要性があるためである。そして、黒壁ガ
ラス文化の芸術性の向上とその情報発信に関する事
業としては、「まちかどガラスアートプロジェクト」
が挙げられる。これは、㈱黒壁や長浜商工会議所、
長浜市などにより構成されている長浜アーバングラ
スコンペティション実行委員会が主催するものであ
り、コンペティションを通じた賑わいの創出や全国
への情報発信やアートコミュニティの醸成がその目
的とされている事業である。
そして、⑸の「公共交通機関の利便性向上および
特定事業の推進に関する事業」である。これは、自
家用車に頼らずに気軽に中心市街地へ行くことがで
きるための公共交通手段を確保することをその主な
目的としている。公共交通手段を重視する理由とし
てはいつでも自由に自動車を利用できない人々が市
民の 60 ～ 70 ％を占めており、公共公益施設や医療
機関、商業施設等へのアクセスが困難な人々が多く
存在するためである。この問題に対応するため、コ
ミュニティバスの路線再編事業とデマンドタクシー
（予約制乗合タクシー）の試験的導入を行っている。
４. ２多様な事業の担い手たち
前節で述べたように、長浜市の中心市街地では多
様な事業が行われている。ここでは、そのような事
業の担い手である組織についてみていくことにする。
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表４. １

関係組織一覧（代表的なもののみ）

長浜市

北国街道うまいもん処うだつ会

長浜市中心市街地活性化協議会

やわた夢生小路商店街（振）

長浜商工会議所

長浜アーバングラスコンペディ
ション実行委員会

㈱黒壁
長浜まちづくり㈱
㈱新長浜計画
神前西開発㈱
NPO 法人まちづくり役場

長浜出世まつり実行委員会
滋賀県湖北観光連盟
湖国バス㈱
滋賀中央観光バス㈱

NPO 法人ギャラリーシティ楽座 ㈱近江タクシー
17組織

これらの組織は、新計画の事業における担い手た
ちであり、ここではその代表的なものについてみて
いくことにする。
長浜市中心市街地活性化協議会
長浜市中心市街地活性化協議会（以下、協議会と
する）は、2008 年１月に設立された組織である。こ
の組織は、中心市街地の高齢化の進展や空洞化と
いったさまざまな問題に対応するため設立された。
協議会は事務局を長浜商工会議所に置き、長浜市や
長浜商工会議所、滋賀県、㈱黒壁が中心となって構
成されている。協議会の主な活動内容は、大きく⑴
中心市街地の活性化に係る総合調整に関する事業、
⑵中心市街地の活性化に係る事業、⑶その他中心市
街地の活性化に関する事業、の３つに分類されてお
り、さまざまな事業が展開されている３）。
㈱黒壁
㈱黒壁は、ガラス事業を手掛ける第三セクター方
式の株式会社であり、長浜の観光業における中心的
な存在である。この会社の特徴としては、第三セク
ター方式であるにも関わらず、行政はサポート役に
徹することで民間中心の経営が可能になり、その結
果、当初の予想を超える顧客の獲得に成功した。㈱
黒壁の長浜市に対する貢献は大きく、設立当初から
観光客は増え続け、現在では毎年 200 万人近い観光
客が訪れるようになった。また、㈱黒壁による観光
客の増加は、それまでさびれていた中心市街地に再
び賑わいを取り戻すことにつながり、新たなまちづ
くり組織が次々と誕生するきっかけにもなってい
る。しかしながら、近年では客単価の減少等によ
り、観光客数は維持されているものの経営は下降線
をたどっており、累積赤字がかさむ苦しい状況に置
かれている。この状況を打破するため、新しくコン
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サルタント出身の弓削一幸氏が新社長に就任し、経
営の抜本的改善が試みられており、今後の動向に注
目が集まっている４）。
長浜まちづくり㈱
長浜まちづくり㈱は、長浜地域整備㈱の解散に伴
い設立された組織である。長浜地域整備㈱は、JR
の直流化に伴い、駅周辺の管理業務を行うために設
立された第三セクターである。後にこの会社は発展
的に解散するのだが、その頃から「まちづくり業務
を行う会社が必要なのでは」という声が上がってい
た。そのような中、新計画を作成し、中心部のまち
づくりを行っていく中で、この長浜まちづくり㈱
が 2009 年に誕生したのである。出資金は 7,200 万円
で、内訳は長浜市が 3,000 万円、商工会議所が 1,000
万 円、 民 間 が 3,200 万 円 で あ る。 出 資 者 23 社 の う
ち、13 社は㈱黒壁の出資者でもあるので、出資者
の観点からみると㈱黒壁とのつながりが強い企業で
あるといえる。主な事業としては中心市街地におい
て様々な企業に事業内容を提案するコンサルタント
業務が中心となっており、この点に関して言えば、
長浜まちづくり㈱は直接事業を手掛けているわけで
はない。しかしながら、日々のランニングコストを
賄う必要もあることから、駐車場経営や民宿運営と
いった業務も行っている５）。
㈱新長浜計画
㈱新長浜計画は、長浜市中心部にある小樽オル
ゴール堂が競売にかけられた折、その購入のために
設立された会社である。また、1970 年には約 40 店
舗の商店街により設立された㈱パウワースの自己破
産に伴い、その買い取りも行った。この会社は不動
産管理事業を中心に活動を行っているが、この事業
はもともと㈱黒壁が行おうとしていたため、㈱黒壁
が 500 万円出資し、役員も㈱黒壁の役員が兼任する
形となっている。中心となる不動産管理事業の他に
もプラチナプラザの管理、駐車場経営、ホテル経営
などを行っている６）。
神前西開発㈱
神前西開発㈱は、地元自治会が中心となって設立
された会社である。この会社が設立された理由は、
神前西のコミュニティ内における急速な高齢化と
いった要因が挙げられる。神前西開発㈱の事業とし

てはクラフト工房を作って若い芸術家を呼び込んだ
り、ワンコインでの着物の着付け教室の開催、さら
には蔵を改造して旅館を作ったりするなど多様な事
業を展開している。神前西開発㈱はこのような活動
を行うことでコミュニティの再生と㈱黒壁スクエア
に訪れている観光客の呼び込みを実現させようとし
ている７）。
NPO 法人まちづくり役場
まちづくり役場は、1996 年に開催された秀吉博
覧会終了後に、まちづくり活動を行うための組織
として 1998 年に任意団体として設立された。まち
づくり役場が自由な活動を行えるように理事には歴
代の長浜青年会議所の理事が名を連ねている。その
後、2003 年に法人格を取得し、NPO 法人としての
スタートを切ることになった。主な事業としては、
黒壁グループ協議会、出島塾、各種イベントなどの
事務局を担当したり、長浜まち歩き MAP の作製、
各地に赴いてのまちづくりに関する講演、外部から
の視察の受け入れ事業などを行っている。特に、ま
ちづくりに対する視察事業については、対応する講
師は皆これまでに長浜のまちづくりに関わった重要
なキーパーソンであるにも関わらず、無給で引き受
けており、視察による収入はまちづくり役場の重要
な収入源となっている８）。
NPO 法人ギャラリーシティ楽座
NPO 法人ギャラリーシティ楽座とは、芸術を通
じたまちづくりを推進するために 2002 年に設立さ
れた組織である。この組織は、中心市街地の空きス
ペースを活用し、芸術を通したまちづくりを行う
ために企画展やワークショップを開催するという
「ギャラリー楽座事業」を行っている。この他にも
作家の展示会の開催やアートインナガハマの事務局
など、中心市街地における芸術文化水準の向上や情
報発信、新たな回遊性の創造を実現させるためのさ
まざまな活動を展開している９）。
北国街道うまいもん処うだつ会
うだつ会が結成された背景には JR 北陸線の直流
化、㈱黒壁の設立、長浜御坊表参道の完成、などが
ある。これらによって、長浜への観光客の増加が見
込まれたため、1988 年に北国街道を中心としたエ
リアに店を構える 45 店舗が集まり北国街道うまい
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もん処うだつ会が結成された。この会に参加してい
る店舗の業種は菓子店、料理屋、旅館、酒店、醤油
店などさまざまで、各店舗の名物を観光客に提供し
ており、一店一品運動を展開している。
その他、会の取り組みとしては参加店の味のセー
ルスポイントとまちの案内を載せた MAP の作製や
共通の暖簾の作製といったものが挙げられる。この
ようにして、会員同士の団結力を高め、情報交換を
行っている 10）。
やわた夢生小路商店街（振）
当振興組合が設立された背景は、地理的条件が大
きく影響している。この商店街は、㈱黒壁を中心と
したエリアからは離れているため、観光客があまり
訪れなかった。そのような要因により、商店街とし
ての体裁を維持することさえ困難なほど追い込まれ
た状況となった。このような状況を打開するため、
法人格を有する振興組合が誕生することになったの
である。この組織は古民家の再生により様々な取り
組みを行っている。特にコミュニティ・ホール「川
崎や」では、ライブコンサートの定期的な開催や、
地域住民のサークル活動を行うコミュニティ・ス
ペースとしても活用されている。
その他にも長浜市はもちろんのこと、まちづくり
会社の設立に関する事業を市や金融機関、地元企業
と共に担った長浜商工会議所、「まちかどアートプ
ロジェクト」を手掛ける長浜アーバングラスコンペ
ディション実行委員会、出世まつりを行う実行委員
会、商店会の就労体験事業を行う滋賀県観光連盟、
公共交通機関に関する事業を行うバス会社やタク
シー会社などといった多様なアクターが新計画を中
心としたまちづくり活動を行っている。

５．結語
本稿では、滋賀県長浜市における中心市街地の現
状と活性化のための取り組みについて新計画を基に
述べた。長浜市は、㈱黒壁による観光都市として有
名であるが、新計画によると、それ以外にも様々な
取り組みやそれに関連するアクターが存在している
ことが明らかになった。
長浜市の新計画によれば、中心市街地の目指すべ
き方向が大きく変化していることがわかる。例え
ば、従来であれば「観光都市」としての中心市街地
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の活性化を目指していたのが、新計画はそれだけで
なく「地域住民にとっても過ごしやすい」中心市街
地としての性格も備えようとしている点が挙げられ
る。具体的には中心市街地の区域をそれまでの約
125ha から約 180ha へと拡大し、公共公益施設を取
り込むなどの取り組みがある。また、神前西開発㈱
にように地域住民のための取り組みを行っている組
織も現れ始めている点も注目すべき現象であるとい
える。
一方、長浜市が抱える課題も明らかになった。そ
れは、2006 年と 2010 年に行われた２度の合併と深
く関係している。長浜市はこの２度の合併により、
滋賀県で最大の範囲を有する都市となった。広範囲
にわたって周縁部を抱えることになった長浜市に
とって今後の大きな課題は、中心部と周縁部の「均
衡ある発展」を視野に入れつつ、観光都市としてだ
けでなく、地域の住民にとって魅力と活力ある中心
市街地を形成していくことにあるといえよう。
注
１）郊外化が進んだのは郊外の区画整理事業が進
み、中心市街地周辺部に分譲住宅やアパート等の
新興住宅地が形成されたことに伴って若い世代の
転居数が増加したためである。また、建築制限に
関しては中心市街地に昔ながらの町家形式の住宅
（間口は狭く、奥行きが長いという特徴がある）
が多いため、厳しく設定されている。
２）しかしながら、これらの商店街では 2004 年を最
後に調査は行われていないため、その点には注意
が必要である。
３）
2013 年４月 22 日、川村隆生氏（長浜市役所職員）
への聞き取りによる。
４）2010 年 11 月 15 日、山崎弘子氏（NPO 法人まち
づくり役場理事）、沢田昌宏氏（NPO 法人まち
づくり役場理事）への聞き取り、2010 年 11 月 16
日、山崎氏への聞き取り、2010 年 11 月 17 日、吉
井茂人氏（長浜まちづくり株式会社コーディネー
ター）への聞き取り、2011 年２月８日、伊藤光男
氏（株式会社黒壁取締役）への聞き取り、2011 年
２月 28 日、伊藤氏、笹原司朗氏（琵琶倉庫株式会
社代表取締役相談役）、沢田氏への聞き取りおよ
び『滋賀夕刊』2013、２月 27 日付。
５）2010 年 11 月 17 日、12 月 26 日、吉井氏への聞き
取りおよび 2013 年４月 22 日、川村氏への聞き取
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りによる。
６）2010 年 11 月 17 日、12 月 16 日、吉井氏への聞き
取りによる。
７）2010 年 11 月 17 日、12 月 16 日、 吉 井 氏 お よ び
2013 年４月 22 日、川村氏への聞き取りによる。
８）2011 年２月 15 日、山崎氏への聞き取りによる。
９）2010 年 12 月 20 日、津田昭彦氏（NPO 法人まち
づくり役場理事）への聞き取りによる。
10）2010 年 12 月９日、津田氏への聞き取りによる。
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Comment
石川

慎治

人間文化学部地域文化学科准教授

「中心市街地の活性化」は全国の地方都市が直面
している問題である。この問題に取り組む市町村を
支援するために、国は、1998 年に「中心市街地に
おける市街地の整備改善及び商業等の活性化の一
体的推進に関する法律」（以下、旧法）を施行し、
2006年に名称を「中心市街地の活性化に関する法律」
（以下、新法）にかえて改正した。本論文では、滋
賀県長浜市を対象にして、旧法から新法へと進むな
かで中心市街地活性化への取り組みの実態を丹念な
フィールドワークなどによりまとめたものである。
これまで、滋賀県長浜市における取組は中心市街地
活性化の成功事例として語られることが多かった
が、本論文では、各種データの詳細な分析などによ
り課題を明らかにし、長浜市中心市街地の目指すべ
き方向が、それまでの外向けの「観光都市」ではな
く、地域住民の生活にも目を向ける必要があること
を示している。これは、旧法が商業を中心として中
心市街地の活性化を捉えていたのに対し、新法は総
合的な観点（まちなか居住の推進、公共施設の整備
など）から中心市街地の活性化を捉えるようになっ
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てきていることと同様の流れであり、全国の中心市
街地活性化に取り組む現場において起きている課題
といえよう。ただし、現場におけるフィールドワー
クから、近年、長浜市においては、地元自治会が中
心となってつくられた会社が「観光の発展」ばかり
でなく、「地元コミュニティの再生」をも目指して
活動する例を紹介し、中心市街地活性化を担う団体
において総合的な観点による取り組みがみられるよ
うになってきたという報告は興味深い。
また、文字数の関係で具体的なことについて踏み
込んでいない点にすこし物足りなさを感じるが、国
が推進してきた市町村の大規模合併の結果、長浜市
全体の枠組みが変化したことによる中心市街地の位
置付けや活性化の取り組みについて再考の必要があ
ることを指摘した点は評価できる。
今後、長浜市中心市街地が、大規模市町村合併前
後の中心市街地の変化をどうとらえて取り組んでい
くのか、あるいは取り組んでいくべきなのかという
点については、ぜひとも別の機会にでも発表するこ
とに期待したい。

論文

「限界」化する山村における
地域生活と住民意識 ⑴
─静岡県旧磐田郡佐久間町における調査を通じて─

丸山真央・石田光規・上野淳子
人間文化学部人間関係学科／大妻女子大学人間関係学部／桃山学院大学社会学部

１．課題と方法
１. １ 課題
日本の総人口が減少基調に転じ、高齢化率は上昇
の一途をたどっている。とりわけ生産・生活条件の
不利な山間地域において、高齢化と人口減少は急速
かつ雪崩的に進行している。高齢化と人口減少がそ
うした地域における生活の基礎的な条件を脅かすも
のであることは、大野晃の限界集落論（大野 2005）
が 1980 年代末から指摘してきたとおりである。ま
たその議論は、かかる山間地域における地域生活の
現状を捉え、必要かつ有効な行政の施策、福祉の実
践の課題と方法を探るうえで、今なお最重要な準拠
点であると思われる。
我々は 2010 年度から、山間地域における地域生
活の現状とそこでの課題、さらにその対応を、実地
調査にもとづいて検討するべく、共同研究を実施し
てきた。研究にあたっては、静岡県北西部の山間地
域をフィールドとして、住民を対象にした郵送法に
よる質問紙調査、典型的な３つの集落での面接法に
よる全戸悉皆調査、地域住民組織・行政機関・福祉
団体等への福祉活動にかんするヒアリング調査を実
施した。これらを総合した最終報告書は現在作成中
であり、近く公表する予定であるが、本稿はこのう
ち、質問紙調査のデータを整理し、基礎的な分析結
果を明らかにすることを目的とするものである。
調査対象地に選んだのは、静岡県北西部の北遠地
方の山間部に位置する旧磐田郡佐久間町である。静
岡県下で高齢化率が最高水準にあり、人口減少率も
高い。町内には高齢化率が 100 ％ないしそれに近い
集落も少なくない。共同研究参加者の一部が、これ
に先立つ共同研究（町村編 2006）で同町において調
査してきたことが調査地選定の大きな要因であるの
はじじつだが、ただもう少し一般的な理由も挙げて
おきたい。
第一に、佐久間町を含む北遠地方は、「天竜美林」
として知られる日本有数の林業地帯だが、日本の山
間地域の多くにおける主産業である林業が、外材の
卓越などを原因として衰退するなかで、住民生活や
地域社会にどのように影響を及ぼしているのかをみ
ることができると考えた。同時に、山間農業の代表

的なひとつである茶業が盛んな地域でもあり、それ
についても検討できると考えた。
第二に、佐久間町は、1990 年代末から 2000 年代
に全国を席巻した市町村合併ブーム（
「平成の大合
併」）のなかで、周辺の 10 市町村とともに浜松市に
編入合併されたが、この合併ブームで基礎自治体が
編入されて消滅した地域は、島嶼部と並んで山間地
域に際立って多い。基礎自治体の統廃合は、人口減
少や高齢化が進む山間地域の村落にどのような影響
を及ぼすのか。このことをみるうえでひとつの格好
の事例地域と考えた。
このほかにも、近くに有力な工業都市が控えてお
り地域労働市場がそれなりに発達していることと他
出子のありようの関連性や、地域福祉の先進的な取
り組み事例があることなど、個別の研究課題とのか
かわりにおいても対象選定の理由は挙げられるが、
詳しくは、上述の最終報告書で改めて論じることと
したい。
以下、まず質問紙調査の方法を示し、調査対象地
域の概要を述べたうえで、質問紙調査のデータ分析
に進んでゆきたい。
１. ２ 方法
我々は、2009 年 12 月から 2010 年１月にかけて、
静岡県旧磐田郡佐久間町（現在の浜松市天竜区佐久
間町）の住民を対象に、無作為抽出法による郵送で
の質問紙調査（「佐久間町の地域づくりとくらしに
関する調査」
）を実施した。
調査対象者は、浜松市天竜区選挙管理委員会の許
可を得て選挙人名簿を閲覧し、旧佐久間町内に在住
する男女 4,397 人から、満 20 歳から 89 歳の 700 人を
等間隔法で抽出した。
質問紙は 16 ページからなり、自記式で回答を求
めた。質問紙は宅配便会社（メール便）を通じて調
査対象者宛てに発送した。回収は返信用封筒を同封
して郵送してもらった。督促は礼状を兼ねてはがき
を１回郵送した。有効回収数は 386、有効回収率は
55.1 ％だった。
質問項目は表１–１のとおりである。このうち市
町村合併に関する評価・意見、地域自治への関心・
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参加については別稿（丸山 2011）で検討したので、
本稿ではこれらを除く主要項目について、調査結果
を整理して示すこととしたい。
表 1–1

質問紙調査の内容

基本属性

性別・年齢
学歴
本人・配偶者の職業
婚姻状況
居住集落
出生地
居住年数・転居の有無
世帯収入
資産
農業・林業
農地の所有・耕作状況
山林の所有・管理状況
家族の状況
同居家族の有無
子の有無・居住地・職業
家の来歴
住宅の状況
住宅の所有形態
住宅の新改築予定
社会的ネットワーク サポートネットワーク
近所づきあい
政治的ネットワーク
集団参加
移動手段と生活圏
交通手段の利用状況
購買圏・通院圏
地域への愛着
生活上の不安
離郷の意思
地域課題をめぐる意見
佐久間ダムに関する見方・意見
市町村合併に関する 意見
評価・意見
評価
行政サービスの評価
政治意識
価値意識
政党支持
争点態度
地 域 自 治 へ の 関 心・ 関心・参加
参加
市長選挙の投票行動
地域の将来に関する自由回答
調査への意見

問19
問21
問25
問20
問22
問23
問24
問33
問34
問31
問32
問26
問27
問28
問29
問30
問２
問１
問３
問６
問５
問４
問９
問７
問８
問17③～⑤
問10
問17①②
問11、問12
問13
問18
問16
問17⑥～⑪
問14
問15
問35
問36

２．調査対象地の概況
２. １ 地理
本節では、我々が調査を実施した佐久間町の概況
を整理しておく。佐久間町は静岡県の北西部に位置
し（図２–１）、磐田郡に含まれる。天竜市以北は北
遠地方と呼ばれ、春野町、龍山村、水窪町とともに
佐久間町もその一角に位置する。なお佐久間町を含
む北遠地方一帯は、2005 年７月に、浜松市を中心
とする 12 市町村合併により、現在は浜松市天竜区
となっている。
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注：黒 色が旧佐久間町。灰色が2005年７月の合併で生まれた
浜松市。
図 2–1 佐久間町の位置

佐久間町は東西 18.6 キロ、南北 22.7 キロで、面積
は 168.53 平方キロメートルである。町土の 91.4 ％は
林野であり、最高峰の竜頭山（1,351 メートル）をは
じめとする急峻な山並みが町全体を覆っている。可
住地面積はわずか 8.2 ％（13.79 平方キロメートル）で
ある。
山々の間を縫うように１級河川の天竜川が北から
南に向かって流れている。諏訪湖を濫觴とするこの
大河川は、伊那谷を抜けると、三遠信の三州国境地
帯の山岳地帯に入り、中流域で峻嶮な山岳地帯を通
過するという特徴をもっている。「暴れ天竜」の異
名をもつこの大河は、佐久間町のちょうど中央付
近、天竜川支流の大千瀬川と合流する地点で流れを
南から東へと変え、さらに水窪川と合流する付近で
再び南へと蛇行している。それゆえ佐久間町付近で
は非常な急流となっており、これが、天竜川総合開
発を代表する佐久間ダム（1956 年竣工）が建設され
る立地点となった理由のひとつである。
このように大天竜とそれに注ぎ込む大千瀬川や水
窪川、そして中小の河川によって山は削られ、また
町を貫くかたちで中央構造線が走っており、急峻な
地形が形成されている。その川沿いや谷間、あるい
は山腹に38の集落（自治区）が点在しているのである。
山間地域にあって気候は寒暖差が激しく、夏は
40 度に達する高温となる一方、冬は氷点下にまで
冷え込むこともある。ただ積雪はほとんどない。
２. ２ 行政区画の変遷
佐久間町地域には、幕藩期には藩政村が 10 か村
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あった。山間地域で可住地面積が限られていること
などから、集落はひとつあたりの規模がそれほど大
きくないものが少なくない。それゆえ集落が複数ま
とまって藩政村となっていたところが多い。
明治になって、地方制度は大区小区制、郡区町村
編制法、戸長制度によって二転三転したが、町村
制（1889 年）をもって藩政村の統合がおこなわれ（い
わゆる「明治の大合併」）、幕藩期の 10 か村は、浦
川村、佐久間村、奥山村、山香村という４か村にま
とめられた。その後、1901 年に山香村の一部が龍
山村として独立し、1904 年には奥山村は城西村と
水窪村（のちに水窪町）が分立した。こうして浦川
村、佐久間村、山香村、城西村という現在の佐久間
町域となる４か村が生まれた。
この４か村（浦川村は 1937 年に町制を施行）は、
第二次大戦後の 1956 年９月 30 日、折からのいわゆ
る「昭和の大合併」にともなって、町村合併促進法
にもとづいて合併し、佐久間町となった。佐久間町
が誕生したあとも、浦川・佐久間・山香・城西とい
う旧 4 か町村は「地区」というかたちで行政上も住
民生活のうえでも地域的まとまりを形成してきた
し、現在でもそうである。
上述のように、佐久間町は 2005 年７月１日に浜
松市を中心とする 12 市町村合併によって浜松市に
編入された。この合併の経緯は詳述したことがある
ので（丸山 2006, 2010, 2011, 2012）、ここでは要点
のみを述べるにとどめる。
国の「平成の大合併」政策のもとで、2000 年代
に入って合併促進の圧力が強まり、佐久間町は当
初、隣の水窪町との 2 町合併を検討したが、いくつ
かの理由でうまくいかなかった。町内には、北遠地
方の中心都市である天竜市を中心とする北遠地方１
市３町１村の合併を望む声が少なくなかった。しか
し天竜市は浜松市を中心とする広域合併に参加する
意向を早い段階から表明していたため、北遠５市町
村合併は難しかった。そのため、浜松市を中心とす
る広域合併に参加するか、自主独立の道を歩むかと
いう厳しい選択を余儀なくされた。最終的に佐久間
町が選んだのは前者の広域合併であった。北遠地方
の 4 町村とともに、浜松市を中心とする天竜川・浜
名湖地域合併協議会に参加し、2005 年７月１日に
浜松市に編入されるかたちで合併が施行されて、佐
久間町は 49 年の歴史に幕を下ろした。
こうして生まれた新しい浜松市は人口約80万人、

面積は全国２位の巨大な基礎自治体となった。浜松
市は合併に伴って、旧市町村ごとに地方自治法に基
づく地域自治区を設置した。旧佐久間町には「佐久
間地域自治区」が設置された。浜松市は合併の２年
後、指定都市への昇格を果たし、それに伴って市内
には７つの行政区が設置された。北遠地方の旧５市
町村は「天竜区」となった。区制の導入に伴って、
区ごとにも地域自治区が設置された。これに伴って
2012 年に旧町村ごとの地域自治区は廃止された。
２. ３ 人口
佐久間町の人口は、2010 年の国勢調査によると
4,549 人で、世帯数は 1,986 世帯である。佐久間町が
誕生する直前の1955年の国勢調査時点と比べると、
人口は82.9％も減少したことになる。この60年間、
人口、世帯数ともに一貫して減少してきた。世帯あ
たりの人口は 1955 年には 5.6 人だったが、2010 年に
は 2.3 人と半分以下になった（図２–２）
。

注：国勢調査から作成。
図 2–2

佐久間町の人口と世帯数

こうした人口減少とともに高齢化は着実に進行し
てきた。1990 年の時点では高齢化率は 25.2 ％だっ
たが、1995 年には 30 ％を超えた（図２–３）
。2010
年の国勢調査時点での高齢化率は 51.4 ％となって、
ついに 50 ％を突破した。なお、2010 年国調での静
岡県内の高齢化率を旧市町村別にみると、佐久間町
は県内第２位である。南隣の龍山村が最も高く、第
３位は北隣の水窪町である。
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注：社会福祉法人佐久間町社会福祉協議会の資料から作成。
図 2–3

佐久間町の 65 歳以上人口と高齢化率（推計を含む）

年齢別（５歳階級）の人口構成を示す人口ピラ
ミッドをみると、50 代以上の各年代が分厚い半面、
40 代以下がか細く、顕著な逆ピラミッド型になっ
ている（図２–４）。また男性に比べて女性が多く、
ピラミッドが右に偏っている。

注：住民基本台帳人口から作成。
図 2–4

佐久間町の人口ピラミッド（2012 年 10 月 1 日現在）

２. ４ 産業
国勢調査の結果から産業別の就業人口をみてみる
表 2–1
1955年

1960年

1965年

林業

771 （6.0%）

水産業

805 （11.1%）

630 （9.6%）

1970年
522 （8.8%）

6 （0.0%）

9 （0.1%）

3 （0.0%）

942 （7.4%）

993 （13.7%）

632 （9.6%）

180 （3.0%）

建設業

5,969 （46.6%）

715 （9.8%）

775 （11.8%）

878 （14.8%）

製造業

615 （4.8%）

741 （10.2%）

卸・小売業
運輸通信業
金融保険業

鉱業

産業だったことがわかる。しかし林業の就業人口は
時代を経るにつれて減少していった。これは木材
価格の低迷、外材の卓越の影響が大きい。農業も
1965 年の 22.0 ％を頂点として比率が低下した。
こうした第１次産業の凋落と並行するかたちで、
建設業依存の比重が高まった。佐久間ダムの建設が
終わったあとの 1960 年の時点では、建設業の就業
人口は 9.8 ％だったが、その後上昇して 1980 年には
20.4 ％となり、産業大分類別で第２位の就業人口を
擁するまでになった。これは佐久間ダム・発電所が
完成したあとも、佐久間周波数変換所（1965 年）
、
水窪ダム（1967 年）
、新豊根ダム（1972 年）
、佐久間
第二発電所（1982 年）など、電源開発関連の大型工
事が断続的におこなわれたためである。
建設業とともに、第１次産業が凋落したあと町の
基幹産業となったのが製造業である。1975 年には
就業人口比が 24.1% まで上昇して産業大分類別で第
２位となり、1980 年には 23.5 ％となって第１位に躍
り出て、その後も２割代前半と高い比重で推移して
いる。これは 1970 年代に衣服、電気機械、自動車
部品などの進出企業が相次いだことの影響である。
しかし 1990 年代以降、こうした進出企業の撤退が

佐久間町の産業大分類別の就業人口

1,900 （14.8%） 1,508 （20.8%） 1,447 （22.0%） 1,073 （18.1%）

農業

と、1955 年の時点では第２次産業の比率が６割に
近く、建設業だけでも46.6％、鉱業も7.4％と高かっ
た（表２–１）。これは 1953 年に佐久間ダム・発電所
が建設されて建設作業員が大量に流入した影響であ
る。
この時期を除くと、1970 年ごろまでは基本的に
第１次産業の占める割合が高かった。なかでも林業
は 1960 年に 11.1 ％、1965 年でも 9.6 ％と、町の基幹

1975年

1980年

1985年

1990年

1995年

2000年

506 （10.6%）

529 （10.4%）

501 （11.6%）

159 （4.5%）

222 （6.7%）

158

（5.8%）

320 （6.7%）

314 （6.2%）

251 （5.8%）

188 （5.3%）

122 （3.7%）

86

（3.2%）

2

（0.1%）

34

（1.3%）

2 （0.0%）

7 （0.2%）

62 （1.4%）

65 （1.8%）

62 （1.9%）

623 （14.4%）

579 （16.2%）

564 （17.1%）

466 （17.2%）

674 （10.2%）

942 （15.9%） 1,151 （24.1%） 1,196 （23.5%） 1,136 （26.3%） 1,115 （31.3%）

865 （26.3%）

605 （22.4%）

879 （6.9%） 1,048 （14.4%）

902 （13.7%）

705 （11.9%）

643 （13.5%）

553 （10.9%）

606 （14.0%）

474 （13.3%）

430 （13.1%）

376 （13.9%）

643 （5.0%）

446 （6.1%）

428 （6.5%）

360 （6.1%）

313 （6.6%）

309 （6.1%）

192 （4.4%）

146 （4.1%）

104 （3.2%）

99

（3.7%）

56 （0.4%）

42 （0.6%）

32 （0.5%）

35 （0.6%）

24 （0.5%）

27 （0.5%）

23 （0.5%）

24 （0.7%）

24 （0.7%）

30

（1.1%）

136 （1.9%）

134 （2.0%）

120 （2.0%）

149 （3.1%）

119 （2.3%）

108 （2.5%）

88 （2.5%）

82 （2.5%）

67

（2.5%）

サービス業

897 （7.0%）

710 （9.8%）

814 （12.4%）

987 （16.6%）

781 （16.4%）

820 （16.1%）

708 （16.4%）

618 （17.3%）

663 （20.2%）

648 （23.9%）

公務

123 （1.0%）

109 （1.5%）

111 （1.7%）

129 （2.2%）

118 （2.5%）

120 （2.4%）

108 （2.5%）

109 （3.1%）

143 （4.3%）

135

（5.0%）

3 （0.1%）

1 （0.0%）

828 （17.4%）

843 （16.6%）

246

（9.1%）

不動産業

54 （1.1%）

1 （0.0%）
59 （1.2%）

701 （14.7%） 1,037 （20.4%）

3 （0.1%）

電気・ガス・水道業

その他・分類不能

4 （0.1%）

1 （0.0%）

1 （0.0%）

1 （0.0%）

（再掲）第１次産業

2,677 （20.9%） 2,322 （32.0%） 2,080 （31.6%） 1,595 （26.9%）

（再掲）第２次産業

7,526 （58.8%） 2,449 （33.7%） 2,081 （31.6%） 2,000 （33.7%） 1,906 （40.0%） 2,292 （45.0%） 1,821 （42.2%） 1,759 （49.3%） 1,491 （45.3%） 1,105 （40.8%）

（再掲）第３次産業

2,598 （20.3%） 2,491 （34.3%） 2,421 （36.8%） 2,336 （39.4%） 2,031 （42.6%） 1,952 （38.4%） 1,746 （40.4%） 1,460 （40.9%） 1,446 （44.0%） 1,355 （50.1%）

計

752 （17.4%）

●人間文化

351 （10.7%）

12,801 （100.0%） 7,262 （100.0%） 6,582 （100.0%） 5,931 （100.0%） 4,768 （100.0%） 5,088 （100.0%） 4,319 （100.0%） 3,567 （100.0%） 3,289 （100.0%） 2,706 （100.0%）

注：国勢調査から作成。薄い網掛けはその年の割合が10％超のもの。濃い網掛けは20％超のもの。
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相次ぎ、衰退の傾向がみられるようになった。
こうした第２次産業に代わるかたちで伸びてきた
のが第３次産業である。とくにサービス業は 2000
年には町内最大の就業人口を擁するまでになった。
ただ就業人口そのものは伸びておらず、むしろ低迷
しており、他の産業部門で衰退が著しく就業人口そ
のものが減少しているため、相対的にサービス業の
比重が高まったとみたほうがよいだろう。

３．集落の「限界」化の現状
３. １ 集落の人口状態
本節では、官庁統計を用いて佐久間町内の集落の
現状を検討する。2010 年国勢調査の小地域集計で
は、佐久間町を 38 の地域に分けている。これは地
域住民組織（自治区）の範域にほぼ対応している。
自治区は集落に一致するものが多い。なかには複数
の集落がまとまってひとつの自治区をつくっている
ところもあるが、ここではこの自治区の範域を便宜
的に「集落」と呼んでおく。
最初に集落別の人口を確認しよう。集落の地形、
平均標高、地区内における中心性によって集落を４
分類し、人口規模と重ね合わせたのが図３–１であ
る。集落の分類法は、町村敬志（2006）による次の
４類型を採用した。以下、この分類を「集落類型」
と呼ぶ。
「低地・中心」＝平 均標高 200m 未満で、地区の
中心集落
「低地・周辺」＝平 均標高 200m 未満で、地区の
中心集落以外
「山間・中高度」＝山 地にあって平均標高 200 ～
300m
「山間・高地」＝山 地にあって平均標高 300m 以
上
この分類法によると、集落の標高が高く中心部か
ら離れているほど、人口が少ない傾向がある。
1960 年から 2010 年の 50 年間に人口は激減した。
佐久間町全体ではこの間、人口が約４分の１に減っ
ており、
「山間・高地」集落のなかには人口が 10 分
の１以下に激減した集落も存在する。たとえば、和
山間では 142 人から７人へ、地八では 162 人から９
人へ、吉沢では 369 人から 33 人へ減少した。人口
減少が著しい集落では高齢化が深刻である（図３–
２）。とくに「山間・高地」集落では人口減少と高
齢化の関連が明瞭で、地理的条件の厳しい集落から

注：国勢調査から作成。
図 3–1

集落類型と人口（2010 年）

若い子ども世代が集落外へ流出していることが急速
な高齢化をもたらしたと推測される。

注：国勢調査から作成。点線は38集落の平均値を示す。
図 3–2

人口増加率と 65 歳以上人口比率

多くの集落では、人口減少と高齢化の進展があい
まって、その存続が危ぶまれる状況に至っている。
大野晃（2005）は、集落の存続を左右する指標とし
て高齢化の度合いに注目し、集落を３つに分類し
た。そのうち「限界集落」は、65 歳以上の高齢者
が集落人口の 50 ％以上を占め、社会的共同生活の
維持が困難な状態にある集落である。
「準限界集落」
は、55 歳以上人口が 50% 以上を占め、近い将来集
落の担い手確保が難しくなる集落、「存続集落」は
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表 3–1

地区名
浦川

佐久間

山香

城西

集落名
町
柏古瀬
沢上
上市場
河内
早瀬
神妻
川合
川上
出馬
小田敷
島中
吉沢
地八
和山間
佐久間
中部
半場
下平
上野
峯
羽ヶ庄
大輪
西渡
舟戸
仙戸
戸口
大滝
福沢
和泉鮎釣
間庄
瀬戸
上平山
芋堀
松島
相月
野田
横吹

人口総
数［人］
435
212
37
161
75
107
60
180
115
75
27
95
33
9
7
444
640
296
47
22
37
24
13
149
49
17
43
45
50
53
27
37
74
164
226
178
197
89

集落別の年齢構成と「限界集落」（2000 年および 2010 年）

2010年
年齢別人口比率［%］
55歳以上 65歳以上 75歳以上
56.6
43.9
27.8
69.8
55.2
31.1
83.8
70.3
32.4
63.4
42.9
28.6
56.0
42.7
22.7
69.2
61.7
36.4
90.0
76.7
48.3
70.0
52.2
30.6
73.0
55.7
45.2
80.0
62.7
45.3
74.1
48.1
25.9
57.9
42.1
22.1
84.8
75.8
54.5
77.8
77.8
44.4
100.0
100.0
28.6
54.5
39.9
25.5
69.5
55.8
38.3
64.9
47.3
26.0
66.0
55.3
34.0
81.8
54.5
36.4
73.0
45.9
35.1
75.0
62.5
50.0
84.6
53.8
38.5
79.9
64.4
35.6
57.1
53.1
24.5
76.5
47.1
29.4
83.7
55.8
44.2
73.3
48.9
17.8
88.0
60.0
36.0
73.6
58.5
37.7
81.5
55.6
33.3
89.2
78.4
51.4
82.4
64.9
41.9
49.4
36.0
22.6
77.4
52.2
32.3
68.0
45.5
28.1
69.5
51.8
34.5
74.2
57.3
36.0

2000年
「限界集落」 人 口 総 年齢別人口比率［%］
類型
数［人］ 55歳以上 65歳以上 75歳以上
準限界集落
555
49.9
35.9
12.8
限界集落
291
54.3
36.1
15.8
限界集落
46
71.7
43.5
19.6
準限界集落
238
43.3
33.6
17.6
準限界集落
85
55.3
32.9
12.9
限界集落
132
59.1
41.7
15.9
限界集落
78
73.1
50.0
20.5
限界集落
248
60.1
41.9
22.2
限界集落
162
59.9
49.4
20.4
限界集落
98
65.3
52.0
23.5
準限界集落
35
51.4
34.3
11.4
準限界集落
126
50.8
32.5
14.3
限界集落
48
81.3
68.8
16.7
限界集落
12
91.7
66.7
16.7
限界集落
21
100.0
71.4
52.4
準限界集落
584
47.1
33.0
15.8
限界集落
700
55.0
38.9
19.1
準限界集落
353
50.7
32.9
16.7
限界集落
67
56.7
43.3
17.9
限界集落
34
58.8
47.1
23.5
準限界集落
61
49.2
41.0
18.0
限界集落
36
80.6
66.7
30.6
限界集落
19
68.4
42.1
21.1
限界集落
200
66.5
45.0
20.0
限界集落
73
72.6
47.9
15.1
準限界集落
32
62.5
40.6
18.8
限界集落
66
59.1
53.0
18.2
準限界集落
59
61.0
33.9
23.7
限界集落
70
62.9
50.0
32.9
限界集落
68
63.2
42.6
19.1
限界集落
32
56.3
37.5
21.9
限界集落
75
74.7
58.7
17.3
限界集落
103
69.9
52.4
23.3
存続集落
212
40.1
28.3
9.0
限界集落
329
47.1
31.6
13.7
準限界集落
251
58.2
41.0
17.9
限界集落
269
55.4
42.4
16.4
限界集落
140
60.7
47.1
17.9

人口増加率
「限界集落」 （20002010年）
［%］
類型

存続集落
準限界集落
準限界集落

存続集落
準限界集落
準限界集落
限界集落
準限界集落
準限界集落
限界集落
準限界集落
準限界集落
限界集落
限界集落
限界集落

存続集落
準限界集落
準限界集落
準限界集落
準限界集落

存続集落
限界集落
準限界集落
準限界集落
準限界集落
準限界集落
限界集落
準限界集落
限界集落
準限界集落
準限界集落
限界集落
限界集落

存続集落
存続集落
準限界集落
準限界集落
準限界集落

-21.6
-27.1
-19.6
-32.4
-11.8
-18.9
-23.1
-27.4
-29.0
-23.5
-22.9
-24.6
-31.3
-25.0
-66.7
-24.0
-8.6
-16.1
-29.9
-35.3
-39.3
-33.3
-31.6
-25.5
-32.9
-46.9
-34.8
-23.7
-28.6
-22.1
-15.6
-50.7
-28.2
-22.6
-31.3
-29.1
-26.8
-36.4

集落類型
低地・中心
低地・中心
低地・周辺
低地・周辺
低地・周辺
低地・周辺
低地・周辺
低地・周辺
山間・中高度
山間・中高度
山間・中高度
山間・中高度
山間・高地
山間・高地
山間・高地
低地・中心
低地・中心
低地・中心
山間・中高度
山間・中高度
山間・高地
山間・高地
低地・周辺
低地・周辺
低地・周辺
山間・中高度
山間・中高度
山間・高地
山間・高地
山間・高地
山間・高地
山間・高地
山間・高地
低地・中心
低地・周辺
山間・中高度
山間・高地
山間・高地

注：国勢調査をもとに計算。2010年国勢調査の秘匿値は、筆者らによる調査（2010年実施）によって補った。また、
「『限界集落』類型」
では、各年次の「存続集落」を斜体で、「限界集落」を網かけで示した。

55 歳未満人口が 50% 以上で集落生活の担い手が再
生産される集落である。
大野の分類を佐久間町の 38 集落に適用すると、
2010 年の時点で「限界集落」は 26 集落、「準限界
集落」は 11 集落、
「存続集落」は１集落のみである
（表３–１）
。
「存続集落」と分類された芋堀は、55
歳未満人口が 50.6% とわずかに人口の半数を上回る
程度であり、５年以内に「準限界集落」に転じると
予測される。2000 年時点では「限界集落」は 10 集
落、
「準限界集落」は 22 集落、「存続集落」は６集
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落であった。人口の高齢化という観点からは、この
10年間で急速に集落の「限界」化が進んだといえる。
大野の「限界集落」の定義では、社会的共同生活
の維持が可能であるかを判断する指標として 65 歳
以上人口の比率を用いている。つまり、65 歳未満
の人口が共同生活の担い手であるとみなしているわ
けだが、近年、日本人の寿命が伸びるなか、60 代、
70 代が社会で活躍する姿は珍しくなくなった。75
歳までは共同生活の担い手となりうると仮定した場
合、75 歳以上人口の比率が過半数を占めて「限界」

「限界」化する山村における地域生活と住民意識⑴

状況にある集落は、佐久間町 38 集落のうち２集落
のみとなる。多くの集落において担い手の再生産が
困難な状況にあることは確かだが、「限界集落」と
分類された集落でも実際に共同生活が維持できなく
なるまでには相当の時間がある。外部資源の投入
等、その集落に適した支援方法が見いだせれば、集
落の限界化を遅らせることも可能だろう。
「限界」化の進展は集落の立地条件に大きく左右
され、立地条件が厳しいほど「限界集落」化する状
況が確認された。2000 年時点で「限界集落」と分
類された集落は、標高の高い「山間・高地」集落で
は７集落（13 集落のうち）、「山間・中高度」集落で
は２集落（同９集落）、
「低地・周辺」集落では１集
落（同 10 集落）であり、「低地・中心」集落の「限界
集落」はない（同６集落）。2010 年にはさらに高齢
化が進み、「山間・高地」にある 13 集落のうち 11 集
落が、
「低地・周辺」でも２集落が「限界集落」と
分類されるようになった。標高が高い周辺部から標
高の低い中心部へと高齢化の波が押し寄せ、集落解
体の危機が迫っていることがわかる（図３–３）。
３. ２ 集落の就業構造
集落によって就業構造はどのように異なるか。
２. ４節では、佐久間町の基幹産業が農林業から
1980 年代には建設業、製造業へ、さらに 2000 年代
に入ってサービス業へ移り変わったことを確認し
た。これら 4 つの産業について就業人口の比率をみ
ていこう（図３–４）。
第一に、農林業の就業者比率が高い集落は標高が

「限界集落」類型
存続集落
準限界集落
限界集落

2000 年

2010 年

注：表３–１をもとに作成。
図3–3

佐久間町における「限界集落」
（2000年および2010年）

高い「山間・高地」に多い。これらの地域は就業人
口が非常に少なく、相対的に農林業の占める比率が
高くなっている。
第二に、建設業の就業者比率については佐久間
（41.2%）
、瀬戸（42.9%）
、芋堀（30.3%）およびそれら
に隣接する集落で数値が高くなっている。特に佐久
間は建設業就業者の実数も突出しており（就業人口
187 人のうち建設業 77 人）、ダム補修関連の㈱ JP ハ
イテックや名工建設株式会社等の建設会社の事業所
が複数立地していることが影響しているのだろう。
第三に、製造業に関しては、自動車部品メーカー
の新光製作所のある島中やエヌエー佐久間工場のあ
る横吹の近辺で数値が高い集落がある。他方で、吉
沢や戸口のように就業人口が少ないところで、高い
比率を示す集落も存在する。
第四に、サービス業就業者比率の全般的な高さを

農林業就業者比率

建設業就業者比率

製造業就業者比率

25.1％－
15.1％－25.0％
5.1％－15.0％

25.1％－
15.1％－25.0％
5.1％－15.0％

25.1％－
15.1％－25.0％
5.1％－15.0％

サービス業就業者比率
40.1％－
25.1％－40.0％
10.1％－25.0％

5.0％以下

5.0％以下

5.0％以下

10.0％以下

注：国勢調査から作成。和山間集落は2010年時点で就業者総数が「０」である。また、「サービス業」の数値は、産業大分
類の「Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業」
「Ｍ 宿泊業、飲食サービス業」
「Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業」
「Ｏ 教育、
学習支援業」
「Ｐ 医療、福祉」
「Ｑ 複合サービス事業」
「Ｒ サービス業（他に分類されないもの）」を合算した値である。
図 3–4

産業大分類別の就業者比率（2010 年）
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表 3–2

総数
1,292
100.0%
639
低地・周辺
100.0%
356
山間・中高度
100.0%
419
山間・高地
100.0%
2,706
総計
100.0%
低地・中心

集落類型別にみた産業別の就業人口（2000 年および 2010 年）

2000年
2010年
第１次 第２次 第３次
第１次 第２次 第３次
総数
産業
産業
産業
産業
産業
産業
31
471
790
905
19
271
614
2.4% 36.5% 61.1% 100.0%
2.1% 29.9% 67.8%
49
294
296
353
22
118
213
7.7% 46.0% 46.3% 100.0%
6.2% 33.4% 60.3%
56
177
123
200
18
80
102
15.7% 49.7% 34.6% 100.0%
9.0% 40.0% 51.0%
110
163
146
235
50
80
105
26.3% 38.9% 34.8% 100.0% 21.3% 34.0% 44.7%
246 1,105 1,355 1,693
109
549 1,034
9.1% 40.8% 50.1% 100.0%
6.4% 32.4% 61.1%

前期比（2000年＝100）
第１次 第２次 第３次
産業
産業
産業
70.0
61.3
57.5
77.7

総数

55.2

44.9

40.1

72.0

56.2

32.1

45.2

82.9

56.1

45.5

49.1

71.9

62.6

44.3

49.7

76.3

注：国勢調査から作成。2010年の「総数」は「分類不能の産業」を含むため、各産業の合計と「総数」は一致しない。

指摘できる。全 38 集落のうち 18 集落でサービス業
就業者比率が３割を超えている。比率の高い地域
は JR 飯田線の駅周辺に広がっており、「低地・中
心」集落のひとつである半場（就業人口 124 人のう
ちサービス業 64 人）
、中部（同 262 人のうち 145 人）
や町（同 185 人のうち 81 人）はサービス業就業者の
実数も大きい。これらの集落では卸売・小売業の就
業人口も多く、佐久間町の商業的な中心となってい
る。
集落類型別に就業人口をまとめたのが表３–２で
ある。人口流出と高齢化は、佐久間町内の労働力減
少につながっている。2010 年の就業人口は 2000 年
の約６割にまで減少し、「低地・中心」以外の集落
で落ち込みが大きい。主導する産業は、「低地・中
心」集落では第３次産業だが、中心から離れて標高
が高くなるにつれて第２次産業、そして第１次産業
の比率が高くなる。こうした集落類型間の差異は
2000 年時点では明確であった。しかし、2010 年ま
での 10 年間で第１次および第２次産業の就業人口
が半分以下に減った結果、ほとんどの集落で第３次
産業の比率が相対的に高まり、集落類型間の差異が
消えつつある。
「山間・中高度」集落では第１次産
業の就業人口がこの 10 年間で３分の１にまで減少
しており、標高の高い「山間・高地」集落に比べて
他地域へのアクセスに恵まれている分、より激しい
変化にさらされていることがうかがわれる。

４．回答者のプロフィール
ここからは、我々が佐久間町でおこなった質問紙
調査（
「佐久間町の地域づくりとくらしに関する調
査」）の結果を整理して示してゆく。以下、とくに
断りなく「調査」というときはこの調査を指す。
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４. １ 基本属性
まず調査回答者の社会的属性を中心に基礎情報を
整理しておこう。有効回答 386 のうち、男性は 189
人（49.0％）
、女性は192人（49.7％）である（無回答・
不明 5 人、1.3 ％）。また回答者の年齢は、20 ～ 49
歳が 69 人（17.9 ％）
、50 ～ 64 歳が 86 人（22.3 ％）
、65
～ 74 歳が 99 人（25.6 ％）
、75 歳以上が 123 人（31.9 ％）
であり、65 歳以上の高齢者が占める割合が６割と
高い。
実際の佐久間町の年齢別人口構成と比べてみる
と、
20 ～ 49歳が若干少なく、
65歳以上がやや多い（図
４–１）
。それでも、性別、年齢別にみたとき、回答
者の構成は実際の人口構成に照らすと、いずれもそ
れほど大きな偏りはみられないといってよいだろう。

注：実際の人口は住民基本台帳（2010年４月１日現在）による。
図 4–1

実際の年齢別人口構成と調査回答者の年齢構成

最終学歴は中学校の者が 163 人（42.2 ％）と最も多
かった。これは回答者の年齢構成を反映した結果と
いえよう。次いで高校が 138 人（35.8 ％）、短大・高
専、専門学校は 45 人（11.7 ％）
、大学・大学院は 25
人（6.5 ％）
、その他は 3 人（0.8 ％）だった（無回答・
不明 12 人、3.1 ％）
。
４. ２ 居住地と出身地
調査では町内の 37 の自治区名を列挙して居住地
を選んでもらった。地区（旧町村）別にまとめる
と、浦川地区が 143 人（37.0 ％）
、佐久間地区が 120
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人（31.1 ％）、山香地区が 43 人（11.1 ％）、城西地区
が66人（17.1％）となる（無回答・不明14人、3.6％）。
集 落 類 型 別 で は、
「 低 地・ 中 心 」 集 落 が 174 人
（45.1 ％）、「低地・周辺」集落が 91 人（23.6 ％）、「山
間・中高度」集落が 61 人（15.8 ％）、「山間・高地」
集落が 51 人（13.2 ％）だった（無回答・不明９人、
2.3 ％）。2010 年の国勢調査の小地域集計による実際
の人口構成と比べると、調査回答者は「低地・中
心」集落と「山間・高地」集落の居住者比率がやや
低く、
「山間・中高度」集落の居住者比率が若干高
い（図４–２）。

注：実際の人口は2010年国勢調査小地域集計による。
図 4–2

実際の集落類型別人口構成と調査回答者の居住集落

回答者の出身地は、現住地（「今と同じ」）が 123 人
（31.9 ％）で最も多かった。次いで「佐久間町内」が
117 人（30.3 ％）で、
「今と同じ」とあわせると、回
答者の６割以上が佐久間町内の出身者である。その
次に多かったのが、佐久間町を除く「北遠地域（今
の天竜区内）」
（旧水窪町、龍山村、春野町、天竜市）
で 35 人（9.1 ％）だった。現天竜区を除く「遠州地域
（今の浜松市内）」は９人（2.3 ％）であり、「東三河
地域」の 23 人（6.0 ％）より少なかった。現浜松市と
東三河を除く「愛知・静岡県」は 24 人（6.2 ％）、「東
京・神奈川」は５人（1.3 ％）、その他は 24 人（6.2 ％）
だった。
４. ３ 仕事
回答者のうち仕事をしているのは160人（41.5％）
、
無職（家事、学生を含む）は 184 人（47.7 ％）である。
これは人口、調査回答者のいずれについても高齢
者が占める割合が高いことを反映した結果といえ
よう（無回答・不明 42 人、10.9 ％）
。常雇・フルタ
イムの雇用者は 64 人（16.6 ％）、非常雇（非常勤・臨
時・派遣・パート・アルバイト・内職など）は 33 人
（8.5 ％）
、会社経営・役員・自営業・自由業・家族
従業員は 63 人（16.3 ％）だった。
職種別で最も多かったのが生産工程・労務・保安
職で48人（無職と無回答・不明を除いて28.7％）だっ

た。次いで農林漁業が 33 人（同 19.8 ％）と多く、専
門職 23 人（同 13.8 ％）
、サービス職 21 人（5.4 ％）
、事
務職 19 人（4.9 ％）
、販売職（15 人（3.9 ％）
、管理職８
人（2.1 ％）と続いた。
従 業 先 の 規 模（ 支 所・ 支 店 だ け で な く 企 業 全
体 の 従 業 員 数 ）別 で は、「 １ ～ ４ 人 」 が 58 人（ 同
36.2 ％）
、
「５～ 29 人」が 44 人（同 27.5 ％）で、30 人
未満の事業所の従業者が６割強を占めている。「30
～ 99 人」は 20 人（同 12.5 ％）
、
「100 ～ 299 人」は６
人（同3.8％）
、
「300 ～ 999人」は４人（同2.5％）だっ
た。
「1000 人以上」は 13 人（同 8.1 ％）であり、町内
の 1000 人以上規模の企業は、佐久間ダム・発電所
を管理する電源開発や JR 東海などごくわずかであ
る。官公庁（独立行政法人、各種団体を含む）は 15
人（同 9.4 ％）だった。
従業地で最も多かったのは「佐久間町内」で 78
人（同 47.0 ％）だった。
「自宅」は 35 人（同 21.1 ％）
で、あわせると町内で働く人は従業者全体の 7 割
近くに上る。佐久間町を除く「天竜区内」は 17 人
（同 10.2 ％）、天竜区を除く「浜松市内」は 13 人（同
7.8 ％）だった。そのほかは「東三河地域」
（豊橋市、
豊川市、新城市など）が 11 人（同 6.6 ％）、浜松市と
東三河を除く「愛知・静岡県」は７人（同 4.2 ％）
、
その他は５人（同 4.8 ％）だった。
４. ４ 家族
次に家族の状況をみてみよう。回答者のうち既
婚者は 266 人（68.9 ％）
、未婚者は 42 人（10.9 ％）だっ
た。回答者に高齢者の占める割合が高いことから
「死別」は 55 人（14.2 ％）と多かった。「離別」は 11
人（2.8 ％）だった（無回答・不明 12 人、3.1 ％）
。
同居者について「つぎのなかから、同居してい
るご家族をすべて選んで、番号に○をつけてくだ
さい」との質問文で尋ねた結果が図４–３である。
同居者が１人でもいると答えたのは 298 人（77.2 ％）
で、独居者は 85 人（22.2 ％）だった（無回答・不明３
人、0.8 ％）
。同居する配偶者がいるのは６割強だっ
た。
子の有無を尋ねたところ、子がいると答えたのは
306 人（79.3 ％）
、いないと答えたのは 58 人（15.0 ％）
だった（無回答・不明 22 人、5.7 ％）
。
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図 4–3

同居家族（「いる」と答えた割合）

４. ５ 家と財産
⑴ 家と土地
今度は家の状態についてみてみよう。「お宅は、
いつから佐久間町内に家をかまえていますか（分家
された場合はその時点）」と尋ねたところ、最も多
かったのは「明治時代よりも前」で 93 人（24.1 ％）
だった。「明治時代」は 62 人（16.1 ％）、「大正時代
から戦前」は 57 人（14.8 ％）で、戦前までに佐久間
町に定着した家の回答者が半数強に上る。
ま た「 昭 和 20 年 代 」 は 37 人（9.6 ％）で あ る。
1953 ～ 56 年に佐久間ダムが建設された際、町内に
人口が大量に流入したが、「佐久間ダム建設時」に
定着したと答えたのは８人（2.1 ％）だった。ダム建
設以前に定着した家の回答者はあわせて 64.5 ％に上
り、その後にきた家よりも多い。ダム建設後の「昭
和 30 年代」は 27 人（7.0 ％）、「昭和 40 年代」は 23 人
（6.0％）、「昭和50年代以降」は56人（14.5％）となっ
ている（無回答・不明 23 人、6.0 ％）。
次に家屋や土地の所有状況だが、現在の住まい
が「土地も建物も所有」しているものと答えたのは
292 人（75.6 ％）に上る。借地で上物のみ自家所有は
49 人（12.7 ％）
、
「土地も建物も借りている（借家、
アパート、社宅、官舎等）」は 31 人（8.0 ％）だった
（無回答・不明 12 人、3.1 ％）。
⑵ 農地と山林
農 地 を 所 有 し て い る 人 は 回 答 者 の 41.2 ％ に 上
る。所有面積の分布をみると、零細な規模が多い
ことがわかる。農地所有者のうち１反未満は７人
（5.4 ％）
、１反以上３反未満は 45 人（34.6 ％）
、３反
以上５反未満は 33 人（25.4 ％）で、５反未満が農地
所有者の 65.4% を占めている。５反以上１町歩未満
は 29 人（22.3 ％）、１町歩以上は 16 人（12.3 ％）しか
いない。山間部にあって農地が乏しく、あってもき
わめて狭小なこの地の地形状況を反映したものと
いってよいだろう。

40

●人間文化

農地を所有していて耕作している人は回答者の
36.5 ％、借地を耕作しているのは 5.7 ％である。農
地を所有しているものの耕作していないという人は
4.7 ％で、耕作放棄が際立って多いという結果では
ない（表４–１）
。これは元々農地が少なく、今も自
家消費用に作物を作っている人が多いことによるも
のではないかと思われる。
表 4–1

農
地

所有
非所有
計

農地の所有と耕作

している
141 （36.5%）
22 （5.7%）
163 （42.2%）

耕作
していない
18 （4.7%）
136 （35.2%）
154 （39.9%）

計
159 （41.2%）
158 （40.9%）

これに対して山林はどうか。山林を所有する人
は回答者の 34.7 ％である。回答者のうち最も大きな
山林をもつのは 500 町歩である。山林所有者のうち
１町歩未満の所有者は 16 人（16.0 ％）、１町歩以上
５町歩未満は 31 人（31.0 ％）
、５町歩以上 10 町歩未
満は 21 人（21.0 ％）
、10 町歩以上 20 町歩未満は 16 人
（16.0 ％）
、20 町歩以上は 16 人（16.0 ％）である。５
町歩以上の所有者が半数強を占めており、一定規模
以上の山林所有者の割合はかなり高いといってよい
だろう。
山林の管理状況をみると、山林を所有していて手
入れをしていると答えたのは回答者の 7.5 ％しかい
なかった。山林を所有していながら手入れしていな
い人は回答者の 27.2 ％に上っており、木材価格の低
迷を背景に手を入れなくなった山林が多いことがう
かがえる結果である（表４–２）
。
表 4–2

山
林

所有
非所有
計

山林の所有と管理

している
29 （7.5%）
2 （0.5%）
31 （8.0%）

手入れ
していない
105 （27.2%）
185 （47.9%）
290 （75.1%）

計
134 （34.7%）
187 （48.4%）
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⑶ 世帯収入と保有資産
最後に回答者の世帯収入と資産状況をみて本節を
閉じよう。
「昨年１年間のお宅の収入合計（ボーナ
ス、年金等を含む税込。農林業の場合は必要経費を
除いた金額）
」を尋ねたところ、「200 万円未満」が
93 人（24.1 ％）、「200 ～ 399 万円」が 136 人（35.2 ％）
で、400 万円未満が 4 割を占めている。「400 ～ 599
万円」は 47 人（12.2 ％）、「600 ～ 799 万円」は 34 人
（8.8 ％）である。800 万円以上は全体の１割に満た
な い。「800 ～ 999 万 円 」 は 19 人（4.9 ％）、「1000 万
円以上」は８人（2.1％）だった（無回答・不明49人、
12.7 ％）。
資産の保有状況は「あなたと配偶者の方がおも
ちの資産（預貯金、株式、不動産などすべて含む）
の総額は、時価でどのくらいですか」という質問
文で選択肢から概算額を選んでもらった。「なし」
は 62 人（16.1 ％）、「300 万円未満」は 92 人（23.8 ％）
で、300 万円未満が全体の半数近くを占めている。
「500 万 円 ぐ ら い 」 は 55 人（14.2 ％）、「1000 万 円 ぐ
ら い 」 は 49 人（12.7 ％）、「1500 万 円 ぐ ら い 」 は 35
人（9.1 ％）、「2000 万円以上」は 47 人（12.2 ％）で、1
千万円以上の資産を保有する人は全体の 3 割を超え
ている（無回答・不明 46 人、11.9 ％）。

５．日常生活の地理
「限界」化が進む山村において、生活必需品の購
入は大きな問題である。近年、「フードデザート
（食の砂漠）」現象が日本でも指摘されるようになっ
たが（岩間編 2011）、人口減少地域においては、小
売店やスーパーマーケットが廃業すれば生鮮食料品
が身近で入手できなくなるなど住民生活に大きな影
響を与える。もちろん自家用車を使えば近くの都市
部に買い物に出かけることはできる。しかし運転の
できない人にとっては公共交通機関を利用するしか

図 5–1

ない。こうした地域では路線バスや鉄道は便数が少
なく、廃止されることも少なくない。本節では買い
物や病院の行動圏をまず検討し、続いて交通手段の
利用状況をみてゆく。
５. １ 行動圏
調査では「あなたは、つぎのことを、おもにどこ
でなさっていますか」という質問を設けて、「日用
雑貨 ･ 食料品の購入」
「家電製品・家具の購入」
「病
院・診療所の利用」のそれぞれについてどこでおこ
なっているかを尋ねた。選択肢には「自分の地区
（浦川・佐久間・山香・城西）
」
「佐久間町内」
「天竜
区内」「浜松市内」「東三河地域」「愛知・静岡県」
「東京・神奈川」「移動販売・通信販売」「その他」
を挙げて、ひとつずつ選んでもらった（以下、「東
三河地域」
「愛知・静岡県」
「東京・神奈川」
「移動
販売・通信販売」「その他」は「その他」に一括し
て示す）
。
まずその単純集計結果が図５–１である。日用雑
貨・食料品は 4 割以上が自分の住む地区内で買って
おり、佐久間町内では半数強に上る。逆にいえば半
数強が町内での購買に依存しており、町内にそうし
た店がなくなれば大きな問題となるであろうことが
うかがえる。
日常的にそうたびたび購入するわけではない家電
製品・家具の購買先は、自分の住む地区内と町内を
あわせても３割強で、日用品・食品の場合とは傾向
が異なっている。浜松市内で買うという人が３割い
る。東三河やその他の静岡・愛知県内なども３割い
る。
病院・診療所をどこで受診するか・できるかは、
高齢化が進む地域にあってはきわめて重要な問題だ
が、回答者の３分の１以上が自分の住む地区と答え
ており、町内をあわせると 68.2 ％に上る。佐久間町

日用品 ･ 嗜好品の購買先と病院・診療所の通院先
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の中心部の佐久間地区の中部には浜松市国民健康保
険佐久間病院がある。山間地域にあっては比較的恵
まれた医療環境といってよいだろう。そのためか、
浜松市中心部など町外に通院する人は４分の１程度
である。
⑴ 日用雑貨・食料品の購買圏
日常的に不可欠な食料品や生活資材の購入におい
て、社会的属性による差はどの程度あるだろうか。
ここでは佐久間町内でどの程度購買しているか（町
内購買率）を検討しよう（図５–２）。回答者全体の
町内購買率は 57.7% であり、半数以上が町内で購買
しているという結果である。
男女別にみると、男性に比べて女性のほうが町内
購買率が高い。差がより顕著なのが年齢による違い
である。50 歳未満では町内購買層は 35.3% しかいな
いが、年齢が上がるにつれて町内購買率が上がり、
75 歳以上では 73.9% が町内で購買している。高齢者
ほど町内で購買する傾向が明らかである。
収入階層ごとにみると、年収 200 万円未満の低所
得層はそれ以上収入がある層に比べて町内購買率が
高い。
居住地区による違いは顕著で、佐久間地区では７
割強が町内で購入しているのに対して、山香や城西
地区では町内購買率が 50% を下回っている。佐久
間地区は町の中心部の佐久間と中部を擁し、いずれ
にも日用品や食料品を購買できる小売店やスーパー
マーケットがある。浦川地区にも商店街があり、食
料品店などがある。
買い物と移動できるかどうかは密接な関連がある

注：* ｐ＜ .05、** ｐ＜ .01
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図 5–2

と推測できるが、自家用車・バイクの運転をしない
人は、運転する人に比べて町内購買率がきわめて高
い。また自分で運転できなくても同居者がいて運転
できれば乗せてもらうことができるが、同居者の有
無によっても町内購買率には差があった。すなわち
同居者がいない人の町内購買率は７割を超えている
のに対し、同居者がいる人は５割強である。
⑵ 家電製品・家具の購買圏
家電製品・家具といった日常的に購買するわけで
はないものの町内購買率は日用品より低く、35.2%
である。
男女で比べると、町内購買率は女性のほうが高
い。年齢による違いは日用品と同様に顕著で、50
歳未満では町内購買率は１割しかないが、年齢が上
がるにつれて上昇し、65 ～ 74 歳の前期高齢者層で
は45.2％、
75歳以上の後期高齢者層では53.8％に上っ
ている。
収入階層別にみたところ統計的に有意な差がみら
れた。年収 200 万円未満の層は半数近くが町内で購
買すると回答したのに対して、400 万円以上の層で
は２割内外と低い。
居住地区による違いも明らかで、浦川地区の居住
者は町内購買率が低い。ここでも車による移動の可
否が影響しているとみられ、自分で運転する層の町
内購買率は３割であるのに対して、自分で運転しな
い層はその２倍の６割強が町内で購買するとしてい
る。同居者の有無をみても日用品の場合と同様に有
意な差があり、独居者の町内購買率は、同居者がい
る人の購買率の２倍近い（図５–３）
。

日用雑貨・食料品の町内購買率
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注：* ｐ＜ .05、** ｐ＜ .01
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家電製品 ･ 家具の町内購買率

⑶ 病院・診療所の通院圏
病院・診療所についても町内に通院している割合
（町内通院率）をみてゆこう（図５–４）。全体では町
内通院率は 71.7% に上る。
購買圏でみられた傾向と同じく、病院・診療所の
通院についても、町内通院率は男性より女性のほう
が高い。年齢との関連も顕著である。65 歳未満で
は町内通院率は平均に満たないが、65 歳以上にな
ると町内通院率が一気に上がり、75 歳以上では８
割を超えている。
収入階層別にみると、年収 200 万円未満の低所得
層と400 ～ 599万円の中所得層で町内通院率が高い。
居住地区別にみると、市立佐久間病院があって町
内では比較的医療環境がよい佐久間地区はやはり町
内通院率が高い。それに対して浦川地区の居住者の
町内通院率は６割程度である。
表５–１は詳しい通院先をみたものだが、これに
よると浦川地区の居住者はほかの地区に比べて東三
河地方の病院・診療所に通う割合が高い。その他
（愛知・静岡県内など）も多い。浦川地区は県境に

注：* ｐ＜ .05、** ｐ＜ .01

図 5–4

接しており、愛知県東栄町（東栄病院）や新城市な
どの病院への通院が比較的容易なため、こうした結
果となっているとみられる。
最後に同居者の有無による違いをみると、独居者
のほうが町内通院率が高い。しかし購買圏と違って
自家用車・バイクを運転できるかどうかによる違い
は統計的には確認できなかった。
表 5–1
浦川（n=139）
佐久間（n=116）
山香（n=39）
城西（n=64）
合計（n=358）

居住地区×病院 ･ 診療所の通院先
佐久間町内
61.9%
79.3%
76.9%
68.8%
70.4%

天竜区内 浜松市内
2.9%
4.3%
1.7%
6.0%
10.3%
12.8%
9.4%
18.8%
4.5%
8.4%

東三河
13.7%
3.4%
−
−
6.4%

その他
17.3%
9.5%
−
3.1%
10.3%

（執筆分担：1 ＝丸山・石田・上野、2・4・5.1 ＝丸
山、3 ＝上野）
（以下、次号に続く。参考・引用文献、謝辞等は最
後にまとめて掲載する）
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Creative Writing

─ The Shaping of Possibilities ─
John Rippey
Department of Intercultural Communications, School of Human Cultures

Introduction
This article examines the potential of creative
writing for English as a foreign language education. After sketching the history of creative writing in language education, the article suggests
five dimensions through which creative writing
offers learners the opportunity for uniquely deep
and comprehensive interface with life experiences. The rationale is followed by feedback from
learners on creative writing coursework, along
with responses to frequently asked questions regarding the activity from teachers. The conclusion
describes creative writing as a promising growth
area in EFL education. The current article takes
up the interface of creative writing and EFL
learning in general terms and is the first installment in a two-part series; the second installment
（forthcoming）details a specific creative writing
syllabus developed for undergraduate learners
in Japan and documents learner progress and
responses.

１．A Re-view of Literature
The receptive use of literature in EFL has
evolved far beyond traditional canon-based intensive reading and close translation activities.1
An abundance of innovative creative reading
materials based on literature broadly considered,
along with research into their pedagogic effects,
is now available globally; the use of literature in
language learning has prompted scholarly societies and conferences in Japan, as well. Creative
writing, similarly, receives growing recognition
in the field of EFL/ESL internationally, in the
form of increased representation in published
learning materials, teaching handbooks, applied
linguistics disciplinary journals, and professional
organizations and educational initiatives. The
growing receptiveness to creative writing in the
world of foreign language education follows on
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long-established trends in first language English
education; hundreds of creative writing degree
programs now operate at undergraduate, graduate, and continuing education levels across the
anglophonic world, accompanied by a significant
disciplinary literature.2
Creative writing has made quiet but increasing inroads into EFL education in Japan in the
early twenty-first century, as well. The number
of presentations and papers devoted to the activity has accelerated, and a good body of research
has accumulated. The research undertaken thus
far characteristically represents smaller-scale
exploratory studies or descriptions of a specific
classroom genre and pedagogic practice. Virtually all of the studies thus far describe research
results as encouraging and recommend creative
writing as an activity worthy of wider application
and further exploration. A partial, chronologically arranged list of domestically published
articles taking up EFL creative writing gives
an idea of types of practice and research focus:
Joritz-Nakagawa（2001）Writing pop song lyrics;
Toff（2002）A language of their own: Young Japanese women writing their life in English; Rippey
（2004）Poetry in use among language learners;
Cullen（2006）Writing poems and song lyrics in
the classroom; Rippey（2006）Creative writing as
language learning activity; Rivers（2007）Freewriting as an expressive communication tool for
Japanese English learners; Brady（2008）An interactive creative writing activity; Dougherty and
Dougherty（2008）Creative writing and EFL motivation; Perry（2010）Seven: A collaborative creative writing activity; Unosawa（2010）Creative
writing activities for the autonomous learner;
Watkins（2010）Writing creatively in a foreign
language; Honda（2011）Creative writing in
pairs; Kenny（2011）Teaching creative writing in
an ESL context; Lee（2011）The practice of haiku
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writing in second language classrooms; Pigott
（2011）A confidence-building creative writing
activity for lower levels; Wells（2011）Using poems and short stories in writing classes; Iwasaki
（2012）Love Story; Chen（2013）Learning haiku
in English by way of the heart; Holthouse and
Marlowe（2013）Content-based creative writing
using photographs; and Thompson（2013）Teaching creative writing in a Japanese university.

２．Why Creative Writing?
Creative writing refers to the composition of
short stories, dramas, poetry, creative non-fiction
（including personal narratives and other forms
of life writing）, essays, and texts in any other
imaginative genre or blend of genres. This section
of the article proposes five attributes of creative
writing which in the interactive aggregate make
the activity an empowering educational practice.
Genuine Communication. The prevailing paradigm in foreign language education continues
to be “communication.” If we invoke that hardworking concept once again, writing creatively
represents truly communicative language use
─ the activity asks the writer to offer individual
thoughts, perspectives, and feelings on subjects of
immediate personal significance. Students themselves determine, furthermore, what it is that
they need and want to write about. They take up
those real concerns which are the most important
and compelling elements of their lives. These are
characteristically topics which could not readily
be collectively foisted upon a group; the topics appropriately and necessarily spring forth spontaneously and individually. Exploration of lived and
felt experience often leads the writer to consideration of, for example, states of personal relationships, worldly successes and failures, self-doubt
and acceptance, conscience and morality, cultural
convergence and divergence, complicity and social justice, joys and losses, spiritual wanderings
and intimations, and so on – vital areas of human
experience which are most often deliberately
strained from other learning materials, sylla-

buses, school subjects, and academic experience.
In creative writing, these irrepressible concerns
might be addressed directly; alternatively, they
might be considered at an angle through projection and fictionalization. Creative writing can be
considered genuinely communicative, as well, in
the sense that participants in a creative writing
course, along with subsequent readers outside of
the course, connect with each other through their
creation and recreation of significant experiences.
Creative writing lends itself easily to collaborative and interactive learning; student writers
characteristically receive guidance and advice on
their writing through feedback from peers as well
as teacher.
Relevance: Creative language use is an intrinsic element of ordinary life. We all regularly
relate incidents and anecdotes, give descriptions
and comparisons, generate, retell, and revise
dialogues. Furthermore, when we engage in
these activities, we employ imagery, metaphor,
language music or sound play, and all other elements of so-called literary craft. Humans have
used language for story-telling, drama, religious
expression, and so on, across cultures from time
immemorial. “All language is figure, and figuration,” Marjorie Garber explains. “Every act of
language is a creative act of figuration”（255）
.A
growing and dynamic body of linguistic research,
furthermore, documents the pervasive presence
of language device in large corpora of spoken
interactions incorporating all types of language
use and discourse. This research into creative
language use increasingly straddles and blurs
the first/foreign language boundary. An interdisciplinary field of creativity studies has emerged.
Contributors include creative writers, language
educators, linguists, applied linguists, and other
specialists. 3 Bi- and multilingual creativity is
seen as a particularly significant and exciting area, as a world language such as English becomes
“the sight for new creativities, involving owners
of the language whose first language is not English, whose culture exhibits different inflections
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and who, in a range of discourses extending from
everyday interaction to hip hop to more canonical
creative writing, push back the creative resources
of the language”（Carter “Epilogue” 341）.
Thought As Figure: Figurative language is increasingly nominated by researchers in diverse
fields as the way in which we（not only communicate but also）basically understand the world.
Neuroscientist John Ratey, for example, explains,
“Although metaphor and analogy are unconventional in scientific circles, I am firmly convinced
that a more nonlinear kind of thought will eventually supplant much of the logical reasoning we
use today”（5）. Psychoanalyst Iain McGilchrist
suggests, “Metaphoric thinking is fundamental
to our understanding of the world, because it is
the only way in which understanding can reach
outside the system of signs to life itself. It is what
links language to life”（115）. Cognitive scientist
Mark Turner similarly posits that “the literary
mind is the fundamental mind.” He observes,
“Most of our experience, our knowledge, and our
thinking is organized as stories”（v）. Creative
writers and literary scholars in any language
have long cherished similar convictions. Figures
of speech from image to metaphor, meter, rhyme,
storyline, and so on represent a “suprarational”
mode of knowledge – one including but not limited to the logical or rational. A timely and insightful fiction or figure allows us to negotiate the underlying strata of consciousness and understand
more than we would by working in surface layers
alone.
Change the World: Creative writing exhibits
a powerful social preoccupation. The inherent
communal concern of creative writing operates
alongside the activity’s intense and intimate individual interface. Creative writers engage the
perspectives of other lives, the fellow participants
and collaborators in life experiences（both human
and non-human natural lives）. These perspectives are explored in and through the writing empathetically. Interpretations are integrated into a
new or alternative perspective for a reader in as
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convincing and compelling a fashion as possible.
Creative writing draws energy in the contrasting
of the way the world is with the way it could be.
Generating a vision of life involves what many
observers have described as a broadly moral element. A piece of creative writing aims ultimately
not only to interpret reality but to transform it –
on both the social and individual level, and the
one through the other. Figurative language, in
search of a truth, subjects even and especially
established institutions and vested interests to
unconditioned scrutiny. One manifestation of this
intrinsic leveling effect is the democratization of
the creative writing classroom. Classroom hierarchies and status differentials stemming from age,
gender, class, occupation, educational attainment,
domestic or geopolitical social standing, and so
on, are undermined by the common challenge of
locating and creating significance and the impossibility of mastery. Participants are freed into
interactions as equals. Just as a work of creative
writing aims to transform the world, in the very
creative regard the real world is transformed.
Cosmic Dimensions: A work of creative writing stems, occasionally explicitly but most often
implicitly, from the big questions such as “Who
am I?” or “What are we doing here?” We continuously pose and steer by such queries at some
level of awareness in the changing circumstances
of everyday life, weighing responses to our situation and attempting to live them out. A piece of
creative writing can be considered, in the most
immediate sense, a living record of this incessant
searching. In a larger sense, however, creative
writing not only describes and documents but
also embodies the very act of existential questioning. Writing creatively does not represent
the working toward a foregone conclusion on
metaphysical questions. Rather, it is a process of
open-ended exploration of experience, a search
for hints and glimpses of insight, the generation
of working hypotheses and provisional answers.
The process is continuously infused by a large element of surprise and the forming of unexpected
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and seemingly unlikely connections. Any hints of
discovery fuel further exploration and discovery.
It proves to be an absorbing process and can often
be a delightful one.

３．Responses to EFL Creative Writing
Creative writing gives evidence of being a rewarding activity not just on paper but in practice
in group academic settings, as well. This section
of the article introduces a sampling of representative responses to classroom creative writing
experiences expressed by undergraduate EFL
learners in Japan. The section then introduces
frequently encountered questions or skepticisms
regarding creative writing posed by EFL teachers, along with responses to the questions. The
profile of practical responses to creative writing
described in this section is a generalized one; the
next installment in this two-part series details a
particular semester-long creative writing syllabus developed for tertiary EFL learners in Japan
and documents learner responses to the learning
protocol through reflections and writing samples.
After completing semester-length EFL creative
writing courses in which they produced, in most
cases for the first time ever in any language, creative works in several genres – most typically a
personal narrative followed by a short story, dramatic dialogue, and set of poems – learners have
tended to provide responses to the experiences on
anonymously written course evaluations which
in broad outline echo the handful of examples
below. Responses, obviously, ring very positively.
Hundreds of course evaluations collected over a
decade of classroom creative writing carried out
in compulsory courses have yielded many helpful
targeted suggestions and constructive criticisms
of pedagogic practice or of a particular version
of a syllabus. Remarkably, however, not a single
negative characterization of the core enterprise
（creative writing in English）itself has emerged
to date.
１．Thanks to this course, I can enjoy writing.

I find my hidden imagination and feelings.
In addition, I can improve my poor English
skills. It is exciting to read my friends’ stories, as well.
２．Through writing experiences, I think deeply
about my family, life, and many things
around me. It is valuable time for me.
３．When I write something, I can look back at
myself and recover the feeling at the time
by writing. I want to continue writing in the
future.
４．This class was so enjoyable and useful for
me. I believe my English knowledge and skill
level improved so much.
５．At first, I thought this class might be too
hard, but in fact it was a little hard and very
fun! I will keep writing in English.
６．I wanted to write more works! I had not
known writing is such a pleasure.
７．I was very happy to join this class. It was
a very impressive part of my school life because I’ve never written stories like this by
myself, even in Japanese. Sometimes it was
hard to write when I couldn’t create an image or when I was busy. However, in total,
this became a memorable course for me.
We may never know why creative writing as a
foreign language learning activity demonstrates
such strong appeal. It can be intriguing and instructive, nonetheless, to consider some of the
possibilities. Learners may well recognize creative writing, be it in a first or foreign language,
as a mode of living and way of flourishing. They
may also find intrinsic contentment in the act of
making, the joy of simply assembling resources
and realizing something in the world that then
takes on a life of its own. Finally, learners may
also sense the strengthening of their own language skills in writing creatively. One prominent
EFL/ESL creative writing proponent, Alan Maley,
proposes that through creative writing “gains in
grammatical accuracy and range, in the appropriateness and originality of lexical choice, in sen-
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sitivity to rhyme, rhythm, stress and intonation,
and in the ways texts hold together are significant,” and that these gains bring attendant benefits to motivation and self-confidence（“Creative
Writing”）. While little formal empirical research
has been carried out on the benefits of creative
writing from the applied linguistics perspective
yet, the ideas sound entirely plausible, and early
exploratory studies tend to lend them support.4
The increasing uptake of creative writing in language research and commercially available teaching materials（as reviewed in the first section of
this article）suggests that a growing number of
EFL teachers become familiar with the activity
and possibly open to the idea of adopting and
adapting it into their teaching. However, the integration of creative writing into foreign language
learning remains in its infancy. Skepticisms on
the advisability of taking up creative writing
persist. Many questions regarding practical implementation linger. Creative writing currently
remains, to some significant degree, an unknown
quantity. Experiences and dialogues at domestic
language education conferences, presentations,
and workshops indicate that the frequently asked
questions from EFL teachers in Japan pertaining
to the use of creative writing include the following. Questions are followed by brief responses
based on personal experience and observations as
well as the shared perspectives of other practicing EFL creative writing teachers.
Can EFL students really write creatively in
English? Discovering the quality of creative work
which students are capable of is one of the biggest boons of the endeavor. It may well come as a
pleasant surprise for a teacher. Creative writing
allows us to see learners with new eyes. Students
parlay the grammar and vocabulary which they
control into inimitable and original writing. Like
expository writing, creative writing is a process
– everyone gets better and becomes increasingly
capable of putting more of themselves and their
experiences into a work as they learn what the
possibilities are. Students write at their own level
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linguistically and through the writing raise their
level.
Can creative writing really be taught? Writing of any kind will be nurtured and promoted
through the provision of writing opportunities,
guided experiences, and constructive responses.
Progress takes place more rapidly through such
exposures than it would otherwise. Even in group
creative writing contexts, each learner develops
in a unique way and at an individual pace. It goes
without saying that teaching creative writing
does not and could not involve telling someone
what or how（or where, when, and why）to write.
Must a teacher who uses creative writing activities in EFL classes be a creative writer herself?
Any teachers equipped with basic training and/or
background experience in EFL can teach creative
writing effectively.（In the same way, teachers
who incorporate debate, public speaking, presenting, and other sophisticated productive language
activities into their repertoire do not require formal background or current engagement in those
activities.）We are all creative users of language
in both speech and writing. Teacher experience in
creative writing can be additive, surely, but is by
no means prerequisite. Considering the situation
from another angle, teaching creative writing can
be a chance for a teacher to take up the activity
herself, along with the students. The minimum
requirements for teaching EFL creative writing might be a basic valuation of reading and an
interest in student language generation – basic
traits that we expect in any language teacher.
Do some groups of learners demonstrate greater
receptivity to or proclivity for creative writing?
Creative writing defeats attempts at prediction
and profiling. The briefest experience in the
creative writing classroom serves to undermine
generalizations and produce exceptions to all the
rules. Students of every individual predilection
and background – young and old, natural scientist, social scientist, and humanist, beginning
learner and advanced, reserved and outgoing, etc.
– can engage creative writing with facility and
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fulfillment. As with any human pursuit, there are
individuals who demonstrate pronounced affinities and aptitudes; that is to say, creative writers
all come into their own through different tempos
and trajectories.
Do students need to possess vivid imaginations
in order to write creatively? Students already do
possess such imaginations, any disclaimers to the
contrary even on the parts of the students themselves notwithstanding. Humans “think” through
imagery, and cannot help doing so – memories,
daydreams, reflection, and speculation unfold
as streams of images. Creative writing involves
the channeling of this special faculty which is
common to all of us. The immediate task at hand
in writing becomes more one of going with the
flow of our basic processing than of conjuring an
unprecedented world out thin air. Even the deepest historical fiction and wildest science fiction
originate in and emerge from the perceptions and
experiences of a here and now.
Will students share their intimate thoughts and
feelings? Yes. Humans desire to express their
meaningful experiences and responses to the
experiences, in no small part for the validation
and bonding involved in such communication.
An atmosphere of trust and support is important
for facilitating the sharing. Students need to feel
safe in order to open up. A basic respect and positive regard in the classroom is usually sufficient
to establish the trust; students tend to assume
that the security is there, or at least stay open to
the possibility, unless proven otherwise, and will
follow the tone and example set by the teacher.
At any given time, a student might choose to
interpret a writing task into its safer inflections,
which is certainly her right; provided opportunities to explore experience in an unconstrained
way and to communicate fully, most students
move unambiguously with time in that direction.
Is grading antithetical to creative work? In
many respects yes.（The good-and-bad news is
that grading could also be considered antithetical, by extension, to any productive or interpre-

tively receptive language activity. In fact, first
language creative writing classes commonly
operate on a pass/fail basis.）There are ways of
evaluating EFL creative writing, however, which
stay basically consistent with the spirit of a creative enterprise, even in the hopefully rare face
of strictly imposed grading curves. Conditioning
factors like volume and accuracy of production,
manifest effort, and observance of deadlines can
be figured into a holistic evaluation ahead of any
considerations of “quality” of writing, functioning
to background this element. Students also benefit
from and appreciate open discussion of grading
criteria, rationales, and the relative significance
of grades for creative work. When a teacher is afforded reasonable margins for evaluation, thankfully, extraordinary measures become unnecessary; she can adopt those approaches she finds
most helpful for learner development.
Is the marking of creative writing a burden? The
quantity of written response from the teacher to
creative writing of students does not necessarily differ from that of feedback to student work
in any writing class in which students generate
their own texts. Broad categories of feedback –
comments or questions on content, suggestions
for additions, revisions, or clarifications, constructive criticism, overall impressions, identification
of problems of accuracy or form, and so on – often
parallel that provided for conventional expository
writing. In terms of quality of marking experience, teachers often describe the response to creative writing of students as a joy.

４．Ending: Imagined Future
Creative writing represents a promising and nascent growth area in foreign language education,
a current cutting edge with a capacity for rounding out. New creative writers in any language
commonly experience a surprising sense of familiarity and affinity for the activity even on earliest
exposures. By virtue of its intrinsic value and
educational potential, the activity seems likely to
continue gaining wider currency and use in EFL
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instruction in Japan, following developments in
native English education and EFL/ESL circles
elsewhere. Creative writing would not rightly
displace established foreign language teaching
approaches or activities; rather, it complements
these and endows them dimension. The abilities to convey information, negotiate personal
exchanges, construct and present arguments,
reason clearly, write critically, and so on, remain
important skills to develop. Creative language
use infuses and strengthens these practical and
analytical language capacities. When we consider
academic work in the extended and inclusive
sense, we can recognize the need for creative
inflections alongside established functional and
critical ones. This article has attempted to demystify the act of creative writing and emphasize
its accessibility for foreign language learning –
while at the same time honoring and celebrating
the activity’s enabling mystery.

Notes
１ Terry Eagleton proposes a definition of literature（in the reception）which is helpfully flexible and which doubles, in the inverse, as a reasonable working definition for creative writing
（in the aspiration）, as well. He suggests that,
although literature has no single indispensable
quality, people have one of five things in mind,
or some blend or combination of them, when
they describe a work as literary:
T
 hey mean by ‘literary’ a work which is fictional, or which yields significant insight into
human experience as opposed to reporting empirical truths, or which uses language in a peculiarly heightened, figurative or self-conscious
way, or which is not practical in the sense that
shopping lists are, or which is highly valued as
a piece of writing.（25）
２ In Japan recent professional initiatives taking
up literature in EFL include the annual Liberlit Conference（“for the Discussion and Defense
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of the Role of ‘Literary’ Texts in the English
Curriculum”）sponsored since 2010 by Meiji
Gakuin University in Tokyo; formation in 2011
of the Literature in Language Teaching（LiLT）
Special Interest Group of the Japan Association
for Language Teaching（JALT）; and numerous
local initiatives.
Globally, EFL/ESL textbooks which
foreground creative writing include, for
example, Jenkins; Maley and Mukundan
（Writing Poems and Writing Stories）; Spiro
（Creative Poetry Writing and Storybuilding）;
Tin（Creative Writing）; Wajnryb; and Wright
and Hill. Academic studies in internationally
recognized applied linguistics research journals
which address creative writing include
Ostrow and Chang; and Tin（“Freedom,” and
“Language Creativity”）.
The Asian English Language Teachers’ Creative Writing Project, organized and administered by the Asian Teachers-Writers group
since 2003, is an international language learning creative writing initiative which aims to
“foster the use of creative forms of writing as
part of the teaching of English” and to “produce
published materials written by Asian teachers for Asian students.” Another international
collaboration is The Extremely Short Story
Competition（ESSC）, an annual international
writing contest founded in the United Arab
Emirates in 2003 and organized by the British
Council and Zayed University and administered in Japan by the Japan Association of
Asian Englishes（JAFAE）.
Contemporary academic handbooks for the
teaching of creative writing in English as a
first language include, for example, Harper;
Morley; and Morley and Neilsen, in addition to
a large and increasing number of genre-specific
creative writing guides. Hyde and Metzger also
remain enlightening explorations of the individual need to write creatively and the social
functions of creative writing.
３See, among many other individual studies and
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volumes on the topic of（literary）device in spoken language, Carter（Language and Creativity）; Carter and McCarthy; Cook; Maybin and
Swann（The Art of English and “Everyday Creativity”）; Norrick; Rippey（“A Poetics”）; Swann
and Maybin; Toolan; Tannen; and many of the
contributions to Swann, Pope, and Carter. In
the related field of creativity studies see, for
example, Maybin and Swann; Swann and Maybin; and Swann, Pope, and Carter.
４ Rippey（“Creative Writing”）found that Japanese undergraduates as creative writers generated a greater volume of more accurate writing
on a short story than they did on critical, academic essays; creative writing also enhanced
motivation and strengthened the subjects’
positive regard of English writing in general.
Ostrow and Chang are among those who propose that creative writing experience leads to
stronger expository writing abilities.
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研究ノート

彦根市荒神山における考古学的調査
─後期古墳と採石地の調査─

樫木規秀・大西

遼

滋賀県立大学大学院博士前期課程 2 回生／滋賀県立大学大学院博士前期課程 1 回生

１．はじめに
滋賀県立大学考古学研究室（定森秀夫研究室・中
井均研究室）では、一昨年から本格的に彦根市荒神
山における考古学的調査を行っている。独立丘陵で
ある荒神山には、古墳・寺・採石地など多様な歴史
資料が存在している。古墳時代前期には、県下第二
位の規模を持つ荒神山古墳が築かれ、古墳時代後期
になると、荒神山内の各所に古墳が築かれる。中世
においては、山城である日夏城等が築かれ、また採
石地も成立する。この他成立年代は判然としない
が、近世まで存続した奥山寺坊が知られている⑴。
これまでに、上述した歴史資料に関する報告も発
表されているが、全ての資料が報告されるには至っ
ていない。彦根市の歴史を解明するためには、荒神
山の多様な歴史資料は重要な位置を占めている。今
年度は、後期古墳と採石地の調査を行った。本稿で
は、今年度の調査成果を報告すると共に、若干の考
察を行いたい。
（樫木）

２．荒神山における考古学的調査・研究略史
荒神山における考古学的調査・研究の発端は、中
川泉三氏による『近江愛智郡志』巻１（中川 1929）
であるが、彦根市史考古部会の報告（彦根市史考古
部会 2004）に詳しく述べられているのでそちらを参
照されたい。林博通氏は荒神山付近に存在する屋中
寺跡と下岡部廃寺出土の輻線文縁軒丸瓦に関して渡
来系氏族との関係性を指摘し、彼らの動きを示すも
のとして、荒神山古墳群山王谷支群１号墳の穹窿頂
持送り式石室を挙げた（林博通 1998）。
これ以後、本格的に荒神山における考古学的調
査・研究が行われるようになるのは、2004 年の彦
根市史考古部会の報告（彦根市史考古部会 2004）を
待たねばならない。この報告書の中では、荒神山お
よびその周辺遺跡の分布調査（高橋 2004）、荒神山
古墳の墳丘測量調査および表面採集された埴輪（早
川・増田 2004・2006）、荒神山古墳群山王谷支群の
墳丘および横穴式石室の測量調査（早川 2004a）、稲
枝東小学校・延寿寺・延寿寺寄贈彦根市教育委員会
所蔵の荒神山古墳群などの出土遺物（早川 2004b）に
ついて、それぞれ資料化・報告・検討がなされた。
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以後この報告をもとに、荒神山をめぐる考古学的
研究が進展していく。高橋美久二氏は、荒神山古墳
および荒神山南麓の塚村古墳の発見に関して、古墳
時代の近江における首長墓系譜の観点から評価し
た（高橋 2005）
。荒神山古墳群山王谷支群１号墳の
窮窿頂持送り式石室に関しては，考古学・文献史学
の成果双方から検討がなされ，大津市北郊を拠点に
近江各地の主要な港湾施設のある地に進出していっ
たと推測される志賀漢人氏の同族が居住し，琵琶
湖の湖上交通に従事した結果と考えられている（細
川 2006・大橋 2007）
。また田中勝弘氏は、荒神山古
墳についてその立地環境から古墳時代前期における
琵琶湖水運システムの中での位置付けを行った。さ
らに荒神山古墳群については、古墳時代中期以来衰
退し、継体大王出現に伴い再び重要性を増した湖上
水運を司ったゲホウ山古墳の被葬者を支えた渡来系
技術者集団の墓域であった可能性を推定した（田中
2007・2008）
。
2010 年には、彦根市教育委員会による荒神山古
墳の発掘調査の成果報告がなされた（谷口・林昭男
2010）。そして 2011 年には荒神山古墳が国の史跡指
定を受けている。また辻川哲朗氏は、伝荒神山古墳
群出土有蓋短脚高杯を新羅系土器として再評価し、
時期比定などを行った（辻川 2012）
。
さて、2004 年の彦根市史考古部会の報告以降、
荒神山における分布調査および測量調査は行われて
いなかったが、2011 年、滋賀県立大学考古学研究
室によって再開された。2012 年にはその途中報告
として、未報告の横穴式石室墳の墳丘および横穴式
石室の測量成果が報告された。仲田周平氏はこの中
で、荒神山古墳群の横穴式石室の系譜、およびそれ
を踏まえた古墳時代後期以降の依知・犬上郡におけ
る周辺地域の人々や渡来系氏族の移住の問題につい
て考察している。荒神山古墳群については、穹窿頂
持送り式石室や渡来系氏族との関係に焦点が当てら
れてきた（林博通 1998・早川 2004a）が、周辺地域の
人々の移住という新たな視点を取り入れた点で、仲
田氏の考察は特筆すべきである。また、荒神山古墳
群Ａ号墳において中近世の石切り痕跡である矢穴痕
が確認・報告されたことも注目される（仲田・大西
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1．
日夏城跡 2．古屋敷遺跡 3．妙楽寺遺跡 4．南谷遺跡 5．蛭目遺跡 6．荒神山古墳群日夏山支群
7．荒神山古墳 8．奥山寺坊跡 9．山脇古城山城跡 10．荒神山古墳群山王谷支群 11．荒神山古墳群本
堂谷支群 12．荒神山古墳群石流支群 13．荒神山古墳群（彦根市史考古部会2004では散在する古墳状
隆起とされている） 14．塚村古墳 15．平流城跡 16．稲里遺跡 17．屋中寺跡 18．曽根沼遺跡 19．
荒神山古墳群C号墳 20．荒神山古墳群D号墳 21．荒神山古墳群E号墳 ①．荒神山古墳群B号墳 A．荒
神山古墳群A号墳(採石地A) B．採石地B C．採石地C
※
で示した部分は今回分布調査範囲
図１

荒神山とその周辺の遺跡分布図
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（大西）

と、採石に関する報告はないので、基礎資料を提示
する必要があると考えた。今回の墳丘測量調査と併
せて報告したい。
（樫木）

３．調査の経緯

４．荒神山古墳群Ｂ号墳の墳丘測量とその問題

X=-85135

2013 年４月から６月にかけて、滋賀県立大学考
古学研究室は荒神山古墳群 B 号墳（以下 B 号墳と略
する）の墳丘測量調査を実施した。この古墳は琵琶
湖に面する荒神山北側斜面の尾根上に存在する横
穴式石室墳（図１）で、既に石室の測量調査がなさ
れ、報告されている（仲田・大西 2012）。この調査
の目的は、墳丘の具体的な特徴、既に資料化されて
いる横穴式石室との位置関係を探ることである。ま
た、この古墳は単独墳であることが指摘されている

X=-85130

X=-85125

X=-85120

今回墳丘測量調査を実施した古墳は、仲田周平氏
によって報告（仲田・大西 2012）されているＢ号墳
（図１）に該当する。当古墳は、石室の奥壁が抜け
ており、倒壊する恐れがあった。そのため、倒壊す
る前に墳丘測量を行う運びとなった。当古墳の資料
化は、荒神山内そして彦根市における後期古墳の動
向を考えるための重要な作業であると考えている。
また、墳丘測量調査と並行して分布調査も進め、
矢穴痕を有する石材を発見した。これまでの荒神山
に関する報告のうちで、仲田氏がＡ号墳の矢穴痕
について報告している（仲田・大西 2012）のを除く

X=-85140
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（仲田・大西 2012）が、今回単独墳であることを再
確認するため、墳丘測量に加え古墳の周辺を広く分
布調査した。
図２がＢ号墳の墳丘測量図および断面図である。
墳丘西側は後世の削平を受けているが、墳丘北側お
よび東側で良好に残る円弧を描く等高線と、墳丘南
東・南西側の等高線のくびれ、南側の平坦面とそ
こから南側に続く自然地形（尾根の斜面）の存在か
ら、直径約 11m 程度の円墳が復元できる（図２︰復
元案①）。断面図に注目すると、墳丘南側の平坦面
の存在から、斜面を削平した後に墳丘を築造したこ
とが想定される。
しかし、復元案①の場合、図２の東西断面図に着
目すると、現状の石室床面のレベルが想定される墳
丘裾のレベルよりも約 0.8m 程度低いことになり、石
室掘方は墳丘裾のレベルよりも 80 ㎝以上低いことに
なる。これは犬上郡において通有のものであろうか。
図３は犬上郡において発掘調査が行われ、石室掘
方と周溝上場のレベルが判明している古墳を集成
し、石室掘方と周溝上場の比高差を算出したもので
ある。これらの事例は比較的平地に立地する古墳が
多く、墳丘の削平を受けている事例が多いため、当
時の墳丘裾に比較的近い数値を得ることができると
考えた周溝上場レベルを墳丘裾レベルの代わりに用
いた。
図３を見ると、石室掘方－周溝上場が 0.3m から
0m の例、つまり石室掘方が周溝上場より 0.3m 程
度低い例から同程度の例が多く、B 号墳のように周
溝上場（墳丘裾）より 0.8m も低い石室掘方を持つ例
は皆無であった。そこで石室掘方（B 号墳の場合は
現状の石室床面）と墳丘裾のレベルを犬上郡で最も
多い例に合わせ、同程度のレベルで復元したものが
図２の復元案②である。
復元案②の場合、径約 14m 程度の円墳に復元で
きる。復元案①よりも 3m 大きくなるわけである
が、図２の墳丘測量図から見た場合，この案は妥当
であろうか。墳丘裾東南部周辺の等高線に注目する
と、復元案①に比べて墳丘と自然地形の境界を示す
等高線のくびれがやや不明瞭である。地形測量図の
検討では、やはり復元案①の方が妥当性は高いよう
に思われる。
以上の分析から B 号墳の墳丘復元には 2 案があ
り、どちらの案にも問題点があるため、現状では一
つに絞り込むことができない。しかも今回比較対象
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として使用した犬上郡の発掘事例は全て平野部の事
例であり、これらの事例に比べれば急斜面に立地し
ている B 号墳は石室掘方の深さなどの築造技術に
差異が認められる可能性もある。墳丘規模は古墳被
葬者の力を示す一つの要素にも成り得ると考えられ
るため、今後発掘調査などにより墳丘復元案がより
（大西）
絞り込まれることを期待したい⑵。

５．荒神山古墳群における単独墳の性格に関す
る若干の考察～Ａ号墳・Ｂ号墳を中心に～
前述の通り、今回、B 号墳の墳丘測量と並行し
て B 号墳周辺（図１のトーンで示した範囲）の分布
調査を実施したが、新たな古墳を発見することが
できなかった。B 号墳の所在する尾根の一つ北側
の尾根筋には、2004 年の彦根市史考古部会の報告
で古墳状隆起とされたものがある（彦根市史考古部
会 2004）が、確実な古墳とみなすことはできない。
したがって、B 号墳が単独墳であることが明らかに
なったわけだが、荒神山古墳群には現在のところ、
この B 号墳と荒神山古墳群 A 号墳（以下 A 号墳と
略す）の２基が単独墳であると考えられている（仲
田周平・大西遼 2012）⑶。これら単独墳の性格に関
して若干の私見を述べたい。
ここでは、特に古墳の立地に着目する。単独墳で
あるＡ号墳、Ｂ号墳および荒神山古墳群日夏山支群
を除いて、荒神山古墳群の多くの支群は荒神山南斜
面、すなわち依知・犬上扇状地の方を望む位置に立
地している。これに対し、Ａ号墳は宇曽川を望む位
置に立地する。宇曽川は荒神山を過ぎるとすぐに琵
琶湖にそそぎ、Ａ号墳の立地は河川交通と湖上交通
の結節点にあたる部分と言える。また、Ｂ号墳は古
墳時代前期の荒神山古墳と同様琵琶湖を望む位置に
立地している。更にＢ号墳は、田中勝弘氏が湖上交
通において格好の目標であると指摘する多景島（田
中 2007・2008）と、古くから湖上交通あるいは祭祀
において重要視されていたと考えられる竹生島を結
ぶ延長線上に立地するという特徴を持つ⑷。また、
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B 号墳の石室開口部から琵琶湖を望むと、ちょうど
沖島が見える位置でもある。このような位置関係を
当時どこまで意識していたのかは定かでないが、少
なくとも湖上交通の際に目印とも成り得る琵琶湖に
浮かぶ島々を、見渡せる位置に立地している事実は
確かである。
以上のようにＡ号墳およびＢ号墳はそれぞれその
立地から湖上交通の場である琵琶湖・宇曽川河口付
近を意識した単独墳であると言える。先に述べたよ
うに、古墳時代後期には琵琶湖の湖上交通が再び重
要視される傾向が生まれ、それを示す首長墓とし
て荒神山周辺ではゲホウ山古墳が挙げられる（田中
2007）。こうした社会動向を踏まえると、Ａ号墳・
Ｂ号墳は古墳時代後期の湖上交通において何らかの
役目を担った人物の墓である可能性がある。さら
に、先行研究でも述べた通り、荒神山古墳群山王谷
支群 1 号墳が湖上交通に従事した志賀漢人氏の同族
の墓だとすると（細川 2006・大橋 2007），古墳時代
後期において湖上交通を担った人々には複数の系統
があった可能性や、系統の転換があった可能性を指
摘できるのではないだろうか。
（大西）

６．採石地の調査成果
⑴資料の概要
今年度までの分布調査で矢穴痕を有する石材は３
地点で見つかっている。なお、矢穴の型式分類や矢
穴に関する用語等については、森岡秀人・坂田典彦
両氏（森岡・坂田 2005）と森岡秀人・藤川祐作両氏
（森岡・藤川 2008）の研究成果に依拠している。
①採石地Ａ（図４）
この古墳では、石室に使用されていたと考えられ
る石材３個体に矢穴痕を確認した。それぞれ石材
１、石材２、石材３とする。
石材１：この石材の矢穴痕は４個確認できる。個体
差も多少認められ古い要素を残すとも捉えられる
が、矢穴底はほぼ平坦で、壁の立ち上がりが比較的
直線であること等からＡタイプと思われる。
石材２：この石材には矢穴痕が４個残る。石を割っ
た後、放置されたようである。割れ目が歪んでいる
ことが放置の原因であろうか。矢穴底は意識的な調
整が認められ、隅丸形態を呈する。このことから、
Ａタイプと考えられる。
石材３：この石材は矢穴痕が２個残存する。平面的
な位置関係と矢穴痕が地面付近に確認できるため転
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落石であろう。判断が難しいが、矢穴底が丸底であ
ること、矢穴口の法量から、古Ａタイプと思われる。
②採石地Ｂ（図５）
荒神山神社を少し下ったところに所在する矢穴石
である。矢穴を彫った後、放棄されている。石材の
上面に矢穴列があり、９個の矢穴痕が残存する。平
面形が矩形を呈し、矢穴底はやや隅が丸い。また、
断面形態が逆台形であることから、Ａタイプと考え
られる。
③採石地Ｃ（図５）
荒神山の南端付近に所在する。付近には、比較的
大きな石材が一定程度見られる。割裁後の割石で矢
穴痕は６個確認できた。矢穴痕の形状と矢穴底が比
較的平坦であること、そして、矢穴の法量の個体差
が比較的少ないことから、Ａタイプに分類される。
⑵採石地としての荒神山―若干の考察―
まず、矢穴痕をもつ石材については、分布が点的
であり、その数も多いとはいえない。また、古Ａタ
イプ（１個体）
・Ａタイプ（４個体）が存在すること
から、主に 16 世紀後半～ 17 世紀（森岡・藤川 2008）
に採石がなされたことがわかる。なお、今回報告し
た矢穴痕を有する石材は全て湖東流紋岩である。
荒神山における採石に関しては、文化 3 年（1806）
の『指紙書抜』に、
「荒神山に石を採掘に行き怪
我をした彦根藩足軽の記事（渡辺 2003）」があるた
め、荒神山で採石がなされていたことを確認できる。
また、
「享保 20 年（1735）の荒神山・三ツ屋浜周辺
を描いた絵図には三ツ屋村字古川に「御普請方御石
上場」とあり、18 世紀前半にはすでに、船での石
材運搬に適した荒神山から御普請用の石が採取され
ていたこと（渡辺 1995）
」が判明している。
これらによると、近世に荒神山で、彦根藩が関
わった採石が行われていたことは間違いない。今回
報告した資料もやや時期は先行するものの、そう
いった採石活動の一部であると評価することも可能
であろう。
ところで、荒神山の矢穴痕を有する石材の搬出先
としては、彦根城跡で使用されている石材が湖東流
紋岩であり、それが荒神山で産出すること、そして
『金亀山伝記』に、荒神山が彦根城築城当時多くの
石材を産出していたという趣旨の一文があることか
ら、荒神山から切り出した石材を彦根城跡の石垣に
使用したと考える見解がある（中井 2010）
。
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採石地 A の矢穴関連資料

この見解は、彦根城に使用されている主要な石
材が流紋岩凝灰岩⑸であるという岩石学的な同定、
そして、荒神山が石垣石材としての流紋岩凝灰岩
の、産出地の一候補と想定されていること（先山
2010）や、時期は下るが、彦根藩との関わりを示し
ている前述した文献史料（渡辺 2003）や絵図（渡辺
1995）を踏まえると妥当であろう。今回の調査で、
「近世初期の城郭石材加工に多用される（森岡・坂
田 2008）」A タイプの存在を確認できたため、年代

的・型式的にもその可能性は十分考えられる。加え
て、彦根城跡の石垣には、A タイプの矢穴痕を有
する石材も確認できるため、荒神山から切り出した
石材の搬出先として問題はない。
ただ、注意されるのは、荒神山全体の踏査を終了
していないため確定ではないが、荒神山において矢
穴を用いた採石の痕跡が数量的に少ないという問題
は残る。石垣には大量の石材が必要であるため、産
出地と搬出先の様相に矛盾があることになる。した
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採石地 B・採石地 C の矢穴関連資料
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がって、荒神山は補完的に彦根城の石垣用材を獲得
する場であったか、あるいは、矢穴技法を用いない
方法で採石した可能性もある。実際、彦根城では矢
穴痕を持っていない石材も存在することから、その
可能性も考えられなくはない。いずれにせよ今回の
調査によって、16 世紀後半〜 17 世紀代を中心とす
る時期に行われた荒神山における採石が彦根城の築
城あるいは修築に関わる可能性がこれまでより高
まったことはいえよう。
なお、上で報告した以外にも、森岡・藤川分類の
Ｃ・Ｄタイプや、年代が不明ながら、採石した際に
造成されたと思われる平坦地が荒神山には散在して
いる。
（樫木）

７．まとめ
以上のように、後期古墳である B 号墳の調査に
おいては、比較的急斜面に立地する円墳であること
が判明した。また、地形測量図、石室掘方と墳丘裾
との比高差の検討から、墳丘復元案を２案提示し
た。発掘が行われていないため両案とも課題は残る
ものの、墳丘規模は約 11m 〜 14m であると想定さ
れる。当古墳の被葬者としては、湖を意識したと考
えられる立地から、湖上交通と関わりがある人物を
推定した。
採石地の調査では、16 世紀後半～ 17 世紀代を中
心とする時期に、採石が行われていたことがわかっ
た。これらの切り出された石材は、文献史料や石材
の種類を踏まえて、彦根城で使用されている可能性
が高いことを指摘した。今後の課題としては、現時
点で、採石の痕跡が数量的に少ないということが挙
げられ、分布調査を引き続き行い、採石の規模を把
握する必要がある。
今後の調査全体の課題としては、未踏査地区の分
布調査や未実測の横穴式石室の実測調査等が挙げら
れる。荒神山内には、まだ資料化されていない歴史
資料もあることから、引き続き考古学的な調査を実
施する必要がある。
なお、荒神山は市民の方々が集う憩いの場となっ
ている。荒神山の歴史遺産について、彦根市民の
方々に知っていただくような取り組みも今後は視野
に入れていきたい。

（樫木）
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［註］
⑴ なお、周辺の遺跡に関しては、下記の文献が詳
しい。谷口徹・林昭男 2010『荒神山古墳』彦根
市教育委員会
⑵ B 号墳の墳丘復元案①は、当初滋賀県立大学考
古学研究室における共通見解であった。また、石
室掘方と墳丘裾の比高差に関する問題点や墳丘復
元案②などについては仲田周平氏にご指摘いただ
いたところが大きい。
⑶ 図１を見ると 13 の荒神山古墳群と示されたも
のがある。これらは単独で存在しているが、彦根
市史考古部会の報告で散在する古墳状隆起と報告
されたもので、確実な古墳とはいえないためここ
では除外している。また、図１の 19 の荒神山古
墳群Ｃ号墳と 20 の荒神山古墳群Ｄ号墳、21 の荒
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神山古墳群Ｅ号墳も単独墳のように見えるが、実
際には周辺に未周知の古墳が確認できることから
明確な単独墳とはいえない。これら未周知の古墳
に関しては、今後調査・報告したい。
⑷ Ｂ号墳・多景島・竹生島の位置関係について
は、定森秀夫先生の御教示による。
⑸ 先山徹氏が流紋岩凝灰岩とされているのは、一
般的にいう湖東流紋岩のことである。
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Comment
定森

秀夫

人間文化学部地域文化学科教授

滋賀県立大学考古学研究室では荒神山の考古学的
調査を 2011 年から継続して実施している。その調
査成果の一部は、本誌第 32 号で仲田周平・大西遼
「彦根市・荒神山古墳群横穴式石室の基礎的研究」
として公表した。今回は、樫木規秀君と大西遼君が
中心となって、今年 4 月から８月にかけて実施した
荒神山古墳群Ｂ号墳墳丘測量と中近世の採石地に関
する調査報告と若干の検討である。
荒神山古墳群に関しては、Ｂ号墳の墳丘測量調査
と周辺の分布調査、および従来の調査成果からみえ
てきた問題点の提起とそれに対する若干の検討が行
われている。今後の荒神山古墳群の考古学的調査の

方向が少し見えてきた感がある。
また、採石地としての荒神山の考古学的調査も古
墳群調査と併行して実施している。彦根城への供給
先と思われる荒神山採石地の調査報告は皆無に等し
いといって良い状況であったが、今回の考古学的調
査報告が風穴をあけることになるであろう。
考古学研究室では、今後も継続的に調査を行い、
調査報告を公表するとともに、本稿のまとめでも言
及しているように、調査成果の彦根市民への還元、
具体的には現地ウォーキングによる説明会なども視
野に入れ始めていることも付記しておきたい。
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研究ノート

県立高校再編問題の新展開⑴
─長浜市の第二次提言を中心に─

大

橋

松

行

人間文化学部人間関係学科

１．はじめに
本稿での主な目的は、長浜市と長浜の未来を拓く
教育検討委員会（以後、長浜教育検討委員会）が、
2012 年９月 26 日に嘉田知事および河原教育長に提
出した第二次提言（
「魅力と活力ある高等学校づく
りに向けて─滋賀県立高等学校のあり方に関する提
言─」
）提出に至るまでの経緯と第二次提言の検討
にある。この提言は、再編内容（＝各論）に関する
ものである。以下で、まず長浜教育検討委員会が第
一次提言を提出してから第二次提言提出に至るまで
の経緯、ならびにこの間の滋賀県教育委員会の動向
とそれに対する長浜市や長浜市議会、および市民団
体などの動き等についてその概略を述べておきたい。

２．第一次提言に対する県側の対応
第一次提言は、2012 年６月 12 日にそれぞれ大石
長浜教育検討委員会委員長および藤井長浜市長名で
嘉田知事と河原教育長に、また、連名で佐野高典滋
賀県議会議長に対して提出された。この提言に対し
て、嘉田知事は次のような主旨の発言をしている。
「教育は嘉田県政の柱」 １）、「提言を重く受け止め
る」２）、「教育委員会の独立性は尊重しなければな
らないが、県教委とよく相談したい」３）、「湖北の
まちづくりに貢献できる高校に再編できるよう、知
事の責任を果たす」４）。この発言内容から推察する
限り、嘉田知事は第一次提言に対して一定前向きの
姿勢を示しているかのように受け取れる。
一方、河原教育長は、「提言をしっかりと受け止
める」５）、「しっかり受け止め、地域の意見を聴い
て説明する段取りを踏む」６）と第一次提言に前向き
な発言をしながらも、「魅力と活力のある学校作り
のための案をできるだけ早く示したい」７）、「おか
しいところは指摘してもらい、できるだけ早く計画
案を示したい」８）と述べて、従来通り早期に計画案
を出すことを示唆している。
ここで肝要なことは、第一次提言は県立高校再編
そのものに異議申し立てをしているのではなく、そ
れが子どもや保護者、教育関係者だけでなく、地域
のあり方にも大きな影響を与えるきわめて重要な課
題であるにもかかわらず、滋賀県教育委員会が県民
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からの意見を十分に聴き取ることもなく、拙速に再
編計画策定手続きを推し進めようとしてきたこと
に対して異議申し立てをしているということであ
る９）。藤井長浜市長が提言書提出後の記者会見で、
「県教委の事務方だけで再編案をつくるのは荷が重
いのではないか。各界の代表者が議論した方が県
民の意見が反映できる」10）と専門家や地域の代表が
議論する場として審議会設置の重要性を強調したの
は、第一次提言の核がこの点にあるからである。第
一次提言には次のように書かれている。「県立高等
学校の再編については、今一度、県民との強固な信
頼関係のもと、決して一方的で、機械的に進めるの
ではなく、教育関係者はもとより県民や保護者、各
種関係団体の声が計画に反映できるよう、地域ごと
に意見集約できる機会や場所を設けることにより、
『県民参画』と『県民本意』に立脚した、開かれた
計画策定の仕組みを構築することが必要であると考
える」11）。
しかしながら、河原教育長は、具体案について
は「県教委の仕事」12）と述べ、審議会設置には否定
的な態度を示した。そのことを明確に示したのが、
2012 年８月 21 日に長浜市内で開かれた長浜市 PTA
連絡協議会との「地域の高等学校教育のあり方に係
る意見を聴く会」での河原教育長の次の発言であ
る。「また『有識者も入って検討すべきでは』との
質問には『修正はするが、私たち（県教委）が決め
る』。『どこが最終的に決定するのか』との質問に
『
（11 月に開く）県教育委員会』と答えた」13）。
この河原教育長の発言から、県立高校に関する案
件は滋賀県と滋賀県教育委員会の専権事項であるた
め、問題点があれば一部修正には応じるが、何を問
題と認識するかということ、修正範囲・規模をどう
するかといったことに対する判断およびそれに基づ
く計画策定は、あくまでも滋賀県教育委員会が単独
で行うとの姿勢を強く打ち出していることを窺い知
ることができる。
そのことを如実に示しているのが、第一次提言が
提出された翌日（６月 13 日）に開催された滋賀県議
会文教・警察常任委員会での河原教育長の一連の答
弁発言である。これについては節を改めて論じるこ
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とにする。

３．河原教育長の一連の答弁発言問題

まず前者に関してであるが、河原教育長は次のよ
うな発言をしている。
「地域の声を聞き、
（長浜北、
長浜両高校の）統廃合そのものに反対ではなく、統
合のあり方、教育内容が見えないことに懸念を抱か
れていると感じた」19）、「統合の対象校自体に大き

滋賀県議会文教・警察常任委員会で委員の質問に
答えて、河原教育長は、まず統廃合の対象校につ
いては、
「この組み合わせが妥当」、「他の組み合わ
せを考えることはない」14）と述べて、従来の原案を

な反対があるのではなく、統合のあり方が見えない
ことに対して、心配を示されているのではないか」

基本とすることを強調し、見直す考えがないことを
明言するとともに、統廃合の実施時期も原案通り
2014 年度と説明した 15）。また、計画全体について

、「統合校の対象校に大きな反対があるのではな
く、どのような教育をするのか姿が見えないと心配
されている」21）。各新聞社の記事に多少のニュアン

は、
「（現行計画は）地域のことをよく考えたもの。
地域の意見を踏まえ、一部修正できる部分を見いだ
したい」16）と述べて、現行計画を一部修正すること

スの違いはあるが、これらの発言から河原教育長の
認識は、長浜市民、長浜市、長浜教育検討委員会等
は、①統廃合そのもの、およびその対象校に対して
大きな反対をしているわけではない、②統合のあり
方（手続き）や統合後の新校の教育的ビジョンが明
示されていないことに対して懸念している、といっ
たところにあると言える。しかしながら、地域の声
は、一義的に中学校の生徒数が減少していない現段
階での統廃合そのもの、および対象校に対して強く
異議申し立てをしており、河原教育長の認識とは大
きく乖離している。このことについては、後述する
長浜市の第二次提言で、次のように明記しているこ
とからも理解できる。「平成 32 年以降においては、
高校入学予定者数が著しく減少していくことが予想
され、こうした状況下での高校教育のあり様を考え
ると、近い将来、地域における高校のあり方を抜本
的に見直していかなければならないと考える。しか
し、その見直しにあたっては、再編計画（案）に見
られるように、安直に生徒数の減少を理由として、
統廃合ありきで進めるべきではなく、トータルとし
て、新しい高校教育のビジョンを示すなか、新しい
高校の姿を明確にした上で、学校の集約等を含む高
校配置や設置形態について、慎重に考慮すべきもの
と考える」
（p.3）
。
また、後者に関しては、河原教育長は、
「遅くと
も９月中に計画案を示し、十分に理解を得ていき
たい」22）、「９月中旬には計画案を示し、理解を得

で地域の意見を反映し、地元の理解を得たいとの考
えを示した。さらに、見直し案の公表時期について
は現在の中学３年生の進路決定に間に合うよう「遅
くとも９月中には結論を示す」との方針を明らかに
した 17）。
さて、この河原教育長の一連の答弁発言の何が
「問題」なのかということであるが、１点目は、現
行計画（原案）は「地域のことをよく考えたもの」
としているが、既に指摘しているように、この根拠
はきわめて薄弱であるということ 18）、２点目は、こ
の段階で滋賀県教育委員会が構想していた「新」再
編計画案なるものは、これまでの計画原案を一部焼
き直した程度のものであり、河原教育長の答弁はそ
れらをベースにしたものであったということであ
る。当初からこのような意図が滋賀県教育委員会に
あったとするならば、それは長浜市の第一次提言を
蔑ろにするものであったと言わざるを得ない。
2012 年６月 18 日に、この発言「問題」をめぐっ
て河原教育長と藤井長浜市長が意見交換を行った。
実際には、藤井市長が河原教育長の滋賀県議会文
教・警察常任委員会での答弁発言の真意をただした
と言った方が実態に近い。河原教育長の常任委員会
での答弁の発言内容が、第一次提言書を受理した際
の発言内容と大きく乖離していたため、長浜市民、
長浜市、長浜教育検討委員会等の滋賀県教育委員会
に対する不信感を一層増幅させてしまったからであ
る。意見交換は大部非公開で行われたが、中心課題
は統廃合の組み合わせ（長浜高校と長浜北高校）と
計画案の発表時期（「遅くとも９月中旬までに」）で
あった。結果的に双方の主張は平行線をたどったの
であるが、その点について概略説明をしておこう。

20）

るため説明に全力を費やしたい」23）などと述べてい
る。この発言は、①９月中旬には再編計画案を発表
するという発表時期の問題（＝性急なスケジュール
に拘泥）、②滋賀県教育委員会が早期に単独で策定
した（というより従来の原案を一部焼き直しした、
その意味では従来の原案に拘泥した）再編計画案で
地域住民を説得する、といった点で長浜市の第一次
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提言を無視していると言わざるを得ない。第一次
提言には、
「高校再編計画（原案）に拘泥することな
く、相応の時間をかけて各界各層との意見交換や議
論などを行うことにより、計画の中身について、し
かりした検討を重ねるべきである」（p.12）とある。
さらにもう１点重要な指摘をするならば、第一次
提言はサブタイトルにもあるように「再編手続に
関する提言」であって、計画策定のプロセス・手
続きの問題点を整理したものである。計画の中身に
ついての個別具体の問題点の整理は第二次提言で
行うというのが、長浜市と長浜教育検討委員会の方
針であった。従って、第一次提言では統廃合に関す
る事項についても個別具体の事例は記載されていな
い。手続論であるため、あえてそうしていないので
ある。しかし、根底には長浜高校と長浜北高校の統
廃合問題を念頭において、検討委員会の議論がなさ
れてきたことは言うまでもない。長浜教育検討委員
会に毎回滋賀県教育委員会の職員がオブザーバー出
席していたので、そのあたりの実情については逐一
河原教育長に報告されていたことは容易に推察でき
る。このような状況判断を考慮すると、「統合の対
象校自体に大きな反対があるのではな」い、との河
原教育長の発言は極めてご都合主義的なものであっ
たと言わざるを得ない。藤井長浜市長が、「しっか
りと検討委の意見をくみとって手順をまちがえない
ようにしてほしい」24）と河原教育長に強く主張した
のは、この点を認識した上での発言であったのでは
ないか。また、この件に関しては長浜市議会も滋賀
県知事および滋賀県教育委員会教育長宛、抗議意見
書を全会一致で採択している（2012年６月22日）25）。
2012年７月11日の第８回長浜教育検討委員会で、
この件が大きな議題となり、私も含め複数の委員か
ら批判と疑念の声が上がった。この委員会には安田
全男滋賀県教育委員会事務局教育次長も出席し、委
員の質問に答弁しているので、委員会議事録に基づ
いて該当部分を確認しておきたいと思う。
①〔副委員長〕：「今回の県議会における県教育長の
発言は、県教育委員会と長浜市および当検討委員
会との信頼関係を断ち切るものである。また、県
教育委員会は統合を大前提とされているが、統合
しないという選択肢も踏まえるべきである」。〔安
田教育次長〕
：
「昨年度に提示した計画（原案）に
ついては、多くの方が反対されており、統合を前
提とすることについても反対意見があることは十
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分認識している。しかし、これまでの意見を分析
してみると、統合自体に反対する意見もあるもの
の、多くの意見は統合のあり方に対するものであ
り、県としては統合を視野に入れた再編を検討す
べきと考えている」
。
〔副委員長〕
：
「今の説明では
全く納得できない」
（p.4）
。
②〔委員〕
：
「報告資料３の基本的な考え方の⑷で、
『統合の対象校自体に大きな反対があるのではな
く、統合のあり方や統合後の教育の姿が見えない
ことに心配や懸念が示されたものであると考えて
いる』とあるが、これは県教育委員会の都合のい
い思い込みであり、県教育長の議会答弁は不適切
である」
。
〔安田教育次長〕
：
「確かにそのように答
弁している。決して反対意見が無いと答弁したも
のではなく、統合のあり方について不安を示され
た意見があることから、そのように答弁したもの
である」
。
〔委員〕
：
「都合よく解釈し、誘導するよ
うな県議会答弁はいかがなものかと思う」
（p.4）
。
他方、彦根市議会においても滋賀県議会文教・警
察常任委員会での河原教育長の答弁発言に対して議
員が質問し、市当局は次のような答弁を行ってい
る。「県教育長は、５月に聞いた話とは違う説明を
県議会文教警察委員会でしており、強い疑念を感じ
る。今後も県教委、教育長、知事に県の教育コンセ
プトを問いただし、こどもや保護者が納得できる環
境整備を求めたい」26）。このように河原教育長の滋
賀県議会文教・警察常任委員会での答弁発言は、長
浜市および彦根市の市民や関係機関、近隣自治体等
に強い疑念と不信感を与えたのである 27）。

４．アンケート調査問題
その後、滋賀県教育委員会は長浜市内の中学校２
年生とその保護者を対象に、高校再編に関するアン
ケート調査を実施しようとした。先述した７月 11
日の長浜教育検討委員会で、安田教育次長は調査理
由、調査目的、調査対象、調査項目、実施時期等に
関して次のように説明している 28）。
〔調査理由〕：「これまでは能動的な人から意見が
数多く寄せられているが、サイレント ･ マジョリ
ティの人からの意見を聞き取ることも重要であると
考えることから、今回、アンケート調査を行うもの
である」
。
〔調査目的〕：「長浜市において高校教育全般に関
するアンケート調査を実施されており、その結果を
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参考にさせていただくが、再編に関するより詳細な
内容についての意向を確認したいことから、県教育
委員会においても、アンケート調査を実施したいと
考えている」。
〔調査対象〕
：
「アンケート調査の対象は、市内の
全中学２年生とその保護者を予定している」。
〔調査項目〕：「アンケート調査により把握したい
項目は、①定時制高校の必要性について、②総合学
科や農業学科の充実について、③小規模校の必要性
について、④再編後の新校の姿について、⑤再編後
の新校での教育内容について、⑥再編後の新校の場
所や校舎について、⑦統合のあり方について、の 7
点である。
〔実施時期〕：「アンケート調査は夏休み前までに
実施し、８月中頃までに結果を取りまとめたいと考
えている」。
このアンケート調査は、実に種々の問題点を含ん
でおり、検討委員会で多くの委員から批判が続出し
た。委員会議事録からその一部を紹介しておこう。
①〔副委員長〕：「アンケート調査票２ページの問
５の※印注釈 29）」について、回答を誘導するも
のであり削除すべきであると考える」。〔安田教
育次長〕：「指摘をいただいた問５の※印注釈に
ついては、決して誘導を意図するものではない」
（p.4）。
②〔委員長〕：「アンケート配布の時期にも関係す
るが、アンケート調査票の内容について、修正
の余地はあるのか。以降において各委員から
様々な意見が出されると思うが、実りあるアン
ケートとするためには、誘導と受け取られる表
現は見直すべきと考える」。〔安田教育次長〕：
「問５の※印注釈については、修正の検討をさ
せていただく」（p.4）。
③〔委員〕：「アンケート調査票３ページの問７に
おいて、『新校は最寄りの JR の駅から徒歩で
何分……』とあるが、なぜ徒歩だけなのか、あ
たかも駅から近いところが求められるという結
果が出るよう、誘導しているのではないか。さ
らに、６～８学級が適正であるとすれば、現
在、その規模に達しない高校では十分な教育が
行えていないことを、県教育委員会自らが認め
ていることとなるのではないか」。〔安田教育次
長〕：「アンケートにおける徒歩に関する指摘に
ついてであるが、今回のアンケート調査は、長

浜市が実施された調査内容に加え、再編を計画
するために必要となる詳しい情報を収集するた
めに行うものであり、ご指摘の自転車通学につ
いても一定の認識をした上で、改めて質問を行
うものである。例えば、統合後の新校の場所に
ついては、計画原案では長浜高校校地としてい
たが、県有地は長浜北高校校地や長浜北星高校
校地などもあり、決して誘導を意図したもので
はない。次に小規模校については、地域の事情
への配慮といった観点から、非常に重要である
と考えている。ただし、統合後の新校について
は、ある程度の規模を確保したいと考えている」
（p.5）
。
④〔委員〕
：
「アンケート調査の中に、中学２年生
では答えられない質問が数多くある。また、仮
に調査結果として表われた高校像について、現
実的に湖北の地で成立するか否かを考えた場
合、実効性欠ける質問があると思う」
。
〔安田教
育次長〕
：
「長浜市で実施されたアンケート調査
に加え、計画案を作成するためのより詳細な内
容をきくものであることが、ご指摘に繋がって
いるものと考える。なお、６～８学級が適正規
模という表現等については修正を加えさせてい
ただく」
（pp.5–6）
。
⑤〔委員〕
：
「アンケート調査の質問の構成が無茶
苦茶であり、この状況では実施すべきでないと
思う。例えば、問 13 の『中学校卒業後の進路
に関する質問』は、本来、最初に質問すべき事
項である。また、具体性に欠ける質問が多くみ
られ、中学２年生はもちろん、私自身も質問の
趣旨を理解して回答することができない項目が
幾つかある。要は、質問の順番や内容が不適切
な部分が多々あり、客観的におかしいアンケー
ト調査であると思う」
。
〔安田教育次長〕
：
「指摘
された事項を踏まえ、できる限り修正を加えた
いと思う」
（p.6）
。
⑥〔 委員長〕
：「様々な意見が出されたが、アン
ケート調査を実施するか否かは、県教育委員会
が決めることである。しかしながら、計画案の
作成のための資料にされるとのことであり、実
施するのであれば実りあるアンケート調査とし
なければいけない。また、配布時期であるが、
18 日に回収するのであれば、配布は明日の 12
日か、明後日の 13 日に行う予定なのか。仮に
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そうであれば、これまでに出された意見を踏ま
え、熟慮して修正を加えるには、あまりにも時
間が無さすぎるのではないか」。〔安田教育次
長〕：「できれば夏休み前までに回収したいとの
思いから、回収を 18 日に予定している。今日
いただいた意見を踏まえ、例えば 13 日に配布
し、連休中に記入をお願いし、20 日までに回
収するといったことも視野に入れ、スケジュー
ルを検討したい」（pp.6-7）。
この長浜教育検討委員会での意見や質疑について
は新聞各紙でも報道されているが 30）、安田教育次長
は委員会後の記者取材で、「統廃合を前提に考えて
いるが、中学生の考えも聞かせてもらい、いま検討
中の案を煮詰めたい。９月中旬までに計画内容を県
議会に示した後、各関係先のご意見も伺ってから、
今年度中に策定したい」31）と述べ、この段階ではあ
くまでもアンケート調査を実施することを強調して
いる。だが、滋賀県教育委員会はアンケート調査を
中止した。「県立高等学校の再編に関するアンケー
ト調査の中止について」という 2012 年７月 17 日付
の報道各社にあてた資料には、中止の理由として次
のようなことが挙げられている。①７月 11 日に開
催された「長浜の未来を拓く教育検討委員会」での
ご意見を踏まえ、中学生が答えやすくなるように検
討したが、結果的に長浜市のアンケート調査と同様
のものとなることから、同アンケート調査を十分活
用させていただくこととしたこと。②また、長浜市
の教育関係者等を対象に「意見を聴く会」の夏休み
中の開催をお願いしていくこと。③以上のことによ
り、今回のアンケート調査を実施するのと同等の県
立高等学校に対する地域の思いを把握できると判断
したため 32）。
アンケート調査の内容が、極めて誘導的で、バイ
アスのかかった杜撰なものであったことを鑑みる
と、中止は当然の帰結であったと言える。

５．
「地域の高等学校教育のあり方に係る意見
を聴く会」での滋賀県教育委員会の発言
１）
「新」再編計画（原案）の構想内容
中学２年生とその保護者へのアンケート調査を断
念した滋賀県教育委員会は、その代替措置として、
長浜市の教育関係者等を対象に「意見を聴く会」を
開催することとし、2012 年７月 31 日に長浜市教育委
員および長浜市学校運営協議会から、８月 21 日に長
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浜市 PTA 連絡協議会からそれぞれ意見を聞いた。
この３回の「意見を聴く会」での滋賀県教育委員会
の発言を項目ごとにまとめておくことにする 33）。
⑴ 高校の統廃合
①「選択肢が狭まることは困る」という意見につ
いて、上級学校への進学面を考えると、ある一
定の範囲内に進学を目指す高校がひとつしかな
いということではいけない。昨年提示した再編
計画（原案）では、普通科単独校は虎姫高校の
みとなってしまうことから、長浜北高校の伝統
を引き継ぐような普通科単独校を設置するとい
うことを考えている。
〔長浜市学校運営協議会〕
②再 編計画（原案）では、進学ニーズに応えられ
る高校は虎姫高校のみとなることから、虎姫高
校に並び立つ中核的な普通科単独校を旧長浜市
内に作ってほしいというのが大方の意見だと私
自身は認識している。
〔長浜市教育委員〕
③湖 北地域においても、６～８クラス規模の普
通科高校が必要であると考えている。
〔長浜市
PTA 連絡協議会〕
④湖北の学校の中に７、８クラスの高校が１つ、
２つあった方がいいと思う。
〔長浜市教育委員〕
⑤旧長浜市内に一定の大きさの学校、例えば部活
動についても活発化するような、６～８クラス
規模の普通科の単独校をつくることにより、地
域の子ども達が地域の高校で学び、さらには教
育内容を充実させることで、より良い教育環境
をしっかり作り、子ども達に良い教育を提供し
ていきたい。
〔長浜市学校運営協議会〕
⑥長浜市に新しい高校を作るのであれば、滋賀県
全体のモデルとなるような高校との思いがある
ことから、普通科単独校として英語教育が取り
入れられるような学校をつくり、できるかぎり
湖北地域全体から生徒が集まり、また湖北地域
以南からも来てもらえる学校をつくることが必
要と考えている。
〔長浜市 PTA 連絡協議会〕
⑦交通の利便性についての課題は認識している。
JR 沿線にある高校はよいが、高校があまりに
も JR 駅から離れていると、通うのに時間がか
かる。また冬期における雪のこともしっかり考
え、通学条件面についてもしっかり考えなくて
はいけない。
〔長浜市学校運営協議会〕
⑧魅力ある学校づくりをしていくためには、必要
ならば思いきってしっかりとお金をかけること
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で、湖北地域におけるいろいろな課題を克服で
きるような高校を作らなければいけないと考え
ている。〔長浜市学校運営協議会〕
⑨未 来を担う子ども達に必要なお金はかける。
〔長浜市 PTA 連絡協議会〕
⑵ 学科の再編・定時制課程
①長浜北星高校の総合学科は他の総合学科と少し
違い、工業、商業の専門学科にかなり近いもの
になっており、専門的な教科を教えられる教員
がそう多くないため、そのあたりも含め総合的
に検討し、長浜北星高校でも今の時代に合った
近代的な指導を行い、特色のある教育を進めて
行きたいと考えている。〔長浜市学校運営協議
会〕
②長浜北星高校は最も多くの選択肢を持っている
学校。長浜農業高校のように小さくても専門的
な学科の学べるところ、また、定時制課程につ
いてもしっかり検討していかなくてはならない
と考えている。〔長浜市学校運営協議会〕
③まちづくり系列については多くの指摘があり、
それらも含めて現在、検討を進めている。今後
の検討結果を待ってほしい。〔長浜市 PTA 連
絡協議会〕
④定時制課程についてもしっかり反映した計画を
提案していきたい。〔長浜市教育委員〕
⑶ その他
①６～８クラスというのは一つの標準であり、地
域性を考えると３クラスや４クラスも確保し、
少ないクラスでも充実させていかなければなら
ない。大規模校を単に縮小するのではなく、特
徴や地域性を考え、トータルで定員を確保して
いく。〔長浜市 PTA 連絡協議会〕
②中高一貫校について、しっかりとやっていかな
くてはならない。〔長浜市教育委員〕
③現在の養護学校が置かれている環境は非常に厳
しいものがあることから、本年２月に計画をま
とめ、対応を講じる予定である。伊吹高校には
空き教室もあり、１学年２クラスの物理的余裕
があることから、建て増し無く、空き教室の転
用・改修で対応可能と判断したものである。伊
吹高校・特別支援の双方にとってマイナス面が
生じないよう、学校サイドと十分協議し、整理
させていただいた。〔長浜市 PTA 連絡協議会〕
さて、これら一連の滋賀県教育委員会の県立高校

再編に関する見解から読み取れること、およびこれ
までの状況から推察できることを列挙しておこう。
１点目は、虎姫高校と並び立つ、湖北地域における
中核的な普通科単独校の設置、２点目は、新校は長
浜北高校の流れを引き継ぐ６～８クラス規模の高
校、３点目は、新校は英語教育を重視した進学校
で、JR 駅に比較的近い場所に設置、４点目は、魅
力的な高校とするため、必要な予算の確保、５点目
は、長浜北星高校のまちづくり系列の設置見直し、
６点目は、長浜高校と長浜北高校の統廃合によって
普通科単独校が設置された場合、長浜高校福祉科を
長浜北星高校の総合学科に組み込む、７点目に、湖
北地域の定数はトータルで確保、その場合虎姫高校
の定数増の可能性あり、８点目に、長浜北星高校定
時制課程の存続、９点目に、中高一貫校の設置、
10 点目に、特別支援学校については、再編計画（原
案）通り伊吹高校に分教室を設置、といったところ
である 34）。
２）最終計画決定時期
７月 31 日の「意見を聴く会」の長浜市学校運営
協議会代表の質問に答えて、河原教育長は検討中の
検討案の中身について言及することなく、「９月中
旬までに再編の全容を明らかにしたい。これは計画
案で、その後、幅広いご意見を伺いながら、修正
するものは修正して、11 月には計画決定したい」35）
と発言した。現在の中学３年生が再編の全容を分
かった上で進路選択をすることができるように、と
いうのがその理由であるとしている 36）。しかしその
後、長浜市 PTA 連絡協議会との「意見を聴く会」
で、河原教育長は11月決定を目指す理由について、
「建物（校舎）などの予算の問題がある」と発言して
いる 37）。この発言から滋賀県および滋賀県教育委員
会が県立高校再編問題の早期決着を図ろうとする根
底には、依然として財政問題が横たわっていること
を推測することができる。
この発言は、その直前に行われた長浜市教育委員
との会議で、滋賀県教育委員会が９月中旬に計画案
を出すことに対して、北川長浜市教育長が 12 月中
に長浜教育検討委員会の第二次提言が出ることを踏
まえ、「９月に県教委案が出されると、検討委が議
論を続けるのが難しくなる。配慮するのが県教委の
責任」と要望していた 38）。にもかかわらず、河原教
育長がこのような発言をしたことは次の点で問題
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がある。１点目は、
「意見を聴く会」とは名ばかり
で、実態は滋賀県教育委員会の一方的な「説得する
会」であったこと。２点目は、長浜市と長浜教育検
討委員会が 12 月に提出する予定の第二次提言を再
び蔑ろにしようとする意図が根底に存在したことが
考えられることである。
河原教育長のこの発言によって、長浜教育検討委
員会はこれまで年内としていた滋賀県教育委員会へ
の第二次提言の提出を前倒しして、９月中とせざる
を得なくなった。滋賀県教育委員会が計画案の全体
像を９月中旬に示すとしているため、長浜市や長浜
教育検討委員会の意向を踏まえて案を策定させるた
めには第二次提言の提出時期を早める必要があると
判断したためである 39）。第 10 回長浜教育検討委員
会（2012 年８月 22 日）で、今後における検討委員会
の取組みスケジュールについて議長提案がなされ、
全会一致で同意された。同意事項は次の通りであ
る。①県教委は、９月中旬に計画（案）を発表し、
11 月に計画策定したいとの考えのようであるが、
仮に当委員会の第二次提言に先行して、県教委の計
画（案）が発表されることとなれば、その計画（案）
は、当委員会の提言内容を踏まえられたものではな
いこととなる。②当委員会として、提言内容の取り
まとめをせず、県教委が計画（案）を発表するまで
に何ら地域の意見を県教委に届けないということで
は、芸がない。③したがって、11 回目を９月上旬、
12 回目を９月下旬に開催し、11 回目で提言の骨子
を決定した上で、12 回目で提言を取りまとめられ
るよう進めていく 40）。
今後のスケジュールが、第 11 回長浜教育検討委
員会（2012 年９月７日）で確認され、その結果、第
13回委員会（９月25日）で第二次提言を審議・確認・
確定し、速やかに滋賀県知事ならびに滋賀県教育委
員会教育長宛、提言書を提出することとなった 41）。
［未完］
【註】
１）
『京都新聞』2012 年６月 13 日付。
２）
『朝日新聞』2012 年６月 13 日付。
３）
『毎日新聞』2012 年６月 13 日付。
４）
『読売新聞』2012 年６月 13 日付。
５）
『中日新聞』2012 年６月 13 日付。
６）
『読売新聞』2012 年６月 13 日付。
７）
『朝日新聞』2012 年６月 12 日付。
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８）
『中日新聞』2012 年６月 13 日付。
９）このことに関する具体的な実態については、拙
著「県立高校再編問題の展開─長浜市の第一次提
言を中心に─」
（
『人間文化』第 32 号、
2012 年 10 月、
p.71）で指摘している。
10）
『中日新聞』2012 年６月 13 日付。
11）長浜市・長浜の未来を拓く教育検討委員会『魅
力と活力ある高等学校づくりに向けて─滋賀県
立高等学校の再編手続に関する提言（第一次提
言）─』2012 年６月、pp.9–10。
12）
『読売新聞』2012 年６月 13 日付。他紙には、
「長
浜市は設置を強く求める姿勢を示したが、河原
県教育長はこれには触れなかった」
（
『中日新聞』
2012 年６月 13 日付）とも書かれているが、原案に
固執していた当時の滋賀県教育委員会の状況から
判断すれば、この河原教育長の対応は、見方によ
れば長浜市の第一次提言および藤井長浜市長の提
案を無視したものとも受け取れる。
13）
『毎日新聞』2012 年８月 23 日付。
14）
『読売新聞』2012 年６月 14 日付。
15）
『京都新聞』2012 年６月 14 日付。
16）
『毎日新聞』2012 年６月 14 日付。『京都新聞』
には、
「これまで頂いた地域の意見を踏まえ、一
部修正することで考えたい」とある（2012 年６月
14 日付）
。
17）
『毎日新聞』2012 年６月 14 日付、『読売新聞』
2012 年６月 14 日付、
『中日新聞』2012 年６月 14
日付、
『京都新聞』2012 年６月 14 日付。
18）拙著、前掲研究ノート、p.71。
19）
『毎日新聞』2012 年６月 19 日付。
20）
『朝日新聞』2012 年６月 19 日付。
21）
『京都新聞』2012 年６月 19 日付。
22）
『京都新聞』2012 年６月 19 日付。
23）
『毎日新聞』2012 年６月 19 日付。
24）
『京都新聞』2012 年６月 19 日付。
25）長浜市議会において全会一致で採択された「滋
賀県立高等学校再編計画に関する意見書」の全文
を紹介しておく。
「滋賀県立高等学校再編実施計画（原案）
」につ
いては、長浜市及び長浜市議会、滋賀県議会、県
内各市民団体等から白紙撤回を求める意見書や決
議、要望が相次いで提出され、これまで２年にわ
たり延期されている。
そもそも「滋賀県立高等学校再編実施計画（原
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案）
」の公表によって混乱が生じたのは、県教育
委員会が広く地域の声を聞かず、あまりにも、拙
速かつ粗略な進め方で計画原案をまとめ、唐突に
発表したためである。長浜市では、議論の根底に
置くべき地域ニーズや意見を地域の総意として県
及び教育委員会に届けるべく、有識者や関係団体
からの代表で組織する「長浜の未来を拓く教育検
討委員会」を組織し、地域の声を広く求め、民主
的に議論を進めてきた。その進め方については、
県会文教・警察常任委員会との意見交換で非常に
高い評価をいただいたところでもある。
ところが、６月 14 日付けの新聞で、県教育長
は「原案どおり進める」「９月中に計画案を立て
る」ことを言明したと報道されている。このよう
な県教育長言動は、長浜市及び長浜市議会、滋賀
県議会、地域の声を蔑ろにするものであり、これ
までの進め方と同じ轍を踏むものである。また、
県教育長の「今秋までに提示しないと中学三年生
の進路決定に影響が出る」との発言は、まさに県
教育委員会当局の都合を正当化するために生徒の
進路や将来を天秤にかけた姑息な論理のすり替え
でしかない。今後、数年間は、県全体でも湖北地
域でも中学校卒業者数がほとんど変化しないこと
から考えれば、今秋を期限とすることに拘る必要
はないものである。昨年 11 月に県議会が決議し
たように、また長浜の未来を拓く教育検討委員会
が提言したように、丁寧に時間をかけて議論する
中で合意形成することにより県民が不安や不信感
を抱くことはないものと思われる。
今後、県教育長は、軽率な言動を厳に慎み、長
浜市と長浜の未来を拓く教育検討委員会が「第１

浜市や米原市の教育関係者、保護者、市議で構
成）は、2012 年７月 15 日に「第５回湖北の高校を
守るつどい」を開いた。この集会には地元選出
の青木甚浩県議（自民党）とともに、私も長浜北
高校 OB の一人として「個人の資格」で参加した
が、藤井長浜市長からもメッセージが寄せられた。
また、2012 年９月 21 日に、多賀町議会が再編
計画の再検討を求める意見書を全会一致で採択し
た。嘉田知事、河原教育長宛の意見書（「滋賀県
立高等学校の統廃合に関する意見書」）の全文は
次の通りである。
昨年７月に滋賀県立高等学校再編計画（原案）
が発表され、今年の６月県議会で河原教育長は、
「統廃合の組み合わせは原案どおりで、９月中旬
までに案を出す。
」と説明されました。これらの
動きに町民は、大きな不安を感じています。再編
原案が実施されれば、多賀町の子どもたちが通う
彦根西高校や彦根東高校・彦根工業高校の定時制
などが廃止になるからであります。彦根西高校が
廃止になれば、子どもたちは遠くの学校に通わな
くてはならず、通学にかかる時間や費用が重な
り、地域と高校の結びつき、学校の先生と子ども
同士の関わりが希薄になり、教育効果が低下する
と考えられます。県が示す統廃合の最大の理由
は、子どもの減少による県行政の合理化でありま
す。しかし、子どもの数は、今後 10 年程度は減
少しません。県は、県財政の厳しさを理由にして
いますが、高校生１人当たりの県予算は全国 45
位で、決して多いものではありません。地域と子
どもの将来を考えて今回の再編計画は、地方議会
や地域住民の意見を聴いた上で再検討されるよう

次提言」として提出した「魅力と活力ある高等学
校づくりに向けて─滋賀県立高等学校再編手続き
に関する提言─」を尊重し、広く県民の理解と支
持を得られる教育ビジョンを描くために県民本意
の視点に立ち、民主的な手続きによって万全を期
した検討と議論を進められるよう強く求める。
以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書
を提出する。
平成 24 年６月 22 日
26）
『中日新聞』2012 年６月 19 日付。
27）滋賀県教育委員会が進めようとする県立高校再
編計画の白紙撤回を求める住民グループの一つで
ある「湖北の高校を守る会」
（対月慈照代表。長

要望します。
以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書
を提出する。
平成 24 年９月 21 日
28）
「第８回 長浜の未来を拓く教育検討委員会議事
録」
、p.3。
29）
「県立高等学校の再編に関するアンケート調査」
（滋賀県教育委員会）の問５の注釈は次のような
ものである。「１学年当たり６～８学級の学校規
模は、多様な選択科目が設定できたり、多くの部
活動の設置が可能となったり、活発な学校行事も
期待できる規模と考えています。（以下の設問も
同じ）」（p.2）。これは被調査者の回答に影響を与
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えて、回答を特定方向に誘導してしまう質問、い
わゆる誘導質問（leading question）の一種で、威
光暗示効果をもたらす可能性のあるものである。
威光暗示効果とは、「権威ある人の見解や一般に
流行していることを示すことで、その見解・態度
に対象者を誘導してしまうことである」（小松洋
「調査票を作ってみよう」大谷信介・木下栄二・
後藤範章・永野武編著『社会調査へのアプロー
チ─』ミネルヴァ書房、1999 年、p.79）。
30）
『読売新聞』2012 年７月 12 日付、『中日新聞』
2012 年７月 12 日付、『京都新聞』2012 年７月 12
日付、『朝日新聞』2012年７月13日付、『毎日新聞』
2012 年７月 13 日付。
31）
『毎日新聞』2012 年７月 13 日付。
32）これらの理由に加えて今一つ重要なことは、７
月 13 日に滋賀県教育委員会が長浜市内の各中学
校にアンケートと調査票を持ち込んだ際に、現場
の混乱を危惧した複数の中学校長が北川貢造長
浜市教育長のところに駆けつけ、北川教育長か
ら滋賀県教育委員会にその旨を伝えたことであ
る（
「第５回湖北の高校を守るつどい」アピール
（案）、2012 年７月 15 日）。
33）
「第 11 回長浜教育検討委員会資料」（2012 年９
月７日）
。なお、長浜市教育委員、長浜市学校運
営協議会および長浜市 PTA 連絡協議会と滋賀県
教育委員会との質疑・応答のより詳細な内容につ
いては、
「第 10 回長浜教育検討委員会追加資料１
～３」（2012 年８月 22 日）に記載されている。
34）
『中日新聞』（2012 年８月 23 日付）に次のような
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記事が掲載されているので紹介しておく。「河原
県教育長は、市が小学校から英語の授業を取り入
れるなど力を入れていることに触れ、『高校で英
語教育をどう展開していくかが重要。語学だけで
なく、グローバル社会に通用する人材を育てる教
育を進める学校をイメージしている』と説明し
た」
。
「このほか、長浜北星高校の定時制を廃止
し、能登川高校への総合単位制高校設置、長浜北
星高校総合学科に『まちづくり系列』をつくる原
案に対し、『問題点があることをしっかり受け止
めた』と変更の考えがあることも示唆した」
。
35）
『毎日新聞』2012 年８月２日付。
36）
『朝日新聞』2012 年８月２日付、
『毎日新聞』
2012 年８月２日付、
『中日新聞』2012 年８月２日
付、
『京都新聞』2012 年８月２日付。
37）
『毎日新聞』2012 年８月 23 日付、『中日新聞』
2012 年８月 23 日付。
38）
『中日新聞』2012 年８月２日付。
39）
『読売新聞』2012 年８月 24 日付、『毎日新聞』
2012 年８月 24 日付。
40）
「第 10 回長浜教育検討委員会議事録」、pp.6–7。
また、長浜教育検討委員会の大石眞委員長は、
「二次提言に向けた作業スケジュールは非常にタ
イトになるが、県教委が計画を提案した後に提出
したのでは、計画に反映されない可能性がある。
県教委は私たちの提言を真剣に受け止めてほし
い」と述べている（
『毎日新聞』2012 年８月 24 日
付）。
41）
「第 11 回長浜教育検討委員会議事録」
、p.9。

研究ノート

滋賀県における朝鮮人強制動員の記録⑵
─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
本稿では、前号に引きつづき、2012 年８月末に
実施した「対日抗争期強制動員被害調査および国外
強制動員被害者等支援委員会」との共同調査によ
る、滋賀県に強制動員されていた韓国人生存者の聞
き取り調査結果を報告する。
本号では、前号掲載表２の６番の KJ 氏への聞き
取り調査結果を報告する。

２．八日市飛行場と第８航空教育隊
（中部第 98 部隊）
KJ 氏は、事前情報により、「中部第 98 部隊」所
属で、動員類型が「軍人」であったことが分かって
いた。そこでまず、中部第 98 部隊および同部隊が
駐屯していた八日市飛行場について概要を整理して
おく１。
１）八日市飛行場
八日市飛行場は、秦荘町出身の退役軍人の飛行
家・荻田常三郎が 1914 年に沖野ヶ原の広場を利用
して初飛行したことがきっかけとなり、八日市町長
や町会議員が中心となって沖野ヶ原飛行後援会を結
成し、民間飛行場として整備されたことに始まる。
その後、町長および県知事の働きかけにより航空第
３大隊が設置されることになり、1922 年に開隊式
が挙行された。
八日市飛行場では、1940 年から民家の強制立ち
退きを伴う敷地拡張が行われた。この拡張工事作業
（特に墓地の移転）には最も多い時には千人もの朝
鮮人の労働者が従事していたという証言がある（中
島隆 1993）。
また本土空襲が始まると、空襲から飛行機を守る
ため、布引山に掩体壕が掘られた。この掩体壕の造
築にも朝鮮人労働者が関わっていたとされるが、実
態は明らかではなく、請け負った建設業者に雇われ
た労務者であったと思われるので確認も難しい。た
だ、第一復員省作成「本土配備部隊行動概況表」２
によると、京都師管区隷下の第 113 特設警備工兵隊
（通称号・中部 4181）が 1945 年４月 21 日に結成され
て「八日市付近の掩体壕構築」をしていたことがわ

かる。この部隊が朝鮮人による部隊であったかどう
かは不明である３。
実際に飛行場の空襲被害についてだが、1945 年
７月 24 日早朝、御園地域に空襲（ロケット弾の投
下、機銃掃射）があり、御園国民学校を兵舎として
いた兵士１名、学童１名が死亡、消防隊員など数名
が重軽傷を負ったとされるが、飛行場内を含め、
もっと犠牲が多かったと推測される（水谷 2009）
。
敗戦後、飛行場の飛行機、兵器類は進駐した米軍
に引き渡され、第８航空教育隊（中部第 98 部隊）も
1945 年９月５日に復員となった。中部第 98 部隊の
兵舎はそのまま玉園中学校の校舎となって 1961 年
まで使用されていた。
２）第８航空教育隊（中部第 98 部隊）
次に第８航空教育隊（中部第 98 部隊）について述
べる。
1938 年に八日市飛行場で編成された飛行第３戦
隊は 1942 年に青森県八戸に移駐し、入れ替わりに
第 104 教育飛行連隊（中部第 94 部隊）および第８航
空教育隊（中部第 98 部隊）が順次転営してきた。第
８航空教育隊は、整備・手入れ・加修などの地上要
員に必要な教育を目的とした部隊で、ノモンハン戦
当時、満洲牡丹江省海浪飛行場で第２飛行集団の改
組に伴い 1939 年に編成された部隊である。三船敏
郎が 1943 年から終戦まで写真工手として在隊して
いたとして知られている（中島伸男 2008）、この第
８航空教育隊が、KJ 氏が所属することになった中
部第 98 部隊である。
第８航空教育隊について言及のある文献の記述
が、不正確であったり文献によって異なっていたり
するので、KJ 氏と直接関わりのある時期以外も含
めて、防衛研究所が公開している陸軍省の史料に基
づいて確認できたことを以下に整理する。
陸軍省調製「軍令陸甲第 19 号 陸軍航空部隊編
制」
（1939 年６月）４によると、第８航空教育隊は第
2 飛行集団・第８飛行団隷下にあり、３中隊編成で
兵 70、修業兵 250 から成っている。位置情報は同史
料からは不明であるが、この時点では海狼にあった
と思われる。
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陸軍省調製「軍令陸甲第 25 号

陸軍航空部隊編制」

（1940 年７月）５によると、第８航空教育隊は第１飛
行集団・第 102 教育飛行団隷下にあり、位置はこの
時点で既に八日市となっている。５中隊編成で、１
中隊は兵 70、修業兵 250 から成っている。部隊通称
号は中部第 98 部隊である。
陸軍省調製「航空総軍編制人員表」（年月不明）６
によると、第８航空教育隊は第１航空軍・第 51 航
空師団・第２教育飛行団隷下にあり、1943 年４月
までに９中隊編成に改編したことがわかる。この史
料からは 1942 年４月～ 1943 年 12 月の間の人員編制
しかわからないが、1943 年４月には約 1800 名規模
だったのが、同年 12 月には 2800 名規模になってい
る。通称号は「中部 98」のほかに「576」の記載も
ある。
中島伸男（2008）で紹介されている第８航空教育
隊在隊者の証言によると、1944 年 11 月ごろの時点
で第８航空教育隊には 10 中隊があって、１中隊の
兵員は 60 名程度であったが、1945 年に入ると毎月
現役兵が入るようになり、1 中隊が 10 ～ 15 班で編
成されるようになったそうだ。そのため寝台が不足
し床に藁布団を直接敷いて起居するようになったと
いう。ちょうど KJ 氏が八日市に来たのが、この現
役兵が続々入隊してきたという頃で、後述するよう
に、KJ 氏以外にも多数の朝鮮人現役兵が含まれて
いた。
聞き取りの中で、KJ 氏は特攻隊が乗る飛行機の
整備をしていたと述べているが、八日市飛行場は、
九州方面に向かう特攻隊の燃料補給や機体整備のた
めの中継基地として使われていた７。それだけでな
く、八日市飛行場に駐屯した第４教育飛行隊（旧・
第 104 教育飛行連隊）に配属され特攻兵士となった
土田昭二氏の記録８もあるように、八日市飛行場で
編成される特攻隊もあったようである。また、1945
年７月に飛行第 244 戦隊が知覧から移って来たが、
この部隊は沖縄戦の特攻機援護を担当していた戦隊
で、沖縄戦終結とともに八日市飛行場に転進し、そ
のまま敗戦を迎えた。このように敗戦間際の時期、
八日市飛行場も特攻隊と深く関係していた。

３．朝鮮人の徴兵
KJ 氏が中部第 98 部隊に所属していたという事前
情報から、入隊経緯は学徒兵、志願兵、少年飛行
兵、徴兵などいくつか考えられるものの、1924 年
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という生年より、徴兵ではないかと推測していた
が、聞き取りをしてみると、やはり徴兵であった。
朝鮮人の徴兵については前号で既に書いたので、重
複を避けつつ、本号のインタビュー内容を理解する
ために必要と思われる事項を確認する。
１）朝鮮青年特別錬成制度
KJ 氏は、その生年月日から、1944 年４～８月の
第１回徴兵検査の対象者である。聞き取りでは、同
期間内に（いつかは確認できなかった）徴兵検査を
受け、甲種合格で、同年 11 月に召集を受けたとい
うことがわかった。さらに召集を受けるまでの１年
間「トクレンタイ」で訓練を受けたと述べている。
この「トクレンタイ」は、朝鮮青年特別錬成制度
と関連があると推測されるので、以下、樋口雄一
（2001）に依拠して同制度について確認する。
徴兵制度実施当時、朝鮮での初等教育普及率は、
徴兵対象年齢の男子で２割強に過ぎなかった。しか
も、徴兵より先に始まっていた労務動員も有学歴者
を対象にして動員していたため、徴兵対象者として
朝鮮に残っている朝鮮人青年男性の大部分が初等教
育を修了しておらず、従って当然日本語を理解でき
ないという状況にあった。
日本語を理解できない者を軍隊に入れれば訓練も
成り立たないが、かといって日本語を理解できない
者を徴兵しないとなれば制度自体が根底から崩れる
ため、朝鮮総督府は徴兵対象年齢層の朝鮮人青年を
早急に「錬成」する必要に迫られた。そうして実施
されたのが「朝鮮青年特別錬成制度」である。
1942 年 10 月１日、朝鮮青年特別錬成令および同
施行規則が公布され、11 月３日、「明治節」を期し
て施行された。初等教育を修了していない朝鮮人青
年男子を対象に、期間は原則として１年、場所は大
半が国民学校内で、指導員も教員であった。1942
年度の場合は、同年 12 月から翌年９月 30 日までの
10 ヶ月に期間が設定された。
さらに、1944 年になると、朝鮮青年特別錬成所
（または青年訓練所）に「別科」を設置して、初等
教育修了者を対象とした訓練が開始された。KJ 氏
は初等教育を修了したとのことなので、訓練を受け
たと述べている時期や期間から、この「別科」で訓
練を受けていた可能性が高いと思われる。
前号では、徴兵検査ののち、甲種合格で現役徴集
されなかった者や第一乙種を中心に第一補充兵とさ
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れ、そこから日本語が理解できなくてもできる「本
土決戦」準備用の「自活隊」や「農耕隊」への召集
が 1945 年初頭から始まったと述べた。
KJ 氏の場合、甲種合格で 1944 年 11 月末に召集さ
れたと述べている。初等教育を修了して日本語が理
解でき、かつ「トクレンタイ」の訓練も受けていた
ので、甲種合格者の中でも早めに召集がなされ配属
が決まったと考えられる。
２）航空教育隊と朝鮮人
KJ 氏は中部第 98 部隊すなわち第８航空教育隊に
所属していたのだが、前号掲載の表１を見ると、

KJ 氏と同じ部隊にいたと申告している人は他に３
名いる。これは本人または親族の申告に基づいたも
のであるので、申告していない人は当然ながら含ま
れていない。
そこで、国家記録院「日帝強制動員者名簿コレク
ション」９を用い、表１、表２を作成した。表１は
「兵籍戦時名簿」
、表２は「臨時軍人軍属届」の名簿
情報に基づいており、両者は重複している可能性が
あるが、見たところ 13 番と 40 番が同一人物と思わ
れる以外は重複が無い。従って、これらの名簿情報
から、少なくとも 50 名以上の朝鮮人が KJ 氏と同じ
部隊に所属していたことがわかる。また、「兵籍戦

表１ 「兵籍戦時名簿」に見られる中部第 98 部隊（第 8 航空教育隊）所属の朝鮮人

本籍地
道

郡

出生
年度

１

京畿道

開城

1924

第８航空教育隊第１中隊

２

京畿道

仁川

1924

第８航空教育隊第１中隊

３

京畿道

漣川

1924

第８航空教育隊第７中隊

４

京畿道

漣川

1924

第８航空教育隊第７中隊

５

京畿道

江華

1924

第８航空教育隊第７中隊

６

京畿道

京城

1924

第８航空教育隊第９中隊

７

京畿道

京城

1924

第８航空教育隊第９中隊

８

京畿道

京城

1924

中部第98部隊

９

忠清北道

永同

1928

第８航空教育隊

10

全羅南道

済州島

1927

第８航空教育隊第１中隊

11

全羅南道

済州島

1924

中部第98部隊

12

全羅南道

済州島

1924

朝鮮釜山第８航空教育隊第３中隊

13

全羅南道

済州島

1924

朝鮮釜山第８航空教育隊第３中隊

14

全羅南道

麗水

1925

第８航空教育隊第２中隊

15

全羅南道

麗水

1925

第８航空教育隊第３中隊

16

慶尚南道

南海

1924

中部第98部隊吉田（？）隊

17

慶尚南道

陜川

1927

中部第98部隊前津（？）隊

18

慶尚北道

安東

1928

第８航空教育隊

19

咸鏡南道

咸興

1924

航空第８教育教育隊

20

咸鏡南道

咸州

1924

第８航空教育隊第３中隊

＃

出典

動員地

国家記録院「日帝強制動員者名簿コレクション」検索結果より作成
http://theme.archives.go.kr/next/collection/viewJapaneseIntro.do

備考
・
「兵籍戦時名簿」は1991年に日本政府が韓国政府に引き渡した強制連行関連名簿の一部で、67冊に20,222名
分が登載されている。外務部から国家記録院に移管された後、電算化された。
・
「動員地」は原本の日本語をハングルに直したものを再度日本語に戻しているため、推測または推測不能な
ものを含む。特に、小隊長（班長）の名前と思われる部分は、ハングルから推測できる日本の苗字を当ては
めただけで、全く確実ではないため、「（？）」を附した。
・姓名の情報（
「創氏改名」された名前がハングルで入力）もあるが省略した。

人間文化● 75

滋賀県における朝鮮人強制動員の記録⑵ ─韓国における生存者の聞き取り調査より─

表２ 「臨時軍人軍属届」に見られる中部第 98 部隊（第 8 航空教育隊）所属の朝鮮人

本籍地
道

郡

出生
年度

21

京畿道

水原

1924

中部第98部隊

22

京畿道

水原

1925

日本滋賀県神崎郡御園村中部第98部隊

23

京畿道

水原

1924

日本滋賀県中部第576部隊

24

京畿道

楊州

1924

中部576部隊東山（？）隊高安（？）隊

25

京畿道

平澤

1924

日本滋賀県神崎郡御園村中部第98部隊久保田（？）隊

26

京畿道

始興

1924

中部第98部隊

27

京畿道

開豊

1924

中部98部隊

28

京畿道

開豊

1924

中部第98部隊

29

（京畿道）

30

忠清南道

大田

1925

日本滋賀県神崎郡御園村中部第98部隊久保田（？）隊

31

忠清南道

靑陽

1924

日本滋賀県神崎郡御園村中部第98部隊

32

忠清南道

唐津

1924

日本滋賀県神崎郡御園村中部98部隊

33

忠清南道

論山

1924

中部第98部隊

34

忠清南道

保寧

1924

日本滋賀県八日市町中部98部隊松井（？）隊갈업班

35

忠清南道

公州

1924

日本滋賀県神崎郡御園村中部98部隊

36

忠清北道

丹陽

1924

日本滋賀県神崎郡御園村中部第98部隊

37

忠清北道

堤川

1923

日本滋賀県강화中部第98部隊훤隊

38

忠清北道

清州

1924

中部第98部隊

39

忠清北道

永同

1924

日本滋賀県神崎郡御園村中部第98部隊久保田（？）隊

40

全羅南道

済州島

1924

中部第98部隊

41

全羅南道

済州島

1927

中部第98部隊천隊

42

全羅南道

長興

1923

中部第98部隊

43

全羅南道

務安

1924

中部第98部隊

44

全羅南道

海南

1924

中部98

45

全羅北道

井邑

1923

日本滋賀県神崎郡御園村中部第98部隊東山（？）隊石毛（？）隊

46

全羅北道

淳昌

1924

中部98部隊

47

全羅北道

淳昌

1924

日本滋賀県神崎郡御園村中部98部隊吉田（？）隊

48

慶尚南道

固城

1924

中部第98部隊

49

慶尚北道

金泉

1925

日本滋賀県神崎郡御園村中部98部隊上村（？）隊

50

慶尚北道

義城

1925

中部98部隊吉田（？）隊櫻井（？）隊

51

慶尚北道

栄川

1924

日本滋賀県神崎郡中部98部隊

52

黄海道

遂安

1924

中部第98部隊

53

黄海道

平山

1924

中部第98部隊

54

咸鏡北道

茂山

＃

動員地

中部第98部隊

中部第98部隊吉田（？）隊

出典 表１に同じ。
備考
・
「臨時軍人軍属届」も表１の「兵籍戦時名簿」と同様に日本政府から韓国政府に引き渡された名簿の一部で、103冊に46,164名分が
登載されている。
・
「中部576」も第８航空教育隊の通称号として確認できることから、23番、24番も含めた。
・記載されている創氏改名された名前および本籍地より、25番が KJ 氏のデータである。
・その他、表１に同じ。
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時名簿」には中隊名の記載が見られ、駐屯していた
と考えられる第１中隊から第９中隊までほぼ全て確
認できる。
中部第 98 部隊（第８航空教育隊）には当然ながら
多数の日本人兵士もいた 10。朝鮮人と日本人の比率
や、中隊・分隊の分け方などは不明であるが、聞き
取り調査での KJ 氏の話によると、朝鮮人だけで編
成されていた班（班長だけが日本人）が複数存在し
ていたようである。
航空教育隊に朝鮮人兵士が配属された例として
は、奈良航空教育隊の例がこれまで知られている
11
。表１、２を作成する際に利用した国家記録院
「日帝強制動員者名簿コレクション」で「航空教育
隊」と検索すると、262 件がヒットする 12 ので、KJ

氏のように徴兵され航空教育隊に配属されたケース
はそれなりに多かったことがわかる。
朝鮮軍残務整理部（元朝鮮軍徴兵主任参謀吉田俊
隈）作成「朝鮮人志願兵・徴兵の梗概」所収の別表 13
「第九表 昭一九朝鮮現役兵各軍配当区分表」を見
ると、1944 年の朝鮮からの現役兵合計 45,000 名の配
当先が軍管区と兵種別に出ている。KJ 氏は自分の兵
科（兵種）は「飛行兵」だったと述べているが、この
表によると、
「飛行兵」は 2050 名で、全て第１航空
軍に配当されている。先に、第８航空教育隊が第１
航空軍の隷下にあったことを確認したことと符合す
る。

４．KJ 氏への聞き取り調査結果概要
次に KJ 氏への聞き取り調査結果を見ていく。調
査は、2012 年８月 31 日午後 13 時半から約２時間 20
分にわたって、KJ 氏が居住する平澤市の住民セン
ターの会議室において行われた。調査者は、筆者の
ほか、委員会調査２課の李宣姈氏ほか１名、山村暁
子氏（あすぱる甲賀）である。質問は主に筆者が韓
国語で直接行った。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、KJ 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に沿って再構成し、KJ 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。なお、地名等、KJ 氏が日本語で
発言した用語はカタカナで示し、（
）で漢字表
記を補足することとした。〔
〕は筆者による補
足である。

１）出生から徴兵まで
1924 年２月５日生まれです。５人兄姉で、末っ
子です。〔京畿道平澤市〕彭城邑で生まれて、３歳
の時に〔京畿道平澤市〕松炭に引っ越してきて、以
来 87 年ここに住んでいます。13 歳で初等学校を出
て、卒業してからソウルで就職しました。
1924 年生まれで、13 歳で初等学校（当時の名称
で公立普通学校）を卒業したとすると、６年制なら
1930 年頃満６歳で入学、卒業は 1936 年頃と推測さ
れる。また学校名は確認しそびれたが、西井里公立
普通学校（1922 年開校、現・西井里初等学校）と推
測される。
ソウルでは、元曉路４街の理髪店で美容師をして
いました。共同水道から引いた水でお客さんの髪を
洗うんです。でもその店の仕事が３年ぐらいで無く
なってしまって、それで仕事の口利きをお願いして
いたら、〔朝鮮総督府〕鉄道局の龍山工場に入るこ
とになりました〔元曉路は龍山駅のすぐ近く〕。17
歳の時〔1940 年頃か〕です。工場長は高等官です
よ。一種の「立身揚名」ですね。
そこでは６ヶ月間ぐらい電気溶接の教育を受け
ました。溶接工の養成をしていたんです。それで
〔技術があったので〕
、後に徴兵されたときに兵科が
「ヒコウヘイ（飛行兵）
」になったのではないかと思
います。
そのままそこで機関車の運行や、整備したり手入
れしたりする仕事をするはずでしたが、徴兵の年齢
になったので、できませんでした。
朝鮮の鉄道経営は、1925 年に満鉄から朝鮮総督
府直営となり（それ以前も直営の時期あり）、KJ 氏
が工場に就職した時期は朝鮮総督府直営で、工場の
正式名称は「京城工場」であったと思われる 14。
KJ 氏が入ったという「養成所」は、鉄道従事員
養成所のことではないかと推測される。朝鮮語新聞
『東亞日報』には、鉄道局が鉄道技術者養成のため
に、従来、鉄道従業員しか入れなかった鉄道従事員
養成所を一般に開放し、短期養成課程も含めて生徒
を募集している旨が、1938 ～ 39 年に記事になって
いる 15。
２）徴兵と「トクレンタイ」
その龍山工場にいた時に、満で 20 歳になって徴
兵の年齢になり、検査を受け、甲種合格になりまし
た。肺に問題があると出るんですが、陽性ではなく
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陰性だったので、徴兵されることになりました。軍
隊では寝食を共にするから、すぐ伝染するので、陽
性だったらだめですよね。でも、そういう問題があ
る兵だけ同じ内務班に編成されていました。
徴集される前、特別訓練、トクレンタイ（特錬
隊？）で１年訓練を受けました。訓練を受けろと
いう連絡が来て行ったんです。西井里〔の国民学
校？〕でトクレンタイとして、召集を受ける前まで
１年教育を受けました。
学校を出ていない人は、ノーコータイ（農耕隊）
ですよ。ノーコータイも軍人ですが、農業をする軍
人。当時、日本人はみな兵隊に取られて女性ばかり
残ったから〔朝鮮人が連れて行かれた〕。
召集は 1944 年 11 月末頃にされました。召集場所
は釜山です。また病院で身体検査を受けました。そ
れで日本に渡りました。
召集されるとき、
「武運長久」と書かれた旗を
立てて、村中の 95 戸に見送られました。ノボルキ
〔のぼり（旗）のことか〕知ってます？ 家族は悲し
かったでしょうが、当時、徴兵は義務なので表立っ
て反対はできないですよね。センニンバリ（千人
針）は女性がやっていました。当時は「内鮮一体」
でしたから。
「トクレンタイ」については、先に考察した通り
である。農耕隊については前号に書いたとおりだ
が、KJ 氏はこちらからは何も質問していないのに
「学校で教育を受けられなかった人はノーコータイ」
と自ら語ったことが印象に残った。
また「武運長久」の話をされたとき、筆者が韓国
語での「ムウンチャング」という発音から漢字表記
をすぐに思い出せないでいると、自らペンを取り

関に入港できなくなったので、渡日時期の確定のた
めに確認したかったのだが、後述するように、八日
市到着が２月頃と記憶していることから、関釜連絡
船乗船は１月頃と推測されるため、おそらく下関に
入港したと思われる。
また、名古屋は、大阪から八日市の途中にはな
いが確かに行ったかと確認すると、「地理的なこと
はわからないが名古屋には確かに行った」とのこ
とだった。滋賀県は京都師管区の管轄だが（前号の
HK 氏所属部隊も京都師管区）
、第８航空教育隊が
隷属する第 51 航空師団、第４航空教育団の司令部
はいずれも岐阜県にあり、岐阜県を管轄するのが名
古屋師管区だったため名古屋に行ったのかもしれな
い。

「こうやって書くんですよ」と書いて下さった。

みの粗末な食事しか与えられていない」と土田氏は
回顧している。KJ 氏の所属は「地上勤務の整備兵」
よりさらに下の、整備の訓練部隊であったので、そ
の待遇は推して知るべしであろう。
一方で、中島隆（1993）によると、第８航空教育
隊に KJ 氏と同時期に在隊した元兵士（日本人）に
よる、「軍律はもう厳しくされず上官が殴ることも
殆どなく、待遇も良かった」「酒、タバコはもちろ
ん、航空兵たちは軍務や学習に追われてその余裕も
なかったが、
『突撃一番』
（コンドーム）から、事後
の性病の薬まで内務班で備えられていた」という証
言もある。
私たちは靴がゴム底だったんですよ。なぜかとい

３）八日市へ
釜山で召集されて、そのまま関釜連絡船で日本に
渡りました。ナガサキ（長崎）、ヒロシマ（広島）、
大阪、ナゴヤ（名古屋）を経てヨウカイチ（八日市）
に行きました。ヒロシマでは原子爆弾で焼け野原に
なっているのを見ました〔行き帰りの記憶が混同し
ていると思われる〕。
上陸したのは下関ではなく、長崎なのかと確認す
ると、「ナガサキとシモノセキは同じじゃないんで
すか？」として記憶は曖昧だった。前号で述べたと
おり、1945 年３月以後、米軍の機雷投下のため下
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４）八日市飛行場での軍隊生活
八日市に着いたのは 1945 年の２月頃、寒くて右
足の指が凍傷になったんです。ビワコ（琵琶湖）か
ら上る水蒸気が凍って落ちてくるんですよ。落ちる
とすぐ溶けますけど。体質が冷えているせいもあっ
て、他の人はならなかったけれど、私は足の指が凍
傷になりました。当時、〔軍の〕財政状況も悪かっ
たのか、薬もまともに無いんですよ。薬と言えば、
あの赤いやつ、アカチンキぐらいで。
４月 29 日の「天長節」に…〔聞き取れず〕それ
ほど物資が少なかった。
土田昭二著／林えいだい編（2003）によれば、土
田氏の 12 月下旬の日誌に隊員に凍傷患者が出てい
ることが言及されている。また、特攻隊は「神様扱
い」され士気を高めるための酒を含め糧食が多くあ
てがわれた反面、「地上勤務の整備兵は、一般兵並
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うと、飛行機の整備をしようと思えば、機体に上が
りますよね。そうすると、普通の編み上げの軍靴だ
と、靴底に釘が打ってありますよね。それで飛行機
の羽だとか何だとか歩いたらだめだから、ゴム底に
なってるんですよ。
ヒコウヘイ（飛行兵）という兵科は、空軍じゃな
くて地上軍です。トッコウタイ（特攻隊）とは別
で、整備するだけです。爆撃したりとか、そうい
うのじゃなくて。私たちが滋賀県ヨウカイチ（八日
市）に行ってやっていたのは地上での整備です。
トッコウタイが乗る飛行機を手入れする仕事をして
いたんですよ。トッコウタイの飛行機を手入れしに
山にも行きました。トッコウタイは操縦士も死にま
すよね。
なんて言うか、幼稚ですよね。軍人精神を注入す
るとか何とか。ヤンノム〔西洋人への蔑称、朝鮮
語〕を「ケトラ」〔不明〕というんですけど。「ケト
ラ」が上陸するときは、タケヤリ、竹槍で応戦する
から鍛錬しろとか。
八日市飛行場と特攻隊との関係は先に述べた通り
である。第８航空教育隊は整備の訓練をする部隊で
あったので、本当に特攻隊が乗る飛行機を KJ 氏を
含む第８航空教育隊の整備兵が手入れしたのかはわ
からない。
渡辺守順編『写真集 明治大正昭和 八日市』
（国
書刊行会）のコピーを持参していたので、八日市飛
行場関連の写真を見せると、門の写真は見覚えがあ
るが、他はよく覚えていないとしながら、「甲式三
型戦闘機」の写真を指して、「こういうのを整備し
ていた」と述べた。
一つの内務班は 30 名程度、朝鮮人だけで編成さ
れ、班長だけは日本人でした。宿舎は兵舎が与えら
れました。他にも同じような編成の班がいくつもあ
りましたが、全部でいくつあったのかはわかりませ
ん。
グンジンチョクゴ〔軍人勅諭〕を覚えされられま
した。覚えないと「気合」を受けましたから。トイ
レに行くにも言わないといけませんでした。
靴下のような支給品は、家があばら屋で貧しかっ
たので〔朝鮮に〕送りました。ちゃんと届いていた
みたいですよ。
「柿谷」という日本名の朝鮮人が印象に残ってい
て名前を覚えていますが、住所もわからないので
ずっと連絡できずにいます。

ときどき休暇を与えられると、何時までには帰っ
てこいと言われて、近くの民家に行ってみたことは
あります。食べ物も買って食べたりしました。皆、
若いのに夫を戦争に取られた「生寡婦」（夫と早く
に死別した女性）の女性ばかりでしたよ。
先に確認したように、第８航空教育隊（中部第 98
部隊）に所属していた朝鮮人兵士は、KJ 氏を含め
て少なくとも 50 名以上が名簿から確認できる。最
大で 5000 名規模になった（中島伸男 2012）という第
８航空教育隊のうち、どの程度を朝鮮人が占めたの
かはわからないが、表１を見ると所属していた中隊
もバラバラであることから、それぞれに KJ 氏が言
うような朝鮮人だけで編成されていた小隊（班）が
複数個あったとすれば、数百人規模になる可能性も
ある。
聞き取り調査中、朝鮮王朝最後の皇太子であった
英親王・李垠が陸軍中将として八日市飛行場を視察
したことがあるのを思い出したので、たずねてみる
と、自分が在隊時には視察はなかったとのことだっ
たが、李垠が中将であったことはご存知だった。後
で確認すると、李垠が第一航空軍司令官として八日
市飛行場を視察したのは1944年９月のことだった16。
５）空襲その他の記憶
以上は、概ねこちらから質問せずに話してくだ
さったことだが、次に、飛行場拡張工事、食糧増産
部隊、模型飛行機、掩体壕、そして空襲のことな
ど、いくつかこちらから質問を投げかけて聞き出し
た事項についてまとめてみる。
飛行場の拡張工事のことはよく知りません。私が
行った時には既に拡張されていたようでした。〔そ
の工事に朝鮮人が従事していたという話は〕聞いた
ことがありますが、自分たちは軍隊にいたので、
〔拡張工事をしている朝鮮人労働者と〕交流などは
できませんでした。たぶん徴用された労務者ではな
いですか？
拡張工事以外にも、御園村で開墾してサツマイモ
を作っていた朝鮮人の部隊があったと聞いたことが
あるので、たずねてみると、それも知らないとのこ
とだった。
飛行機の木製模型を空襲用のダミーでつくった
という話を、戦時中に八日市に在住していた別の
調査対象者から前日に聞いていたので（次号掲載予
定）、知っているかときいてみると、知らないとの
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ことだった。また、掩体壕についてもきいてみた。
カクノウコ（格納庫）？ そういうのは、目立つ
からやらなかったですよね。隠さなきゃならないか
ら。
軍隊はやることが専門化されているので、他の部
隊がどんな作業をしているのかも含め、自分が直接
に関わったこと以外はわからないということだった。
空襲についても記憶になく、空襲警報が出て防空壕
に入ったり、入らなければならないときに空を見上
げて「死にたいのか」と言われたというような記憶
はあるとのことだった。
中島隆（1993）には、八日市空襲の詳しい証言が
紹介されている。職員として八日市市史編さんにあ
たっていた中島隆氏は、空襲に関する聞き取り調査
をしながら「軍都であり、箝口令のようなものが敷
かれた形跡がある」ことを感じたという。また、
「市史編さんの調査時から、当の飛行場、部隊内部
については、遠方から炎や黒煙が上がるのが見え、
被害も相当あったことは推測されていたものの、隊
内でこの空襲を悉さに体験した人はなかなか見つか
らなかった」としている。
その中で、第８航空教育隊にいた元兵士からよう
やく証言が得られたとして紹介している。1944 年
５月に第８航空教育隊に現役入隊、敗戦処理も含
めて 1945 年９月まで八日市にいたというその元兵
士は、空襲については「逃げ回っていたようなこと
で、確かな記憶ではない…」としつつも、次のよう
なことを述べたという。
艦載機からの銃爆撃は激しく、いたるところで
30 ～ 40 メートルの火柱があがり、飛行場は修羅場
と化した。40 機ほど実戦配備をしていた飛行機も

６）帰郷
日本には８ヶ月いたことになります。一等兵で星
二つでした。最初はただの赤いの、それから二等兵
で星一つ、それで一等兵が二つ、上等兵は星三つ。
８・15 が無くて続いていたら上等兵になったでしょ
うね。
８月 15 日に敗戦して特別放送を聞かされました
が、降伏したって言わないんですよ。「休暇を与え
る」とか、「故郷に帰す」ということでしたが、い
つになるかわからないので、私たちは除隊手続きを
待たずに慌ただしく八日市を離れました。生き残っ
ただけでも有り難いと。デモをしたり扇動したりす
るのもいました。
ときどきもらっていた小遣いと、それから毛布や
ハンゴウ、飯盒などをもらって売ってつくったお金
で、75 トンの木造船の密船〔ヤミ船〕に乗ってか
えりました。誰か船を紹介してくれる人がいたんで
す。志願兵とか専門学校の学徒兵とか〔ほかの部隊
にいた韓国人とも〕と一緒になりました。高射砲部
隊にいた母方の従兄弟もいたんですが、その従兄弟
は毛布も何も持ち出せなくて、お金がないから、私
が用立てしてあげました。
〔第８航空教育隊には９月５日に復員命令が出たら
しいがと問うと〕おそらくその前にもう出てしまっ
ていたと思います。当時はもう無秩序でした。
その木造船には 70 人ぐらい一緒に乗りました。
船長は朝鮮人だったと思います。台風が来て対馬島
で３日滞留しました。故郷の家に着いたのは、10
月の 20 日を過ぎていたと思います。〔徴兵された人
の中では〕早く帰った方だと思います。関釜連絡船
で帰った人は年が明けてから帰った人もいますよ。

４、５機を除いて使用不能になった。空襲後、同僚
と落下傘を開け持ち、四散した手足や骨、肉などの
一部を拾い集めた。周囲の森や山中に隠した飛行機
も、半数程度は被弾し、焼失したものも多かった。
これほどの状況であれば、いくら飛行場が広くて
も KJ 氏が全く記憶していないということがあるだ
ろうか。戦中の「箝口令」の影響のためだろうか。
いずれにしても、事前にこの中島隆氏の著作は確認
してはいたのだが、KJ 氏に対して空襲についても
う一歩突っ込んだ質問ができなかったことが悔やま
れる。

帰国後、韓国軍には行きませんでした。肺に問題
があるというのが検査をすると一応出てくるから、
それを言い訳にして。当時、人は消耗品扱いだった
から、韓国軍に入っていたら今頃生きてなかったで
しょうね。右翼だとか左翼だとか、大変でした。
前号で紹介した HK 氏は、８月中に上官が博多
まで引率し、秩序が保たれていたと話していたが、
KJ 氏の場合は「無秩序」で、いつ返してくれるの
かわからないから復員命令も待たずに支給品（もし
くはそれ以外も）を持ち出して現金に換え、ヤミ船
を仕立てて帰国したという。
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５．おわりに
KJ 氏は、満 89 歳の年齢相応に薄れた記憶をたど
りながら、聞き取り調査に応じてくれた。しかし途
中、靴下を家に送った話をするときは、貧しい家族
を残して徴兵されて日本に行ったことが思い出され
たのか、涙で言葉を詰まらせた。
聞き取り調査を行ったのが 2012 年８月で、ちょ
うど李明博大統領（当時）が独島（竹島）に上陸して
日韓間で領土問題や歴史認識問題が改めてクローズ
アップされていた時期であったこともあり、そのよ
うな問題についても話が及んだ。そのとき、「『挺
身隊』〔「慰安婦」のことを指している〕、根拠が無
いだって？ 厳然とあったのに。
」と述べられたの
で、
「もしかして八日市にも『慰安所』がありまし
たか？」と尋ねると、少し間を置いて「八日市は無
いですよ。遊郭はあったらしいけど。それも勝手に
飛行場の外を出歩けないから知らない。」とだけ述
べられた。
先に、中島隆氏による第８航空教育隊の元兵士へ
の聞き取りで、内務班の備品に「突撃一番」や性病
薬あったことに言及したが、「軍都」八日市には当
然ながら「遊郭」があった（中島隆 1993）。一方、
「慰安所」というと、中国や東南アジアなど前線や
占領地にのみ設置されたように思われがちだが、沖
縄はもちろん「内地」においても軍が駐屯するとこ
ろに「慰安所」はあった。例えば明石清三『木更津
基地』
（洋泉社、1957 年）には、海軍の木更津航空
隊に 1943 年２月に「慰安所」を開設した話が記さ
れている 17。
八日市に「遊郭」ではなく「慰安所」があったか
どうかまで考察することは本稿の範囲を超えるが、
たまたま本稿準備中、八日市にあるお寺の住職さん
より「慰安婦」のお地蔵さんがあるとの情報を得た
こともあり、今後、調べてみたい。いずれにしろ、
特に「軍都」における「遊郭」と「慰安所」はそれ
ほど明確に区分できるものではないと考える。朝鮮
の「軍都」における「慰安所」と「遊郭」について
考察した金栄・庵逧由香は、「軍都」における軍と
「遊郭」の関係を戦地に持ち込んだものが「慰安所」
であり、軍都における「遊郭」と「慰安所」を単純
に分けて捉えることは難しいと指摘している 18。
この「慰安所」のことや、先に述べた空襲のこと
など、本稿をまとめながら、あと一歩踏み込んで聞
き取りをしておけばと思う点がいくつかあった。し

かし、特に「慰安所」のことなどは、訪問した全て
の調査者が女性である中で答えにくいという「空
気」を察知して、それ以上質問を紡げなかった。
他の調査者同様、KJ 氏も「この調査の目的は何
か？」と何度か確認された。その度、
「戦時期の滋
賀県について調べているが、当時、滋賀県に連れて
来られた韓国の方々にはこれまでお話をお聞きでき
る機会がなかったから、当時の滋賀県でどんなこと
があったか教えていただきたいだけです」とお伝え
した。日本軍の軍人であったことは、韓国ではお
おっぴらに語りにくいことである。それを、突然訪
れた見ず知らずの日本人に、忘れかけていた過去の
ことを根掘り葉掘り尋ねられるのだから、疑心を抱
くのも無理はない。KJ 氏は、今回の調査対象者３
名の中でもとりわけそのような「動揺」が感じられ
た。
ご高齢の中、長時間の聞き取り調査に応じてくれ
た調査対象者の皆さんに改めて感謝申しあげ、証言
してくださったことを無駄せず地域史の再照明に今
後も努力したい。
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翻訳

モンゴル国のカザフ人の歴史
T. スルタン・M. ゾリカフィリ（著）島村一平・八木風輝（訳）
人間文化学部国際コミュニケーション学科／人間文化学部地域文化学科４回生

０．解題
本稿は、2010 年にモンゴル国ウランバートル市で
出版された『Бaян-Ѳлгийaймгийннэвтэрхий
толь
（バヤン・ウルギー県百科事典）』T.Sultan、
M.Zul’kafil’
（編）の中から、モンゴル国に住むカザ
フ人の歴史が記されている 28 ページから 45 ページ
を翻訳したものである。
この翻訳は、本学地域文化学科の授業「現代モンゴ
ル語文献講読」の課題として地域文化学科 4 回生の
八木風輝が第一稿を翻訳し、教員である島村一平が
修正をすることで完成させた。
本書が扱うバヤン・ウルギー県は 1940 年にモン
ゴル国に成立したが、この県に関する地誌は出版さ
れてこなかった。そうした中、2010 年、バヤン・
ウルギー県設立 70 周年記念を機に「事典」という
形で本書は編集、出版されたものである。この書籍
は、日本における「県誌」に相当するものであると
考えてよい。
編著者は、モンゴル国国家功労者の称号を持つ経
済学者タウケイン・スルタン博士（現在モンゴル国
大統領の科学者・専門家諮問会議の委員）、と現在
モンゴル国立大学社会科学部教授であるマオレッ
ト・ゾリカフィリ博士（歴史学）であり、ともにモ
ンゴル国のカザフ人である。まずは、本稿の翻訳を
快諾された本稿部分の著者でもある両氏に感謝した
い。
本書では、今回翻訳したモンゴル国のカザフ人の
歴史に関する章があるほかに、モンゴル国のバヤ
ン・ウルギー県に居住しているカザフ人やトゥバ
人、オリアンハイ人などの文化や、バヤン・ウル
ギー県における統治機構や自然環境、地域の名士な
どについても詳述されている。
いわゆるカザフ民族は、カザフスタンを中心に居
住しているが、その他にモンゴル国や中国新疆ウイ
グル自治区などに跨って居住している。意外と知ら
れていないが、モンゴル国は 18 のエスニック集団
から構成される「多民族国家」であり、カザフ人
は、マジョリティであるハルハ人についで二番目の
人口（2000 年当時で約９万６千人）を擁している。
近年、モンゴルのエスニシティに関する研究も進展

し、それぞれの「エスニック集団」が、社会主義時
代のどのような経緯で形成されてきたのかが、明ら
かになりつつあるⅰ。しかしながら、モンゴル国に
住むカザフ人についての研究は非常に少なく、特に
彼らが社会主義体制下のモンゴル人民共和国の中で
どのような経緯を経て生き抜いてきたのかに関する
資料は、日本語はおろかモンゴル語においても非常
に少ない。
とくに第二次大戦中に国境を越えてカザフ人の集
団逃亡事件が起こったことや社会主義建設の過程に
おいてカザフスタンから専門家が派遣され、モンゴ
ル国のカザフ民族県バヤン・ウルギーの文化教育の
発展に寄与していたといった事実はあまり知られて
こなかった。少し残念なのは、社会主義崩壊以降、
多くのモンゴルのカザフ人は集団でカザフスタン
に移住し、モンゴル国内のカザフ人人口が 10 万千
人（1991 年）から７万６千人（1993 年）に減少するの
であるが、そのことに関する詳しい言及は本書では
なされていない。ちなみにロシア化および定住化し
たカザフスタンの暮らしに適応できなかったカザフ
遊牧民たちの一部はモンゴル国へ再び帰還している
［Atwood 2004:295］
。
本稿では、上記書籍の中からこうした 20 世紀を
中心としたモンゴルのカザフ人の歴史に関する部分
を翻訳した次第である。また、人名、地名、氏族名
の括弧は訳者が便宜上つけたものである。

１．モンゴルのカザフ人の起源
カザフ人とは、８世紀から９世紀にかけて中央ア
ジアで遊牧をしていたトゥルク系民族の多くの部族
や氏族の一部である。研究者たちは、カザフの起源
を青銅器時代から始まったと考えている。紀元前
３世紀から紀元後５世紀にかけて、七つの河（ジェ
ティ・ソーⅱ ）と現在の南カザフスタンで生活して
いたアリやサク、ウイスの末裔の者たちが西突厥
や、その後建国されたトゥルク系王朝の構成集団と
混ざり、「カザフ」といわれる民族が形成される前
提条件になった。その後、14世紀～ 15世紀の間に、
中央アジアに「カザフ民族」が成立したのであった。
カザフ民族を構成しているケレイ（kerey）、ナイ
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マン（Nayman）、ホナラート（Khonyrat）、メルゲ
ド（Merged）、オングート（Ongud）などの氏族集団
は、11 世紀から 13 世紀に大モンゴル帝国を構成す
る集団となった。そして、モンゴル帝国が分裂した
後、カザフ・ハーン国ⅲが成立したときに、その国
を構成する集団として編入された。また、黄金氏族
ⅳ
内のロシア王家の血筋を引いたケレイ・スルタン
とジャニベック・スルタンが、1456 年にカザフの
最初の統一国家ⅴを建国した。この時から、カザフ

の氏族集団は、中央アジアの広大な地域に数百年に
わたって遊牧を行い、カザフ民族独自の社会や文化
が成立したのである。
15 世紀から 16 世紀に形成されたカザフ民族は、
大ジュズ、中ジュズ、小ジュズという三翼から構成
されていた。
「ジュズ」は、カザフの多くの氏族、
集団の出自、居住地、生業上の特色、社会、政治的
な指導者と社会組織に関係があると考えられてい
る。
「ジュズ」というのは、モンゴル語での「百人
隊（zuut）
」あるいは、「翼（gar）」という概念に近
似している。現在、大ジュズ、小ジュズのカザフ人
たちは主にカザフスタンに、中ジュズのカザフ人は
カザフスタンに、中国の新疆ウイグル自治区とモン
ゴル国に居住している。後にカザフ・ハーン内の中
ジュズの構成集団となったケレイ、ナイマンといっ
た集団は、チンギス・ハーンによる統一国家が成立
するまでは、トーラ川からアルタイ山脈にいたる広
大な地域で遊牧をしていた。
ケレイド部の長であったオン・ハーン（トーリ
ル ）は、 チ ン ギ ス・ ハ ー ン に 敗 北 を 喫 し た 後、
現在のカザフスタンのアルカ（Arka）、ハラタオ
（Kharatau）、シルダリヤ（Syrdariya）の地まで移動
した。そのときに、初めて建国されたカザフ・ハー
ン国の一部となったのである。
17 世 紀 中 頃、 清 朝 が ジ ュ ン ガ ル 帝 国 ⅵ を 滅 ぼ
し た 後、 ケ レ イ ド の 一 氏 族 集 団 で あ る ア バ フ・
ケ レ イ（Abakh-kerei）の 人 々 は、 ジ ャ ニ ベ ッ ク
（B.Janibrk）将軍に率いられて、彼らの本来住んで
いたアルタイ山脈南部に移住した。アバフ・ケレイ
と共にナイマン、オアフといった氏族の一部も共に
やってきた。
アバフ・ケレイたちがアルタイ山脈の辺境に移住
した後、年を経るごとに人口も財産たる家畜も増え
ていった。その結果、彼らの居住地域は広がり、現
在の新疆ウイグル自治区（旧東トルキスタン）のア
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ルタイ、タルバガタイ、イリ、ホルジャー、ボグ
ド、エレーンまでの広大な地域を領有するように
なった。1696 年、清朝はハルハ（モンゴル）に侵攻
を開始し、1756 年にはオイラドⅶを攻略して、全モ
ンゴルを支配下に置いた。その後、1761 年、清朝
はホブド辺境地帯を自らの戦略上の最重要地域とみ
なし、清朝皇帝の代理人としてホブド参賛大臣をホ
ブドに駐在させた。そして、オイラドを構成してい
たドゥルベド・ダライハーンの左右翼、タンヌ・
オリアンハイの二旗、ミャンガド、ウールド、ザ
ハチンなどの旗をひとつにまとめ「ホブド辺境区
（khovdiin khyazgaar）
」と名づけた。ホブド辺境区
には、現在のオブス県、ホブド県、バヤン・ウル
ギー県の全地域とそこに住む人々が帰属した。
1864 年、ロシア帝国と清朝の間で「タルバガタ
イ条約」が結ばれた。それによって、何百年にわた
り中央アジアの広大な地域を支配してきたカザフ人
をロシア帝国と清朝が分割所有することになった。
その結果、カザフ人たちは、
「ロシアのカザフ」
、
「中国のカザフ」と区別して呼ばれるようになっ
た。こうしてアルタイ、タルバガタイ、天山山脈の
カザフ人たちは、清朝の支配下において新疆ウイグ
ルの辺境に残ったのであった。
バヤン・ウルギー県

★
ウランバートル
（首都）

モンゴル国

http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_Mongolia内の地図を改編し引用

図１

モンゴル国・バヤン・ウルギー県の位置

カザフ遊牧民は、家畜を放牧させる牧草地を探す
ときに、出来る限り豊かな水場と新しい牧草地を求
めて生活する慣わしであった。そのため、18 世紀
中葉からケレイ部族の一部がアルタイ山脈の北部
山麗にあたるホブド地方へ越境して、冬営と夏営
をし始めた。年を経るに従い、最初にホブドの地
に来たカザフ人らの人口も家畜も増えていった。
そのことを知った南アルタイに住むカザフ人たち
の間でも、この地へと移住する者が増えてきた。
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19 世紀の後半から、アバフ・ケレイの 12 の氏族か
らジャンテケイ（jantekey）、ジャディク（jadik）、
シェルシ（sherush）、ハラハス（kharakhas）、モル
ヒ（molkhi）、シバライギル（shibaraygir）といった
氏族に属する数百の牧戸が、一斉にホブドに移住し
たのである。その結果、1860 年代から「モンゴル
のカザフ人」という概念が生まれたのである。
その当時、西モンゴルのカザフは清朝の侵攻と重
税による圧迫、ダンビージャンツァン（ダー・ラマ）
による分離独立行為などに対して反抗し、一貫し
てボグド・ハーン政権ⅷの政策を支持してきた。当
時、西モンゴルのカザフ人たちはモンゴル人と同様
にホブドのヘベイ参賛大臣に統治されていた。しか
し清朝崩壊後の 1912 年、カザフ人たちは 400 世帯の
総意としてボグド・ハーンに嘆願書を送り、モンゴ
ル国への編入を望んだのである。これに対してボグ
ド・ハーン政権は 1912 年の 11 月 17 日に、その嘆願
に従ってカザフ人を支配する 11 人の貴族に官位を
与えたというような歴史的経緯がある。

２．カザフ人と人民革命
トルボノールの戦いは、1921 年の人民革命の歴
史において最も大きな戦闘であった。またこの戦い
は、モンゴル国を外国の侵略者から解放すると共
に、西部の辺境で人民革命の勝利を決定付けたもの
であった。西モンゴルを白軍から解放し、人民革
命が勝利したとき、カザフ、オリアンハイ、トゥ
バ、ドゥルベドの人々は当初、ハスバートル（Ts.
Khasbaatar）、バイカロフ（K.K.Baykalov）たちのパ
ルチザン部隊に合流して戦っていた。
この地域が白軍から解放された後、ハタンバー
タル（Khatanbaatar）を長とする人民政府の代表団
は、ホブド辺境区の参賛大臣の領民と共にカザフ人
民の集会を開催して、人民にモンゴルの革命政権の
政策について説明を行った。またモンゴル西部の辺
境の全人民と同様にカザフ人たちも新生モンゴル国
に帰属することになったことや、モンゴルの法律に
よって統治されるようになったことを知らしめると
同時に、氏族やオトグの間の対立を止めて友好的に
暮らすように注意を促した。また、この地域のカザ
フ人は、シェルシとシバライギルという二つの旗ⅸ
に再編成され、旗長が選出された。
1922 年、モンゴル人民政府は中華民国との国境
を定めた。しかしモンゴルが国境を自国の軍隊で守

るようになったため、国境周辺の人々とりわけカザ
フ人たちは、アルタイ山脈の南北を自由に往来する
ことを制限されるようになった。その一方で、さま
ざまな紛争や抗争が少なくなり、人々は平和裏に暮
らし始めたⅹ。1922 年の末、シェルシ、ボタガラ、
ホシャフといった氏族の長たちは、全 1169 世帯を
代表しホブド参賛大臣を通じて、カザフ人たちを新
生モンゴル国の帰属民となることと放牧地の拡大の
許可を望む旨の嘆願書をボグド・ハーン政権に送っ
た。彼らの嘆願を聞き入れたボグド・ハーンは、カ
ザフ人たちが以前の居住地域を拡大し、ホブド川の
北側、タワンボグド山から現在のツァガーンノール
郡、ボガト郡、トルボ郡までの地域を指し示してカ
ザフ人に与えた。
1924 年 に は、 第 一 回 の 国 家 大 会 議 が 開 催 さ
れ、 ダ ウ ト バ イ（T.Dautbay）
、 ア フ マ デ ィ（Sh.
Akhmadi）
、ホナフィヤ（O.Khonafiya）
、テベグト
（Sh.Tevegt）らが出席した。大会議において、ダウ
トバイ、テベグトらが国家小会議の議員に選出され
た。つまり、このとき初めて、カザフ人の代表が国
家中枢の政治組織に参入することとなったのである。
その結果、1912 年まで清朝の時代にホブド辺境
区に帰属させられていたカザフ人やオリアンハイ
人、トゥバ人の諸旗は 1912 年から 26 年にかけて、
ドゥルベド右翼のウネン ･ ゾリグト ･ ハン部に、
1926 年にはチャンドマニ・オール県に、1927 年以
降はアルタイハン・オール県にそれぞれ帰属させら
れるようになった。1926 年には、カザフ人たちの中
で最初の地域の指導者を人民会議で選び、シバライ
ギル旗の長にウムベト（T.Umbet）
、シェルシ旗の
長にイスラーム指導者であるホエシ（M.Khoishy）、
副長としてバイメシ（Kh. Baimesh）、書記長として
ダウトバイが選ばれた。1929 年には、シェルシ旗
に属する行政組織としてバハット・ソムⅺ、ホルマ
ン・ソム、サンラオ・ソム、トゥレク・ソムと、シ
バライギル旗に属するソムとしてボタガラ・ソム、
ホシャフ・ソムが編成された。
1930 年代、シェルシ旗とシバライギル旗は、モ
ンゴルのカザフ人たちの行政機構の中心地となって
いた。シェルシ旗の中心地であったアフバルシャフ
は最初に党や多くの公的機関がつくられた場所であ
るが、この地こそが、後のバヤン・ウルギー県の行
政や文化・教育の発祥地となったのである。
1931年に国家小会議の幹部会決議によって、チャ
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ンドマニ・オール県が解体され、オブス県とホブド
県という二つの県が設置された。これによって、カ
ザフ人やオリアンハイ人、トゥバ人の旗はホブド県
の方に帰属することとなった。また、この改革に
よって県の下の「旗」という行政単位は解体され、
県に所属するオトグや氏族（オモグ）の名前を冠し
た郡（ソム）が設置され、郡の下部組織としてバグ
という行政単位が置かれることとなった。しかし
1938 年には、地方の行政機構が再び改変されるこ
ととなる。すなわち、慣習的に郡の名称は、昔の氏
族やオトグⅻの名称を冠していたのだが、これを排
して郡の名称に地名を当てるように変更されたので
ある。
1926 年、アルタイハン・オール県のオリアンハ
イ盟帰属下のツァガ―ン・トゥング（現在のアルタ
イツォグツ郡の郡センター）に「講堂（Tankhim）」
が作られた。これが現在のバヤン・ウルギー県域に
建てられた最初の小学校である。この学校は 1931
年にウルギーに移転し、1945 年に７年制、1954 年
に 10 年制、2007 年には 12 年制の学校となった。現
在のウルギー市第二学校である。
カザフ人の間で最初に小学校が開校したのは、
1928 年のことである。学校はシェルシ旗のアフバ
ルシャフ（現在のオラーンフス郡の郡センター）に
創立されたが、フェルト製の天幕の中で 25 人の生
徒が学び始めるというものだった。当初は、教育経
験のある教師が見つからなかったため、旧カザフ文
字を知っているバイモハメッド（K. Baimuhamed）
という名のモッラ（クルアーン朗読者）に教師を務
めてもらっていた。その後、トゥバのツァガーン
ソ ヨ ン 旗 の ド ゥ ゲ レ グ（R. Dugereg）が 赴 任 し、
1931年には、カザフスタンで教鞭をとっていたジョ
ルタエフ（B. Joltaev）とトゥレウベルディン（Kh.
Tleuberdin）の２人が教師として着任した。この学
校では、子供たちにカザフ語の書き方やモンゴル文
字の書き方のほか、四則計算を教えていた。学校の
運営費用は、子供たちの両親や人民から徴収してい
た。ちなみにこの学校の最初の生徒であったショル
タイ（S. Sholtay）は、1960 年にバヤンウルギー県で
初となる「功労教師」の称号を授与されている。
1930 年にシェルシ旗において初めて、モンゴル
人民革命党の党細胞が 22 人の党員らによって結成
された。党の支部長には、K.. オスパン（K. Ospan）
ホ ロ ー
が選ばれた。1931 年に党細胞は、委 員会へと発展
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解消した。また、1930 年にシェルシ旗で青年同盟
の支部が作られ、その長としてアジケン（S. Ajken）
が選ばれた。アフバルシャフには 1923 年に 100 人の
労働者を擁する羊毛洗浄工場が造られていたのであ
るが、この工場が母体となって「工場労働者委員会
（uildverchnii khoroo）
」が作られた。
この頃、西部辺境のカザフ人の間では、党や政
府、啓蒙活動などの組織化や「赤い家」や「講堂」
の設立、学校教師や生徒の募集といった事業が進め
られていった。こうした活動において、非常に重要
な役割を果たしたのが、1930 年にコミンテルンか
らの指令を受けシェルシ旗とシバライギル旗に赴
任したアバイ・ハシモフ（Abay Khasimov）やシャ
リプ・ウテポフ（Sharip Utepov）とその夫人たちで
あった。
また、カザフ人の人材育成を目的として、1928
年からカザフの青年らをウランバートルやモスクワ
に留学させる事業が始められた。これは、カザフ人
やオリアンハイ人の民族的固有性を維持するために
政府が実施した大きな措置の一つである。
この民族的固有性に関しては 1931 年の７月に国
民小会議は、カザフ人らの意見要望を受け付けた
が、その要望は、政府に迅速に伝えられ、政府は即
座に対応した。この結果として、カザフ人とオリア
ンハイ人の人々の権益を守るため「少数民族協議
会（Baga Yastny zövlöl）
」が国民小会議の付属機関
として立ち上げられ、その議長にソラフバヤル（T.
Surakhbayar）
、書記長にモハン（J. Muhan）が任命
されたのである。ちなみにこの協議会は 1933 年ま
で活動が続けられた。
1930 年代より、アフバルシャフに診療所、家畜
ア ル テ ー リ
ホルショー
の病院、手工業生産組合、消費組合、などが機能し
はじめ、人々にサービスを提供し始めた。1932 年
にはツァガーンノールの経由基地が、ソ連とモンゴ
ルの合弁企業の形態で操業しはじめたことで、ソ連
邦からの輸入品の供給が増えて、モンゴル人民の手
元にあった毛皮、獣毛、羊毛などの原材料をソ連に
輸出するようになった。
1936 年に、モンゴル人民共和国の首相ゲンデン
（P. Genden）
、国防省のデミド（G. Demid）将軍ら
が、西部辺境に視察で訪れたとき、カザフの旗や郡
に立ち寄った。そのときに彼らは人民集会を開き、
多くの人民の意見や嘆願に耳を傾けた。また、ゲン
デン首相とデミド将軍は、カザフ牧民たちのもとを
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訪問し、彼らの民族文化や習俗、生活様式などを視
察し、カザフ人が独自の文化を持っていることを理
解した。そして「カザフ人は自身の習慣、宗教信仰
など民族の独自性を維持し、旧来どおりに暮らして
良い」というアドバイスや指示を与えたのだった。
しかし、このことによって、後にカザフ人を指して
「革命の反逆者たるゲンデンとデミドの協力者」と
言う誤解が生まれてしまったのである。
1937 年から 38 年にかけて、国家レベルの大粛清
によって、３万７千人以上の人々が粛清の被害を受
けたが、その中には３千人のカザフ人も含まれてい
た。つまり当時の人口の 11.2 ％が粛清の被害にあっ
たのだった。
1938 年よりカザフの青年たちは、モンゴル語の
習得と行政機関や公共機関での研修を目的に、ホ
ブド県の党や公共機関、生産単位に派遣されるこ
ととなった。例えばハビⅹⅵ（B. Khabi）は 1934 年に
ホブド県で部長や副議長として働き、ノガイ（Sh.
Nogay）は県の党委員会に勤務した。また、アジケ
ン（S. Ajken）
、アニヴァル（Sh. Anivar）が青年同盟
の県の委員会で、ハヴァルハンとハパルが消費組合
連盟に赴任した。このほか、1936 年にホブド県の県
都において少数民族たるカザフ人たちのために「諸
民族のクラブ」が組織され、そこには「赤い家」と
いう名の党の宣伝・文化教育を目的とした大隊（ブ
リガード）が活動していた。このクラブの舞台芸能
者であったホサイアン（T. khosaiyn）、ドゥイセン
ビ（T. Duysenbi）、ショライ（Sh. sholay）、ベクザ
ダ（I. Bekzada）、 ハ イ ジ ャ マ ル（B. Khayjamal）、
ト ゥ レ ウ ハ ン（T. Tuleukhan）た ち は、 後 の ウ ル
ギー市の音楽ドラマ劇場の団員となった。
1939 年 の ８ 月 に は ハ ル ハ 川 戦 争 ⅹⅶ で 日 本 軍 か
らの侵攻を阻止した。この戦争に、カザフ人の軍
人たちはモンゴル人とともに参加し、バヤンツァ
ガーンの会戦では、モンゴル国英雄・ダンダル（L.
Dandar）に率いられた騎兵部隊において中隊長を務
めたイケイ（M. Ikey）の活躍によって、彼らは戦地
で生き延びることができた。祖国モンゴルのため
に、戦地において命をかけて功績を残したイケイは
政府から公式に評価がなされ、1979 年に「モンゴ
ル国英雄」の称号が送られたのである。同時に、長
年にわたって空軍の司令官であったザイサノフ（M.
Zaysanov）にも将軍の称号が贈られた。

３．バヤン・ウルギー県の設立
1938 年６月の国家小会議の幹部会と内閣の合同
会議では、ホブド県の帰属下にあったカザフ人問
題を議論した結果、
「少数民族人民の生活、政治、
社会状況の向上に関わる方策に関する第 50 号決議」
を発表し、国家特別委員会が発足した。この委員会
のメンバーとして、ホブド県の副知事のハビ、国家
小会議議員のトフタミス（M. Tokhtamis）らが参加
していた。第 50 号決議によって、カザフ・オリア
ンハイのいる 21460 ㎢の地域を新しく与えて、地方
政府の旧制度を改め、新しい郡政府を選挙によって
設立し、病院および家畜のための動物病院、商業
ア ル テ ー リ
サービスと手工業生産組合を設立して業務を遂行さ
せた。さらに、法律をカザフ語に翻訳し、人民に宣
伝普及させた。また、カザフスタン ⅹⅷ から先生や
医師、獣医など社会の要請にあわせた高度な専門職
を持つ人を招いた。これらに関してソ連に対して要
望書をだし、その最終決定をアマルⅹⅸ（A. Amar）
に委任した。
1939 年４月に、国家小会議の幹部会員であるド
クソム（D. Dogsom）がこの地域を訪れ、上記の決
定の実施状況を視察した。1939 年６月には、チョ
イバルサン首相 ⅹⅹ が西部辺境を訪れた。そのとき
に、トルボ郡やジャルガラント郡からサグサイ郡、
オラーンフス郡を訪れ、人民を集めて集会を開催し
た。そこで人々と直接会って意見や要望を聞き、政
府からカザフ人らのために実施することを計画して
いた政策と方向性を彼らに説き、これらを実施する
ことを約束した。
1940 年６月に開かれた第８回国家大会議で、カ
ザフ人やオリアンハイ人の人民の要望に基づき、彼
らの民族県を立ち上げ、ホブド県から分離させる
ことを国家小会議に一任するという決定がなされ
た。この大会議では 15 人のカザフ人と５人のオリ
アンハイ人が議員に加わっていた。大会議によっ
て小会議の議員として、カザフ人としてはジャミ
ラ（A. Jamila）
、 ハ ビ（B. Khabi）
、 ザ イ サ ノ フ（M.
Zaysanov）
、トフタミス（M. Tokhtamis）
、ウシェ
タ イ（S. Ushetay）
、 イ グ リ ク（J. Iglik）ら が 選 ば
れ、小会議の幹部会員に女性のジャミラが選出され
た。国家小会議の議長は、国家大会議の上記の決定
を遂行するため、1940 年７月 17 日の会議で「カザ
フ人・オリアンハイ人たちのホブド県からの分離と
新しい民族県の設立に関する第 37 号決議」を発表
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し、それに基づいて県の設置準備委員会を立ち上げ
た。委員長は内閣諮問会議の第一副議長であり、
モンゴル人民革命党・党中央委員会書記長スレン
ジャヴ（Ch. Surenjav）が任命された。また、その
委員として、国家小会議の幹部会のジャミラ、消費
組合連盟の副議長ゲンデン・ヤリンピル（Genden
Yarimpil）らが任命された。その結果、様々な地域
からカザフ人やオリアンハイ人がこの県に移住させ
ることになったのである。また、ホブド県第一副知
事であるハビが中心となって現地における県設置準
備部会が組織された。８月 16 日には、新設県の最
初の党小会議が開かれ、県設置準備委員会の委員
長スレンジャヴ（Ch. Surenjav）に報告があった。
この小会議では、県の党委員会を 25 人の委員で構
成することを決定した。この委員会の幹部には、
ノ ガ イ（Sh. Nogay）、 ハ ビ（B. Khabi）、 ツ ェ ウ ェ
グ（Tseveg）、アジケン（S. Ajiken）、トーライ（H.
Tuulay）、マガウイヤ（B. Magauiya）、ハルハバイ
（O. Khalkhabay）らがいた。８月 18 日には、全体会
議が開かれ、県の党委員会の委員長としてノガイ、
県設立準備室室長としてツェヴェグ、情報宣伝部の
部長にハバス（M. Khabas）らが就任した。その日
に党委員会幹部会議があり、県同盟委員会委員長に
アジケン、民族融和諮問会議の議長にトーライ、消
費組合連盟の議長としてマガオイヤが任命された。
1940 年８月 19 日に初めて、県の最高意思決定機
関である県大会議が開催された。その県会議員らが
始めに県名についての質疑を行い、郡やバグの会議
から提出された提案を多面的に審議した。その結
果、最終的に県名を「バヤン・ウルギー」と名づけ
ることに決まった。ウルギーという地名に人民の将

（Nogoonnuur）が新しく設置された。
県が設置されたときのエスニック集団別の人口
は、全人口３万 569 人のうち、カザフ人が人口の
91%（２万２千７百人）を占め、オリアンハイ人が
5.6%（５千 127 人）
、ドゥルベド人が 2.7%（1382 人）
、
トゥバ人が 1.5%
（737 人）
、ハルハ人が 0.1%
（393 人）
、
その他の民族・エスニックグループの人々が 230 人
であった。
県が設置された翌日から、モンゴル政府は特別な
関心を払い、新設県を短期間で発展させるための政
府決定を出し、多くの課題を解決した。1940 年８
月に人民教育省令によって、小学校教員養成のた
め、60 人定員の２年制の師範学校をつくり、ウル
ギー市で就学させた。また、師範学校の教員とし
て 12 人の教師をカザフスタンから招へいし、授業
の実施の補助のために、教育省からツェヴェグメド
（D. Tsevegmed）とソ連の専門家を赴任させた。ち
なみにツェヴェグメドは赴任期間中に、「墓場にて
（Bulshyn deer）
」という名の有名な長編叙事詩を書
いたのであった。
1942 年から師範学校の卒業生らが郡の学校に赴
任し、卒業生は人民に文字の読み書きを教えるサー
クルを立ち上げた。そこで新しい教師たちは学校と
サークルの二重に教育活動に従事したのである。
1942 年には、師範学校の代わりに７年制の学校が
開校した。そこでは、７年制の卒業生を対象に、毎
年 45 日の研修を受けさせて小学校の教師の養成を
行っていた。また、教師の養成において、師範学校
の卒業生が教育経験ある人材として活躍した。ウル
ギー市で最初に建てられた７年制の学校は、今のウ
ルギー市第一 12 年制学校の礎となった。またこの

来の繁栄と豊かな生活を送ることを象徴する、バヤ
ン（Bayan、「豊かな」という意味のモンゴル語）と
いう語を冠して、
「バヤン・ウルギー」と名づける
ことになった。そして県都をウルギーに置くことが
妥当であると合意したのだった。
県の大会議では幹部を選び、県知事にハビ、副
知事にベグジャヴ（A. Begjav）を選出した。こう
して、バヤン・ウルギー県は 10 の郡、71 のバグ、
7063 世帯、32301 人を擁する民族（自治：訳者注）
県として設置されたのであった。国家小会議の決
定によって、1942 年にオイガル郡（Oigar）、ボヤト
郡（Buyat）、1946 年 に は ホ ブ ド 郡（Khovd）、1949
年 に は ボ ル ガ ン 郡（Bulgan）、 ノ ゴ ー ン ノ ー ル 郡

７年制学校は、バヤン・ウルギー県で最初の教育機
関の一つでもあった。1940 年には、全郡の郡セン
ターに小学校があり、そこで約 760 人の子供が学ん
でいた。1941 年には、人口の 3.8%、すなわち 15 歳
から 45 歳までの 23% の人々の識字率が向上した。
1941 年 11 月に県で最初のカザフ出版局が設立さ
れ、カザフ語で新聞が発刊されるようになったこ
となどは、文字教育においてに大きな影響力を持
つ手段となった。出版局をウランバートルから移
してきて作った「進歩（Urkendeu）
」という最初の
新聞は 130 部が発行された。1942 年からは「啓蒙者
（Ukhuulagch）
」という党の宣伝をする絵本冊子も
出版されるようになった。1947 年にこの出版局は
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ウルギーの印刷工場へと発展していった。「進歩」
紙は 1957 年に「新しい人生（Jana umyr）」と名前
を変え、大量の部数を発行し、多くの層が注目し読
むような、情報取得の主要な手段となった。2002
年にこの新聞の名称は「新世紀（Jana Dauyr）」と
変更された。また「進歩」紙の系列で、10 人程度
のカザフ人作家の会員がグループを作り、1956 年
に「新しい貢献（Jana Talap）」という雑誌を刊行
するようになった。さらに 1968 年には、県の作家
たちが独自の支部を設立し、「光（Shugyla）」とい
う雑誌が刊行されるようになった。
1940 年 10 月に県のクラブⅹⅺ が設立された。クラ
ブの舞台芸術家として、ホブド県にある「赤い家」
の舞台芸術家たちが勤務し、そこの館長として有名
な口承文芸演奏者のアフタン（B. Akhtan）が任命さ
れた。
県が設置されたころの主な経済分野は牧畜で、家
畜は８万 4790 頭がいた。農業は発展していなかっ
たが、
「消費組合（ホルショー）」という名の商業部
門が、遊牧民から毛皮、羊毛などの原材料を集める
原料仲買人らを雇っていた。オラーンフス郡、ツァ
ガーンゴル郡、アルタイツォグツ郡では、「手工業
生産組合（アルテーリ）」という名の、鉄製品や木
工品をつくる 10 人から 20 人の労働者からなる部門
が作られた。また、オラーンフス郡で洗毛工場が稼
働し、ツァガーンノール郡が貿易中継基地となりは
じめたことで、モンゴルの西部３県の人々に主要な
製品が供給される一方、畜産品をソ連のロシア共和
国ⅹⅻに輸出することが可能となった。

４．第二次世界大戦とバヤン ･ ウルギー
第二次世界大戦中、モンゴル人民はソ連の人民と
共にヒトラーのファシズムに対抗する大祖国戦争に
おいて、物質的、精神的に多くの協力をしたが、バ
ヤン ･ ウルギー県民もこの戦争に多大なる貢献をし
た。戦時中に年２回、県は、人民から徴収した馬や
装飾品を、党中央委員会に対して供出していた。県
の人民から徴収した義援金は 70 万 9000 トゥグルグ
に上り、1941 年から 42 年の間に 4791 頭の馬を前線
に送った。1942 年 11 月にモンゴル人民から集めた
義援物資は、貨物車にして 236 台分にのぼった。こ
うした物資をチョイバルサン（Choibalsan）元帥を
団長とする代表団が前線に届けたのであるが、その
中にバヤン ･ ウルギー県の勤労者代表で県の第一副

知事であったハシギンバイ（M. Khashginbay）も参
加していた。この代表団は、スターリングラードの
東部及び西部戦線で戦っていたソ連軍のところへ赴
き、物資を直接手渡したのだった。
しかしながら戦時中、ソビエトからモンゴルに供
給されていた物資は急速に減少していた。そのた
め、可能な限りモンゴル国内で生産できる物資を国
内生産することを目的として、県内に工場を新しく
建て、操業を開始した。また、手工業生産組合をデ
ルグーン郡、バヤン・ノール郡、ツェンゲル郡、サ
グサイ郡に新しく作り、以前からあった手工業生産
組合の規模を拡大させた。その際、勤労者にとって
需要のある靴、服、その他の道具、材料を生産し
た。そして、外国から輸入された小麦粉、お茶、本
綿などの品を配給カードで供給する制度が確立され
た。県都では羊毛洗浄所や食品工場を新しく建て、
菓子類、パン、石鹸、ソーセージ、サワークリーム
などを生産し、羊毛、毛皮、ソーセージ、サワーク
リーム、食用油（羊脂）などを、ツァガーンノール
郡に集積してから輸出していた。こうした全ての運
輸作業を、馬や牛、ラクダを用いて行っていた。戦
時中、ツァガーンノール郡とロシアのビースクⅹ
間において原材料の輸出と小麦粉や茶や本綿といっ
た製品の輸入を行っていたが、これらの運搬作業
は、すべてラクダの牽引車によって行われていた。
また、1943 年より国家経済が全ての分野において、
年次計画に基づく生産体制に移行した。さらに世帯
ごとに家畜、羊毛、食用油（羊脂・牛脂）などを国
家が収用する「畜産物強制収用法」が制定され、こ
の法律を遂行するための厳格な規則が決められた。
しかしその規則は、少数の家畜しか所有しない、ま
た家畜を減らしてしまった人々にとって非常な重
荷となった。しかもこれと同時期（1944 年～ 45 年）
に、天候不順によりゾド ⅹ が発生し、家畜が大量
に死んでしまった。この２年間に、モンゴル全土で
600 万頭、バヤン ･ ウルギー県でも 110 万頭の家畜
が死んでしまったため、国の経済や人民の生活は非
常に困窮したのだった。
1940 年～ 43 年の間は、モンゴル西部と中国の国
境地帯が非常に緊迫化した状況に置かれていた時期
でもあった。まず、I. オスパンⅹ（I. Ospan）が率い
るアルタイのカザフ人解放運動の義勇団がモンゴ
ル、中国の国境上に集結し、国境を挟んで双方から
の国境侵犯事件が頻発していた。また、その頃にホ
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ブド県、バヤン ･ ウルギー県のウエンチ郡、ボルガ
ン郡、ホジルト郡の一部の無法者たちが、様々な流
言を言いふらして回っていた。例えば、「45 歳まで
の男性が徴兵されて残りの者は工場労働者として徴
用され、首都に連れて行かれるんだってさ」、「人々
の財産が再び没収されるってだって」、「政府がカザ
フ人の宗教や信仰を制限し撲滅しようとしているら
しいぞ」といった噂が地域住民に広まったのであ
る。その結果、地域の人民たちは政府に対する不信
感を募らせ、不安定な社会状況が生じた。こうした
中、ホジルト郡の党細胞長アヤズ（Ayaz）とバグ長
アレイ（Alei）は、人民の中から噴き出た不満や不
安にすっかり煽られてしまい、反革命・反国家的な
企てを思いついたのだった。まず二人は、自分たち
の企ての邪魔者になる内務省所属の郡駐在の治安警
察官ジヤとバグ長ウトケルメを惨殺した。そして、
自らに従う60余りの世帯を引き連れて天幕や家畜、
財産とともに国境を越えて集団脱走したのである。
そこで、この事件の原因の調査解明のために、
国家事件究明委員会がバヤン・ウルギー県に派遣
された。この事件究明委員会は、党中央委員会の
幹 部 ヤ ン ジ マ ー（S. Yanjmaa）が 委 員 長 に 任 命 さ
れ、委員会は事件に関して現地で調査を行い、そ
の結果を党中央委員会に報告した。調査報告を受
けた中央委員会幹部会は、調査結果を再精査した
上で、特別決議を発した。この決議によって、バ
ヤン・ウルギー県の党第一書記ヴァンチンフー（Sh.
Vanchinhuu）が罷免され、その代わりにハシギン
バイ（M. Khashginbay）が任命された。さらに県知
事ベグズジャヴ（A. Begzjav）も罷免され、その代
わりにジェニスハン（D. jeniskhan）が任命されたの
だった。
この時期、モンゴル人民共和国は、新疆のカザフ
人たちの民族解放運動に支持を表明していた。ま
た、中国国民党の隷属化に対する解放運動に深い
関心を寄せており、軍事的支援を行った。例えば、
県のカザフ人民が組織したパルチザン（義勇兵の部
隊）が、新疆のアルタイ県における国民党からの解
放戦争に参加し、第三インターナショナルの共産主
義者としての任務を遂行したのであった。

５．集団化運動への県民の参加
50 年代中頃から、国家経済の主要産業たる牧畜
経済の発展と家畜の増加に関して政府は大いに関心
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を払い始め、多くの手段を講じた。家畜数を増加
させ、ノルマを達成した優秀な牧民に対して国は
２、３年ごとに助言を与えると同時に、家畜を多く
育て 1000 頭の家畜を持つようになった牧民に対し
て「優良牧民」という称号を授与することとした。
また、家畜の畜舎や冊を設営したり、牧草や飼料を
準備したりするために国は補助金を出していた。こ
うした目的意識のもと、アルタンツォグツ郡、ノ
ゴーンノール郡では、以前にあった刈草の倉庫を拡
大させ、車両や機材を供給して、
「牧畜・機械化ス
テーション（Mal aj akhuin mashint stants）
」をつ
くり、刈草備蓄場を増やした。人民農牧夫らは、農
牧業用の道具を協同組合の所有物とし、干し草の備
蓄、畑の耕作、荷物の運搬などの労働を自発的に共
同で行った。そして人民は相互扶助を行うようにな
り、収益を各個人に分配するようになった。
この集団化運動は、アルタイツォグツ郡とバヤン・
ノール郡から始まったのであるが、こうした集団化・
労働作業の共同化は、当初はホトアイルⅹⅹⅵ、ホル
ショー、ハムトラル、アルテーリなどと呼ばれてい
た。やがてこの運動は他の郡にも浸透し、
「人民組
合（Ardyn Nökhörlöl）
」
、
「人民生産協同組合（Ardyn
üildverleliin negdel）
」と名付けられていたが、最
終 的に「 農 牧 業 協同組 合 ⅹⅹⅶ（Khödöö Aj Akhuyn
Negdel,、ネグデル）
」という名称になった。1952 年
の県の統計によると、12 の農牧業協同組合（ネグデ
ル）が設立され、評議員が 450 人、所有家畜数 1500
頭とそれに見合った現金収入を持つ生産単位になっ
ていった。1950 年代は、牧畜産業における「集団化
（ネグデル化）運動」という歴史的な出来事が起こっ
たのである。
1955 年に農牧業をリードする前衛分子が国の第
１回大会議を開催し、ネグデルの規範となる新規則
を採択した。ネグデルの指導者を養成するために、
党や国の中央、地方機関に勤務する優秀な専門職の
者たちを異動させ、党大学において六カ月の研修を
受けさせることで 140 人のネグデル長を養成した。
そして 1956 年４月に党中央委員会の決定で、上記
の人々を各県のネグデル長として赴任させた。研修
を受けたこの人々の中から、バヤン・ウルギー県に
赴任した 11 人が新しく 11 のネグデルを設立した。
こうして土地ごとに人民農牧夫は集団化が進み、ネ
グデルの設立運動が進展した。1957 年末の県の統
計によると、バヤン・ウルギー県で 36 のネグデル
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が設立され、全遊牧民世帯の 63.5%、家畜の 68.5%
をネグデルが占めるようになっていた。同年からモ
ンゴル国全土で「全国ネグデル化運動」が進めら
れ、人民農牧夫は、県単位や郡単位、バグ単位でネ
グデルに参加し始めた。1959 年の状況で言うなら
ば、バヤン・ウルギー県の農牧業従事者の 99% が
31 のネグデルに所属するようになっていた。ちな
みにバヤン・ウルギー県民はこの集団化に関して、
モンゴル人民共和国全体で第一位の組織率を誇って
いた。
1960 年代の初めに、ネグデルの社会経済におけ
る割合は、地方の人民の 99%、彼らの家畜の 75%
を占めるようになり、草原の勤労者の文化・社会生
活の環境を根本から変えていった。こうした状況に
対して政府は総括を行い、1959 年に国家大会議の
決議によって、行政組織の基礎単位となる郡やバグ
を改編することにした。つまり、郡政府とネグデル
指導部が統合され、
「郡・ネグデル指導部」として
再編されたのである。また、バグという組織を解体
し、ネグデルの生産大隊（ブリガード）がその代わ
りとして機能するようになった。
1957 年、モンゴル政府は、農牧業や他の部門の
労働者のさらなる勤労を奨励し、また模範的な前衛
分子らの勤労を表彰する目的で「モンゴル人民共和
国労働英雄」という称号を創設した。バヤン・ウル
ギー県のネグデル労働者たちの間では、1959 年に
初めてデルーン郡の「10 月革命 39 番ⅹⅹⅷ」ネグデル
の羊飼いノガ（T. Nuga）が、この称号を与えられて
いる。
また、60 年代から未開墾地開拓運動が拡大し、
全国レベルでの農地開拓が進んだ。この運動の枠組
みの中で、本県に設立されたのがバヤン・ノール
国営農場ⅹⅹⅸであるが、1966 年には「ツェツェグト」
ネグデルとバヤン・ノール国営農場が統合され、
「郡・国営農場合同体（sum-sangiin aj akhui）」と
なった。

６．人民の啓蒙と医療制度の確立
少数民族の文字習得や啓蒙活動、新時代の文化宣
伝、人民の健康保持といった課題に対して、党と
政府は、矢継ぎ早に方策をとったが、こうした課
題を処理するためにカザフ民族の人材や知識人を育
成も行った。1945 年に、党大学付属のカザフ語で
授業を行う特別クラスが新しく開講し、そこでゾカ

ル（M. Zukar）
、シュルケ（B. Shurke）
、マナル（S.
Manar）
、カチラ（M. Katila）
、ラミヤ（Lamiya）と
いった 20 人以上の女性らが学んだ。このことは、
カザフの女性らの社会進出と啓蒙の第一歩となっ
た。そして 1947 年以降、７年生の修了者したカザ
フ人の若者たちの中から、モンゴル国立大学に入学
し、医学、教育学といった専門を学び始める者も出
てきた。
このような人民に対する啓蒙活動によって、人々
に明らかに変化が起こった。例えば、15 歳から 45
歳までの人口の識字率が 100 ％となった。また、就
学年齢に達した児童の就学率が 99% となった。さ
らに 10 年制学校２校、７年制学校２校、小学校 19
校の全 23 校で 5500 人の子供が就学し、242 人の教
師が勤務するようになっていた。そして、県に住む
７人に１人は何らかの学校に所属するようになった
のである。
1950 年代末から、国全体で推進された「文化革
命」という名の政策は、組織活動的な特性を持って
いるものの、地方の牧民の生活や文化を向上させる
という点において、多大な意義があった。この時
期、人民の健康保持のための方策がとられ、伝染病
予防対策が行なわれるようになった。また、県都や
郡センターに、大小の病院の建設がすすめられたの
であった。また、50 年代に起こった県の労働者の
文化生活における大きな変化の一つとして、1956
年、民族音楽ドラマ劇場が設立されたことが挙げら
れよう。当初、この劇場は四十人余りの舞台芸能者
によって編成されていたが、１、２年の間に演劇、
舞踊、音楽という三部門に分かれて編成されるよう
になり、さらに４人の芸術監督を擁する大きな音楽
舞踊団となった。この劇場の最初の芸術作品は、
1957 年３月に公開されたのだった。
1960年の秋に、ウランバートル市で催された「バ
ヤン・ウルギー県文化芸術の 10 日間」が成功裡に
終了したことで、音楽舞踊団は首都の市民から高い
評価を受け、ヒバトドルダ（J. Khibatdolda）が「人
民芸術家」、ホサイン（T. Khosayin）、ハイジャマ
ル（B. Khayjamal）
、ドゥイセンビ（T. Duysenbi）
、
ト ゥ レ ウ ハ ン（T. Tuleuhkhan）ら が「 功 労 芸 術
家」
、詩人のアフタン（B. Akhtan）が「芸術功労者」
の称号を受けた。
50 年代にウランバートル市とウルギーの間に直
通の電話回線が開通し、全郡の郡センターでラジオ
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の中継局が開設し、ウランバートルから一週間おき
に郵便が来るようになった。1950年の11月４日に、
バヤン・ウルギー県に「自動車駅逓（Avto-örtöö）」
と車体に表示されたＡЗ–51 型の５台のトラックが
配備され、郵便、旅行客、運輸のために運用され始
めた。このことは、県の自動車による運輸機構の礎
を築くこととなった。また輸送手段が馬の駅逓から
入れ変わったことで、人民の生活において大きな進
歩と影響が見られた。
1950 年の９月に、バヤン・ウルギー県創立 10 年
式典が開催された。式典には、最初に県設立を指導
した党中央委員会の書記長のスレンジャヴや党と政
府の代表者が参加した。式典時、ザイサノフ将軍が
飛行機を操縦し、式典の参加者から年長者や子供ら
が住むウルギー上空を何度も周回し、式典の記念に
ウ ネ ン
ウルケンデオ
出された「真実」紙、「進歩」紙の新聞を空からば
らまき、式典参加者を祝ったのであった。
1950 年代初めのモンゴル国の政府と社会生活に
おける重要な変化の一つとして、新憲法による政府
機関の選挙制度改革の試みがあった。1951 年の６
月に、国家大会議の選挙が行われ、バヤン・ウル
ギー県から国家大会議に 15 人の議員が選ばれた。
1952 年 10 月に県の人民議会の選挙が行われ、62 人
の議員が選ばれた。県の人民議員らの最初の議会に
おいて幹部が選ばれたが、県の人民議会の議長とし
て、ホルマンハン（M. Khurmankhan）が、副議長
にヒナヤト（S. Khinayat）が任命された。
1960 年７月には、バヤン・ウルギー県設立 20 周
年式典が行われた。式典を企画した教師ショルタイ
（S. Sholtay）には「功労教師」の称号が、３人にス
フバータル勲章、11 人に勤労の功績の赤旗勲章、
134 人に他の勲章、メダルが授与された。
1960 年～ 1990 年の時期は、モンゴル人民共和国
の様々な組織や機関が整備され大いに発展した時期
でもあった。バヤン・ウルギー県においても、この
時期は全ての産業分野とインフラが目覚ましく発展
し、大きな成果が上がった時代でもあった。
チェコスロバキアの技術および経済援助によっ
て、3000 キロワットの能力を持つ暖房用発電所が
建設され、ソ連の援助によって以下のような設備が
造られた。ディーゼル発電所、広域ラジオ放送のた
めの 357 メートルのアンテナ、500 人が利用可能な
自動電話局センター、材料倉庫、建築用機材トラス
ト、年間 3000 トンの羊毛洗浄能力を有する工場と
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附属の絨毯手工場（年間１万平方メートルの絨毯の
生産能力を持つ）
、産業関連品生産コンビナートと
各郡での支部、印刷工場、食糧コンビナート、ウル
ギー市の清掃機関、アスガトやチヒテイなどの地域
の銀工場、鉄鋼の採掘・精錬工場など。この時期
は、こうした多くの工場が操業を開始したことで、
県の経済が目に見えて急速に発展した。また、「建
築資材・建築用車両重機基地」が築かれることで、
県の大型建築部門の能力が向上した。そして技術者
や技術労働者がこの基地に就業し、1500 人以上の
労働者を擁するようになった。彼らは、バヤン・ウ
ルギー県内、また他の県の地域でも職務を遂行す
るようになった。1980 年代末には、年に４千万～
５千万トゥグルグを用いて、25 件から 30 件もの建
造物の建設を行った。そして、1200 万から２千万
トゥグルグの建築材料を生産し、1400 万から 1600
万トゥグルグの資材の運送を行った。
道路建設も力強く発展し、コンクリート、アス
ファルトの工場を持つようになった。ホブド川、バ
イドラグ川のコンクリート橋、ウルギー市の 25 キ
ロメートルにアスファルトの舗装道路、地方に 200
メートルの橋などが建設され、県内で多くの峠や郡
間をつなぐ道やオブス県・ホブド県へとつながる道
が整備された。県のトラック輸送の部門は 1990 年
代から 400 以上の組織と 500 以上の従業員を擁する
大型の産業単位となった。
60 年～ 90 年の時期において、県の主要産業部門
である牧畜は安定した成長産業となっていた。毎
年、45 万〜 50 万頭の子家畜を育てるようになり、
家畜が減少する事は稀なこととなった。またこの時
期、1000 トン～１万トンの家畜、つまり 21 万～ 23
万頭の家畜を外国に輸出していた。こうした中、
1990 年には、県の全家畜数は 130 万頭に達した。本
県は、国内外の需要を満たすための家畜の備蓄をす
る任務ⅹⅹⅹがあったが、その任が解かれたことで家
畜数がさらに増加し、2009 年には総家畜数が 150 万
頭に達した。その内訳は、ラクダが３千９百頭、馬
が５万8700頭、牛が８万2200頭、羊が60万5000頭、
山羊が 77 万 8700 頭であった
また 1960 年～ 1990 年にかけて、未開墾地の開拓
や草刈り用地の拡大、井戸の新規掘削や農業の振興
といった点において目立った成果を挙げた。また、
1980 年 代 末 か ら、 県 の 国 営 農 場 と ネ グ デ ル は 年
4800 〜 5000 トンのジャガイモなどの野菜を国に納

モンゴル国のカザフ人の歴史

めた。さらに４万トンの干し草を備蓄し、多数の鉱
山や深井戸を掘削し、オラーンフス郡、デルグーン
郡、ノゴーンノール郡、サグサイ郡、バヤン・ノー
ル郡、ボヤト郡、アルタイ郡、ツェンゲル郡といっ
た地域に井戸や水道のシステムを作り上げた。
こうした社会主義建設期に本県の勤労者たちが勝
ちとった成果として、バヤン・ウルギー県ツェンゲ
ル郡の「アルタイの峰」ネグデル、ボルガン郡の
「サルタナット」ネグデル、デルグーン郡の「10 月
革命 39 番」ネグデル、オラーンフス郡の８年制学
校、ウルギー市の第１および第２十年制学校、県の
建築機材トラストといった機関に「北極星勲章」が
授与された。これに加えて多くの人々に労働英雄や
人民勲章、功労者勲章が授与されたのであった。
［訳注］
ⅰ）例えば、島村はモンゴルに居住するブリヤート
のエスニシティについて、シャーマニズムを切り
口に明らかにした［島村 2011］。
ⅱ）現在のカザフスタン共和国の南東にあるアルマ
ティ市周辺の地域を指す。
ⅲ ）本 来 は カ ザ フ・ ハ ン 国 で あ る が、 原 文 で は
「ハーン」と記述されている。ちなみにハーンは
皇帝に相当し、ハンは王に相当する。
ⅳ）チンギス党原理という、チンギス・ハーンの直
属の子孫のみが、ハーン（皇帝）を名乗ることが
できるという原則が適用される氏族のことである
［赤坂 2005:184-185］。
ⅴ）本文では、1456 年にカザフで最初の統一国家が
できたとあり、これは建国者の名前からしてカザ
フ・ハン国のことであると考えられる。しかし、
カザフ・ハン国の成立年には異論がある。例えば
宇山は、1459 年から 1470 年の間にできたとして
いる［宇山 1999:93］。一方、プジョルは、1469 年
にカザフ・ハン国が成立したとしている［プジョ
ル 2006:51］。
ⅵ）17 世紀後半から 18 世紀中葉に現在の新疆ウイグ
ル自治区のジュンガル盆地を中心として建国され
た帝国のことである。ジュンガル部族を中心とし
た西モンゴルのオイラト遊牧民との部族連合国家
であった［宮脇 2005:250］。
ⅶ）モンゴル西部に住むミャンガド、ウールド、ザ
ハチン、ドゥルベドといったモンゴル系諸集団の

総称。
ⅷ）辛亥革命直後の 1911 年 12 月 29 日に、ハルハ王
侯が転生活仏ジェプツンダンパ８世を元首として
推戴してできた政権。この後から、ジェプツンダ
ンパ８世はボグド・ハーンと呼ばれるようにな
る。一度は中華民国の支配下にはいるが、モンゴ
ル義勇軍とソビエト赤軍により、独立を果たす。
1924 年にボグド・ハーンが死去すると、モンゴ
ル人民共和国と名を変え、社会主義の影響を強く
した［宮脇 2002:235-240］
。ボグド・ハーン政権
については、その位置付けが従来軽視されてきた
が、橘誠［2011］の新しい研究によると、この政
権こそがモンゴル建国（独立）の礎となったのだ
という。しかしながら本稿の著者は、ボグド・
ハーン時代に関して旧来の社会主義史観を踏襲し
ている。
ⅸ）清朝の時代に創設され、モンゴル地域の人民を
治めていた行政単位のこと［宮脇 2002:219-227］
。
ⅹ）この記述に関しては、著者は社会主義の教条的
な歴史観を踏襲しているが、実際の状況は不明で
あり、今後の研究が待たれる。
ⅺ）
「ソム」とは、清朝時代につくられた、旗（ホ
ショー）の下の行政組織であるが、領土的な領域
は定められておらず、人の帰属のみが定められた
組織であった。この組織は清朝からの独立後も存
在したが、社会主義期に県（アイマグ）の下部単
位であった旗・ソム制が廃されて、土地領域を
持った「ソム（郡）
」が設定された。ここでは、
したがって社会主義時代の「ソム」に関しては
「郡」と訳出し、それ以前の「ソム」は、そのま
ま「ソム」と表記することにした。
ⅻ ）オ ト グ（otog）と は、15 ～ 16 世 紀 の モ ン ゴ ル
における政治社会組織であるが、清朝期（16961911）に「旗（ホショー、khoshuu）やソムといっ
た行政単位に置き換えられていった。しかし、オ
トグは、寺院領や西モンゴルのオイラト人やカザ
フ人、帝政ロシアの支配下にあったブリヤート人
たちの間では、この組織は機能しつづけたといわ
れている。
）1930 年代初期のころまでのカザフ語は、主にバ
イトゥルスノフという詩人が改良したアラビア文
字が用いられていた。1930 年以降はラテン文字、
1940 年以降はキリル文字が用いられるようにな
る［坂井 2005:117-118］
。
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）1924 年に国家小会議議長、1932 年にはモンゴル
人民共和国首相に就任する。しかし、ソ連指導部
の指示した「ラマ僧、富裕層の撲滅、ソ蒙相互援
助条約の締結」に反抗したため、1936 年に首相
を解任される。同年７月にロシア共和国のソチに
おいて逮捕、
「反革命家、日本のスパイ」として
処刑された［田中 2009:124-132］。
）1926 年から 29 年まで、現在のカリーニンの騎兵
学校に留学、その後 1930 年に全軍総司令官、そ
して国防大臣に選ばれた。また、1932 年には党
中央委員会幹部会に属した。しかし、1937 年の
７月末にソ連の招待でモスクワに向かう汽車内で
謎の死を遂げた［田中 2009:135-138］。
ⅹⅵ）1899 年に現在のバヤン・ウルギー県のツェン
ゲル郡周辺に生まれる。バヤン・ウルギー県初
代県知事。1940 年の第 8 回国家大会議や 1949 年
の第 11 回大会議に代表者として参加した。第８
回の会議では、国家小会議の議員に選ばれた。北
極 星 勲 章 受 章［Sultan.T, Zul’
kafil’.M 2010:312313］。
ⅹⅶ）日本でこの事件はノモンハン事件と呼ばれて
いるが、モンゴルでは「ハルハ川戦争」と呼ばれ
ている。1939 年５月 11 日から９月 15 日にかけて
当時の満州国（日本軍）とモンゴル人民共和国（ソ
連軍とモンゴル軍）の国境上で起こった戦闘のこ
とである［田中 2009:2］。
ⅹⅷ）社会主義時代のカザフスタンは、時代によっ
て 国 名 が 異 な る。1920 年 ８ 月 か ら 1925 年 ３ 月
ま で は「 キ ル ギ ズ 自 治 ソ ビ エ ト 社 会 主 義 共 和
国」
、1925 年３月から 1936 年 12 月までは「カザ
フ自治ソビエト社会主義共和国」、そして 1936

内務大臣、国防大臣、外務大臣、そしてモンゴ
ル人民共和国首相の地位に就いた。そして、1937
年から始まる粛清によって多くの宗教関係者、党
指導を処刑した［バトバヤル 2002:57］。一方、
田中克彦は、モンゴルの独立ができたのは、彼
の貢献に拠るところが大きいとしている［田中
2009:208、215-216］
。
ⅹⅺ）クラブとは、ソ連において民衆の啓蒙を担っ
た文化諸機関の一つであり、「文化の家」とほぼ
同じである。渡邊によると、そこでは視聴覚、
映画上映設備、図書館、多目的ホールなどが配
置 さ れ、
「 集 団 的・ 政 治 活 動、 愛 国 的 教 育、 道
徳訓育、科学的無神論プロパガンダ、アマチュ
ア 芸 術 」 と い っ た 活 動 が 行 わ れ て い た［ 渡 邊
2010:124-125］
。
ⅹⅻ）ロシア共和国は、ソ連下にあった 15 の共和国
の 1 つ。主に現在のロシア連邦の領土と重なる
［兵頭 2003:6］
。
ⅹ）現在のロシア連邦シベリア連邦管区アルタイ
地方の都市。
ⅹ）大寒害、雪害のこと。
ⅹ）1899 年に生まれる。1940 年代の東トルキスタ
ン解放戦線にモンゴル人民共和国の義勇軍指揮官
として参加し、1945 年から 47 年には東トルキス
タン共和国アルタイ県の県知事の役職に就いた
［Sultan.T, Zul’
kafil’
.M 2010: 295］
。東トルキス
タン共和国の崩壊後、1951 年に中国で逮捕され
処刑された。
ⅹⅹⅵ）遊牧民が遊牧や共同で行わねば出来ない作業
を行うために、２、３張の天幕（ゲル）の集団で
固まって居住すること。

年 か ら 1991 年 12 月 ま で「 カ ザ フ・ ソ ビ エ ト 社
会主義共和国」という国名を使っていた［宇山
2005:118］
。本稿では、混乱をさけるために社会
主義時代のカザフスタンの国名を一括してカザフ
スタンと訳出した。
ⅹⅸ）1928 年から 30 年、そして、1936 年から 39 年に
かけてモンゴル人民共和国の首相、1932 年から
1936 年までモンゴル人民共和国大統領を務めた
［モンゴル科学アカデミー歴史研究所 1988:533］。
1939年３月にチョイバルサンによってアマルは逮
捕され、ソ連で裁判が行われた。そして 1941 年
に死刑判決を宣告された［バトバヤル 2002:59］。
ⅹⅹ）チョイバルサンは、1937 年から 1939 年の間に

ⅹⅹⅶ）ソ連邦におけるコルホーズ（Kholkhoz：集団
農場）に相当する組織である。モンゴルでは「ネ
グデル」と言った。
ⅹⅹⅷ）モンゴル史（モンゴル科学アカデミー歴史研
究所 1988:115）によると、
「アルタイの峰（Altayn
Orgil）
」と記されている。
ⅹⅹⅸ）ここで言う「国営農場」とは、ソ連邦におけ
るソフホーズ（Sokhkhoz：国営農場）に相当する
組織である。モンゴル語で「サンギーン・アジ・
アホイ（Sangiin Aj Akhui）と言った。
農業をほとんど行ってこなかった外モンゴル地
域において、社会主義時代、この国営農場がつく
られることで、国家レベルで農業の推進が行なわ
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れていった。
バヤン・ノール国営農場は、バヤン・ウルギー
県の各郡に供給する飼料を栽培する農場であっ
た。1962 年の時点で、牛が 1374 頭、羊が 2544 頭、
馬が 402 頭いた。ここでは、1991 年に労働英雄の
称号を受けたサシズバイ（I. Sasizbay）が働いて
いた［小長谷、チョローン 2013:65］。
ⅹⅹⅹ）社会主義時代にコメコン（COMECON：社会
主義国家間の経済協力機関）を通じて、牧畜生産
物や鉱物資源を各社会主義共和国に輸出すること
であったと思われる［バトバヤル 2002:90］。
［参考文献］
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■人間文化セミナー
☆演題☆

機能性納豆菌の
開発と応用
と

き：平成25 年７月25日㈭ 10時 40 分〜 12時10 分

場

所：A3 － 301 教室

対

象

学生、教職員、一般

講

師

李

海 翊氏（大韓民国・江原大学校医生命

工学科

教授）

本学の協定大学である韓国の江原大学より李海翊
（Rhee, Hae-ik）教授をお迎えし、『機能性納豆菌の
開発と応用』というテーマでご講演を頂いた。李教
授は京都大学大学院への留学経験があり、大変流暢
な日本語で明快な講演であった。
セミナーでは最初に韓国の伝統食文化について説
明があった。韓国は山が多く、地形と気候が多様性
に富んでいる。この様な地形と気候を背景にして季
節別、地域別に特性のある農産物、海産物が採れ、
地域別に独特な地元飲食が発達するようになったと
のことである。ソウル、京畿道では華やかで味加減
は中ぐらい。江原道は嶺西と嶺東に分けられ、嶺西
はジャガイモ、とうもろこし、そばなど、嶺東は魚
や海産物を材料とした素朴な飲食が主な物。忠清道
では農業が発達し、いい漁場もあり、飲食の量は多
いが味は淡泊。全羅道は全州と光州を中心にして飲
食が発達し、酒の味が上品で塩辛を味加減に使い、
唐辛子を多く使う。全州はビビンパで有名。慶尚道
は環境が乏しいので魚を肉の変わりに考え、塩辛く

て辛い。済州道は畜産が盛んで豚、鶏と海からの魚
を利用する飲食が発達。このように韓国内でも地域
差が見られるとのことであった。
一方、韓国の発酵調味料には次のようなものがあ
る。大豆発酵加工品として、みそ、唐辛子みそ、
醤油、清国醤（納豆）、魚発酵加工品として塩辛（海
老、 い か、 明 太 子 な ど ）
、 液 状 塩 辛（ ひ し こ い わ
し、カナリなど）、そして酢である。大豆を食べる
食文化圏には大豆を利用した多様な食品が発達して
いる。その中でも枯草菌で発酵した形態の食品は韓
国の清国醤（チョンクックチャン）
、日本の納豆、
中国の豆鼓（トウチ）などがある。李教授の研究室
では清国醤から腸内で炭水化物の消化、吸収に関与
する酵素である -glucosidase の阻害物を多量生産す
る菌株 Bacillus subtilis DC-15 菌を分離されてい
る。DC-15 菌で発酵した納豆を投与したねずみや
人間では血糖値の上昇抑制および体重減量効果が現
れた。現在、この菌を多様な食品に適用するための
応用研究を進めておられ、機能性納豆菌について大
変興味ある講演であった。最後に、講演頂いた李教
授に心より感謝申し上げたい。

（文責： 寄本 明）

■留学報告
〜フランス留学紀行〜

佐

野

光

生活栄養学科

平 成 二 十 四 年 四 月 か ら 一 年 間、 フ ラ ン ス 国
立 農 学 研 究 所（INRA）に あ る 栄 養 生 理 学 研 究 室
（Dominique Darmaun 教 授 ）に お 世 話 に な っ た。
INRA はフランス全土に散らばって約二十か所の支
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枝
助教

所に分かれており、私の留学先はロワール地方に
ある Angers-Nantes 支所に属している研究室で、
Nantes（ナント）市にあった。Darmaun 教授は兼任
で小児科の臨床医とナント大学医学部の教授をして
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いたので、研究室は研究所ではなく、単独で CHU
HOTEL DIEU というナント大学に併設された病院
の中にあった。そのため隣の研究室というものは無
く、廊下を歩けば患者さんとその関係者と医療関係
者にしか会わず、白衣を着て歩くとフランス語で道
を尋ねられることがたびたびあった。ちなみに研究
室のあるフロアは歯科だった。しかし INRA の研
究所と違って病院はナント市の中心部のとても良い
場所に立っていたので、徒歩圏にデパートや新幹線
が停まる駅、お城、ロワール川があり、トラムと呼
ばれる路面電車のターミナル駅もあり、観光にも生
活にも便利であった。
研究室の人数は三十五～四十名で多かったが、三
～五名ずつの小部屋にデスクが分けられていたの
で、ほとんど話すことが無いままだった人もいた。
勤務はおおむね午前九時～午後五時の人が多かった
が、人によってまちまちで、週四日勤務の人もい
た。研究室では毎日十時からコーヒーブレイクがあ
り、三十分ほどコーヒーや紅茶を飲みながら普段話
をしない人達とコミュニケーションが取れる唯一の
時間だった。言語はほとんどの人が英語を話せない
か苦手とする人達だったので、私がフランス語を理
解出来ないおかげで、最初の数ヵ月はほとんど何も
理解出来なかった。それでもいろんな人が「何か
困ってない？ 大丈夫？」と聞いてくれたり、アジ
ア食材店の場所を教えてくれたり、観光スポットを
教えてくれたり、日本にいる外国人よりもやさしく
してもらったような気がした。しかし研究に関する
事では、五月初めに私のフランスでの研究計画を発
表したところ、その場では何も言われなかったが、
実は「あんな研究うまくいくはずが無い」「フラン
ス語が話せない上に英語もヘタだ」などと研究員の
○○さんが裏で陰口を言っていたよ、とわざわざ教
えてくれる人が一人ではなくいた。それを知って
か Darmaun 教授はとても褒めてくれた。こういう
ジメジメしたところは、日本と同じだなという印象
を持った。研究レベルは正直に言うと、昔私が働い
ていた理化学研究所と比較して、設備も働く研究員
のレベルも劣っていたが、Darmaun 教授だけは的
確な意見をくれ、私の研究にはなくてはならない人
だった。事務的な書類は必ずフランス語でなければ
いけない（すべての人が読んで理解できないといけ
ないから）と言われたので、動物実験のための倫理
審査書類など重要な書類は Darmaun 教授がフラン
ス語に翻訳してくれた。研究室のメールは普通にフ
ランス語だけで送られてきたが、Google の翻訳サ
イトを利用するとなんとかなった。インターネット
の使えない時代の先人達は大変な苦労をしただろう
と思った。
四月から研究室に通い、最初の一カ月は滞在許可

留学先の研究室があった市民病院 CHU HOTEL DIEU（フラ
ンス・ナント市）

街の風景（建物の前にはトラムが走っている）

証の申請や銀行口座を開くなど、滞在に必要な事務
手続きを行いながら、研究室では動物実験を行うた
めに、具体的な実験計画書を作成するための調べ物
と Darmaun 教授とのディスカッションの繰り返し
であった。フランスという国は事務作業が大変遅く
て不正確であるという前評判を聞いていた通り、銀
行口座を開くだけで一週間、カードが届くまでに一
カ月かかったというように、日本よりもゆっくりと
時間が流れていて、待たされるから手続きは早め
に、そして返事が無い時はちゃんと確認の連絡をし
て、場合によってはクレームを言わなくては永遠に
忘れ去られることがある。フランスでは三カ月を超
える長期滞在には入国時にビザが必要だったり、フ
ランスで発行されたクレジットカードが必要だった
り、滞在許可証が必要だったり、それぞれに思った
以上に時間と手間がかかったので、渡仏して間もな
く知り合った日本人研究者が二カ月しか滞在しない
と聞いた時はとても羨ましく思った。結局すべての
手続きが終わったのは十二月に入ってからだった。
フランスと日本は違う。そんなの当たり前のこ
と。そう思っていても戸惑ったのは計算の仕方の違
いだった。パリの地下鉄では、小学生の引率をし
ていた先生がホームで生徒を一列に並べて一、二、
三・・と一人ずつ人数を数えていたり、研究室で
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は試薬が無駄になっても計算が少なくて済む方法で

留学すると日本人と仲良くなると聞くが、私の場

実験が組まれていたり、お店で返ってくるお釣りが

合、四月に知り合った日本人研究者に二週間で帰国

少なくなるようにお札と一緒に小銭を出しても、小

されてから十二月まで、日本人と知り合う機会が全

銭だけ先に返されたり、無駄が多いなと感じた。ま

く得られなかった。めぐり合わせが悪かったらし

たフランス独特と思われるのは、飲みに行くのは金

い。もうこのまま帰国かなあと思っていた矢先、日

曜日じゃなくて木曜日だということだった。フラン
スでは金曜日は家族と過ごすものらしく、一人暮ら
しをしている大学生でも金曜日の授業が終わったら
そそくさと毎週実家に帰るのが当たり前のようだっ
た。つまり必然的に飲むのは木曜日が多くなり、
バーでは木曜日と金曜日に生バンドの演奏があるお
店が多かった。
せっかくフランスに行ったので、現地の料理教室
にも数回行ってみた。一回ごとに申し込む形式の一
般向けの教室がたまたま家の近くにあった。受けた
のはフランス料理のフルコースをすべて作るという
ものや、巻きずし（フォアグラの細巻きだった）を
作るというもので、お客さんはどの回もすべて地元
のフランス人だった。半数以上が夫婦で参加してい
たのは日本では見られない光景ではないかと思っ
た。フランス料理というのは、ひと手間多いけれど
一つ一つは簡単な作業が多い。ここで洋式の包丁の
使い方や、日本よりワイルドに売られている肉や魚
の下処理の仕方を習えた。

本人に日本語を習っているというフランス人に偶然
会い、その人が先生を紹介してくれた。在仏七年の
フランス人と結婚している同年代の女性だった。ま
たその人の日本人の友達を紹介してもらいました
が、会ったのは結局二回だけだった。「もっと早く
会えたら良かったね」とお別れのとき話をしたけれ
ど、それでも出会えて良かった。
一年の留学は長いようで短かったが、総合的には
「良かった」と思っている。良い事も、悪い事もた
くさんあったが、最終的には予定していた実験をす
べて終えることが出来たし、なんとか結果も得られ
た。渡仏直後は２％しか聞き取れなかったフランス
語も、帰国時には 30 ％くらい聞き取れるようにな
り、日常生活がなんとか送れるくらいには理解出来
るようになった。滞在中はとても円高だったおかげ
で、金銭的にも楽に色々楽しめた。渡仏前には全く
興味が無い国だったが、フランスは良い国だと今は
思っている。

■新任教員メッセージ
「赴任に際して」

横 田 祥

子

人間文化学部地域文化学科

本年度より、人間文化学部地域文化学科に赴任致
しました、横田祥子と申します。どうぞよろしくお
願い申し上げます。このたび、自己紹介を兼ねご挨
拶の機会を賜りましたので、私の経歴および研究
テーマをご紹介させていただきます。私は大津市の
出身で、子供の頃より琵琶湖のほとりから比良山系
を仰ぎ見ながら育ちました。2000 年に大阪外国語
大学を卒業したのち、大学院では文化人類学を専攻
し、主に台湾や中国、インドネシアなどでフィール
ドワークをしてきました。東京都立大学大学院博士
課程修了後は、複数の大学で非常勤講師として文化
人類学や日本文化論などの授業を担当させていただ
きながら、日本学術振興会特別研究員 PD として 3
年間、自由に研究をさせていただきました。この春
より、故郷の大学に勤務できることになり、大変う
れしく存じます。
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最近の研究テーマは、台湾やインドネシア華人社
会における、再生産労働の国際分業化に伴う国際結
婚、家族の再編についてです。博士課程進学後、台
湾政府より 2 年間奨学金をいただき、政治大学民族
学系研究所に在籍しながら、台中市東勢区という客
家人地域で調査を行いました。当初は、オーストロ
ネシア語族系先住民族と漢族との相互交渉について
調べていたのですが、民族間関係について、現地の
人々の関心事は、むしろ中国・東南アジア系女性と
の国際結婚にあることに気づきました。台湾では、
専門的婚姻仲介業者の斡旋による国際結婚がさかん
で、2003 年のピーク時には、新規結婚件数の 3 割に
上りました。農村である私の調査地でも、30 代後
半を迎えた男性たちは、男子子孫を残し祖先祭祀を
継続すべしというプレッシャーをかけられ、中国、
ベトナム、タイ、インドネシア、カンボジアなど
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へ、短い「お見合い即結婚」の旅へ出かけていきま
す。博士論文では、商業的な国際結婚に関して、
1950 年代以降の結婚の変遷と現地社会による国際
結婚および配偶者の位置づけ、当事者の動機、また
新移民を包摂した新たな多文化主義の展開を論じま
した。現在は、商業的な国際結婚をした後、彼らが
どのように「家族になっていく」のかを追っていま
す。
2010 年からは、台湾人と国際結婚をしているイ
ンドネシア華人女性の出身地・インドネシア西カリ
マンタン州でも調査を行っています。インドネシア
の政治・社会・言語については一からのスタートで
したので、初めは全く調査にならず、ようやく軌道
に乗ってきたのは 2012 年 1 〜 2 月の調査からです。
西カリマンタン州シンカワン市は、17 世紀に中国
広東省出身の金鉱採掘労働者が開いた町で、現在で
も中国的な雰囲気が濃厚なところです。シンカワン
市のなかで多数の国際結婚配偶者を輩出している地
区を 3 カ所選び、家族構成や職業、学歴、収入、結
婚などの基本的な調査を行ったところ、多くの事例
で娘のほとんどが台湾、香港、マレーシアなどの華
人男性と結婚していることが明らかになりました。
他方、現地の華人男性が華人女性と結婚しようとす
ると、年収 3 年半ほどの現金を婚資として用意せね
ばならないことから、結婚のハードルは高く、晩婚
化、非婚化の傾向がみられます。あるいは婚資が少
なくて済むダヤック族と結婚するというように、グ
ローバル ･ ハイパガミーの連鎖が続いています。こ

「赴任に際して」

写真：インドネシア西カリマンタン州シンカワン市の風景
2011 年

撮影：横田祥子

のように結婚、家族、労働、移住をとりまく状況を
理解するために、当該地域の就労構造や労働に対す
る貨幣評価、ジェンダー役割についてはもちろんの
こと、文化人類学の基礎に戻り宗教や政治などにつ
いても広く調査をしています。現在、取り組んでい
る研究テーマについては、この 2 年をめどに成果を
とりまとめる予定です。
最後に、これまで中華世界のフロンティアを漂っ
て参りましたが、そうした周辺においても中国から
の政治的・文化的影響力の高まりを感じています。
また今日、日中関係の悪化を目の当たりにし、今こ
そ本家・中国と真正面から向き合う時が来たと考え
ております。学部教育におきましては、微力ではあ
りますが、広い意味での中国への継続的な関心を育
んでいけるよう努めて参ります。

遠

藤

弘

史

人間文化学部生活栄養学科

本年度より、滋賀県立大学人間文化学部生活栄養
学科に参りました遠藤弘史です。どうぞよろしくお
願い申し上げます。前任の山梨では日本一の富士山
を目の当たりにしていましたが、こちら滋賀では日
本一の琵琶湖が目前に広がり、開放感あふれた県立
大学の綺麗な建築物、自然豊かな環境に癒されつつ
仕事ができることに大変感激しています。このたび
新任教員メッセージをとのことで、自己紹介として
これまでの経歴を簡単に書かせて頂こうと思います。
私は学部生時代に横浜国立大学工学部の生物物理
化学の研究室で卒業研究を行っていました。生物
物理化学とはあまり聞きなれない組み合わせの言
葉だと思いますが、簡単に言いますと生物的試料を
作成し、物理化学的手法を用いて解析する研究室
でした。具体的には、甲状腺から分泌される生体内
ペプチドホルモンのカルシトニンは、ある一定以上

の濃度になると、アルファへリックスがベータシー
トに構造変化し、不溶性の凝集体を形成します。こ
のことはカルシトニンの持つ破骨細胞抑制機能によ
る骨粗鬆症等の治療への利用に不利益であるため、
この構造変化をカルシトニンのアミノ酸置換変異体
を合成し、その凝集を抑制できるかを核磁気共鳴
装置（NMR）によって解析していました。そうこう
するうちに、将来の進路を考える時期がやってきま
した。私のいた学部では、ほとんどの学生が大学院
へ進学しており、その例に漏れず、このまま進学す
るつもりでいました。しかし、この卒業研究のテー
マがヒトへの応用の基礎研究であったことから、ヒ
トの疾病や生体の恒常性維持の観点から研究がした
いと思うようになりました。私のいた大学は総合大
学ではあったのですが、医学や薬学といった分野の
学部は無く、自分の希望する方向の研究を指導して
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頂ける先生はおられませんでした。進路の選択に考

して抵抗性を持つ大きな要因となっています。一

えあぐねていた時、私のいた大学院工学研究棟のロ

方、シスプラチンという広く用いられている白金製

ビーで徳島大学が医科学修士課程を新設するという

剤があります。これはがん細胞の DNA に架橋する

ポスターを目にしました。今でもそのポスターの鮮

ことで抗腫瘍活性を示す非常に強力な抗がん剤で

やかな黄色はよく覚えています。早速、調べてみる

す。しかし、よく効く反面、悪心や腎毒性など副作

と、徳島大学では生体内で疾病に関わるような凝集
体をほどく物質の研究、シャペロンと呼ばれるタン
パク質の研究をしていると知りました。私は、出身
が東京で、大学は神奈川と関東で二十数年過ごして
来たのですが、ポスターに出会ったのも何かの縁だ
と思い、一念発起して徳島大学大学院医学研究科の
修士課程へと進みました。
徳島大学の分子酵素学研究センター（現在の疾患
酵素学研究センター）で大学院生活を送れる事に
なりましたが、工学系から医学系に変わったカル
チャーショックは大きく、当初は研究室内で飛び交
う日本語すら異国の言葉のようで戸惑いました。幸
いなことに同期や研究室の先生方に恵まれ、時に助
けられ、時に叱咤激励され何とか修士課程を修了す
ることができました。そこで出会ったシャペロンと
いうタンパク質に魅かれて博士課程に進学すること
にしました。シャペロンは別名ストレスタンパク質
と呼ばれ、正常な細胞では細胞死を誘導する熱やウ
イルス感染といった刺激があると細胞内でその発現
が上昇し、細胞を守るといった役割を担っていま
す。しかしその反面、癌細胞ではその発現が増強さ
れており、癌温熱療法や抗がん剤のような治療に対

用も強く、継続的な投与が難しいことも知られてい
ます。当時、私を指導してくれていた先生が、がん
細胞を守っているストレスタンパク質の発現が抑え
られれば、シスプラチンの投与量を減らしても抗腫
瘍活性はそのままで、副作用を軽減できるようにな
るのではないか、と教えてくださいました。その先
生のもと、色々な薬品を検討し、一般的に使われる
解熱鎮痛剤の一つにその効果があることを見つけま
した。この事が現在まで癌を研究するに至った大き
な要因となっています。
その後、無事博士号を頂き、ポスドクとして埼玉医
科大学ゲノム医学研究センター、山梨大学医学部で
様々な修業を積み、このたび、滋賀県立大学の生活
栄養学科に赴任して参りました。この素晴らしい環
境で、ストレスタンパク質を減らす効果のある食成
分とそれによる癌細胞増殖抑制効果のメカニズムを
明らかにする研究ができることとなり、大学院生時
代のようなワクワクするような高揚感を覚えます。
これまで海の無い県を渡り歩いてきましたが、琵琶
湖を見て徳島で見た海を思い出し、初心を忘れずに
研究、教育に邁進して行こうと思っております。

Greetings

John Rippey
人間文化学部国際コミュニケーション学科

本年４月から人間文化学部国際コミュニケーショ
ン学科に赴任いたしましたジョン・リピー（John
Rippey）と申します。米国中西部のカンサス州カン
サスシテイ出身です。日本には 26 年ほど前から住
んでいます。これまでは東京都東久留米市の住民で
したが、今年３月に妻と彦根市に引っ越してきまし
た。ひとり息子は、東京と仙台を拠点に仕事をして
います。どうぞよろしくお願いいたします。
私は、米国のハーバード大学で、アメリカ文学
およびアメリカ史を専攻しました。日本に来てか
らは、英会話を長く教え、その後、横浜にある山
手学院高校、前橋の群馬大学教育学部英語教育講
座、東京の立教女学院短期大学英語科において、主
に英語四技能、アメリカ文化、英米文学、創作を
教えてきました。その間、テンプル大学日本校で
TESOL（外国語としての英語教育）の修士、アメリ
カのニューイングランド大学でクリエイティブ・ラ
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イティングの修士、イギリスのランカスター大学で
クリエイティブ・ライティングの Ph.D. を取得しま
した。
私は他の多くの先生のように一貫性をもってある
分野を研究する学者の道を歩んできたわけではあ
りません。できれば、もう少し長期的な計画を立
てて、ゴールに向かってコツコツと業績を重ねなが
ら進む生き方がしたかったのですが、生憎そのよ
うな能力がないようです。明日の朝は何をしよう
か、という程度が精一杯です。そのときそのとき
に、自分にとって何が意味のあるものかを把握し
ようとして──その問いそのものが難しいですか
ら──問いかける中で、ぼーっと物思いにふけって
（daydream）人生の大半を過ごしてきたような気が
します。しかし、右往左往しながらも、自分なりに
面白いと思うことを追いかけてきたと思います。
その一つは教育です。小学校から大学院まで、幸
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いにも教師に恵まれてきました。小中学校の担任の
先生、英語の先生などから、かなり影響を受け、彼
らが私のお手本になっています。いい教師とは何か
というのを、アイデアとして言葉で説明することは
難しいですが、いい教師に出会うと、人はそれを感
じることができると思います。私は割に早い段階か
らいい教師になりたいと思い、試行錯誤しながらそ
の道を追求しています。いつかいい教師になりたい
と願っています。その願望が私を、英語学校から高
等学校、短期大学、大学へと導いてきたような気が
します。学生との交流は私に非常な喜びを与えてく
れます。彼らが自分自身を、また、自分の関心、未
来を発見・創造し、人生のスタートラインに立つ助
力となることができればと願っています。このよう
なことを、担当科目である英語──実用的な英語
（四技能）と英米文学──を教える中で実現したい
と考えています。
もう一つ、面白いと思って長く追いかけてきたこ
とに詩があります。詩の魅力に気づいたのは 20 代
前半でした。皮肉なことに、それは大学を卒業した
夏でした。夏と言っても、オレゴン州のこじんまり
した古書店で立ち読みをしているときに、ある詩集
（Walt Whitman 著『Leaves of Grass』）を手にして
読み始めた夏の午後のある瞬間でした。それ以来、
詩を読み始め、その後自分でも書くようになり、大
学院に戻って詩の研究、創作、翻訳（萩原朔太郎著
『月に吠える』）をするようになりました。学生と共
に英語の詩を読み、創作を指導することは大きな幸
せです。担当ゼミのテーマは英語での文芸創作で
す。
（英語教育における文芸創作の活用に関しての
最近の考えは本号の論文をご参照ください。）
私の詩では自然界（動物、植物、風景）を多く取
り上げます。最近の私の研究も文学と自然環境の関
係をテーマにすることが多いです。できるだけ動物
や植物と交流・コミュニケートし、その存在に感謝
し、共存の道を探りたいと考えています。持続可能
な生活とは何かを把握して、そのような生活を送り
たいと思います。彦根市に転居したことが、詩創作
の面でも、文学・環境研究の面でも、良い結果を生
むことを期待しています。近江国の伝統、琵琶湖、
里山、建築物、寺院など、滋賀県は文化も自然も豊
かな所という印象を強く持っています。最近彦根城
内堀の黒鳥にインスピレーションを受けて次ぎのよ
うな詩を書きました。

Swans at Hikone Castle
They are waterborne now
companions paddling beside us
in feathers weathered by sun to brown
here to show us to the widening where
a desire path finds an overgrown field
and water wobbles inside stone walls
in a patient mirror as all of us
browse a morning in late May together.
Seeing us partway back, they veer
and pulse us ahead on the slow rippling rings of their wake which grow ever lower and rounder into a release –
and the name wells up with the ease
which startles even as we hear ourselves
voice it for surely the first time:
black swans, a phrase that gives
and holds through all the wondering
at what we had wrongly believed
to be figure of speech, question of faith
such as“fullness of time”or“love”
and learn to be a living presence.
コミュニティとの繋がりの強い滋賀県立大学、そ
して人間学を中心に据えたユニークな人間文化学
部、新設のエネルギーある国際コミュニケーション
学科。このような大学、学部、学科に赴任できたこ
とは、望外の喜びであり、誇りに思っています。学
生は真面目で、教職員は一生懸命という印象をうけ
ました。そのような学生、教職員の方々と交流でき
ることを楽しみにしています。滋賀県立大学の魅力
は多様性の中にあると考えます。計画性のない私の
ような人間でも運が良ければいい所にたどり着くこ
とができるな、という気がします。しかし、滋賀県
立大学に来たのは、偶然ではなく運命だと考えたい
です。今まで様々な場で積んだ経験を生かして、自
分なりの貢献をしていく所存です。至らないところ
も多々あると思いますので、皆様のご指導を承りま
すようお願いいたします。
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■『人間文化』編集・投稿規定■
【編集規定】
１．本誌は、滋賀県立大学人間文化学部の機関誌であって、原則として年２回発行する（10 月末、３月末）
。
２．本誌は、論文、研究ノート、翻訳、資料、講演記録、エッセイ、人間文化通信、その他で構成される。
３．本誌の掲載原稿は、投稿原稿と依頼原稿とからなる。
４．投稿資格者は、本学部教員、元本学部教員、人間文化学研究科院生、同修了者・単位取得満期退学者、
学部教員の依頼を受けた者および編集委員会が必要と認めた者とする。
５．投稿者の選定および原稿の掲載・修正等の措置は、編集委員会の決定による。
６．依頼原稿については、別途編集委員会で決定する。
【投稿規定】
１．本誌に発表する論文等は、いずれも他に未発表のものに限る。ただし、学会・研究会等で口頭で発表
したものについては、その限りではない。
２．投稿原稿の締切等は、次の通りとする。
・10 月末発行のとき、原稿の締切は８月末とする。
・３月末発行のとき、原稿の締切は１月末とする。
・投稿予定者は、投稿の意思をそれぞれ７月末および 12 月末までに、編集委員に伝えるものとする。
・なお、締切日までに原稿が提出されなかったときは、投稿を放棄したものとみなす。
３．人間文化学研究科院生は、指導教員を通じて投稿意思を編集委員に伝え、
投稿するものとする。その際、
投稿原稿に必ず指導教員等のコメントを付すものとする（1,000 字以内）
。
４．投稿原稿の分量は、次の通りとする（日本語。日本語以外はそれに見合う分量とする）
。
・論文・研究ノート：24,000 字以内（図表等を含む）
。
・翻訳：20,000 字以内（図表等を含む）。
・資料・講演記録：8,000 字以内（図表等を含む）。
・エッセイ：4,000 字以内。
・人間文化通信・その他：その都度、編集委員会で決定する。
５．原稿は、ハードコピー（40 字× 40 行）と電子媒体で提出する。
［付記］
・この規定は 2012 年度より実施する。
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■編集後記■

集福寺のチャンチャコ踊り

2013 年度最初の『人間文化』をおとどけいたします。
今回は，論文４本，研究ノート３本の投稿がありまし
た。また，今回は，学生も参加して翻訳した翻訳論文
も掲載しております。このようにバラエティに富んだ
内容を編集できたのも，原稿を投稿してくださった
方々のおかげです。深く感謝申し上げます。
今年度から，編集委員が大幅に変更になりました。
昨年から継続の生活栄養学科の廣瀬先生，そして私の
ほかに，編集委員長をお願いした国際コミュニケー
ション学科のリピー先生，人間関係学科の松嶋先生，
そして地域文化学科の石川先生が新たに仲間に加わっ

長浜市西浅井町集福寺は塩津から敦賀に向かう街道から東の
山側に少し入った谷筋の集落である。集福寺は冬のオコナイ行
事で有名であるが、８月16日におこなわれるチャンチャコ踊り
も広く知られている。この祭りは男性が太鼓と鉦をうちながら
踊り、花笠をかぶった女性が側踊りをしながら、集落の境界ま
でいってまた戻り、今度は反対側にある下塩津神社に宮入りを
するという構成をとる。集落の所々で踊りが奉納される。チャ
ンチャコ踊りと呼ばれるのはその鉦の音のためであろう。現在
では年中行事としておこなわれているが、本来は夏の時期に雨
乞いのために踊られたものと思われる。宮入りの時には前杖・
長刀・挟箱・毛槍・立傘・大弓・槍・鉾という大名行列を思わ
せる一群が先導し、鳥居を通ときには奴振りがおこなわれる。
男性も女性も美しい衣装が特色であるが、暑い時期だけに汗
びっしょりになって夕刻祭は終了する。

ています。このメンバーで，次号も編集を担当いたし
ますので，よろしくお願いいたします。
投稿規定によって年２回，10 月と３月の発刊時期
を定めてから，今回で３回目の発刊となります。編集
委員会は，
研究成果を定期的に発刊できる場として『人
間文化』が一定の役割を果たせるよう，今後ともきち
んとした運営を続けていきたいと考えています。皆様
の活発な投稿をお願いいたします。
（宮尾

学）

編集委員■
石川慎治・廣瀬潤子・松嶋秀明・宮尾学・ジョン リピー
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