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● 塩津港 ●
塩津は琵琶湖の最北端の港である。敦賀〜塩津間
の直線距離はわずか 18 キロ塩津の名も北国で生産し
た食塩をこの港から積み出して起ったとされている。
日本海をへて大阪方面を結ぶ航路は古代から開か
れていたようだ。
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海外調査と招請
継続している遼東郡の調査を、昨年の３月で終えて、秋にシンポジ
ウムを計画し、日時も会場も決めていた。その際には、いつも現地調
査に同行してもらっている旧知の遼寧省の撫順市博物館の前の館長と
鉄嶺市博物館の副館長、それに本溪市博物館の副館長を招請して、総
括的な討論をしようと考えていた。しかし招請書類のみならず、求められて大学の在職証
明や法人組織の規模などの証明を送ったにも拘わらず、中国政府からの許可は得られな
かった。省クラスではなく、市クラスの博物館の研究者は、出してもらいにくいとは知っ
ているが、撫順市前館長には以前に来てもらったこともあり、ほぼ可能だと思っていた。
しかし蓋を開けてみると、難しいとの返事。早稲田では、わたしのテーマに近いシンポで、
市クラスの博物館関係者を招請して、ちゃんと来ているようで、大学のネームバリューの
差なのか。いずれにしても、背景には昨今の政治問題がからんでいるようである。９月に
吉林省・黒龍江省の渤海遺跡をまわる際に、研究所等を訪れたが、日本人とはあまり会わ
ないようにとのお達しがあったと聞いた。
昨今の問題とは別の事情で、中国東北の踏査において、緊張することはままある。とい
うか、実際に警察に拘束されることも何度かあった。そこまででなくても、注意を受ける
ことはある。国境地帯に行くことによる問題もある。そうしたことはやむを得ないと思っ
ているし、現地の知人たちをまきこまないように努力もしている。
わたしの専門に関わって、調査の対象が中国東北と韓国に偏るのは当然であり、これま
での調査も、ほぼその地域に限られる。関連して、ベトナム１回、モンゴル１回、台湾１
回、トルコ１回にも行ったが、今後は、ロシア沿海州とウズベキスタンにだけは一度は行
きたいとは思うものの、ほかへ行く意欲はない。ほとんど韓国で、昨年も７回訪問した。
特に発掘現場は、その時にしかチャンスがないので、注意をして時期を選んでいる。昔か
らのつきあいのある友人たちが、年を重ねていまはそれぞれ責任ある立場にいるので、こ
ちらとしては好都合である。しかしそれでも、韓国に行く際には、問題がないのか尋ねら
れることがある。それも昨今の政治的関係を知っての気遣いである。現実にはまったく従
来とかわりなく、知人たちと会って飲み食いもし、発掘現場も見、踏査にも問題がない。
実際には緊張があるのかと思ってみたりするが、わたしが疎いのか、まったく感じられな
い。第三者が関わってくると、問題が生じたりするのかも知れないが、相互に大人である
し、政治がらみの行動をすることもない。
学問研究が、政治と無関係ではない、ということがまったくないとは思わないが、しか
しそのようなありかたが望ましいはずがない。個人的な友好関係や、学術交流の積み重ね
が、国家的な関係にもよりよく働くものだと淡い期待があるが、そうはいかないものか。
遼東郡シンポは結局、実現せず、予算も余ってしまったので、研究期間を延長し、来年度、
こちらからの踏査を追加する計画をしているが、いつかは招請して日本で討論ができるこ
とを望んでいる。
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論文

歴史学と映画

─『大仏開眼』と北山茂夫─
京

樂

真帆子

人間文化学部地域文化学科

はじめに
1952 年、大映は映画『大仏開眼』（同年 11 月 13
日公開・128 分）を製作した。この年は、天平勝宝
４年（752）に行われた大仏開眼⑴ からちょうど 1200
年に当たり、それを記念する映画であった 。
物語の舞台は、奈良時代の平城京である。映画パ
ンフレットには、「天平時代という日本歴史上輝か
しい時代の、大仏建立工事を背景に、恋と陰謀と
信仰の交錯した奈良朝絵巻」を描くとある⑶。つま
⑵

り、聖武天皇が発願した東大寺大仏の鋳造を成功さ
せるまでの仏師たちの苦労と工夫のプロセスに、当
時の政治状況を絡め、さらに恋愛模様も加える、と
いう趣向になっている。映画は、仏師の恋人を失っ
たヒロインが、完成した大仏の掌の上で狂い踊ると
いう印象的なシーンで終わる。
映画の原作は長田秀雄⑷の脚本で、監督は衣笠貞
之助⑸である。衣笠とペアを組むカメラマンは杉山
公平、美術監督に伊藤喜朔、音楽監督に団伊玖磨と
いう布陣であった。プロデューサーには、大映の辻
たて どの くに ひと
久一がついた。キャストは、主人公の楯戸国人に当
代きっての大スターである長谷川一夫、ヒロインに
は京マチ子、そして、脇を固めるのが大河内傳次郎
や小沢栄太郎という錚々たる顔ぶれである。こうし
た名前を見るだけで、大映の永田雅一社長がこの映
画にかなりの期待をかけ、優秀かつ著名なスタッ
フ・俳優を揃えていることがわかる⑹。
そしてこの映画制作には、当時立命館大学教授で
あった北山茂夫⑺が「歴史考証」として加わってい
た。この前年に北山は『大仏開眼』と題する本を刊
行しており⑻、考証者としてまさに適任であった。
本稿は、この映画『大仏開眼』を素材として、歴
史学の成果が映画にどのように反映するのか、ま
た、歴史研究者と映画製作者との協働作業は可能
か、という課題について考えていきたい。筆者はか
つて、溝口健二監督の映画『山椒大夫』（1954 年・
大映）を素材に、林屋辰三郎の散所論などの影響に
ついて考えたことがある⑼。そこでは、歴史学と映
画、歴史研究者と映画製作者との良好な関係を見出
すことが出来た⑽。この成功例が普遍的なものなの
か、それを探っていきたい。

2

●人間文化

なお、本稿では原則として常用漢字を用い、鬼籍
に入った方への敬称を略した。

１：原作脚本『大仏開眼』の検討
⑴二つの脚本
まず、映画の原作脚本について検討したい。長田
秀雄が書いた脚本「大仏開眼」には、２種類があっ
た⑾。
まず、1920 年に雑誌『人間』４月号（１～ 178 頁）
に掲載された脚本である。本稿では、これを脚本Ａ
と呼ぶことにする。
５幕 12 場で構成されているこの脚本は、かなり
の準備期間を経て発表されたものらしく、雑誌の巻
末にある編集後記「人間雑話」に「『大仏開眼』は
五年の昔に計画されて今日やつと開眼した苦心の大
作です。近く市内の某大劇場で華々しく開演される
さうです」とのひと言がある⑿。これは、編集者の
リップサービスで、この脚本に基づいて演劇が上演
された形跡はない。但し、内容は高く評価されたら
しく、その後、脚本Ａは長田秀雄の単行本（1921 年
発刊）⒀ として刊行された他にも、坪内逍遙編『現
代戯曲全集』
（1925 年）⒁、さらに『日本戯曲全集』
（1928 年）⒂に収録されている。
このように評判の良かった脚本ではあるが、作者
の長田はそれに満足せず、改稿したいという希望を
持っていた。そこで、新たに書き直したのが、1940
年に雑誌『新潮』第 37 巻３号（148 ～ 227 頁）に掲
載された脚本であった。本稿では、これを脚本Ｂと
呼ぶ。脚本Ｂは、５幕 11 場に変更されている。
この脚本Ｂは、後述するように実際に演劇として
上演された。そして、1940 年⒃、1952 年⒄ の２回に
単行本として刊行され、さらに伊藤整等が編集した
『現代日本戯曲選集』に採録されている⒅。
⑵二つの脚本の比較
では、この脚本Ａと脚本Ｂとでは、どのような変
化があるのだろうか。以下、４つの論点に絞って確
認していこう。
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①主人公の名前の変更
まず気づくのは、登場人物の名前の変更である。
たく たの
脚本Ａでは、主人公である仏師の名前は「託 陁
ま たま

真 玉 」となっていた。これは、実在の人物の名前
で、
『続日本紀』養老５年（721）正月甲戌条に「唱
き た
歌師」、「正八位下記多真玉」らに布等を賜る、と見
える。ここではその姓が「記多」となっているが、
『続日本紀』天平 17 年（745）４月壬子条には、「正六
位上託陁真玉」と記録されている。本条は、大仏建
立に関わる人々への叙位記事であり、真玉は外従五
位下を授かっている。とすると、真玉は大仏建立に
関わっていたということになるが、彼は唱歌師であ
り仏師とは明記されていない。長田は実在の真玉が
どういう人物であるかにはこだわらず、仏師の名と
して『続日本紀』から借用したのである⒆。
くに なかの むらじ きみ

一方、脚本Ｂでは、主人公の名前は、国 中 連 公
ろ
麻 呂 となっている。これも実在の人物の名で、百
くにの きみ ま ろ
くに なかのむらじ きみ ま ろ
済系渡来人の「国君麻呂」また「国 中 連 君麻呂」
ま

という表記で『続日本紀』に出てくる。天平 14 年
（745）には外従五位下に叙され⒇、造東大寺司次官
となった。巨大な銅像を完成させたのは、公麻呂
たくみ

の能力のお陰である、と評価される程の工であった
。なお、脚本Ａの主人公真玉は、脚本Ｂでは公麻
呂のライバルの名前となっている。
長田の脚本は、大仏完成までの仏師たちの労苦を
描き、主人公の創意工夫が完成に導いた、とするス
トーリーである。それゆえに、主人公の名前には公
麻呂の方がふさわしい、との判断がなされたのであ
ろう。なお、公麻呂は、大仏師「国公麿」として脚
本Ａにも脇役の名前で登場していた。
この他にも、登場人物の名前の変更があるが、



いずれも『続日本紀』をより深く読み込み、奈良時
代の歴史と文化への理解を深めた結果であると評価
される。これは、創作作品に歴史学的思考を反映さ
せた結果とも言えよう。
②議論の争点
さて、次に注目したいのは、劇中に出てくる仏師
たちの議論の争点である。劇中において仏師たち
は、大仏の姿をどのように描くかについて議論を
している。仏師たちの宗教観、芸術観がぶつかり合
う、創作作品ならではの見せ場である。
脚本Ａでは、大仏の様式が争点となった。天竺の

仏の姿を写すべきだとする大和の絵師楯戸弁麿と、
ガンダーラ仏の姿にするべきだとする公麿との対立
であった。弁麿は玄昉派に属しており、玄昉が河内
国に建立した智識寺の本尊である天竺様の盧舎那仏
を推奨した。その理由は、聖武天皇が智識寺に行幸
した時に、本尊の姿に感歎したからだ、と言う。
ママ
一方、百済系渡来人である公麿は、
「紫香楽の京」
での大仏の鋳型鋳造が失敗し、さらに山火事・地震
が頻発したのはこの天竺様の大仏を作ろうとしたか
らであるとして、ガンダーラ仏の姿にするべきだと
主張する。この公麿は、百済系渡来人の行基が建立
した大和国菅原寺の僧侶であった。つまり、この大
仏のモデル論争の背景には、玄昉と行基との対立が
あるとするのである。脚本Ａには、智識寺と菅原寺
の僧侶たちがあわや乱闘になろうか、という騒動ま
で描いている。
この部分には、いくつかの歴史的事実が含まれて
いる。まず、
「楯戸弁麿」は、
『続日本紀』天平 17
年（745）４月壬子条の叙位記事にみえる「養徳画師
楯戸弁麻呂」からの命名である。長田は、この人名
に「やまとのえし、たてべのべんまろ」という振り
仮名を宛てている。しかし、これは誤読であった。
正しくは、「養徳画師楯（やまとのえし・たて）」と
「戸弁麻呂（への・へまろ）
」という二人の人物の名
前なのである。この誤読に気づいたらしく、長田は
脚本Ｂでは、この名前を登場人物には宛てていない。
そしてまた、聖武天皇が玄昉建立の智識寺に行幸
したのも史実で、その時にこの寺の盧舎那仏を見て
おり、それが大仏建立のきっかけになったと詔して
いる。
この様に、ある程度の歴史的事実を踏まえた上
で、脚本Ａの争点は設定されている。
しかし、いくつかのミスはある。まず、
「紫香楽
の京」とするが、紫香楽は「宮」としか史料には見
えない。そして、鋳型鋳造の失敗が大仏建立の中
断に繋がったとするのも、史実ではない。紫香楽が
大仏建立の場として放棄されたのは、あくまでも政
治的転回が要因である。また、奈良時代の行基派
僧侶たちが、「南無阿弥陀仏」の大合唱をするシー
ンも、時代錯誤がはなはだしい。
さて、脚本Ａでは、行基が第三の案として「日
本」の大仏を主張し、それが最終的には採用され
る。劇中、行基は「日本は神国じゃ。帝は我ら国民
を天照大御神より賜はったのじゃ。（中略）天照大
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おお ひる

御神は即ち盧舎那仏じゃ。（中略）我らの神、大 日
めむ ちの みこと

霊貴命の本地は、天竺の盧舎那仏。盧舎那仏の化身
は大日霊貴命じゃ」と、本地垂迹説を説く。そし
て、
「天竺の人には天竺の人の御姿に見えるであろ
う。日本にあっては、即ち日本の人の御姿に見えね
ばならぬ。
（中略）釈迦如来出現以来、仏法の栄え
た国々の御仏は、皆その国の御姿で刻まれているの
じゃ。
」として、和様の大仏にすることを主張する

③政治的対立
脚本Ａで、藤原仲麻呂は橘奈良麻呂について以下
のように批判した。
「
（※奈良麻呂は）我ら藤原の一
族に敵意を抱いている。権勢を欲するからじゃ。や
がて我ら一族を亡ぼして己の大野心を遂げようとす
るであろう。我らの親しいいとこ、広嗣が朝敵と
なって筑紫に憤死したのも、彼の男と玄昉の仕業
じゃと、我らはにらんでいるのじゃ」
。また、
「奈良

のである。この発言を聞いて感動した弁麿は、玄昉
派から行基派に寝返るのであった。
この部分は、史料には典拠はなく、長田の全くの
創作である。しかし、当時の様々な対立を中和し、
一つの目標にまとめ上げていく行基の姿は印象的
で、かつ、説得力がある。

麻呂は国の政を乱さんとする奴じゃ。このままにし
ておくならば、日本の国はどのようになるか分から
ぬ。」といった仲麻呂の台詞には、藤原氏と橘氏の
対立構造が示されている。もちろん、これは、天
平宝字元年（757）
、奈良麻呂が仲麻呂の政治に対抗
し、道祖王らとクーデターを計画したが失敗した、
いわゆる橘奈良麻呂の乱を念頭においている。し

では、脚本Ｂでは、この部分はどうなったのであ
ろうか。行基が主張する「日本人の顔」をした大仏
というのはすでに大前提となっており、議論の争点
は、座像か立像かである。主人公の公麻呂は座像を
主張していた。それを行基が支持し、最終的には天
皇の許可が下りる。
一方、公麻呂のライバル真玉は、立像を主張して
いた。その意見をインドや朝鮮などアジア諸国から
やって来た僧侶たちが支持していた。天皇の裁可に
よって敗れた真玉は、抗議の自殺をする。
この両者の対立は、仏とはどういう姿であるのか
という仏教論争であり、かつ、アジアの雄としての
日本がどうあるべきか、その文化をどう「国風」に
表現するか、という、脚本が成立した 1940 年とい
う時代を反映した内容になっている。
さて、華厳の教理を学んだ公麻呂は、単なる日本

かし、その対立が何によって生じ、どう展開したの
かについて、脚本Ａは語らない。

風の座像としてではなく、「華厳の教主としての御
姿に鋳あげ奉る」という決心をするに至る。これ
は、行基への裏切りであった。すでに病に伏してい
た行基は計画変更を知り、「日本の人の御姿でなく
……うむ、これは印度の人の御姿じゃ、公麻呂、
（厳しい声）誰の許しを得て、御尊容を変え奉った
のじゃ」と公麻呂を批判し、失意の内に死去する。
脚本Ｂでは、単なる像の造形の差から、華厳の理解
にいたる宗教論争に発展させているところに特徴が
ある。もちろん、これは長田の創作であり、史実で
はない。しかし、物語としての深みは、脚本Ｂの方
が増している。
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一方、脚本Ｂは、第３幕第２場で両者の政治的対
立を長々と説明する。たとえば、橘諸兄（奈良麻呂
の父）の所領が東大寺に差し押さえられた、との情
報がもたらされ、その背後に仲麻呂がいることが示
唆される。これに対して奈良麻呂は、土地の私有化
を推進し、律令に定められた公地公民制の大原則を
破壊する仲麻呂を排除せねばならない、と高揚する。
こうしたモチーフの展開から、両者の対照性は明
らかになる。即ち、仲麻呂は律令体制を現状に合わ
せて改革していこうとする革新派の政治家で、大仏
建立を推進する立場にあった。一方、奈良麻呂は、
律令体制を維持しようとする守旧派で、大仏建立に
反対する急先鋒にいた、とするのである。もちろ
ん、これは史実ではない。喚問された奈良麻呂が、
仲麻呂は「無道」であり、東大寺の造営は人民を苦
しめたのだと指摘したとする史料はあるが、そこ
から奈良麻呂が守旧派であると評価を下すことは出
来ない。
そして、第５幕第１場において、天平勝宝４年
（752）４月９日に行われた大仏開眼供養会の場で、
仲麻呂と奈良麻呂がにらみ合うシーンが用意されて
いる。もちろん、史料にはそのような記述はない。
こうした政治的対立を戯曲に盛り込むことで、大
仏開眼を芸術論だけではなく、当時の社会状況のな
かに位置づけることが企図されている。大仏建立が
決して当時に生きる人々の総意ではなかったこと
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が、奈良麻呂の発言によって示されていることには
注目して良かろう。
④民衆史の導入
脚本Ｂが大きく変わったのは、民衆の姿をシーン
に多く入れ込んだことにある。
たとえば、大仏造営のために、大きな石を運び上
げる苦役が表現される。これは、実際に舞台上でも
演じられたことが、残されている写真からわかる。
また、苦役に耐えかねた百姓の牛麻呂が逃亡し、
捕縛されるシーンがある。牛麻呂は、出挙の苦しさ
を、切々と行基に訴える。その行基も、自分への特
別待遇が民衆の負担となると自覚しており、村人た
ちと共に同じ弁当を食べている。もちろん、これら
のシーンは創作である。
さらには、笠置山中に住んでいる蝦夷が、巫女と
ともに東大寺に乱入し塑像を破壊する事件が起こっ
た、と行基に報告が入る。この蝦夷たちは、古代的
奴隷として都近くに強制移住させられ、苦役に従事
させられており、苦役に耐えかねて、反乱を起こし
たのである。
大仏建立に関わって蝦夷が強制移住、強制労働を
させられた、という史料はない。しかし、労役に従
事した民衆が困窮する中で大仏は作られたのだ、と
いう視点で国家事業の実態を描こうとする長田の意
図が見えてくる。この脚本が作成された 1940 年と
いう時代を考えるならば、「強制移住」・「強制労働」
は、古代の蝦夷とはまた別の読みが可能となろう。
以上、確認してきたように、同じ長田秀雄が書い
たものとはいえ、脚本Ａと脚本Ｂとでは内容が大き
く異なっている。総じて、脚本Ｂの方が、史料を
読み、その内容を理解している。その上で、大仏
建立を民衆の立場から描きたいという意図を明確に
打ち出していることがわかる。
大仏建立を思いついたのは、権力者であり、自分
は汗を流さない政治家たちである。しかし、実際に
作るのは民衆なのであり、工事現場には汗と血が流
される。そして、誰も見たことがない大仏を完成さ
せたいという仏師たちの技術者としての矜持、芸術
家としての理想がある。しかしそこに、大仏の製作
を邪魔立てする権力者（奈良麻呂）が現れた。そこ
で、自らの芸術を完成させるために、仏師公麻呂は
身を投げ出して大仏を守った。大仏が完成して、政

治的には仲麻呂が勝利したことになろう。一方で
は、偉業を成し遂げた仏師たち、つまりは、民衆の
勝利とも評価できよう。だからこそ、公麻呂の死が
クローズアップされるのであり、妻の郎女は夫を思
いながら狂い舞わねばならないのであった。
⑶脚本『大仏開眼』の上演
長田秀夫の『大仏開眼』脚本Ｂは、新協劇団に
よって実際に演劇として上演された。正確に言う
と、この劇団で上演するために、劇団創設メンバー
の一人でもあった長田が改稿した、のである。
上演は、東京築地小劇場において、1940 年２月
２日を初日として始まった。楽日がいつであるのか
は記録が残っていないが、「50 日を越える長期公演
の新記録」であったというから、同年３月末ごろ
まで上演されていたのであろう。「大仏開眼」公演
パンフレットによると、２月 17 日から３月 16 日ま
での予定で「奈良朝文化講座」が共催企画として計
画されており、上演期間もその頃までと推察され
る。また、『劇団小史』 に、同年５月 10 日より別
の芝居が始まっていることが明記されていること
も、傍証となるだろう。
この芝居は、さらに大阪、京都、名古屋でも上演
された。そして、再び東京に戻り、同年７月に東
京劇場にて短縮版が上演された。これは、千田是也
が演出し、片岡仁左衛門が出演した。当時の人々
がこの芝居を受け入れたからこそ、ロングラン公演
になったのである。
そして、この脚本は、大仏開眼 1200 年記念であ
る 1952 年 10 月 に、 大 阪 松 竹 歌 劇 団 松 組 に よ る レ
ビュー「大仏開眼」として上演された。これも評
判となったようで、翌年 1953 年１月には、名古屋
御園座で再演されている。
奈良のあやめ池劇場公演のパンフレットによる
と、このレビューは２部に分かれており、第１部は
天平篇で、長田の脚本Ｂをもとにする公麻呂と郎女
の悲恋物語であった。第２部は鎌倉篇で、オリジナ
ル脚本で重源による大仏再建が描かれる。途中に、
「鹿ロケット」、「雑兵ロケット」いうラインダンス
が挟まれる、華やかなものであった。
さらに、この脚本はオペラにもなった。1970 年
10 月２日を初日とする公演で、清水修作曲・台本
で、観世栄夫が演出し、東京フィルが音楽を、若杉
弘が指揮をした。主人公の公麻呂は栗林義信が、
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郎女は伊藤京子が演じた。３幕６場に短縮されてい
るが、登場人物の名前から、長田脚本Ｂがもとに
なっていることは明らかである。
この様に、長田秀雄の「大仏開眼」は、人々に長
く愛され、上演が繰り返された作品であった。

２：北山茂夫と映画『大仏開眼』
⑴北山茂夫と衣笠貞之助の出会いと交流
北山茂夫が映画監督衣笠貞之助と最初に出会った
のは、1952年の夏のことだった。それ以前から、「大
映で、長田秀雄さんの原作をもとにして歴史映画を
つくるらしいといううわさが耳にはいり、わたくし
はそれに深い関心をいだきながら見守つていた。」
という。その時、北山は 43 歳、衣笠は 56 歳であっ
た。
夏のある日、衣笠が突然に北山宅を訪れ、映画製
作への協力を要請した。それは、映画脚本を担当し
た八木隆一郎が北山の『大仏開眼』を読んでおり、
映画への助言を請うたからであった。また、映画好
きであった北山も、八木脚本の映画『土』（内田吐
夢監督、1939 年）を高く評価しており、映画への協
力に乗り気になった。
北山によると、
「衣笠さんは、しきりに、この映
画をまともな歴史劇にしたいとくりかえしていた。
国民がみて納得のゆくものにするには、なみたいて
いでないとも洩らしていた。二人のあいだで、原作
をめぐるいろんな疑点について会話がかわされ」た
ようで、
「原作のモティーフを尊重しながらも、そ
れをいつそう歴史的なものに再構成しようという製
作者たちのすさまじい熱意にぼくはすつかりうたれ
た」のであった。


そして、しばらくして、歴史研究者たちと映画製
作者たちとの懇談の場が設けられた。出席した歴史
研究者は、北山、中井宗太郎、前田一良、林屋
辰三郎であり、映画スタッフ側は、衣笠、八木の
両名であった。そこでは、シナリオの構成などにつ
いて意見交換がなされた。
しかし、どうやらこのあたりから、北山はなにか
しっくりとしないものを感じ始めていたらしい。
「事件や関係だけがやたらに話にでてくる」とは、
おそらく、大仏開眼や奈良麻呂の乱の歴史的事実の
確認がなされたのであろう。「歴史家の側からは、
映画製作者をうごかすような、登場人物や事件のイ
メージをほうふつとさせることはできなかつたよう
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におもう。」と北山が言うように、文献史研究者は
歴史的事象の具体的画像化に慣れておらず、「こち
らはうろたえないわけにゆかなかつた」という事態
になった。そこで、「むずかしいことは宿題にしよ
うということになり、賑やかな協議をおえた」ので
ある。この段階からすでに、文献史研究者と映像作
者との間に認識のズレが生じていたことがわかる。
八木の脚本執筆は、夏の京都で行われていた。同
じ頃、北山は、「新しく大仏関係の資料を検討しな
がら、わたくしも、むし暑い２階の仕事部屋で、
「大仏開眼記」と「天平末葉における橘奈良麻呂の
変」を書きつづけた」。さらに、「どうしても、叙
述のなかに、行基だの、仲麻呂だのの人間像を浮び
あがらせることができないのをもどかしくおもい、
うちのめされたような気分でくらしたことをいまも
記憶している。これまで、天平時代人として生きぬ
いたこういう人物の哀歓にまでふれようとしたこと
がなかつたからだろう」と述懐しており、映像化す
るために具体的な情報を求められた経験が、北山を
苦悩させたことがわかる。つまり、文献史研究者北
山は、歴史を映像化するということを意識するよう
になり、それが研究のあり方に変化をもたらした、
ということなのである。まさに、これこそが、映画
製作が歴史研究に与える影響の一つであり、研究行
為と映画製作が双方向性を持っていることの証であ
る。
そして、夏の終わり頃、八木の脚本第１稿が仕上
がった。ある夜、賀茂川畔の料亭に集まり、八木が
朗読する脚本に聞き入った。その場には、衣笠、林
屋もおり、さらには伊藤喜朔も同席していた。脚本
を耳にして、北山は、
「全体として、すばらしくエ
ネルギーに満ちたシナリオだった。」と、評価する
に至った。脚本を聞きながら、林屋もしきりに頷い
ていたという。
こうして、北山は「衣笠さんのもとめで、スタッ
フのなかに加わり、歴史考証を担当するということ
になった」
。
「歴史考証」担当北山茂夫の誕生である。
⑵北山の原作評価
映画製作に関わっている頃、北山茂夫は長田秀雄
の二つの脚本をすでに読んでいた。それぞれに対す
る北山のコメントを確認しておこう。
まずは、脚本Ａについて。北山は、劇の中心を造
像者の苦闘、貴族の政争、恋愛の３点に見ており、
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そこに「新・旧思想の対立」を加えたところに特徴
を見出した。これは、当年（※ 1920 年代）の新進の
歴史家（三浦周行・辻善之助）の学問レベルを遥か
に越えて奈良朝の社会と人間の集団を描くものであ
る、と高く評価している。
しかし、歴史的に見て無理なものがある、と指摘
する。それは、行基がやまとふうの大仏を作ろうと
苦心しているところで、「ひとり大仏のみならず天
平の仏像に、「民族的形式」をもとめようというの
は、まつたく現実的よりどころのないアナクロニズ
ムだ。民族の名において、厳粛な歴史の所産に加え
られた傲慢な冒涜というほかはない。」と酷評して
いる。これは、奈良時代における「日本的なもの」
の表象、つまりは、国風文化の源泉を天平文化に見
ることに国家主義的な思想を見、それを危険視して
いるのである。北山は、天平文化をアジア文化の中
に位置づけて考えるべきだ、という立場を取る。
対して、脚本Ｂについては、かなり手厳しい批判
を展開している。「戦争とファシズムに奉仕させら
れたために、よし抵抗をそこに蔵したとはいえ、原
作の構想はむざんにもぶちこわされ、作者が、責任
を負わない、と言明したほど、ひどいものになつて
しまつた。」とし、「新協劇団の上演台本として改稿
され、それがいま文庫の採用するところになつた。
改作は多くの人々の協力をえたという事情もあつ
て、部分的にはよくなつているとはいえ、原作のダ
イナミックな構想はずいぶんこわされているように
おもう。戦争とファシズムがそうさせたという一面
もある。
」としている。1940 年に上演されたこの作
品を国家主義に荷担した演劇として、最初から切り
捨てて考えているのである。1940 年といえば、「皇
紀 2600 年」の年に当たり、この脚本はその奉祝芸
能祭に参加する演劇であった。北山はそこを問題視
したのである。
しかし、それは、北山の大きな誤解であった。
⑶脚本Ｂ誕生の背景
雑誌『新潮』に掲載された時は、脚本Ｂには作者
長田秀雄による追記があった。その全文は以下の通
りである。
追記 この作は最初大正八年暮れに書上げ翌九
年四月、雑誌「人間」誌上に発表したものであ
る。当時は古代史の研究も不十分だつたし、作劇

技術も未熟だつたので、発表後作者としても非常
に不満足に思つて度々改作しやうと企図したが遂
に果たせなかつた。それから二十年、今回改作
後、新協劇団で上演する事になりこの二月二日か
ら築地小劇場で演ぜられてゐる。但し今演ぜられ
てゐるのは演出家伊藤道郎君のロマンチシズムを
十分生かすやうに新協演出部で書きなほしたもの
で云はば伊藤君の演出台本にすぎない。その書き
直しを引き受けたのは鈴木英輔、千田是也、松本
克平の三君である。最後にぼくはその演出台本に
ついて何も知らないので責任がない事を明かにし
ておく。
作者
この追記の最後の部分を読めばわかるように、作
者である長田が自分には「責任がない」と主張する
のは、千田是也らが作った「演出台本」
、つまり、
実際に舞台で演じられている上演台本のことであっ
た。これを北山は、脚本Ｂ自体に対する責任回避宣
言だと誤解したのである。
新協劇団は 1934 年に結成されたプロレタリア劇
団で、先述したように長田も創設メンバーの一人で
あった。そこで実際に上演する機会を得て、長田は
喜んで旧稿の改作に取り組んだのである。
長田はこの脚本Ｂについて、
「まだ、まだ、解決
されていない問題が多いが、著者はロマンチジズム
の一点からのみ描こうとした若き日の初稿より、尠
くともすべての点に於て多少の進歩はあったと考え
るものである。」と述懐している 。さらに、続く
文章において、
「大仏開眼を、第一部として、更に
わが国前期封建制の完成を主題とした源氏の勃興を
第二部に描き、第三部に、信長と本願寺の対立を後
期封建制の問題として取上げ、第四部の終結篇とし
て、明治維新の戯曲を書いてみたいのが、現在の著
者の夢想である」と、続編執筆への意欲も見せてい
る。長田は、脚本Ｂを見捨ててはいない。
長田が改稿するに当たってどのような考えを抱い
ていたかについては、同じく新協劇団のメンバーで
あった村山知義が以下のように記している。
聖武天皇に代表される朝廷の主観から見れば、
それは天下の富と威と権とを併せ握つた朝廷が、
日本国民全部に仏の加護を得させようとの仕事で
あつた。しかしそれは 客観的には、政治的中央
集権を精神界においても実現し、物界と精神界の
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支配権を一手に朝廷に握らうとする事業であつ
た。
（中略）過重な租税と賦役によつて疲弊し切
つた農民たちは、更に大きな貢税と賦役に苦しめ
られ、奴隷たちも烈しい労働に肉体を擦りへらさ
なければならなかつた。
国家主義の嵐が吹き荒れる当時の日本において、
こうした基本路線を脚本に反映させるには、検閲に
引っかからない表現方法を模索する必要があった。
よって、脚本Ｂにはいわゆる共産主義的な表現は見
られない。しかし、すでに指摘したように、民衆史
の視点がその根底にあった。
村山によると、この脚本を作り上げるために、劇
団内に「脚本改訂のための委員会」というチームが
結成された。劇団の演出部・文芸部から人選がなさ
れ、各方面のオーソリティーの意見を求めることに
した。そして、
「科学的歴史観」の見地から「可成
り大膽な改訂をした」が、「作者はこころよくこれ
を受け入れ、この改訂に参加した」とする。北山の
見解が誤解であることは、もはや明白である。
では、この「各方面のオーソリティー」とは誰で
あろうか。当時の公演パンフレットに、皆川滉が
「
「大仏開眼」現地報告」という一文を寄せている。
新協劇団としては、各方面の学者や寺院主事者
等に出来るだけ意見を聞き、吾々の仕事の参考に
致した。奈良へは伊藤道郎氏は二回行き、伊藤喜
朔、鈴木英輔、伊藤祐司、橋本欽三の諸氏も奈良
京都まで出かけた。その間、皆んなが直接お目に
かヽつて色々懇切な意見を頂き便を取払つてくれ
た方々は、東大寺では執事の龍松寺住職筒井英俊
師及狭川明俊師、京都では江馬務氏。及森氏（毛
利菊枝さんの御主人）またとくに壬生寺の松浦融
海師にお世話になつた。
このように、様々な人の名前が協力者として挙
がっている 。なお、ここで壬生寺が出てくるの
は、江馬務が「奈良時代の僧衣は律宗の物に近い」
として、壬生寺より僧衣を借りたことを指している。
この脚本Ｂについて、出演者も以下のように述懐
する。
（※村山は）紀元二千六百年奉祝劇を強要され
るや長田秀雄の旧作「大仏開眼」の改作上演を企
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てた。
（中略）
村山は長田秀雄に唯物史観の立場から改作させ
た。日本がはじめて中央集権制を確立し、その威
力を全国津々浦々にまで普及させるために仏教を
利用して奈良に大仏を建立させたという積極的
テーマに力点を置き換えたのである。つまり大仏
は奴隷の労働と一般庶民の困窮の特性によって完
成されたものであったというのだ。この辺の村山
の活躍はまことに鮮やかであった。
（中略）
思うに「大仏開眼」では戦争に突進していた演
劇界で新協・新築地はあらん限りの知恵を振り
絞って抵抗したのだ。たとえば宣伝の狙いを千田
是也ら芸術四兄弟の協力という点においた。演出
は舞踊家で長兄の伊藤道郎、音楽は次兄の伊藤祐
司、装置は三番目の伊藤喜朔、俳優として末弟の
千田是也というわけである。
（中略）
こういうスタッフと企画だったので当時の総理
大臣近衛文麿は近衛家秘蔵の雅楽の衣装五組を特
に貸出してくれ、毎回近衛家の係りが二人出向い
ては衣装の世話をしてくれた。大仏完成の祝いの
渡り廊下を雅楽に合わせてこの衣装をまとった五
人が静々と渡る姿は壮観であった。
脚本Ｂを国家主義への抵抗の産物と見ていること
は、明らかである。これが、紀元二千六百年奉祝祭
の協賛として演じられるのも、最大の、かつ、命が
けの皮肉であった。また、劇団も宣伝方法などでさ
まざまなカモフラージュを行い、それが近衛文麿の
「誤解」にもとづく協力まで引き出している。
しかし、こうした「工作」に、当局は騙されな
かった。治安維持法によって、劇団は起訴されたの
である。
新協劇団は見事に紀元二千六百年奉祝祭を切り
抜けたかに見えた。ところが政府は散々太鼓を叩
かせておいて八月十九日に突如として新協・新築
地劇団員七十数名を一斉検挙した上、強制解散を
命じ、そのうち十四人を牢屋に繋ぎ、懲役二年執
行猶予五年の重刑に処した。
村山知義も、逮捕された一人である。彼は、1931
年から共産党員であった。村山によると、当局は
逮捕理由を以下のように説明した。「この「大仏開
眼」が冒神的であり、また、日本に奴隷がゐたとい
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ふ「虚偽」を描いてゐる、万一、居たとすれば、描
くべからざる真実を描いたことによつて尚一そう悪
い」。何とも不可解な理由であるが、こうして新
協劇団は敗北し、1940 年９月に解散した。
ところで、長田が責任を回避した上演台本とはど
ういうものであったのだろうか。その全容はわから
ないが、出演者は以下のように語る。
ママ

ところで私もこの上演台本には一と役受け持っ
ていた。それはプロローグの十五分ほどのシュプ
レヒコールで、私が書いた。舞台に三段の棚を組
み、それに三十数人の黒衣の僧侶が居並んで、こ
の大仏造営のために全国行脚して募金をして歩い
ている行基僧正の労苦を称え、大仏造営の主旨を
語り合う一シーンを追加したのであった。ところ
が長田先生は「きみ、これは著作権侵害だよ」と
怒ったが我々はあえて強行した。この台本は八月
十九日の一斉検挙で押収されてどこにも残ってい
ない。
こうした「改変」だけではなかろうが、いずれに
せよ、長田は脚本Ｂに全力を傾けたのである。脚本
Ｂは、プロレタリア劇団による国家主義体制への抵
抗の産物であった。本来、北山の研究成果と相性
が良いのは、脚本Ｂのはずであった。北山がこうし
た点に気づいていれば、と残念でならない。
⑷北山の映画『大仏開眼』への要求
さて、脚本Ａを高く評価した北山茂夫は、映画製
作に際して、３つの要求を出した。それは、「奴隷
的境涯に生きた民衆が、どういうかたちで、大仏の
創造に参加したかも、長田の場合よりもずつと徹底
的に考えねばならなかつた」からである。
３つの要求とは、まず、大仏建立の歴史的背景・
支配者の苦悩の存在を明確にすることであった。つ
まり、大仏は爛熟し安定した奈良時代の産物なので
はなく、動揺し人々の不安が溢れる社会だからこ
そ、天皇専制を再構築するために大仏建立が必要と
なったのだ、とするのである。これは、北山の奈良
時代政治史研究の大きな論点の一つであった。
次に、行基は最初から大仏建立に協力的だった、
とする点である。単なる高僧ではなく、政治的に
様々な計算をする僧侶として描く必要があった。
この点については、
「映画の主人公楯戸国人は、行

基の若い弟子として、登場しているところに、すで
に新しい解釈の採用が見出されるようにおもう。」
と、北山は映画を評価している。
最後は、万葉人の恋愛は平安期とは違い、ナイー
ブなものを豊かに保っているという点を描く、とい
うことである。そのために、北山は歌垣のシーンに
こだわった。この点も、「主人公たちの恋の成立の
場となつた森の「歌垣」や市場のシーンは、万葉人
的で、映画だけがいきいきと再現しえた美しい歴史
の雰囲気ではなかろうか。わたくしは、画面の精彩
のうつりゆきにつきうごかされながら、「東歌」の
相聞をこころによみがえらせたのであつた。」と、
映画を評価している。
以上、検討してきたように、北山は映画『大仏開
眼』に関わり、その映像に自分の研究成果を反映さ
せることに成功した。しかし、これは一部の成功で
あった。最初から見えていた対立は、のちに大きな
ものとなっていく。

３：映画『大仏開眼』
⑴原作の改変
今、あらためて映画『大仏開眼』を見ると、長田
脚本（Ａ・Ｂ）との大きな違いを見出す。主題は、
歴史劇から恋愛ドラマへと変更されている。たとえ
ば、脚本Ａ・Ｂに見られた仏師たちの芸術論争は、
完全に消滅している。また、行基や仲麻呂はメイ
ン・ストーリーから外されており、奈良時代を描く
時代劇としては不満が残る仕上がりとなっている。
原作との違いについて、映画のプロデューサー辻
久一は次のように述べる。
映画脚本に、ことごとしく解説をつけたりする
のは、よけいなことのようですが、この脚本は依
拠した原作を改変したり、歴史的事実から意識し
て離れたりしている点が、相当にありますので、
われわれの意図したところを述べて、誤解を避け
たいと思い、二三の心おぼえを、記すことにしま
した。
（中略）
（※長田の二種類の脚本について）われわれ
は、その両方を参酌して、自由な脚本を試みまし
た。その結果、ほとんど原作戯曲のおもかげは、
ここに残っていないかも知れませんが、大仏鋳造
の中心人物として活躍した若き天才の悲恋とその
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死をめぐる清純で激烈なロマンスという、原作者
の意図そのものは、形の変わった中にも、十分表
現し得たと信じています。
辻が「（※大仏開眼供養会の）盛儀は『続日本紀』
に次の如く描かれています。」とするように、彼は
『続日本紀』に目を通しているようである。その史
料に書かれていないこと、史料とは違った描写にし
たことについて、辻は弁明している。たとえば、主
人公を託陁真玉に設定し直したことをあげる。ま
たて どの くに ひと
た、この名前が呼びにくいので、「楯 戸国人」と変
更したことを明記している。
原作の長田脚本（Ａ・Ｂ）が、何度も出版され、
全集などに再録されているからこその、改変への言
及であろう。しかし、これらの改変の中には、歴史
研究者北山茂夫にとって堪えがたいものが含まれて
いた。
⑵衣笠貞之助と歴史映画
映画『大仏開眼』と歴史的事実との乖離について
述べる前に、衣笠貞之助がそれまでに撮った歴史映
画について確認しておこう。
それは、1931 年に撮影された『黎明以前』（松竹
キネマ）という映画である。大仏次郎原作、林長二
郎（のちの長谷川一夫）、月形龍之介出演で、承応
事件を素材とするものであった。承応事件とは、
1652 年に起こった主君を持たない武士たちの反乱
計画で、1651 年に由井正雪らが引き起こした慶安
の変に続く事件であった。つまり、現存の政治体制
への批判を含む内容であり、描き方によっては共産
主義的な色を出すことも可能な題材である。残念な
がら、この映画のフィルムは現存しない。
これを映画化することにした衣笠は、その歴史的
背景を理解するために、一人の歴史研究者を訪ね
た。中央公論社出版部長の服部之総である。衣笠
の訪問との前後は不明ながら、1931 年には、同社
を辞めてプロレタリア科学研究所所員となり、マル
クス主義歴史学研究に専心するようになる。
この服部との出会いを、衣笠は以下のように述懐
している。
服部さんの芝増上寺のお宅をたずね、いろいろ
話をうかがった。農民一揆や年貢の話、浪人の生
活など、いままでフィクションの時代劇をつくっ
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ていたわたしには、たいへん勉強になった。直接
は参考にならないだろうがと言いながら、出版さ
れたばかりの『明治維新史』に署名してくださっ
たことを憶えている。
どうして衣笠が助言者として服部を選んだのか、
誰が二人を引き合わせたのかはわからない。しか
し、衣笠は、すでに戦前から歴史学研究者に教えを
請うた経験を持っていたのである。衣笠は、映画に
「時代考証」の要素を取り入れたハシリであった。
⑶北山の映画評
北山茂夫は、映画『大仏開眼』に大きな不満を
持った。それを以下のように書き残している。
大仏建立が公共の福祉であるという考えを衣笠
氏がいだいており（家永三郎はそういう）
、それ
を口頭で、また長い手紙で“不可”であるといっ
てどんなに反対しても、余の意見をいれなかっ
た。それで衣笠氏は余をいささかうるさいととっ
たようだ。辻久一氏にきくと、やはり永田雅一
（プロデューサー）がそういう考えをもってこの
映画をつくっているという事情があった。大会社
の映画はやはりダメだと痛感した。衣笠氏にもも
はや芸術的良心はなかったのであろう。
映画は底の浅い、メロドラマに近いものになっ
た。失敗であった。それ以後映画には希望をもて
なくなった。衣笠氏との関係もまもなく切れてし
まった。
この文章をいつ北山が書いたのかは不明である
が、前後の内容から推察するに、1970 年ごろのも
のであろうと思われる。映画公開当初には、先述し
たようにその評価点をあげていたにも関わらず、こ
の段階では、映画を酷評している。どうやらその
キーワードは、
「公共の福祉」にあるらしい。
では、北山がなぜ「公共の福祉」という言葉を発
して映画を批判することになったのか、節を改めて
考えていこう。
⑷「公共の福祉」という論点
先述したように北山茂夫は、映画製作に際して条
件を出していた。その１つめが、天皇専制を再構築
するために大仏が必要となったから建立したのだと
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いう前提に立て、ということであった。つまり、
「専制支配の重荷を幾世代もせおつて来た民衆のあ
えぎと苦しみが、豪族らのうごきを媒介にして朝廷
におしおよんでゆき、危機の様相をかもし出した。
天皇政治のたてまえから、それを鎮撫してゆこうと
して、政治以外の、仏の霊験に依ろうとしたところ
に、すなわち矛盾と苦悶の偶像として、天平の大仏
が、創造されたものと考えねばならない。」のであ
る。より平たくいうと、国家は自分のために大仏を
作ったのであり、民衆のために、つまり、「公共の
福祉」のために作ったのではない、ということであ
る。
この「公共の福祉」について、映画プロデュー
サーの辻久一は次のように述べている。
聖武天皇の東大寺建立、大仏建造の目的は、国
家公共の福祉のためであったことは、明らかであ
ります。当時の人々は、学識のある人も、又民衆
も、大仏を信じ敬うことによって、現世の平安を
得ると考えて疑わなかったことも、事実でありま
す。（中略）
単に、天皇家乃至当時の政府の要路者の権勢の
誇示のために行われたものではないことは、天平
十五年聖武天皇の大仏発願の大詔の一語一語によ
く現れています。われわれは、これに対して、こ
とさらな批判的態度をつつしむことにしました。
（中略）
社会一般の平安のために、大仏をつくるという
積極面をあくまで生かすことにして、人民自体
も、はげしい労働のうちに、大仏造立の精神を理
解して協力するという面を強調しました。
辻は、
「公共の福祉」の立場に立つことで、大仏
造営工事などで民衆を苦しめたことが批判の対象か
ら外れると考えていたようである。
辻がこのような考え方を持つに至った背景には、
この映画製作に協力した東大寺がいる。その東大寺
側の認識は明白であった。
不可量不可説不可思議といいながら、こうした
仏陀の大人格を説かんとするのが華厳経でありこ
れを地上世界に表現せんとしたのが東大寺大仏で
ありまして、こんなべらぼうなことを三宝の奴が
どうの国力を損傷したの国民を苦しめたのといつ

てゐるようでは決して造顕の意義、開眼の精神を
理解できるものではありません。
東大寺の立場からは、もっともな見解である。記
かみ つかさ かい うん
者上 司 海雲は、映画の協力者としても名を連ねて
いる。この文章は、明らかに北山たちマルクス主
義歴史学の立場に立つ歴史研究者を批判している。
大映も、東大寺が映画のテーマの当事者であり、ま
た、協力者であることから、この見解に従わざるを
得なかったのであろう。会社と北山との間に挟まっ
た辻は、東大寺への配慮をしつつ、北山への弁解を
綴らねばならなかったのである。
こうして北山は映画に失望し、二度と映画製作に
関わることはなかった。映画製作者たちは、有力な
助言者を永遠に失ってしまったのである。

おわりに
北山茂夫は、映画『大仏開眼』において、
「史実」
の忠実な描写には固執しなかった。もしこだわるな
らば、たとえば、紫香楽宮での大仏建立の失敗や事
故への言及といった史実に反する描写には修正を求
めたであろうし、橘奈良麻呂の官職の間違いにも気
づいたであろう。
問題は、「歴史観の共有」の有無にあったのであ
る。その解決のために、北山は、長田の脚本Ｂを熟
読するべきであったし、その改作の背景についても
知るべきであった。そして、脚本Ｂの存在を楯にし
て、衣笠と対決するべきであった。今、改めて、脚
本Ｂをもとにした『大仏開眼』を見てみたいと思
う。それは、北山論文の映像化となるはずである。
1950年代という時代は、国民的歴史学運動など、
従来の歴史研究のあり方を批判し、政治的実践とし
て研究成果を広く一般に普及させる工夫が模索され
た。その中で、映画というツールが注目されたので
ある。それを理解したからこそ、北山は論文執筆ど
同時並行させて映画製作をサポートした。いわば、
もう一つの論文執筆として、映画製作に関わったの
である。
しかし、そこには、歴史研究者と映画製作者と
の「歴史観の共有」が必要であった。この点におい
て、北山茂夫と衣笠貞之助は決裂し、そして、林屋
辰三郎と溝口健二は共闘した。この二組の差の原因
は、ここにある。
では、未来において、歴史学と映画が再び協働で
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きるのだろうか。その可能性をわたしは信じていき
たい。
謝辞：本稿は、2013 年の日本史研究会６月例会
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◦佐藤忠男 2006『日本映画史 増補版 ２』岩波
書店
だ い ぶ つ さ ま
◦上司海雲編 1952『毘盧舎那仏』、東大寺、便利堂
◦新協劇団 1955『新協劇団二十年 舞台写真と劇
団小史 1934 ─ 1954』
◦辻久一 1952「解説」（八木隆一郎『シナリオ 大
仏開眼』、三笠文庫）
◦平田三治 1952「「大仏開眼」拝観記」『舞台展望』
２巻 10 号
◦松本克平 1990「「大仏開眼」と長田先生」（『悲劇
喜劇』43 巻 12 号）
◦村山知義 1952「解説」（長田秀雄『大仏開眼』、
角川文庫）
◦与那覇潤 2011『中国化する日本─日中「文明の
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衝突」一千年史─』文藝春秋
註
⑴ 『続日本紀』天平勝宝４年（752）４月乙酉条。
⑵ 管見の限り、大仏開眼 1200 年記念事業として
以下のことが行われている。東大寺では、1952
年 10 月 12 日 よ り ８ 日 間 の 大 仏 開 眼 1200 年 法 要
が行われ、同月に記念冊子が発行された（上司海
雲 1952）。一般の記念出版として、５月に小林剛
1952、９月に『図説東大寺』（朝日新聞社）があ
る。また、東京日本橋高島屋では、８月に朝日新
聞社主催で「東大寺名宝展：大仏開眼千二百年記
念」が行われ、その図録『東大寺名宝展図録：大
仏開眼千二百年記念』
（高島屋）には、石田茂作
が展示品解説を執筆している。さらに、後述する
大阪松竹歌劇団レビューもあり、映画製作もこう
した記念事業の一環として行われたことがわかる。
⑶ 映画『大仏開眼』のパンフレットを古書店にて
入手し、参照した。
⑷ 長田秀雄：1885 ～ 1949 年。劇作家。代表作に
『飢渇』などがある。
⑸ 衣笠貞之助：1896 ～ 1982 年。映画監督。代表
作に『雪之丞変化』
、
『地獄門』などがある。
⑹ この他に、風俗考証に江馬務、建築考証に藤原
義一、舞踏指導に伊藤道郎がついた。助監督の中
には、後に様々な時代劇を撮る三隅研次がいた。
⑺ 北山茂夫：1909 ～ 1984 年。日本古代民衆史研
究を専門とする。
⑻ 北山茂夫『中学生歴史文庫 日本史２ 大仏開
眼』（福村書店、1951 年）
。本書の表紙には、後
述する新協劇団の舞台「大仏開眼」の最後のシー
ン（大仏の掌の上でヒロインが踊る様子）の写真
が使われている。
なお、筆者は 2010 年に、岩井忠熊氏、井ヶ田
良治氏より本書が映画の原作であるとのご教示を
受けていた。後述するようにこれは誤解である
が、北山の映画制作への協力が、当時の若手研究
者に強烈な印象を残した、ということであろう。
お二人の書簡が本稿執筆の契機となった。感謝申
し上げます。
⑼ 拙稿 2010。
⑽ 拙稿 1999 では、宮崎駿監督『もののけ姫』（ジ
ブリ、1997 年）と歴史研究者網野善彦の「無縁論」
との関係にも注目した。『もののけ姫』の歴史学
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的分析については、市沢哲2004に詳しい。また、
歴史学研究の立場からの様々な映画の読解は、与
那覇 2011 が展開している。
⑾ 後述するが、映画台本は、以下に示す脚本Ａ・
脚本Ｂとはさらに異なった内容になっている。
⑿ 雑誌『人間』の筆頭編集者は、吉井勇である。
残念ながら、誰がこの号の編集後記を担当したの
かは不明である。
⒀ 長田秀雄『大仏開眼』（新潮社、1921 年）。
⒁ 坪内逍遙編『現代戯曲全集 第十巻 長田秀雄』
（国民図書株式会社、1925 年）。
⒂ 『日本戯曲全集 第 41 捲・現代篇第９輯』（春
陽堂、1928 年）。
⒃ 長田秀雄『大仏開眼』（高田書院、1940 年）。
⒄ 長田秀雄『大仏開眼』（角川文庫、1952 年）。
⒅ 伊藤整等編『現代日本戯曲選集』第四巻（白水
社、1955 年）。
⒆ なお、『続日本紀』は、1897 年に経済雑誌社よ
り刊行されており、その後、1913 年に『国史大
系 六国史』
（経済雑誌社）としても刊行されて
いる（1917 年に再版もされている）。1920 年に脚
本を完成させた長田が、図書館などでこの刊本を
読んでいたとしても不思議ではない。
⒇ 『続日本紀』天平 17 年（745）４月壬子条に、「正
七位下国君麻呂並授外従五位下」と見える。
 『続日本紀』宝亀５年（774）10 月己巳条の卒伝
による。
 『続日本紀』宝亀５年（774）10 月己巳条の卒伝
ぐ がん
おこ
に、「天平年中、聖武皇帝弘 願を発して、盧舎那
の銅像を造らしむ。其の長さ五丈なり。当時の鋳
こう し
工、敢て手を加へる者無し。公麻呂、頗る巧思有
つい

り、竟に其の功を成す。」と見える。
 例えば、ヒロインの名前が葛城若女から葛城郎
女へと変更されている。これも、より当時の女性
名に近いものが選ばれたのであろう。
 『続日本紀』天平勝宝元年（749）12 月丁亥条に
見える詔が、「去辰年」（天平 12 年（740））のこと
として、聖武天皇が智識寺で盧舎那仏を見たこと
について言及する。
 『続日本紀』天平 14 年（742）８月己亥条など。
 小笠原好彦『聖武天皇と紫香楽宮の時代』（新
日本出版社、2002 年）など。
 『続日本紀』天平宝字元年（757）７月戊申条な
ど。

 『続日本紀』天平宝字元年７月庚戌条。
 本稿で指摘した以外にも、宇佐八幡宮呪詛事
件（
『続日書紀』天平勝宝６年（754）11 月甲申条な
ど）も脚本に反映している。
また、脚本Ｂでは主人公たちの恋愛ドラマが希
薄になり、ヒロインの葛城郎女が恋人の死になぜ
狂い踊ることになるのか、説得力にやや欠ける展
開になっている。
 脚本Ａの段階では、長田は『続日本紀』しか見
ていないようであるが、脚本Ｂの段階では、良弁
が不足資材を申請するために解文を執筆するシー
ンを挟み込むなど、「正倉院文書」に関する知識
を持っていると推測される。
 村山知義 1952。
 1940 年当時のパンフレットを古書店にて入手
した。この文化講座について、
「風俗」を江馬務
が、
「漢文化の日本化過程」を和辻哲郎が、
「日本
古代の国語」を金田一京助が、「生活文化」を柳
田国男が、
「芸能史」を折口信夫が、
「万葉文化史
的に見たる」を与謝野晶子が担当することになっ
ているが、「講師に多少の変更あるやも知れず」
と注記されている。
 編著者、出版者未詳で『新協劇団二十年 舞台
写真と劇団小史 1934 ‐ 1954』となっている。
古書店にて現物を入手した。
 松本克平 1990 による。村山 1952 にも、大阪の
北野劇場にて上演されたことが記録されている。
 山本二郎「解説」
（伊藤整他編『現代日本戯曲
選集』第四巻、白水社、1955 年）に、
「東京劇場
で歌舞伎俳優による『大仏開眼』が、村山編輯、
千田是也演出によって上演された」とある。な
お、主演の片岡仁左衛門とは、第 12 代仁左衛門
である。
 上演パンフレット、あやめ池大劇場『大仏開
眼 開眼 1200 年記念芸術祭参加作品』（松竹歌劇
団、1952 年）による。本パンフレットは、大阪府
立図書館中之島が所蔵しており、それを閲覧した。
なお、このレビューについて、平田三治1952、
大鋸時生 1953 が論評をしている。
 筆者が東京神田の古書店で入手した長田秀雄
『大仏開眼』
（新潮社）に新聞の切り抜きが２枚挟
まっていた。掲載誌不明ながら、昭和45年（1970）
10 月にオペラ「大仏開眼」が公演されたことを
報道している（①「音楽評 清水修の大きな飛
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躍 新作オペラ『大仏開眼』、筆者：音楽評論家・
大木正興、掲載紙不明、昭和 45 年 10 月５日のメ
モ書き有り、②「音楽 舞台にエネルギー 創作
オペラ「大仏開眼」 ほしかった現代批判」、筆
者：芸大教授・畑中良輔、掲載紙不明、昭和 45
年 10 月７日の切り抜き）。
切り抜きが挟まっていた本は脚本Ａであるが、
オペラは主人公の名前などから脚本Ｂを元にして
いると判断される。
 北山茂夫「映画「大仏開眼」のことなぞ」（同
著『萬葉の世紀』
、東京大学出版会、1976 年）。
以下の記述・引用は、特に断らない限りは、本書
による。
なお、岩井忠熊氏は、北山と衣笠の出会いを仲
介した人物は絲屋寿雄（1908 ～ 1997 年）ではない
か、とする（2013 年７月 31 日の筆者によるインタ
ビューにて）
。絲屋は、日本史研究会の会員で、
著作に『幸徳秋水伝』（三一書房、1950 年）があ
る。一方で、映画のプロデューサーもしており、
近代映画協会の設立者でもある。
また、岩井氏は、他にも、中世史研究者の清水
三男（1909 ～ 1947 年）が戦前に俳優たちを前に講
演会をしたことがあったなど、当時の日本史研究
者が映画界との接点を持っていたことをご教示下
さった。こうした両者の関係については、また検
討をしていきたい。
 中井宗太郎：1879 ～ 1966年。立命館大学教授。
日本・東洋の美術史研究者である。
 前田一良：1907 ～ 1978 年。日本近世思想史研
究者である。
 林屋辰三郎：1914 ～ 1998年。立命館大学教授。
日本中世芸能史研究者である。
 両論文とも1952年刊行の雑誌に掲載された後、
「大仏開眼記」は、北山茂夫『萬葉の世紀』（東京
大学出版会、1953 年）に、「天平末葉における～」
は、同著『日本古代政治史の研究』
（岩波書店、
1959 年）に収録されている。
 長田秀雄『大仏開眼』（高田書院、1940 年）の
「序」による。
 村山知義：1901 ～ 1977年。新協劇団の指導者。
 村山知義 1952。
 『財団法人日本文化中央連盟主催 皇紀
二千六百年奉祝芸能祭 新協劇団公演 東京後援
会パンフレツト 第二輯 大仏開眼』。これも、
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現物を入手した。
なお、
「森氏」というのは、日本美術史研究者
とおる
の森暢（1903 ～ 1985 年。大阪工業大学教授）のこ



とである。
松本克平1990による。なお、松本は、舞台「大
仏開眼」で橘奈良麻呂を演じた、俳優座所属の俳
優である。
 松本克平 1990。
 村山知義 1952。
 上演台本は現存しないが、上演パンフレット
こう がい
に掲載されている「「大仏開眼」梗 概と解説」に


は、脚本Ｂと若干違う部分がある。これが上演台
本の痕跡を残すものであるかは、別途検討したい。
 松本克平 1990。
 但し、村山や松本のこうした述懐は、戦後に
なったからこその「自己肯定」の可能性が残る。
たとえば、当時の上演パンフレットの伊藤道郎
「雑感」は、かなり国家主義的な内容を含んでい
る。これが当局の目を騙すためのカモフラージュ
であったとしても、劇団員たちが当時においてど
こまで革新的思想に自覚的であったか、は別途検
討しなければならない。
 評価すべき点としては、たとえば風俗考証の工
ら でん そうの く

ご

夫がある。例えば、正倉院御物「螺 鈿 槽 箜 篌 」
（竪琴）の模型が画面に映る。主人公が乗り込む
輿や、椅子を使う当時の風俗描写なども興味深い。
また、飯場での労働者たちの会話が描かれ、脚
本Ｂの民衆史的視点の反映がかすかに残る。
 辻久一 1952。なお、この辻の文章は、実際に
使われた台本にも掲載されている。筆者は、映画
台本の現物を古書店より入手した。
し そう
 服部之総：1901 ～ 1956 年。マルクス主義歴史
学者で日本近代史研究を専門とする。
衣笠貞之助『わが映画の青春 日本映画史の一
側面』
（中公新書、1977 年）
。
 北山茂夫「大仏開眼について」
（
『北山茂夫 遺
文と書簡 ６ 向南山書簡集（下）
』みすず書房、
1986 年）。ここで、「家永三郎は」というのは、
家永三郎「東大寺の創立」
（小林剛 1952）のこと
である。その中で家永は、
「天皇の東大寺造立の
事業が国家公共の福祉を念願する意図の上に立つ
ものであったことは否認すべくもない。」として
いる。
なお、2013 年７月、岩井忠熊氏は筆者のイン
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タビューに答えて、「映画「大仏開眼」公開後
に、北山さんと衣笠監督および日本史関係者が集
まり、百万遍（※京都市左京区）の進々堂で感想
を交換したことがありました。北山さんはその時
に映画との距離を強く感じられていたことを記憶
しています。
」と語った。岩井氏もこの場に同席
していたという。
 北山茂夫「映画「大仏開眼」のことなぞ」（同
著『萬葉の世紀』、東京大学出版会、1976 年）。
 辻久一 1952。なお、映画には、「公共の福祉」

という言葉や、それを類推させる台詞は出てこな
い。
 詳述しないが、映画パンフレットにも、
「聖武
天皇は、平和と統一の祈りをこめて」大仏建立を
発願したとし、それは「同時に民衆の希望でもあ
つた」としている。
 上司海雲 1952。
 上司海雲：1906 ～ 1975 年。東大寺別當。映画
製作当時は、東大寺執事であった。
 辻久一 1952。
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観光資源の類型化と
その特徴に関する研究
─滋賀県長浜市の事例を中心に─

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
わが国では、国家的戦略レベルでの観光に注目が
集まっており、政府による様々な施策が打ち出され
ている。近年では 2006 年 12 月に「観光立国推進法」
や「観光立国推進基本法」が制定され、2008 年に
は観光庁が発足、2012 年には「観光立国推進基本
計画」が閣議決定されている。このように、国家レ
ベルでは観光に注目が集まっているものの、国内観
光に目を向けてみると思うような成果を残せていな
いのが現状である１）。
このような状況について加太（2008）は、「観光」
概念の曖昧さがその要因であると指摘している。加
太は観光立国推進基本法に関して、「観光の定義が
記述されておらず、国は観光政策を何を枠組みにし
て行おうとしているのかが不明瞭なままである」と
指摘している（加太、2008：29）。加太が指摘した
ように、観光関連の用語についてはその捉え方はさ
まざまであり、混乱が起きているといえる（片岡、
2009）
。そのため、観光関連の用語について定義づ
けを行うことは、地域の実情に沿った施策や活動を
行うためには必要であると考えられる。
以上の内容を踏まえ、本稿では、観光関連の用語
について定義づけを行ったうえで調査対象地である
滋賀県長浜市の事例についてみていく。まず観光関
連の主要な用語について先行研究をもとに定義づけ
を行い、その上で長浜市中心部の観光資源について
具体的にみていく。先行研究によると、長浜市中
心部における観光資源は㈱黒壁がその中心である
と述べられているものが多い（高田、1994；西郷、
1996；矢部、2001、2010；稲葉、2004；垣内・林、
2005；實、2008；鳥居、2008）。しかしながら、同
市には中心部をはじめとして、郊外においても多く
の観光資源を有しており、それらの資源について明
らかにすることがここでの主要な目的である。
本稿の構成は次の通りである。第２章では、先行
研究を基に、観光関連の主要な用語についての定義
づけを行う。ここでは、その中でも特に観光資源に
注目し、類型化を行うことで事例についての考察視
点を提示する。第３章では、長浜市中心部には㈱黒
壁以外にもどのような観光資源が存在しているのか
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を提示し、それらの現状について把握する。第４章
では、前章で提示した観光資源についてのまとめと
課題および今後の展望について述べる。

２．先行研究の概観
２．
１「観光」概念の定義
ここでは、観光概念に関する先行研究のレビュー
を行い、本研究における観光概念についての確認を
行う。観光概念の定義についてみていく際によく用
いられるのが、観光政策審議会による定義である。
この定義によると、
「観光とは自己の自由時間（＝
余暇）の中で、鑑賞、知識、体験、活動、休養、参
加、精神の鼓舞等、生活の変化を求める人間の基
本的欲求を充足するための行為（＝レクリエーショ
ン）のうち、日常生活圏を離れて異なった自然、文
化等の環境のもとで行おうとする一連の行動をい
う」と述べられている（内閣総理大臣官房審議室
編、1970：13）
。足羽（1997）はこの定義が最も一般
的でわかりやすく、権威のあるものであるとしてい
る。その他にも観光概念については、研究者によっ
てさまざまな定義がなされているが、その多くがこ
の定義と共通する要素を含んでいる。以下、それら
の共通要素についてみていくことにする。
観光政策審議会と研究者の観光概念に関する定義
において共通する要素は、大きく⑴自己の自由時間
（= 余暇）、⑵日常生活圏を離れて行うさまざまな活
動、⑶生活の変化を求める人間基本的欲求を充足す
るための行為、の３つに分類することができる。ま
ず、
「自己の自由時間」である（小谷、1994；玉村、
1997；原、2004；中尾、2012）
。これは、
「生活時間
から睡眠・食事など生活するうえで必要な時間、仕
事・学業・家事いった社会生活するうえで必要な時
間、それに通勤・通学の時間を除いた時間であっ
て余暇と呼ばれることも多い」ものである（玉村、
1997：１）
。このように、自己の自由時間は一般的
な表現でいえば「余暇」と同義であるといえる。次
に、「日常生活圏を離れて行うさまざまな活動」で
ある（玉村、1997；原、2004；敷田、2009；中尾、
2012）
。これは、
「通勤・通学・買い物など日常生活
するうえで行動する圏外への移動であるから、旅行
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だけでなく日帰りの行楽も当然含む」ものである
（玉村、1997）。このような活動は普段の生活におい
て活動する範囲よりも外部に出て行うものであり、
その期間については問題にされていない。そして、
「生活の変化を求める人間基本的欲求を充足するた
めの行為」である（小谷、1994；玉村、1997；北川、
2001；田中、2008）。これは、「日常生活圏外で求め
る休養、鑑賞、知識、体験、スポーツといった欲
求」であり、これらは様々な情報によって触発され
ることが多いとされている（玉村、1997）。
これらの先行研究をもとに、本研究における観光
概念を次のように措定しておく。観光とは、「各々
の自由裁量時間を使用し、日常生活圏から離れた地
域において自己の欲求を満たすための行為」であ
る。この場合、自由裁量時間とは本人が自分の意思
で使用できる時間のことであり、日常生活圏外から
離れた地域とは、地域コミュニティや仕事場といっ
た場所から離れた地域のことを指す。そして自己の
欲求を満たす行為とは、そのような地域において自
分自身が求める活動を行うことである。
２．
２観光事業と観光産業
観光事業と観光産業は、それぞれ「観光」を基に
して生まれた概念であるが、それらの概念について
の研究は少なく、両者が混同されて用いられている
ケースが多い（小谷、1994、1997；田中、2008）。
そのため、ここでは、観光事業と観光産業の概念に
ついて先行研究のレビューを行い、本研究のコンテ
クストに沿った形でそれらの概念を措定することに
する。
２．
２．１観光事業と観光産業の位置づけ
小谷（1994）は、観光事業と観光産業の位置づけ
について次のように述べている。「観光事業はその
事業効果を高めるための政策手段（観光政策）を講
じることが主な役割であり、観光産業はその政策に
応じて民間企業として観光事業に参入し、事業展開
を図っていくという関係にある」。このように、観
光事業は政策的な意味合いを持つのに対し、観光
産業は民間の営利を目的とした具体的な活動を指
すものであるといえる（小谷、1994、1997；岡本、
2001；田中、2008）。

２．
２．
２観光事業の定義
観光事業は、もともと世界大戦後の西ヨーロッパ
における戦後経済の復興政策の中において、外客誘
致による外貨獲得効果に着目して生まれた概念であ
る（小谷、1997）。観光事業の担い手としては、政
府や地方自治体、観光を可能にする民間企業（観光
産業）、また、それ以外にもボランティア・ガイド
などでホスピタリティの担い手になる地方住民や公
益団体などのアクターといったものが挙げられる
（小谷、1994）
。そして、これらのアクターが観光立
国推進基本法やその他の観光関連の法律に従い、観
光促進を行うことが観光事業である。小谷（1994）
や田中（2008）は観光事業について、「観光の効用を
高めると共に、その経済的・社会的・文化的な諸効
果を合目的に促進することを目的とした組織的な活
動の総体」であると定義づけている。ちなみに観光
事業では国が行う場合と地方自治体が行う場合とで
はその目的が異なる。国が行う場合は国民経済的効
果（外貨獲得）をあげることであり、地方自治体が
行う場合は地域経済効果にあるとされている（小谷、
1994）
。ここでは、地域における観光を対象として
いるため、観光事業の目的は地域経済効果にある。
２．
２．
３観光産業の定義
一般的には、観光産業は、「需要の一部に観光需
要を含む産業分野の総称」であるとされている（稲
垣、1997；吉田、2005）。しかしながら、観光産業
２）
には統一的な定義は存在しない（吉田、2005：81）
。
また、観光産業の範囲については研究者によってさ
まざまな類型が提示されているため、本項ではそれ
らの先行研究を基に考察を行う。
多くの先行研究では、観光産業の基礎をなすも
の と し て 交 通 業、 旅 行 業、 宿 泊 業 を 挙 げ て い る
（ 小 谷、1994； 稲 垣、1997； 吉 田、2005； 中 尾、
2012）。交通業とは、「鉄道、道路交通、航空、海
上・湖・河川交通の分野に展開する」ものである。
旅行業とは、「旅行者と運輸機関や宿泊施設との間
にあって、運送や宿泊の『代理』
『媒介』
『取次』を
行ったり、旅行者のために案内・相談・手続代行を
したりする事業」である。そして宿泊業とは、「ホ
テル、旅館、民宿、ペンション、山小屋等多岐にわ
たり、公的なものとしても国民宿舎、ユースホステ
ル、簡易保険センター等があるが、代表的なものは
ホテル、旅館である」
（吉田、2005：80）
。
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そのほかにも観光に関連する産業として土産物
業や小売業、飲食業といったものが挙げられる（小
谷、1994；吉田、2005；中尾、2012）。これらの先
行研究をもとに、ここでの観光産業および観光関連
産業の範囲について措定しておくことにする。
ここでは、観光産業を前述したような交通業、旅
行業、宿泊業のほかに、飲食・土産物業、レクリ
エーション・娯楽業、教化・観覧施設といったもの
も含めることにする（小谷、1994）。
表２．
１観光産業の分類
観光産業の形態
旅行業

具体例
旅行業務／旅行代理店業務／ツアーコン
ダクター（添乗）／ガイドサービスなど
交通業
鉄道／航空／船舶／バス／タクシー／レ
ンタカーなど
宿泊業
ホテル／旅館／ペンション／民宿／貸し
別荘業など
飲食・土産物業
レストラン／各種食堂／土産物店など
レ ク リ エ ー シ ョ スキー場／ゴルフ場／テニス場／テーマ
ン・娯楽業
パークなど
教化・観覧施設
動物園／植物園／水族館／博物館／美術
館／民俗資料館など
※当該表は、小谷（1994：92）をもとに筆者が作成。

２．
３観光資源の概念定義とその分類
観 光 資 源 の 語 源 は、 政 府 の 観 光 政 策 の 中 に
“resources of tourism”の和訳として用いられたの
がその始まりであるとされている（須田、2003）。
ここでは、観光資源に関する先行研究のレビューを
行い、観光資源の概念定義とその分類についてみて
いくことにする。
先行研究をみてみると、観光資源は、⑴潜在的な
有用性を示すもの、⑵観光客を引きつけることがで
きるもの、⑶観光の対象となるもの、といった要因
が挙げられている（足羽、1997；山村、1997；細野、
2004）
。これらの先行研究を踏まえ、ここでは観光
資源を、「観光客を引きつけるだけの潜在的な有用
性を備えており、かつ、観光対象としての性質を備
えているもの」と措定する。ここで、「観光客を引
きつけるだけの潜在的な有用性」と「観光対象とし
ての性質」を併記したのは以下の理由による。例え
ば、ある地域にしか生息しない自然環境があるとす
る（潜在的な有用性）。しかしながら、その自然環
境だけでは観光客を引きつけることができない。そ
の自然環境はメディアや口コミなどの媒体を通し
て、外部にアピールし、相手が観光対象として認識
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し、実際に足を運ぶことで初めて観光資源になるの
である。次に、観光資源の分類についてみていくこ
とにする。
観光資源の分類としては、大きく自然資源と人文
資源に分類されているものが多い（小谷、1994；山
村、1997；天野、1998；原田、2001；細野、2004；
３）
。また、それ以外にも自然資源と人
溝尾、2009）
文資源が複合した複合資源という分類も存在して
いる（奈良、1994；須田、2003）。「自然観光資源」
は、山岳、高原、原野、湿原といった有形自然資源
と気象（暖かさ、涼しさ）といった無形自然資源に
分類される。
「人文観光資源」は、史跡、寺社、城
跡・城郭、庭園などの有形人文資源と生活、民俗、
雰囲気、技術などの無形文化資源に分類される。さ
らに、複合資源は、自然資源と人文資源が複合した
ものであり、大都市、農山漁村、郷土景観、自然景
観といったものが挙げられる。しかしながら、須田
（2003）は自然資源─有形・無形、人文資源─有形・
無形、という上記の分類に複数の観光資源がまと
まってひとつの観光資源になったものとしての「総
合観光資源」、自然観光資源・歴史文化観光資源の
両資源にわたる総合観光資源である「複合観光資
源」というカテゴリーを加えた枠組みを提示してい
る４）。この枠組みによって、観光資源をより適切に
分類できると考えられるため、本稿では、この須田
の枠組みを用いることにする。

３．長浜市に点在する観光資源
本章では、長浜市に点在する観光資源についてみ
ていくことにする。なお、ここでは㈱黒壁、長浜御
坊大通寺、長浜鉄道スクエア（旧長浜駅舎、長浜鉄
道文化会館、北陸線電化記念館）、慶雲館・長浜盆
梅展、曳山祭・曳山博物館、長浜城歴史博物館、長
浜六瓢箪めぐり（神照寺、長浜八幡宮、知善院、舎
那院、豊国神社、総持寺）、長浜出世まつり（長浜
きもの大園遊会、長浜きもの大學、火縄銃大会、豊
公まつり、アートインナガハマ）など代表的なもの
のみ取り上げることにする。
㈱黒壁
㈱黒壁は、伝統的建築物保存のための市民運動を
契機として誕生した。長浜市の中心部（現黒壁スク
エア）には、明治時代に第百三十銀行長浜支店とし
て建てられ、その外壁が黒漆喰であることから「黒
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表２．２観光資源の分類
有形観光資源
自然観光資源

◦温泉
◦海（岸）、河川（湖沼）、山岳（高原）
◦動植物（植物、動（生）物）
◦天体（星）
歴史文化観光資源 ◦建造物
◦史跡（遺跡、城郭、古墳）
◦美術工芸（陶磁器、絵画、彫刻（仏
像）、古文書など）
◦有形民俗文化財
複合観光資源

無形観光資源
総合観光資源
◦自 然現象（不知火、蜃気楼、オー ◦自 然公園（国立公園、国定公園、
ロラ）
府県立自然公園）
◦気象（雪・雨・四季）
◦動物園、植物園、水族館
◦風光
◦無形文化財
（音楽、
技術、
民話、
能楽、 ◦神社寺院（庭園）
◦美術館、博物館（記念館）
演劇）
◦無形民俗文化財
◦テーマパーク
◦都市、農村（景観）
◦リゾート

※当該表は、須田（2003：49）を基に筆者が作成。

壁銀行」や「大手の黒壁」と呼ばれていた建物が存
在している。当時、この建物は、長浜キリスト教会
として使用されていたが、駐車場がないことや信者
の不足といった事情から新しい教会を設立するこ
とになり、建物の売却問題が起こったのである５）。
この問題に対し、後に㈱黒壁設立当初において社長
を務めることになる長谷定雄や笹原司朗、伊藤光
男を中心とするグループが建物の買い取り運動を
行ったのである。その後、建物を買い取り、長浜市
が 4,000 万円、民間８社が 9,000 万円の出資を行って
１億 4,000 万円の資本金を集め、第三セクター方式
の㈱黒壁が設立されることになった。
㈱黒壁が行っている事業としては、⑴国内ガラス
工芸品の展示販売、⑵海外アートガラスの輸入、蒐
集、展示販売、⑶ガラス工房の運営、オリジナルガ
ラスの制作販売、⑷食堂喫茶の運営、⑸ガラス文化
に関する調査研究、イベントの企画運営、⑹まちづ
くり文化についての情報や資料の収集や提供事業、
⑺国際交流に関する業務（関連会社バイリンガル
ジャパン）
、⑻旅行業、⑼酒類の販売、などがある
（黒壁ＨＰより）。次に、㈱黒壁の特徴について先行
研究や聞き取りによって得られたデータを基に述べ
ていくことにする。
西郷（1996）は、㈱黒壁が多くの観光客を引きつ
けることができた要因として⑴人的資源、⑵コンセ
プトづくり、⑶経営上の工夫、の３点を挙げてい
る。まず、
「人的資源」であるが、㈱黒壁の経営の
中核を担っているのは、以前からまちづくりに関す
る研究会活動を行っていた人たちである。また、従
業員として、地元の高学歴の女性を積極的に採用し
て、女性の感性をガラス事業に生かしたという点も
指摘されている。次に、「コンセプトづくり」であ
る。㈱黒壁の設立に関わった初期メンバーは、当

時、日本ではまだマイナーであった「ガラス」に目
を付け、ガラスの本場であるイタリアへと出向き、
そのレベルの高さや品質などについて研究や分析を
行った。また、国内においても小樽の北一ガラスが
自身の持つ工房でガラス製品を製作しているのを参
考にして長浜でも実演販売という形で工房を作り、
徐々にガラス事業を展開していけるように整備を
進めたのである。さらに、接客マナーについても
ディズニーランドの赤本を参考にし、「他人から見
てカッコいい接客マナー」を実現するようにと女性
従業員への教育も徹底して行われた６）。最後に「経
営上の工夫」である。これについては、①高額商品
は、財産として購入し、陳列するために市民有志か
らの資金援助を受けた、②経営者は無給、③第三セ
クターへの天下りの排除、④第三セクターという条
件から宣伝には新聞報道を積極的に活用した、⑤工
芸教室やその他の活動を通して市民や地元商店街と
の連携につとめた、などを指摘している。
㈱黒壁は、西郷が指摘したような特徴を備えてお
り、数多くの観光客を呼び込んではきたが、近年で
はその集客力に陰りが出てきている。そこで、2013
年２月 20 日に臨時株主総会と取締役会（16 名）を開
き、大阪市の経営コンサルタント会社、㈱コーポ
レート・ソリューション・マネージメントの代表取
締役である弓削一幸氏が㈱黒壁の代表取締役社長を
兼務することを決定した。社長就任の取締役会で提
示された改革方針である「黒壁ルネッサンス」で
は、黒壁美術館の廃止、指定管理事業への参入、㈱
新長浜計画の吸収などこれまでの経営方針とは異
なった方策が打ち出されている７）。
長浜御坊大通寺と馬酔木展
長浜御坊大通寺（以下、大通寺とする）建立の契
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機は、戦国時代にまで遡る。本願寺顕如・教如と織
田信長が戦ったとされる石山合戦において、湖北地
方の門徒たちは、湖北 10 ヵ寺を中心に本願寺側に
つき、信長と戦った。その際、長浜町の有力者であ
る町年寄が相談のために集まる場所として「総会
所」を設立した。これが大通寺のはじまりであると
されている（特別展『長浜大通寺の精華』実行委員
会、2002）。
また、大通寺の境内には多くの指定文化財が所
在している。重要文化財の建造物である本堂（明暦
３年・1657 年）、広間・附玄関（江戸時代前期）、含
山軒および蘭亭庭園（江戸時代）
、市指定の建造物
である台所門（天正 16 年・1588 年）、山門・附山廊
（江戸時代）
、庫裡（天和２年・1682 年）、鐘楼（延宝
３年・1675 年）、太鼓楼（19 世紀前期）、渡廊（18 世
紀後期）
、新御座（大正元年・1912 年）、宝蔵（明和
２年・1765 年）
、そして市指定の名勝である学問所
庭園（江戸時代）がある（滋賀県長浜市教育委員会、
2012）。
この大通寺で行われているイベントが馬酔木展で
あるが、それは、表参道商店街の人々が大通寺にも
人の目を向けさせようとして行われるようになった
イベントである。このイベントは 1989 年に始めら
れ、現在に至るまで継続して行われている８）。
長浜鉄道スクエア
長浜鉄道スクエアとは、旧長浜駅舎、長浜鉄道文
化館、北陸線電化記念館の３施設の総称である。
旧長浜駅舎は敦賀線（北陸線）の起点駅として、ま
た長浜─大津間の鉄道連絡船の駅として 1882 年に
完成した駅である。その後、1889 年に東海道線新
橋─神戸間が全通したため、鉄道連絡船が廃止され
た。さらに 1903 年、現在の長浜駅の場所に新しい
駅舎が完成したため、旧駅舎は廃止されることに
なったのである。その後、1958 年に現存する最古
の駅として「鉄道記念物」に指定され、現在に至っ
ている。
長浜鉄道文化館は、現存する日本最古の駅舎・旧
長浜駅舎を文化財として保存し、長浜の鉄道文化を
後世に伝えるための資料館として 2000 年にオープ
ンした施設である。ここでは、長浜駅の鉄道史の紹
介や、日本初の鉄道連絡船に関する資料や鉄道の模
型車両などが展示されている９）。
また、北陸線電化記念館では、北陸トンネルを
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走っていた D51 型蒸気機関車や ED70 型交流電気機
関車などが展示されている。
慶雲館と長浜盆梅展
慶雲館は、明治天皇の長浜への行幸を契機に建造
された。明治天皇の行幸に関する情報を聞きつけた
長浜の豪商・浅見又蔵が、自身の土地に休憩所を
建てようと私財を投じて完成させたのである 10）。現
在、慶雲館は観光施設として一般公開されている 11）。
また慶雲館では、1952 年からはじまった「長浜盆
梅展」の会場にもなっている。
盆梅展は、1951 年に浅井町鍛冶屋（現長浜市）の
高山七蔵が、「より多くの人に見ていただき、喜ん
でもらえれば」と 40 鉢の盆梅を市に寄贈したこと
にはじまる（滋賀県文化振興事業団、2012）
。市は、
この盆梅を観光に生かそうと長浜観光協会（1950 年
設立）と共催で、1952 年に第１回目の盆梅展を開催
したのである。このイベントは、現在に至るまで継
続して行われており、長浜市の「冬の名物」となっ
ている 12）。
長浜曳山祭と曳山博物館
長浜曳山祭とは、曳山と呼ばれる山車の舞台上で
子供歌舞伎が行われる祭のことである。この祭は毎
年４月の上旬から中旬にかけて行われており、大勢
の観光客が訪れていることでも知られている。この
祭の起源は、長浜城主となった豊臣秀吉が自身の男
子の出産を祝って振る舞った砂金をもとに、町民が
山車をつくり、城下を曳き回したのが始まりである
と伝えられている（長浜市、1993）。「子供による歌
舞伎演目の披露」がこの祭の大きな特徴である。子
供たちは３月下旬から４月の祭本番までの約３週
間、振付師による指導を受けるのである。
次に、曳山祭に象徴される町衆文化の継承や、山
車の保存、曳山祭をまちの活性化につなげるために
建設された曳山博物館についてみていくことにする。
曳山博物館の建設が提唱され始めたのは、昭和
50 年代に入ってからである。当時、中心市街地へ
の居住者や来街者の減少に伴い、長浜市のシンボル
である曳山祭の運営にも影響が出始めていた。その
ため、長浜青年会議所が祭の伝承の総合的な機関と
して博物館を建設し、十三の山組を中心として祭と
いう地域の財産を伝えていくという趣旨ものと「曳
山博物館構想」を提唱したのである。その後、紆余
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曲折を経て、2000 年に曳山博物館 13）のオープンを
迎えることになった。この、曳山博物館を管理して
いるのが公益財団法人長浜曳山文化協会であるが、
同協会は、もともと曳山祭の保存団体である「長浜
曳山祭保存会」であり、2012 年に財団法人化した
組織である。資本金は 5,000 万円（長浜市が 100 ％出
資）であり、職員数は６人、役員数は理事 15 人、評
議員 21 人、監事２人で構成されている。事業は公
益目的事業と収益事業に大別され、前者は、長浜曳
山祭の伝承並びに曳山博物館における展示及び運営
等を行う事業、後者は①レストラン及びミュージア
ムショップによる販売事業、②伝承スタジオ、会議
室、和室、事務室等の賃貸事業に分類され、業務が
行われている 14）。
市立長浜城歴史博物館
市立長浜城歴史博物館（以下、長浜城歴史博物館
とする）の建築は、1980 年に神照町に南久ちりめん
㈱を構える長谷久次社長（当時）と、京都市に本社
を置く長谷㈱の長谷定雄氏が１億 5,000 万円の寄付
を行ったことにはじまる（長浜市、1993）。彼らは、
長浜市に民俗資料館を建設する構想があるという情
報を聞きつけ、「できることならば城型の博物館を
建設してほしい」と寄付を申し出たのである。この
出来事が報道されると企業や個人の寄付が市役所
に寄せられるようになり、有識者会議が何度も行
われ、同年６月に７人の発起人の下、長浜城天守
閣募金委員会が発足した 15）。募金活動の結果、４億
3,000 万円が集まり、火縄銃や藩札、槍といった展
示品も寄付された。また、寄付では足りない分の建
設費については、市が建設省の補助金を得ることで
解決した。そして、３年後の 1983 年に長浜城歴史
博物館としてのスタートを切ることになったのであ

る。
事業としては定期的に展示物を変更したりするほ
か、地域に根ざした学習機会を提供できるようにと
1985 年に長浜城歴史博物館友の会を発足させ、生
涯学習の場を提供している。
長浜六瓢箪めぐり
長浜六瓢箪めぐりとは、長浜市に点在する六つの
古社寺をめぐり、御祈祷済の瓢箪を購入する行いの
ことである 16）。この行いは、長浜城主であった豊臣
秀吉が合戦の旗印として千成瓢箪を掲げ、戦いに勝
つ度に腰につけた瓢箪を加えていき、のちに天下を
治めたことがはじまりであるとされている。瓢箪を
六つ揃えると無病（六瓢）息災の効果があると伝え
られている。
長浜出世まつり
長浜出世まつりとは、1983 年、長浜城が 400 年振
りに再興されたことを記念して始まったイベントで
ある。このイベントは、着物を着た女性たちがまち
なかを練り歩く長浜きもの大園遊会や、着物を身近
に感じてもらえるようにと設立された長浜きもの大
學、その他にも芸術祭であるアートインナガハマな
ど様々な催しが一年を通して行われている。

４．結語
本稿では、観光関連の主要な用語の定義づけを行
い、主として滋賀県長浜市中心部に点在する観光資
源について概観してきた。ここでは、それらを須田
（2003）の枠組みに沿った形で整理したうえで、今
後の展望について若干触れておきたい。
表４．１は、前章で述べた長浜市の観光資源を須
田（2003）の観光資源の枠組みに沿った形で整理し

表４．１長浜市における観光資源の類型
有形観光資源
自然観光資源
歴史文化観光資源

無形観光資源

㈱黒壁
子ども歌舞伎（= 曳山祭）
長浜鉄道スクエア
（= 旧長浜駅舎、長浜鉄道文化
館、北陸線電化記念館）
慶雲館
大通寺
六 古 社 寺（ 神 照 寺、 長 浜 八 幡
宮、知善院、舎那院、豊国神社、
総持寺）
山車

総合観光資源
曳山博物館
長浜城歴史博物館
曳山祭
馬酔木展
盆梅展
六瓢箪

複合観光資源
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たものである。
表４．１から、主として長浜市中心部における観
光資源は、⑴歴史文化観光資源─有形観光資源、⑵
歴史文化観光資源─無形観光資源、⑶歴史文化観光
資源─総合観光資源という３つのカテゴリーに分類
することができる 17）。
まず、「歴史文化観光資源─有形観光資源」につ
いてみていく。ここのカテゴリーで「建造物」にあ
てはまるのが㈱黒壁、長浜鉄道スクエア（旧長浜駅
舎）
、慶雲館、大通寺、六古社寺である。また、「美
術工芸」では長浜鉄道スクエア（長浜鉄道文化館、
北陸線電化記念館）や、慶雲館、大通寺に所蔵さ
れている絵画や彫刻（仏像）といったものが該当す
る。次に、
「歴史文化観光資源─無形観光資源」に
ついてみていく。ここでは、長浜曳山祭で上演され
ている子ども歌舞伎が該当する。曳山祭は、山車と
いう歴史文化観光資源（「建造物」に該当）と、子ど
も歌舞伎という無形観光資源（＝「能楽・演劇」に
該当）にあてはまるといえる。そして、「総合観光
資源─歴史文化観光資源」には、曳山博物館、長浜
城歴史博物館、長浜曳山祭、馬酔木展、長浜盆梅
展、六瓢箪が該当する。曳山博物館や長浜城歴史博
物館は観光資源（＝「歴史文化観光資源」に該当）
をまとめて一堂に陳列している（＝「総合観光資
源」に該当）ため、これにあてはまるといえる。ま
た、長浜曳山祭、馬酔木展、長浜盆梅展、六瓢箪に
関しても保管やイベントが開催される場所が歴史文
化観光資源の「建造物」に、イベント性については
無形観光資源にそれぞれ該当するため、このカテゴ
リーにあてはまるといえる。
ここまで、主として長浜市中心部に点在する観光
資源の類型化を試みてきた。長浜市に関する先行研
究では、㈱黒壁を中心とした記述がなされているも
のが多いが、同市には、㈱黒壁以外にもさまざまな
観光資源が存在しており、いくつかの問題点も抱え
ていることが明らかになった。それは、イベントの
マンネリ化やそれぞれの観光資源の連携不足という
点である。前者の事例としては、きもの大園遊会が
挙げられる。2013 年 10 月に行われたこのイベント
では歴代最少となる参加者（658 人）となり、イベン
トスタイルの維持か見直しかという問題に直面し
ている 18）。また、観光資源の連携についても、市内
14 ヵ所の指定観光スポットのうち、５施設を選び
1,000 円で入館できる長浜浪漫パスポートといった
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取り組みがなされているものの、市中心部の観光資
源が中心であり、郊外の観光資源との連繋は少ない
のが現状である 19）。
このような問題に対し、今後は地域外部からさま
ざまなアイディアを取り入れるためのネットワーク
の形成と市中心部の観光資源と郊外の観光資源との
さらなる緊密な連携を実現させることが必要である
といえよう。
注
１）2012 年度版の『観光白書』によれば、「国内に
おける旅行消費額の推移」は、2005 年では 28.7 兆
円であったのが 2009 年には 25.5 兆円へと 3.2 兆円
減少している。また同書での「日本人の国内観光
旅行による１人当たりの宿泊数の推移」に関して
も、
2006年には2.74泊であったのが2010年には2.12
泊と 0.52 泊減少しており、観光を取り巻く現状は
厳しいことがわかる（観光庁、2012：1、３）
。
２）例 え ば、 田 中（2008）は、「 人 々 の 観 光 行 動 に
対して、財およびサービスをもって対応する営
利を目的としたホスピタリティ産業（hospitality
industry）の総称」としている。
３）ここでは、山村の自然観光資源と人文観光資源
という語を用いる。その他、天野は、
「地域自然
観光資源」と「地域文化観光資源」
、原田・溝尾・
細野は「自然資源」と「人文資源」
、小谷は「自
然景観資源」と「人文景観資源」という表現を
使っている。
４）須田の分類では、「自然観光資源」は「自然資
源」であり、
「歴史文化資源」は「人文資源」に
該当する。また、須田は、総合観光資源について
自然観光資源・歴史文化観光資源の両資源にわた
るものであると述べているが、ここでは、自然観
光資源と歴史文化観光資源だけでなく、有形観光
資源と無形観光資源の組み合わせについても総合
観光資源と捉えることにする。
５）当時の売却額は 9,300 万円であった（2011 年２月
８日、㈱黒壁常務取締役伊藤光男氏への聞き取り
による）
。
６）2011 年２月８日、伊藤氏への聞き取りによる。
７）弓削氏は、改革方針として「ガラス文化復興」
などを掲げ、黒壁美術館を廃止し、フレンチレス
トランに変えることや、黒壁６号館「青い鳥」の
ギャラリー化、ガラス体験教室の規模拡大など収
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益性に課題があるとされている建物のリノベー
ションを盛り込んでいる（滋賀夕刊、2013 年２月
27 日）。
８）馬酔木展の入込客数は、2007 年で 12,690 人であ
る（長浜市、2009：21）。
９）そ の 他 に も 子 供 向 け の お も ち ゃ や 絵 本 コ ー
ナー、現在の長浜駅周辺を模したＨＯゲージの鉄
道模型運転コーナーなどが設置されている。
10）慶雲館という名称は、当時の総理大臣伊藤博
文が命名したとされている（長浜みーな協会、
1997）。また、建設費は１万円、建設期間は 1886
年 11 月３日から翌年の２月 21 日であった（長浜
みーな協会、1997）。
11）慶雲館の一般公開は、2004 年７月から行われて
いる（滋賀県観光情報ＨＰ参照）。
12）
「長浜市中心市街地活性化基本計画」によれば、
2007 年の入込客数は 81,627 人である。
13）曳山博物館は「創造し発展する地域博物館」と
いうコンセプトのもと、①子ども歌舞伎や曳山文
化の拠点として曳山祭の永続的な発展に役立つ施
設、②地域の文化を紹介し、多様な情報の収集発
信ができる施設、③誰もが主体的に参加・交流で
き、新たな文化を育む施設、④繰り返し訪れるこ
とができる博物館、⑤常に新しいものが付加さ
れ、博物館としての魅力が増進しつづける博物
館、という位置づけを行っている（長浜みーな協
会、2000）。また、施設の構成は、①工芸の粋と
しての曳山展示室、②芸能の魅力を引き出す子供
歌舞伎ホール、③街なか文化としての曳山祭その
ものを知らせる展示資料室、④交流の場としての
出会いの場、からなっている（長浜みーな協会、
2000）。
14）2010 年度事業報告書によれば、総収入は 2008 年
度 70,279,000 円、2009年度78,995,000 円、2010 年
度 60,440,000 円となっている。また、総入館者数
は 38,259 人であった（2010 年度）。
15）委員会の発起人は次の通りである。石居良造商
工会議所会頭、小倉彦一郎観光協会長、片野喜代
志連合自治会長、森新太郎市議会議長、野村甚吉
市議会副議長、樋口松太郎工業会長、村崎章一教
育委員長、の７人である（肩書は当時のもの）。
16）６つの古社寺とは、神照寺、長浜八幡宮、知善
院、舎那院、豊国神社、総持寺のことである。
17）この分類に当てはまらないものとしては「長浜

出世まつり」がある。
18）滋賀夕刊、2013 年 10 月 20 日。
19）長浜浪漫パスポートに記載されている指定観光
スポットは、長浜城歴史博物館、長浜鉄道スクエ
ア、慶雲館、今重屋敷・能舞館、海洋堂フィギュ
アミュージアム黒壁、曳山博物館、長浜別院・大
通寺、ヤンマーミュージアム、国友鉄砲の里資料
館、浅井歴史民俗資料館、五先賢の館、小谷城戦
国歴史資料館、高月観音の里歴史民俗資料館、戦
国大河きのもと館の 14 ヵ所である。また、同パ
スポートによって、特典や割引が受けられるエリ
アは①長浜城エリア、②黒壁・駅前エリア、③大
通寺エリア、④駅前通南エリア、⑤広域エリア、
に分かれている（長浜浪漫パスポート2013年版）
。
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観光資源の類型化とその特徴に関する研究

Comment
濱崎

一志

人間文化学部地域文化学科教授

本論文は、これまで明確にされていなかった観光
の概念を改めて明らかにし、観光関連の用語の定義
について考察し、次いでこうした定義に則り滋賀県
長浜市の中心市街地における観光資源の分析を試み
たものである。
まず、観光、観光産業、観光事業、観光資源など
の既往の概念定義を丹念に探り、分類の枠組みを確
定し、観光資源の類型化をおこなったものである。
次に長浜の中心市街地を対象とし、代表的な観光資
源を抽出し、分類をおこなっている。さらに丁寧に
分類した観光資源について展望を述べた労作である。
ただ、長浜の観光資源から長い歴史の中で町なみ
景観を構成してきた骨格ともいうべき、水路網、道

路網、伝統的建造物群などが欠落している。個性的
な点在する観光資源の活用は地域の活性化には不可
欠なことであるが、伝統的な町なみは長浜の歴史的
環境を構成するとともに、観光資源でもあり、その
背景を構成するものでもある。また、町中の思わぬ
ところで交差する水路なども、湖岸の低湿地に立地
する長浜の自然地形を活かし、人々が長い営みの中
で排水、舟運、用水などの目的で形成してきたもの
であり、自然資源と人文資源が複合した複合観光資
源に分類できるものではなかろうか。観光資源とし
ての町家の活用なども視野に入れた、幅広い展開が
期待される。
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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

５．
２ 交通手段
調査では「あなたは、つぎの移動手段を、どの
ぐらいつかいますか」という質問を設け、「自家用
車・バイク」「路線バス」「ＪＲ飯田線」「医療バス・
福祉バス」
「ＮＰＯタクシー」のそれぞれについ
て、
「週に１度以上」「月に１度以上」「半年に１度
以上」「それ以下・つかわない」からひとつずつ選
んでもらった。その結果が図５－５である。
自家用車・バイクは７割が「週に１度以上」使う
と回答した。公共交通機関が充実していない佐久間
町にあっては、こうした自家用車やバイクが主たる
移動手段になっているのが明らかである。
公共交通機関のうち、路線バスは、町内には遠鉄
バスと浜松市の自主運行バスがある１。いずれも幹
線道路（国道 152 号、473 号）を主に走っており、山
あいに点在する集落間をつないでいるわけではな
い。また本数も少なく、利便性が高いとは決してい
えない。こうした現状を反映して、調査回答者の路
線バス利用率はきわめて低い。「週に１度以上」使
うと答えたのは１％に満たなかった。「月に１度以
上」を含めても 2.6 ％である。
それに対してＪＲ飯田線は利用率が高い２。飯田
線は駅間距離が短く、町内の移動という点では利便
性が高いし、路線バスよりも本数は多い。調査回答
者の飯田線利用率は、「週に１度以上」利用すると
答えたのは 3.6 ％と少ないが、「月に１度以上」をあ
わせると 15.8 ％、
「半年に１度以上」利用すると答
えたのは 44.6 ％に上る。

図５－５
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とはいえ、総じて公共交通機関は、集落間の連絡
や町中心部と各集落の行き来などの町内移動の面か
らみると、決して利便性が高いとはいえない。そこ
で佐久間町は合併以前から、町中心部に集まる病
院や福祉施設に通うために「医療バス・福祉バス」
を町営で無料運行してきた ３。その利用率は、「週
に１度以上」利用する人が 2.3 ％、「月に１度以上」
をあわせる 15.0 ％、「半年に１度以上」を含めると
18.6 ％に上る。
しかし医療・福祉バスは路線が決まっており、各
集落の中心部までは行っても各家までは行かない。
町内には、急傾斜地に建っており公道に接していな
い家が少なくない。そのため高齢者にとっては、バ
ス停との行き来だけでも大きな負担となることがあ
る。また運行本数も少なく、利便性が高いとは決し
ていえない。
こうした状況を補完していたのが民間タクシー
だったが、2000 年代に入って、町内に１社あった
タクシー会社が廃業した。そのためタクシーを利用
するには隣の水窪町や愛知県東栄町から呼ぶしかな
くなった。時間も費用もかさむことから町内にはタ
クシーの復活を求める声が強かった。
そこで 2007 年８月から町内唯一の特定非営利活
動法人である「ＮＰＯがんばらまいか佐久間」が
「過疎地有償運送事業」としてタクシー（
「ＮＰＯタ
４
クシー」）の運行を開始した 。調査回答者のうち、
ＮＰＯタクシーを「週に１度以上」利用すると答え
たのは 1.8 ％と多くないが、「月に１度以上」を含め

交通手段の利用率
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ると 8.3 ％、「半年に１度以上」を含めると 12.2 ％が
利用すると答えている。利用者は年齢の面などで偏
りがあるとみられるが、それについては以下で立ち
入って検討してみよう。
⑴ 自家用車・バイク
自家用車・バイクの利用率（半年に１度も運転し
ない、あるいは運転できない人を除いた割合）は
83.6 ％に上りきわめて高いという点は先に確認し
た。ただ運転できる人には属性上の偏りがあること
は容易に推測できよう。
まず男女別にみると、男性は 90.4 ％が運転できる
に対して、女性は 77.5 ％で差がある（カイ二乗検定
の結果１％水準で有意差あり）。年齢による差はさ
らに大きい（同前）
。50 歳未満は 95.7 ％、50 歳以上
65 歳未満は 96.5 ％が運転できるのに対して、65 歳
以上 75 歳未満は 91.8 ％、75 歳以上となると 61.0 ％
と大きく下がる。
図５－６は性別と年代ごとに運転する割合を示し
たものだが、75 歳以上の男性は 75.5 ％、同じ年代
の女性は 49.2 ％しか運転しない。
⑵ 公共交通機関
公共交通機関のうち、ＪＲ飯田線と路線バスの利
用率を検討する（図５－７）。ここでいう利用率と
は月に１度以上利用する人の割合を指す。ＪＲ飯田
線の利用率は 15.8 ％、路線バスは 2.6 ％である。
ＪＲ飯田線の利用率は、男女で大きな差はない。
それに対して年齢による差は大きい。20 歳以上 50
歳未満は7.2％、50歳以上65歳未満は4.7％と低いが、
65 歳以上 75 歳未満は 13.3 ％、75 歳以上では 30.0 ％
に上る。
居住地区による差も統計的に有意にみられる。利
用率が最も高かったのは城西地区で 21.2 ％、次いで
浦川地区が 20.4 ％、佐久間地区は 12.8 ％だった。そ

図５－６

性別×年代×自家用車・バイクの利用率

れに対して山香地区は利用率がゼロだった。これは
飯田線が山香地区を通っていないことを反映した結
果といってよいだろう。
同居者の有無と利用率の関連をみたところ、明確
な差がみられた。同居者がいる人は 12.8 ％しか飯田
線を利用していないが、独居者は 27.2 ％も利用して
いる。また自家用車・バイクを運転できるかどうか
と飯田線の利用率の間には明確な差がみられた。運
転できる人は 9.8 ％しか使わないのに対して、運転
しない人の利用率は 48.4 ％に上っており、交通弱者
にとって飯田線がきわめて有力な移動手段となって
いることがうかがえる。
⑶ 医療・福祉バスとＮＰＯタクシー
医 療・ 福 祉 バ ス は 利 用 経 験 率（
「半年に１度以
上」使った人の割合）が 18.7 ％、ＮＰＯタクシーは
12.2 ％である。以下、それぞれ社会的属性ごとにど
のような偏りがあるかをみていこう（図５－８）
。
まず医療・福祉バスは男性の利用経験率が 12.3 ％
なのに対して女性は 25.5 ％で、２倍近い開きがある
（カイ二乗検定の結果１％水準で有意）
。年齢別にみ
ると、
50歳未満は2.9％、
50歳以上65歳未満でも4.7％
しか使ったことがないのに対して、65 歳以上 75 歳
未満では 15.3 ％、75 歳以上では 41.2 ％が利用経験あ
りということで非常に大きな差がある（同前）
。
居住集落による違いも顕著で（同前）
、
「低地・中
心」集落の居住者の利用経験率は 13.5 ％、「低地・
周 辺 」 は 10.0 ％ だ が、「 山 間・ 中 高 度 」 に な る と
32.8 ％、最も不便な「山間・高地」では 36.0 ％に上
る。興味深いことに、地区別にみると、利用経験率
に統計的に有意な差はなく、地区にそれほど関係な
く全町的に利用されていることがうかがえる。
同居者がいるか独居かで利用経験率に差はない。
ただ自分が車やバイクを運転できるかどうかで利用
経験率に差がある（同前）。自分で運転する人の利

図５－７

公共交通機関の利用率（月に１回以上利用する割合）
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用経験率は 13.3 ％だが、運転しない人は 48.4 ％にの
ぼり、大きな開きがある。
次にＮＰＯタクシーの利用経験率をみてみよう。
性別で差はないが、年代別の差はきわめて明確であ
る（カイ二乗検定の結果１％水準で有意）。50 歳未
満が 1.4 ％しか使ったことがなく、50 歳以上 65 歳未
満でも 3.5 ％、65 歳以上 75 歳未満でさえ 6.1 ％の利
用経験率だが、75 歳以上では 30.5 ％に上っており、
ＮＰＯタクシーが後期高齢者の足として活用されて
いることがうかがえる。
また居住集落による利用経験率の差も顕著であ
る（同前）。「低地・周辺」集落の居住者では利用経
験率が 3.3 ％、
「低地・中心」集落では 10.0 ％だが、
「山間・中高度」集落になると 21.3 ％、「山間・高地」
集落では 26.5 ％に及んでいる。医療・福祉バスと同
様に、ＮＰＯタクシーの利用経験は地区別の差はな
い。つまり全町的に利用があるということである。
同居者の有無はやはりＮＰＯタクシーの利用経験
率に統計的に有意な違いをもたらしている。同居
者がいる人では利用経験率が 9.8 ％だが、独居者は
22.5 ％である。また自分で車・バイクを運転できる
人の場合、利用経験率が 7.3 ％だが、運転できない
人では 37.1 ％に上る。
以上をまとめると、福祉目的で運行される交通機
関を利用するのは、男性より女性、若年層より高年
層、相対的に地理的に好条件な集落の住民より条件
不利の集落の住民、同居者がいる人よりも独居者、
自分で運転できない人、という特徴がみえてくる。

図５－８
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６．社会的ネットワーク
「限界」化が進む地域にあっては、住民同士のつ
ながりや自治活動が非常に重要になる。そこで本節
では日常的な付き合い（パーソナルネットワーク、
近隣関係）について検討する。
６．
１ パーソナルネットワーク
パーソナルネットワークは、「あなたが、つぎの
ようなおつきあいをする方は、何人くらいでしょう
か。また、その方のお住まいまで、どのくらいの
時間がかかりますか」という質問から特定した。
「つきあい」項目は、
「病気のときの身のまわりの世
話」
「買いものなど日常の用事」
「個人的な悩みごと
の相談」「気晴らしにいっしょに出かける、おしゃ
べりをする」の４つであり、それぞれについて距離
別（
「同居・敷地内」
「30 分未満」
「30 分～１時間未
満」「１時間～２時間未満」「２時間以上」）に当該
サポートを提供してくれる人が何人いるか特定した。
⑴ サポートの人数
図６－１は属性・居住別にみた日常生活の援助お
よび相談ネットワークの人数である。女性よりも男
性、高齢層よりも若年層のネットワーク人数が多
い。また、離死別経験者のネットワークは小さい。
これらの傾向は、その他の調査でも概ね見られるも
のである。
学歴および居住集落については山村独特の特徴が
みられる。このようなネットワーク調査では、高学
歴の人ほどネットワークが豊富だ、という結果にな
るのが通例である（中尾 2002 など）
。しかし、今回
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の調査では、大学・大学院卒の人のネットワークは
中学校卒と同じく、一番小さい。佐久間町のような
山村では、高学歴を獲得した人の多くは離郷してし
まう。そのため、高学歴層は同類結合の可能性が低
くなり、ネットワークが小さくなるのである。
居住集落別にみると、人口の少ない「山間・高
地」集落において、日常生活、相談いずれのネッ
トワークサイズも一番大きくなっている。「山間・
高地」集落のネットワークの充実は、当該集落の生
活の厳しさを反映したものであろう。生活が厳しい
分、互助的な関係が形成されているのである。

図６－１

確認する限りにおいて、
「山間・高地」集落はサ
ポートネットワークに恵まれている。しかしその一
方で孤立のリスクも高い。この原因は、
「山間・高
地」集落の集落としての凝集性の強さに求められる。
互助的規範の強い「山間・高地」集落では、協同
（共同）的な結びつきは強い。その一方で、規範か
らの逸脱は、狭い集落からの離脱につながり、容易
に孤立に転じてしまう。ネットワークデータから得
られる２つの分析結果は、「山間・高地」集落の正
の側面と負の側面を表しているのである。
学歴については、ネットワークサイズと同様に高
学歴の孤立傾向が見られた。高学歴を得た後に山村
に留まる人びとは、サポートに恵まれないうえに孤
立のリスクも高い。彼ら／彼女らの人的資源をどの
ように活かすかというのは山村社会の課題である。

日常生活の援助、相談ネットワークの人数

⑵ 孤立者の諸相
次に、日常生活および相談相手のネットワークが
０人と答えた人を孤立者とみなし、その比率を属性
および居住集落ごとに出してみた（図６－２）。こ
れを見ると、ネットワーク人数とかなり異なる傾
向がみられる。ネットワーク人数の多かった、男
性、未婚者、
「山間・高地」集落居住者は、豊富な
サポートネットワークと裏腹に孤立の傾向が強い。
このうち男性については、その他の孤立研究でもた
びたび論じられることである（石田 2011）。一方、
未婚者と「山間・高地」集落の孤立からは山村にお
ける問題が垣間見える。
旧来的な規範の残りがちな山村では、イエを通じ
た近隣社会への参加という傾向が根強く残ってい
る。つまり、結婚の社会的包摂の役割が強いのであ
る。そのため、山村社会において未婚者は地域に包
摂されず孤立する傾向があるのである。若年層同士
の出会いの確率が縮小されてゆく山村において、未
婚者の孤立問題は一層深刻になるだろう。
「山間・高地」集落の結果も興味深い。データで

図６－２

日常生活の援助の相手、相談相手のいない人（％）

６．
２ 近隣関係
近隣関係は、「あなたはふだん近所の人とどの程
度のつきあいをしていますか」という質問に対し、
「つきあいはない」
「あいさつする程度の人がいる」
「立ち話をする程度の人がいる」
「お互いに訪問しあ
う人がいる」の選択肢を提示して回答してもらった。
度数分布をみると、
「つきあいはない」1.6 ％、
「あ
いさつする程度の人がいる」9.6 ％、
「立ち話をする
程度の人がいる」36.8 ％、「お互いに訪問しあう人
がいる」50.0 ％、NA ／ DK2.1 ％となっている。過
半数の人が「お互いに訪問しあう人がいる」と答
え、「あいさつをする程度」まで含めると９割弱の
人が入る。近所付き合いはきわめて活発だといえよ
う。
近所付き合いについて「互いに訪問しあう」と回
答した人の比率を属性・居住別にみてみると（図６
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－３）
、未婚者と若年者の比率が顕著に少ない。若
い人たちは、家々を訪問するほど近隣のネットワー
クに包摂されていないことがわかる。それ以外の項
目は、サポートネットワークの質問ほど大きな差は
みられなかった。学歴の高い人も相互に訪問してい
る人は多く、条件不利地域の居住者の交流も活発で
ある。

図６－３ 「互いに訪問しあう」と回答した人の比率

７．政治的ネットワーク
日常生活において困ったことや相談ごとがあると
き、権力資源を多く保有する有力者とのネットワー
クの有無は重要である。とりわけ自ら解決できない
問題を地域や行政で解決するにはこのネットワーク
の保有状況が決定的に重要となる。地域の「限界」
化が進行して村落スケールの共同社会が弱体化する

図７－１
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ところではなおさらである。
調査では「あなたには、つぎのお知りあい（話を
することがあるくらい、よく知っている人）がいま
すか」という質問を設け、地域の有力者や政治家と
して、「自治会の役員」「民生委員」「市の課長以上
の役職者」
「市議会の議員」
「佐久間地域協議会の委
員」
「天竜区の地域協議会の委員」
「県議会の議員」
「国会議員」の８つを挙げてそれぞれネットワーク
の保有状況を尋ねた。
まずその回答結果で「知り合いあり」の割合が多
い順に並べたのが図７－１である。「自治会役員」
は知り合いありの割合が最も高く、４人に３人がい
ると答えていたが、４分の１は知り合いがいないと
いうことでもある。次いで「民生委員」も半数強が
知り合いありという結果である。「市議会議員」は
４人に１人程度しかおらず、「佐久間地域協議会の
委員」は５人に１人程度である。「市の課長以上の
役職者」となると１割強だった。
一般に地理的なスケールが上位の組織ほどネット
ワークが希薄（村落より町レベル、町より市レベル
のほうが知り合いが少ない）と考えられそうだが、
必ずしもそうなっているわけではないようである。
ただ、
「市議会議員」を佐久間町選出の市議（１人
いる）
、
「市の課長以上」を佐久間地域自治センター
（市の出先機関）の役職者と考えれば、それなりに
地理的スケール上整序された（村落より町レベル、

知り合い「あり」の割合
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表７－１
自治会役員
性 男性
別 女性

80.4%
69.3%

*

知り合い「あり」の割合

民生委員

市の課長
以上

48.7%

19.6%

56.8%

7.3%

**

市議会議員
34.9%
19.3%

**

佐久間
地域協委員
28.0%
14.1%

**

天竜区
地域協委員
6.9%
2.1%

20-49歳

62.3%

37.7%

26.1%

26.1%

24.6%

8.7%

年 50-64歳
齢 65-74歳

80.2%

45.3%

19.8%

31.4%

22.1%

3.5%

**

62.6%

**

8.1%

**

6.3%

5.3%

3.1%

4.2%

2.3%

3.5%

1.4%

31.3%

26.3%

4.0%

7.1%

6.1%

75歳以上

69.9%

59.3%

6.5%

22.0%

14.6%

3.3%

7.3%

6.6%

無職

79.3%

56.5%

8.7%

23.4%

18.5%

2.7%

7.1%

6.0%

27.0%

4.8%

6.3%

23.4%

10.9%

職 経営・役員・自営
業 常雇

85.9%

*

県議会議員 国会議員

76.2%

57.1%

14.3%

75.0%

37.5%

29.7%

**

38.1%
39.1%

*

6.3%
1.6%

非常雇

69.7%

54.5%

18.2%

27.3%

24.2%

6.1%

3.0%

6.1%

200万円未満

71.0%

53.8%

7.5%

20.4%

14.0%

3.2%

8.6%

5.4%

80.9%

52.2%

10.3%

4.4%

3.7%

5.1%

10.6%

8.5%

10.6%

6.6%

1.6%

世
帯 200-399万円
収 400-599万円
入
600万円以上

70.2%

46.8%

23.4%

80.3%

55.7%

29.5%

**

24.3%
40.4%
45.9%

**

23.5%
29.8%
32.8%

*

注：＊ｐ＜ .05、＊＊ｐ＜ .01

町より市レベルのほうが知り合いが多い）結果に
なっているとも解釈できる。
社会的属性別に「知り合いあり」の割合をみる
と、
「自治会役員」は女性より男性、若年層より高
年層のほうが割合が高い（表７－１）
。ただし年齢
別では 65 ～ 74 歳の層が知り合いありの割合が最も
高く、75 歳以上になると知り合いありの割合が下
がる。「民生委員」の知り合いの有無も年齢によっ
て異なり、「自治会役員」と同様に65 ～ 74歳をピー
クとする関連が確認できる。
「市の課長以上」も女性より男性のほうが知り合
いありの割合が高いが、年齢別にみると「自治会役
員」
「民生委員」とは傾向が異なる。知り合いあり
の割合が最も高いのは 50 歳未満で、年齢が上がる
につれて知り合いありの割合は減る。職業別にみる
と、常雇と非常雇という現役層が知り合いありの割
合が高く、無職層が低い。世帯収入との関連は顕著
で、所得階層が上がるにつれて知り合いありの割合
が増える傾向がみられる。
それに対して「市議会議員」はまた異なる関連が
みられる。女性よりも男性のほうが知り合いありの
割合が高いという点は変わらないが、年齢との有意
な関連はみられない。職業別にみると常雇層と経
営・自営層は知り合いありの割合が高く、無職層と
非常雇層は低い。世帯収入との関連は「市の課長以

上」と同じ傾向を示しており、所得階層が高いほど
知り合いありの割合が増える傾向にある。
「佐久間地域協議会の委員」もやはり男性のほう
が知り合いありの割合が高い。年齢、職業との有意
な関連はみられなかった。世帯収入との関連は「市
の課長以上」「市議」と同じく所得階層が高いほう
が知り合いありの割合が高い。
「天竜区地域協議会の委員」は知り合いありの割
合が全体で５％に満たず、女性より男性のほうが知
り合いがいる傾向はうかがえる。それ以外の属性上
の関連は見いだせなかった。
同様に知り合いありの割合が低かった「県議」
「国会議員」はここでみた属性との有意な関連は検
出されなかった。
以上から示唆されるように、政治的ネットワーク
の保有状況には属性上かなり偏りがある。そうした
点を明らかにするため、上でみた８項目の知り合い
の有無を単純加算して（
「あり」＝１点、
「なし」＝
０点として加算し、０～８点とした）、その得点の
平均を属性ごとに求めた。その結果が図７－２であ
る。女性よりも男性のほうがネットワーク資源の保
有量が多い。年齢別では、年齢が上がるにつれて保
有数も多くなり、65 ～ 74 歳をピークとして 75 歳以
上では下がるという関連がみられるが、統計上有意
な差ではなかった。職業別でも、経営・自営層と常
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雇層が相対的に保有数が多かったが、これも統計的
に有意な差ではなかった。世帯収入との関連は顕著
で、所得階層が上がるにつれて保有数が多くなると
いう関連がみられた。

注：＊ｐ＜ .05、＊＊ｐ＜ .01
図７－２ 政治的ネットワーク資源の平均保有数

８．地域への愛着
８．
１ 「地域」の重層性
郷土愛や地域への愛着というとき、その「郷土」
や「地域」とはどこか。従来はたいてい集落や基礎
自治体や旧藩など局地的な世界が暗黙裡に想定され
た。しかしそれは体制変動や行政区域の改変によっ
て歴史的・社会的に変化しうるものである。
近年の地理学では、構築主義的な発想を採り入れ
て「地域」を重層的に捉えようとする傾向が強い。
そこにおいて、かかる可変性と重層性を捉えるため
に有益なのが「スケール」という概念である５。
今日の日本において、地理的スケール、あるいは
そうした重層的な「地域」の編成は以前にも増して
複雑なものとなっている。ここでは市町村合併とい
う事態を考えてみよう。1990 年代末から 2000 年に
かけてのいわゆる「平成の大合併」によって基礎自
治体の地理的範域は劇的に改変された。市町村合併
は行政区域の統廃合であって地理的にいえば領域の
再編成だが、スケールの視点からみると、従来のス
ケール編成に新たなスケールが付け加わったという
ことができる。領域的ガバナンスの地理的スケール
は、たとえば以前は「集落（近世村に由来する「明
治の大合併」以前のむら）」─「地区（「明治の大合
併」で生まれた行政村）」─「旧市町村（「昭和の大
合併」で生まれ「平成の大合併」で消えた町村）」
という編成だった。これに「大合併」によって新
たに「新市町村（
「平成の大合併」で生まれた市町
村）
」というスケールが加わったということになる。
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我々が調査対象とした佐久間町も「平成の大合
併」で消滅した基礎自治体であり、上述の領域的ガ
バナンスのスケール的再編成を経験した地域であ
る。佐久間町（
「平成の大合併」のなかで生まれた
新しい浜松市）において事態はさらに複雑である。
佐久間町が浜松市に編入合併されたうえに、浜松
市は自治体内分権を進めるために、市内に７つの
行政区を設置した。佐久間町は旧天竜市、旧春野
町、旧水窪町、旧龍山村とともにそのひとつ「天
竜区」に含まれることになった。つまり佐久間町
地域において「地域」というとき、それは「集落
（自治区）
」─「地区（
「昭和の大合併」前の旧４町
村）
」─「旧佐久間町（
「平成の大合併」以前の基礎
自治体）
」─「天竜区」─「合併で生まれた新しい
浜松市」という重層的なスケール編成が少なくとも
想定されることになる６。
話を戻すと、こうした重層化した「地域」を念頭
に置くとき、郷土愛や地域への愛着も当然重層的な
ものとなるだろう。そして個々人の心象や認知にお
いてそれぞれの「地域」には当然濃淡の差が生じる
というのは容易に想像できる。そこで我々の質問紙
調査では、こうした「地域」の重層性を前提とし
て、それぞれの「地域」への愛着を測定することと
した。
８．
２ 郷土愛の認知地理
調査では「あなたはつぎの地域に、どれだけ愛着
を感じていますか」という質問文を設けて、選択肢
として「あなたのお住まいの集落」
（以下、集落）
、
「あなたのお住まいの地区（浦川、佐久間、山香、
城西）
」
（以下、地区）
、
「佐久間町」
、
「天竜区」
、
「浜
松市」
、
「三遠南信地方」
（以下、三遠南信）
、
「静岡県」
（以下の分析では除外）の７つを挙げて、それぞれ
に愛着を「感じる」「やや感じる」「あまり感じな
い」「感じない」の４つから１つずつ選んでもらっ
た。この回答の単純集計と基礎統計量からみてゆこ
う。図８－１は回答の分布と平均点を示したもので
ある。ここでいう平均点とはそれぞれの回答に得点
を割り当てて（
「感じる」＝４点、
「やや感じる」＝
３点、
「あまり感じない」＝２点、
「感じない」＝１
点）
、その平均を求めたものである。
愛着を「感じる」と「やや感じる」をあわせる
と、「集落」は８割以上が愛着をもつとしている。
「地区」も同程度の愛着がみられる。
「佐久間町」は
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やや落ちるが、それでも７割強が愛着をもつと回答
した。だがこれよりも上位の地理的スケールになる
と愛着ありの割合が大きく減る。「天竜区」は４割
程度しか愛着をもつと答えておらず、過半数は愛着
がないという。合併後の新しい基礎自治体である
「浜松市」もそれと同じぐらい愛着をもつ人の割合
が低い。「三遠南信」についてはさらに愛着ありの
割合は低く３割を切る。
このように回答の分布を確認しただけでも明らか
だが、平均点をみると地理的スケールが上がるにつ
れて点数は下がるという傾向、すなわち身近な地理
的世界ほど愛着は強く、地理的広がりをもつほど愛
着は薄まるという関連がみられるといってよいだろ
う。
ではこうしたそれぞれの「地域」への愛着は個々
人によってどのような違いがあるのだろうか。ここ
では性別や年齢階層といった社会的な属性による
違い（社会学的要因）とその人の空間的な移動の範
囲、すなわち行動圏による違い（地理学的要因）の
ふたつを想定しよう。以下ではそれぞれの「地域」
についてこの両者の主な範疇ごとに違いをみてゆく。
⑴「集落」
集落は景観上の家々のまとまりであるばかりでな
く、さまざまな社会関係が蓄えられた社会的なまと
まりである。地域住民組織（自治会）の範域が重な
ることも多く、佐久間町時代には「自治区」として

行政上制度化されて、住民自治だけでなく団体自治
を部分的に担う役割も果たしてきた。それゆえ「集
落」あるいは「自治区」は今なお地域的まとまりの
基層的単位として住民に観念されているといってよ
いだろう。
こうした「集落」は上述のように回答者の８割が
愛着をもつと答えた。では社会的属性と空間移動の
違いごとにどのような差異がみられるか。それぞれ
の愛着の平均点との差を示したのが図８－２であ
る。いずれも統計的に有意な差は検出されず、集団
ごとの違いは明確にはみられなかった。
それゆえここで示された愛着の強弱はあくまでも
参考程度にみられるものであるが、それを前提に、
それぞれの違いがどのようにあるのかをみてみよ
う。まず男女差はほとんどない。年齢別にみると若
年層と高齢層は愛着が弱く、中年層は愛着が強いと
いう傾向はうかがえる。学歴による差も小さいが、
中卒層は愛着が弱く、高卒以上になると愛着が強い
という傾向がみられる。職業（従業形態）別では無
職層と非常雇層は愛着が弱く、経営層と常雇層は愛
着が強い。収入階層別にみると年間の世帯収入が
200 万円未満の低所得層は愛着が弱く、それ以上の
層は強い。以上からは社会的に有利な立場にいるほ
うが集落への愛着が強く、弱い立場ほど愛着は弱い
といってよいだろう。空間移動の面からみても、比
較的利便性の高い低地集落に住む層で愛着が弱く、
不便な山間集落に住む層で愛着が強いという傾向が

注：平均点は「感じる」＝４点、「やや感じる」＝３点、「あまり感じない」＝２点、「感じない」＝１点を割り当てたときの値（NA/
DK は除外して計算）
。
図８－１ それぞれの「地域」への愛着
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みられる。
⑵「地区」
佐久間町には浦川（旧浦川町）、佐久間（旧佐久間
村）
、山香（旧山香村）、城西（旧城西村）という４つ
の地区がある。この「地区」への愛着についても
「集落」と同様、社会的属性、空間移動の違いをみ
たが、いずれも統計上有意な差は検出されなかった
（図８－３）。ただ参考までにいえば、居住地区別に
みると城西地区の居住者は地区への愛着が強く、佐
久間、山香は弱いという傾向がみられる。

注：いずれも統計的な有意差なし。

注：＊ｐ＜ .05
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⑶「佐久間町」
2005 年の合併で消えた「佐久間町」も７割以上
が愛着をもつと答えていた。統計的に有意な差がみ
られたのは居住地区による愛着の違いである。城西
地区の居住者は「佐久間町」に愛着が強く、浦川地
区の居住者は弱い。佐久間地区の居住者はやや強
く、山香地区の居住者は平均程度だった。そのほか
の違いは統計的には意味があるとはいえない。町内
生まれや町内で仕事をしている、あるいは町内で買
い物をしたり病院に通ったりという地理的な要因で
も「町」への愛着との目立った関連はみられなかっ
た（図８－４）
。

図８－２ 「集落」への愛着（全体平均との差）

図８－３ 「地区」への愛着（全体平均との差）
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⑷「天竜区」
上述のとおり天竜区は浜松市への編入合併のあと
新しい浜松市が指定都市に昇格し自治体内分権とし
て行政区を設置して市内の区域ごとのガバナンスの
一部をそこに担わせることにしたものである。
さてこうした新しい人工的な行政区域でありガバ
ナンスのスケールである天竜区は、旧佐久間町民に
とって、どの程度愛着の対象となっているのだろう
か。回答の単純集計では、集落・地区・町という既
存の「地域」に対して天竜区への愛着は著しく少な
い。愛着があるとしたのは４割に満たなかった。
社会的属性ごとにみると、まず男女で回答の差は

注：＊＊ｐ＜ .01

注：＊＊ｐ＜ .01、＊ｐ＜ .05

みられなかった。年齢別にみると「50 ～ 74 歳」の
層で愛着ありの割合が突出して高い。また学歴によ
る違いでも中卒層は愛着が弱く、高卒以上は愛着が
強いという統計的に有意な差がみられる。仕事によ
る違いは、常雇と非常雇のいずれも無職や経営者層
に比べて愛着が強いという傾向がうかがえる。収入
階層別でみると高所得層ほど愛着が強いという傾向
がみられる。
地理的な要因に関しては統計的に有意な差はみら
れなかった。そのうえでいえば、居住地区では浦川
地区の居住者の愛着が低いのに対して城西地区の居
住者は愛着が強い。従業地をみるとやはり「天竜区

図８－４ 「佐久間町」への愛着（全体平均との差）

図８－５ 「天竜区」への愛着（全体平均との差）
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内」従業層は天竜区への愛着はほかに比べて強い。
しかし日用品購買圏や通院圏ではそうした違いはみ
られなかった（図８－５）。
⑸「浜松市」
ここでいう「浜松市」は 2005 年７月の 12 市町村
合併で生まれた新しい基礎自治体を指す。この「地
域」に愛着をもつとしたのは回答者の４割に満たな
かった。合併後の基礎自治体が住民の観念上、愛着
の対象としての「地域」となっていないことがうか
がえる。
「浜松市」への愛着の強弱に男女差はほぼなかっ
た。年齢階層別にみると、統計的に有意な差がみら
れた。すなわち「50 ～ 64 歳」の中年層で突出して
愛着が高いのに対して若年層やそれ以上の層、とく
に「75 歳以上」の高年層では愛着が著しく弱い。
学歴による統計上有意な差はみられなかった。職業
（従業形態）での違いも同様である。収入階層別に
みると統計的に有意な差がみられた。年収「200 万
円未満」の低所得層は愛着が弱く、それ以上の層は
相対的に愛着が強い。
空間移動の観点からみると、居住するところや出
生地での違いはなかった。従業地別にみても浜松市
内に勤めるからといって愛着が強いというわけでは
ない。日用品購買圏をみると浜松市内で買い物する
層はたしかにほかの層に比べて「浜松市」への愛着
が強いといえるが、統計上有意な差ではなかった。
有意差がみられたのは通院圏である。浜松市内に通

注：＊＊ｐ＜ .01、＊ｐ＜ .05
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院する層はほかに比べて「浜松市」への愛着が抜き
ん出て高い（図８－６）
。
⑹「三遠南信」
「三遠南信」とは上述のように産業経済上の地域
的まとまりを基盤として行政や住民の交流を進め
て、県域を越えた地域として実態化することがめざ
されているものである。この「三遠南信」に愛着が
あるとしたのは回答者の３割程度で、佐久間町民に
関していえばこの「地域」形成は住民の観念上「地
域」としての実質をもっているとはいいがたい。
興味深いことにこの「三遠南信」への愛着は社会
的属性によってその強弱にはっきりと違いがみられ
る。女性に比べて男性のほうが愛着が強く、年齢別
では中年層が群を抜いて愛着をもっている。学歴別
にみると高学歴層ほど愛着が強く、低学歴層ほど愛
着が弱い。また収入階層別にみると高所得層ほど愛
着が強い。
空間移動の違いによる統計上有意な差異はみられ
なかった。ただ愛知県東三河地方生まれであった
り、東三河地方で勤めていたりする層は、ほかに比
べて愛着が強い傾向はみられた。県境を越える移動
を経験している層は、こうした県境を越える「地
域」への愛着をもつということを示唆していると思
われる（図８－７）
。
⑺ 小括
以上でみてきたように「集落」「地区」「佐久間

図８－６ 「浜松市」への愛着（全体平均との差）
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町」という既存の「地域」は比較的愛着が強く、
個々人の差はそれほど顕著にはみられなかった。そ
れに対して「天竜区」「浜松市」という合併後の新
しい「地域」は愛着が弱く、地理的広がりをもつに
つれてそれは弱まる傾向がみられた。またこうした
新しい「地域」に愛着をもっているかどうかは個々
人での差が大きかった。「三遠南信」という圏域構
想についても同様である。
以上の検討からは集団間の傾向の違いがみられた
が、最後にまとめも兼ねて、それぞれの「地域」の
愛着の強弱を規定する要因を特定してみたい。そこ
でそれぞれの「地域」の愛着を得点化したものを従
属変数として、社会的属性と空間移動の変数を独立
変数とした重回帰分析を行った。分析に際しては
属性のみのモデル（Model 1）と空間移動の変数を含
めたモデル（Model 2）を用意した。その結果が表８
－１である７。これを解釈しながらそれぞれの ｢地
域」の愛着の構造を確認してゆこう。
「集落」への愛着は、高齢層と比べて 50 歳未満の
若年層は愛着が弱いという結果になった。また世帯
収入と正の相関をもっており、「集落」への愛着は
高所得層ほど強い愛着をもつという結果である。空
間移動の要因を加味したモデル（Model 2）はモデル
そのものが有意にならなかった。
「地区」も「集落」への愛着の構造と似ている。
75 歳以上は愛着が強く、それより若い層は愛着が
弱い。ここでも世帯収入が正の効果をもっており、
豊かな家ほど「地区」への愛着が強いという結果で

注：＊＊ｐ＜ .01、＊ｐ＜ .05

ある。空間移動という点では、日用品購買圏が「自
地区内」という層は「町内」という層に比べて愛着
が強いという結果が出た。
「佐久間町」への愛着は属性要因間の関連を統制
するとどれも効果をもたず、空間移動要因を加味し
たモデル（Model 2）のみが有意となった。そこで有
意な効果をもっていたのは学歴と居住地区である。
年齢などの影響を統制しても学歴の効果は残り、学
歴が高いほど「佐久間町」への愛着が強いという傾
向がみられた。また浦川地区の居住者にはほかに比
べて「佐久間町」への愛着が著しく弱いという結果
である。
「天竜区」への愛着は、中年層で強く、高年層で
弱い。また浦川地区の居住者は弱く、佐久間地区と
山香地区の居住者は強い。浦川地区は山香地区に比
べて天竜区の中心部から遠いことが影響しているの
であろうか。
合併後の基礎自治体である「浜松市」は、やはり
「天竜区」と似ていて、中年層は愛着が強く、高年
層は弱いという結果である。また居住地区という要
因も「天竜区」と同様にみられた。すなわち山香地
区の居住者は「浜松市」への愛着が強く、浦川地区
の居住者は弱いという傾向である。
「三遠南信」への愛着は学歴と正の相関関係だけ
がみられ、学歴が高いほど愛着をもつという結果で
ある。行政区域として実態をもつ「地域」ではない
だけに、知識量や情報量が影響していることを示唆
する結果かもしれない。

図８－７ 「三遠南信」への愛着（全体平均との差）
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表８－１

年齢

20 ～ 49歳
50 ～ 64歳
65 ～ 74歳
75歳以上
学歴
（教育年数）
世帯収入 （連続変数）
居住地区 浦川
佐久間
山香
城西
日用品
地区内
購買圏
佐久間町内
天竜区内
浜松市内
東三河
通院圏
地区内
佐久間町内
天竜区内
浜松市内
東三河
調整済み R2 乗
Ｎ

それぞれの「地域」への愛着の規定要因（得点を従属変数とした重回帰分析の結果）

集落
地区
佐久間町
天竜区
浜松市
三遠南信
Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2
-.210 ** -.238 ** -.206 ** -.128
-.122
-.097
.048
.055
-.005
-.067
-.017
-.040
-.035
-.145
-.130
-.132
-.091
-.137
.183 **
.147
.227 ** .114
.122
.072
-.066
-.132
-.134 * -.144 * -.031
-.052
.132 *
.119
.118
.067
.081
.098
.061
.131 *

.023 *
317

.121
.082

.042
.138 *

.080
.061

.100
.088

.153 *
.044

.072
.056

-.094
.018
.005

-.053
.044
.059

-.108
.015
-.047
-.102

-.186 **
-.009
-.136
-.052

-.110
-.072
-.083
.102

-.130
-.024
-.020
.112

.033
.074
.047
-.110
.037
260

-.056
.057
-.031
-.129
.042 *
260

.086
.059
-.050
-.076
.054 *
260

.052
.007
.029
-.076
.060 *
260

.020 *
317

.247 **
.215 **
.274 **

.071
.044

.004
317

.204 **
.270 **
.129

.030 *
317

.039
.042

.063
.027
.126
.193 **
.085

-.109
-.062
.089
-.017
.077
.057
.118
-.058
.040 ** .072 **
317
260

.134 *
.076

.121
.111
.132
.113
.014

-.122
-.036
-.004
.034
.046
-.045
.022
-.027
.032 ** .019
317
260

注：値は標準化偏回帰係数。＊＊ｐ＜ .01、＊ｐ＜ .05

８．
３ 郷土愛に離郷を押しとどめる力はあるのか
今住んでいるところを離れる意思の有無（離郷意
識）については別の節で詳細な検討がなされるが、
本節の最後に、これまでみてきた郷土愛が離郷志向
にどのような影響を及ぼしているかを簡単にみてお
きたい。
我々の調査で「この５年間に、いま住んでいると
ころから離れて暮らそうと思った」かどうかを尋ね
たところ、「思った」人は３分の１、「思わない」人
は３分の２という結果だった。この回答について
「集落」「地区」「佐久間町」「天竜区」「浜松市」「三
遠南信」のそれぞれの愛着の有無ごとにみたのが図
８－８である。
これによると、各スケールについて愛着がある人
のほうが離郷志向をもたないという関連が明確にあ
る。より下位スケール（小さな領域）ほど、愛着の
有無と離郷志向の有無の関連も顕著である。


（執筆分担：5.2・７・８＝丸山、６＝石田）

（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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註
１

遠鉄バスは、遠州鉄道西鹿島駅と水窪町を結ぶ
遠鉄バス北遠本線を運行している。浜松市の自主
運行バスは、遠鉄北遠本線の途中の大輪から、西
渡を経て、間庄口までと、西渡から中部天竜駅や
佐久間高校までが運行されている。便数は北遠本
線が１日６往復であり、うち１往復は西鹿島・瀬
尻間のみの運行である。浜松市自主運行バスは１
日７往復で、大半が平日のみの運行である（遠鉄
バスホームページによる、2013 年６月閲覧）
。
２ ＪＲ飯田線は、佐久間町の南西端から浦川地
区の中心部を経て大千瀬川と天竜川に沿って走
り、佐久間地区の中心部を通って、峯トンネルを
抜け、水窪川沿いに北上して城西地区の中心部を
通って水窪町へと、佐久間町を横断している。町
内には９駅あり、駅間距離は、最も長い佐久間・
相月駅間で５キロ、それ以外は 0.6 ～ 1.8 キロと
きわめて短い。本数は１日 13 往復（うち１往復は
特急）で１～２時間に１本程度である。
３ 佐久間町が浜松市に編入合併されたあと、行政
合理化の一環で、2010 年 10 月から有料となり（中
学生以上 200 円、小学生以下 100 円）
、名称も「佐
久間ふれあいバス」に改められた。それでも町内
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注：＊＊ｐ＜ .01

図８－８

愛着の有無×移住希望の有無

の各集落を漏らさず結ぶかたちで運行される点は
変わっていない。調査時点では「医療バス」「福
祉バス」だったため、ここでは「医療・福祉バ
ス」と呼ぶ。
４ 「ＮＰＯタクシー」は、ＮＰＯがんばらまいか
佐久間の会員であれば、前日までに予約すること
で誰でも利用でき、運賃は民間タクシーよりも安
価に利用できるものである。2009 年度の運行状
況によると、会員世帯あたり 3.5 回利用されてお
り、利用率は非常に高い。また１回あたりの平均
運賃は 689 円、運行距離は 4.6 キロで、自宅・病
院・商店、公共施設などの間で利用されている
（ＮＰＯがんばらまいか佐久間の資料による）。
５ スケールとは元来、地理学においては地図の縮
尺を意味するものだったが、批判的地理学では
「身体」から始まって「近隣」「都市」「ナショナ
ル（国民社会）
」
「リージョナル」（欧州や東アジ
アなど）、「グローバル」などへと成層的に連なる
空間の社会編成を意味する。
６ 地理的スケールは自治や統治に関するガバナン
スのそれだけではない。たとえば経済活動が展開
される地理的スケールもありうる。またスケール
とは制度や組織の実態をもつものだけではない。
たとえば、佐久間町や浜松市にかかわるものと
して、
「三遠南信」という圏域構想がある。愛知
県東部（東三河）
、静岡県西部（遠州）、長野県南

部（南信）は産業経済面でのつながりが多く、県
境を越えた地理的なまとまりをもつとしばしば
いわれる（愛知大学綜合郷土研究所編 1998；ＮＨ
Ｋ地域開発プロジェクト・東三河地域研究セン
ター 1989；戸田 2010；信濃毎日新聞社編集局編
2011）
。
「三信」とか「三遠信」という呼称は古く
からあったが、1985 年の中部経済団体連合会（中
経連）が出した提言を契機として「三遠南信」と
いう呼称が行政でも用いられるようになったもの
であり、これは未発のスケールガバナンスの組織
構想といえよう。
７ 独立変数のうち、学歴と世帯収入は連続変数を
投入した。学歴は教育年数に変換した値（たとえ
ば中卒なら９、高卒なら 12）、世帯収入は選択肢
の中間の値（
「200 ～ 399 万円」なら 300、
「400 ～
600 万円」なら 500、
「200 万円未満」は 100）を割
り当てた。
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日本伝統工芸におけるサプライヤー・
システムとプロダクト生産の実態
─愛知県「有松絞り」を事例として─

藤木庸介・宮尾学・上田香・彭帆
人間文化学部生活デザイン学科／人間文化学部生活デザイン学科／京都嵯峨芸術大学／中華人民共和国湖南農業大学

1.

はじめに

1-1. 研究の背景と目的
経済産業大臣指定による日本の伝統工芸品は、
2013 年時において 215 点を数え、こうしたプロダク
トは、国内に留まらず、世界的にも高い評価を以
て、広く認められているところである。その一方
で、近年における伝統工芸産業は衰退化傾向にあ
り、その維持・保全が苦慮されていると言えよう。
経済産業省製造産業局の発表よる日本の伝統工芸
産業全体の生産額を見ても、ピーク時の 1984 年に
は 5,237 億円であったのに対し、2006 年には 2,020 億
円と半分以下にまで減少している。これに関連し
て、生産者の高齢化や継承者不足の問題も指摘され
るところであり、喫緊の対応が求められている１。
こうした伝統工芸産業衰退化傾向の背景には、伝
統工芸品に対する社会的ニーズの減少のみならず、
生産者側の生産体制、特に元請けと下請けとの関係
（以下「サプライヤー・システム」）の変容が、その
衰退化要因の一部なっている可能性が考えられる。
これはすなわち、伝統的な生産体制が海外の安い労
働力に向けた下請け委託へと変化したこと、および
そのサプライヤー・システムにおける関連ステイク
ホルダーの間で複雑な関係性が構築されたことに起
因するものである。また、下請け受託側における日
本伝統工芸技術伝播の実態と、そこで生産されるプ
ロダクトの特徴についても注視を要するものである。
以上を踏まえ、本稿は日本における伝統工芸産業
の維持・保全に向けた、その基礎研究として、愛知
県の「有松絞り」を日本伝統工芸品のケーススタ
ディー対象２に取り上げ、以下の２点について、そ

に茶屋集落として設置された。これに伴い、有松に
移り住んだ竹田庄九郎により、当時生産が既に行わ
れていた三河木綿に絞り染めを施した「手ぬぐい」
を地場産業として生産し、街道を行き交う人々に土
産物として売るようになったのが創始とされている。
その後、有松における絞りの生産は、1781 年（安
永 10 年）に尾張藩から営業の独占権を得た事もあ
り、特に江戸中期以降に隆盛を極めた。この様子は
十返舎一九の『東海道中膝栗毛』にも記述されてお
り、当時の江戸における有松絞りに対する関心の高
さが伺える。しかし、幕末になると凶作に苦しむ住
民の生活扶助のため、当該営業独占権は解除され
た。このため、明治期に入ると鳴海３や大高などの
周辺地域にも絞りを扱う業者が現れるようになる。
更に、旧東海道が主要交通路としての役割を終え、
有松が交通の要衝から外れたことも影響して、有松
絞りは一度、衰退期を迎える。
この様な苦境を打開したのが、1870 年代後半（明
治 10 年前後）に、鈴木金蔵により編み出された「嵐
絞り」
（図 1）４である。
「嵐絞り」は日本各地に自然発生的に生まれた絞
り技法とは異なり、また、その意匠性が特有のもの
であった事から、再び有松絞りに対する注目が集ま
るきっかけを導いたと言う。更には、有松における
生産体制の強化と品質向上、並びに販路拡充等が行
われ、明治中期から大正期にかけて再興を果たす事
となる。

れぞれの実態を明らかにする事を目的とする。
①「有松絞り」におけるサプライヤー・システムの
現状と変遷。
②下請け受託側における絞り生産技術の伝播と生産
されたプロダクトの特徴。
1-2. ケーススタディー対象の概要
「有松絞り」の主要産地である愛知県名古屋市有
松（以下「有松」）は、慶長 18 年（1608 年）に旧東海
道の宿駅である池鯉鮒（現・知立）宿と鳴海宿の間
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図 1：嵐絞りの一例５（筆者ら撮影）
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しかし、その後の経済成長に伴い、有松絞りの生
産は 1970 年代後半より主に大韓民国へ、1980 年代
以降は中華人民共和国（以下、「中国」）へと、海外
の安い労働力に対して委ねられる事となる。またこ
れに伴い、有松の職人による分業生産システムの均
衡が崩れ、伝統技術の継承が滞る一方、海外の生産
拠点における絞り生産技術の伝播と、これに伴う当
地における独自のプロダクト開発により、伝統性の
希薄化、並びにプロダクト品質の粗悪化を招く事と
なった。また、絞りプロダクト自体に対する社会的
ニーズの減少も大きな問題として挙げられる。
こうした事から、現在の有松では、絞り関連業者
の離職化が進み、当地における経済活動基盤として
の位置づけが失われつつある。また、当該伝統工芸
技術の維持・保全についても苦慮しており、現在、
嵐絞りを制作できる職人は有松には居らず、また、
後述する「株式会社竹田嘉兵衛商店」でアーカイブ
されている見本に見られた技法 83 種のうち、現在
制作できる職人がいない技法が 28 種類である６。
1-3. 先行研究と本研究の位置づけ
本稿に関連する先行研究として、有松絞り史、並
びに有松絞りの生産システムについては岡田らによ
る研究７に代表され、またこれは、有松絞りに関連
する各種事項を詳述した最初の資料に位置づけられ
るものである。また、有松絞りの発祥から近年まで
の発展経緯、並びに絞り産業ステイクホルダーの諸
活動に関するものには、東邦学園大学地域ビジネス
研究所による研究８がある。ここでは有松・鳴海地域
の地勢、絞り産業の発展経緯と今後の課題、あるい
は、絞り産業との関連によって構成された「歴史的
まちなみ」に対する諸活動についても言及が成され
ており、有松に関する事象が幅広く網羅されている。
有松絞りの意匠性に関する研究として代表的なも
のは、先代の竹田嘉兵衛９ や竹田耕三 10 による成果
がある。これらは、有松絞りの文様を図録としてま
とめ、その上で解説を加えたものである。また近年
では、上田・藤木 11 による既述の竹田耕三所有の有
松絞り生地サンプルを、デジタルアーカイブ化した
上で、それらを技法毎に分類したものがある。
有松絞のサプライヤー・システムの変化について
は、平尾 12 が詳細を報告している。彼の研究では、
有松では特に人手不足が顕著な括りの工程を海外に
委託してきたこと、それによって現地で生産された

製品が日本に逆輸入され、結果として日本の絞り産
業に打撃を与えたことが指摘されている。
以上の研究は、有松の絞り産業史と関連するサプ
ライヤー・システム、並びに有松絞りプロダクトの
特徴を理解する上で、高い資料性を有するものであ
る。しかしその一方で、これらの先行研究には、海
外の下請け生産について詳細に言及するものは無
く、また、こうした下請け生産に基づくサプライ
ヤー・システムにより生産された絞りプロダクトの
詳細に言及したものも無い。
以上から、本研究は以下の点において、独自性と
研究の妥当性を有するものと判断される。
①本稿では海外の、特に中国の下請け生産に基づく
有松絞りのサプライヤー・システムと、関連ステ
イクホルダーの複雑な関係性を明らかにしようと
する試みである点。
②下請け生産の海外委託により、日本の伝統的な絞
り技術がどの程度下請け受託側に伝播し、そこで
どの様な生産システムが形成されているかといっ
た要素を明らかにしようとする試みである点。
③中国の下請け受託側によって生産された絞りプロ
ダクトの意匠的特徴を明らかにしようとする試み
である点。
1-4. 研究の方法
本研究では、中国において日本からの絞り生産を
現在受託している、あるいはかつてしていた事業
者、並びに中国国内において、これを販売する小売
店主に対するヒアリング調査と絞りプロダクトのサ
ンプル収集を主な研究方法とする。
また、有松において絞り生産と販売を行っている
事業者や、中国における絞り生産を委託した上でこ
れを買取る貿易商社関係者にも意見を聴取する。
以上から、研究目的に対する結果を、実証的に導
こうとするものである。
具体的には、
2013年9月5から12日の日程で行い、
調査対象は以下に示した中国雲南省の各地である。
ただし、下記⑤と⑥の調査対象から得られた情報は
僅少であった事、並びに、他の調査対象のヒアリン
グ結果に重複するものであった事から、本稿では当
該⑤と⑥の調査結果については割愛する。
①昆明市宣良の染色工場
②大理白族自治州巍山の染色工場
③大理市周城の染色工場
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④大理市旧市街地の小売店
⑤大理市周城の小売店
⑥麗江市旧市街地の小売店
⑦麗江市白沙の小売店
尚、調査は主として中国語、並びに日本語を理解
する通訳を介したインタビューにより行い、染色工
場においては工場長等その工場の業務に精通する人
物を、製品小売店においては店主を対象として詳細
なヒアリング調査を行った。また、それぞれのヒア
リング対象地において生産、あるいは販売されてい
る絞りプロダクトの現物確認と写真撮影を行い、特
徴的な製品、あるはい製作途中状態の半製品を購入
してサンプルの収集を行った。
更に、日本側の有松絞り販売事業者として、有松
絞りの開祖とされる竹田庄九郎の系譜下にある「株

て、括りの作業を周辺の家庭に委託する。括られた
布を本工場で染色し、最終製品まで加工する。日本
向けの製品としては、
「テーブルクロス」
「ランチョ
ンマット」「コースター」「のれん（図２）」
「エプロ
ン」「スカーフ」「かばん」「浴衣」などがあり、調
査当時では特に、「のれん」と「かばん」が多いと
のことだった。

式会社竹田嘉兵衛商店」代表取締役の竹田嘉兵衛氏 13
へ、有松絞りの職人として「愛知県絞工業組合」副
理事長の名桐秋雄氏へ、貿易商社関係者に対しては、
有松絞りの国外への下請け委託を1970年代より請け
負っている「有限会社ザーラ貿易」代表取締役の大
井達也氏に対し、それぞれ実地調査後に現地で入手し

図２：日本向けに制作された「のれん」（筆者ら撮影）

たサンプルを見てもらいながら意見を聴取した。
尚、中国雲南省の調査対象地一帯には、もとも

1990 年代から 2000 年代前半においては、デザイ
ンは日本から指示されていた。模様の配置やその模
様を実現するための括りの技法についても日本から
の指示があったという。また、
1980 ～ 90年ごろに、
有松から 5 名の絞り職人が工場を訪れ、括りの技法
を指導するとともに必要な工具を支給した。現地に
はもともとペイ族の伝統的な絞の技法（図 3）があっ
たが、そこに有松からの技術移転（図 4）が加わり、
その結果、日本からのデザイン要求に対する対応を
現地で実現することが可能になったという 15。

と、伝統工芸としての「絞り」の技術が女性の手仕
事としてあり、日本の下請け委託は、こうした従前
からの有松類似の生産基盤を見越したものである。
また、大理市近郊ではペイ族・イ族が主に居住して
おり、麗江市近郊には、主にナシ族が居住している。

2.

調査結果

2-1. 染色工場における調査結果
2-1-1. 昆明の染色工場「昆明市宜良阳昇工艺品厂」
本工場が生産を始めたのは 1970 年代のことであ
る。当時は、現地の伝統産業である絞りと刺し子の
製品を作る工場として誕生した。本工場の絞り製品
の多くは日本向けのものである。日本からの受託
は 1990 年代から 2000 年代前半に多く、その後減少
したという。ピーク時には工場の作業員が約 1,000
名、内職で括りの作業に従事する人が約 4,000 名い
たという。2006 年ごろから受託量が減少し、調査
当時では工場の作業員が 60 名、内職者が 80 名程度
までになっている 14。
日本の業者から発注を受けた本工場は、布を中国
国内で調達し、日本からのデザイン指示にしたがっ
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図 3：ペイ族の伝統的な絞り模様のサンプル（筆者ら撮影）
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図 4：有松からもたらされた絞り模様のサンプル（筆者ら撮影）

しかし、2000 年代中ごろから日本からの発注は
減少していった。この過程で日本からのデザイン指
示はなくなり、ある一定のコストが指示され、その
コストで可能なデザインを本工場から提案するよう
になっていったという。その結果、複雑な技法を用
いたコストの高いデザインは採用されにくくなり、
シンプルなコストの安いデザインが採用されるよう
になっていった。
2-1-2. 大理白族自治州巍山の染色工場「巍山中立
藍染有限公司」
1980 年代から家内工業で絞りを生産 16 しており、
2000 年から工場として経営を始めた。1983 年に日
本の貿易会社との関係が始まり、絞り染めを施した
布のサンプルを日本に納めた。そのサンプルが有
松で認められ、1985 年から生産を委託されるよう
になった。日本からの受注量が一番多かったのは
2000 年だが、現在は日本からの注文はなく、絞り
製品は作っていない 17。現在は専ら、中国国内向け
のお土産品を生産している。
本工場が有松から受注していたのは、「のれん」
や「テーブルクロス」などである。1980 年代後半、
日本との取引が始まった当時には、日本から技術者
が訪問し、絞りの技法などを指導したという。しか
し、日本から伝えられた技法は複雑で、その通りの
方法で括りを行うと手間がかかり、結局地域の内職
者に支払うコストが高くなるという問題があった。
そこで、本工場では日本から提示された図柄を、地
域の内職者が保有している技術で括り、染色できる
ようアレンジを施したという。そのようにして出来
上がった試作品を有松に送り、承認されてから本生
産が始まったのである。
その後、2000 年ごろに日本からの受注量がピー
クを迎えた。このころには、「のれん」や「テーブ
ルクロス」のほかに「カバン」や「ポーチ」を生産
するようになっていた。また、本工場では、日本向
けのデザインを施した絞りプロダクトを独自に開発

図5：日本向けを意識してデザインされた「のれん」
（筆者ら撮影）

し、日本に提案するようになっていった（図 5）。本
工場の主人は元々デザインの仕事をしており、絞り
プロダクトに施された図柄のデザインも彼が考案し
たという。日本人の好みを理解するのは難しかった
ものの、取引を通じてそれを推測し、日本人好みの
簡素な図柄を考案するに至った。結果として、ごく
一部ではあるものの、本工場から提案した絞りプロ
ダクト、および図柄が日本の商社に採用されたこと
もあったという。
2-1-3. 大理市周城の染色工場「白族札染示范点」
本工場では 1960 年代から絞り製品の染色を始め
た。1960 年代には、地域の人々が自家用に使用す
る布製品の染色を請け負っていたという。1970 ～
80 年代にかけての経済開放を受け、販売用の製品
を製造するようになっていった。日本から絞り製品
の括り、および染色を受注するようになったのは
1984 年のことである。その後、受注量は 90 年代に
最大となったが、現在は 90 年代の 1/10 程度まで受
注量は減少している。
本工場では、中国国内向けの製品の製造と日本向
けの製品の受託を行っている。中国国内向けの製品
の製造では、絞りのデザイン制作、染色、および最
終製品への加工を行っている。デザインを布に転写
したのち、周辺の家庭に内職として括りの作業を委
託する。本工場では、そのようにして括られた布
を、天然藍によって染色しているとのことである。
染色された布は「ハンカチ」
「テーブルクロス」
「の
れん」「衣服」あるいは「雑貨」等の完成品に加工
され、周城、大理、麗江等でお土産物として販売さ
れている。
日本からの受託のプロセスは以下のとおりであ
る。日本から製品のデザイン画が提示されると、本工
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図 6：点を鎖状につなげた具象的な図柄（筆者ら撮影）

図 7：絞り技法自体によって出来上がった図柄（筆者ら撮影）
図９：
「絞り」と「刺し子」を混用しているもの（筆者ら撮影）

図 8：技法が複合した図柄（筆者ら撮影）

場ではそのデザインを実現するための括りの方法を考
案する。考案した括りは周辺の家庭に内職として委託
し、その後の染色を経た試作品は日本に送付される。
その試作品を日本の委託業者が評価し、合格すればそ
の方法で生産がすすめられる。括りの技法はペイ族で
伝統的に行われていた技法であり、その技法を用いて
有松絞的なデザインを実現している。有松からの技術
移転は行われていないとのことである。
日本からの受託を経て、本工場では有松的なデザイ
ンを中国国内向けの製品に取り入れるようになった。
尚、現地で収集したサンプルには、①「主として
布を括って除染した点を鎖状につなげた具象的な図
柄（図 6）」をデザインとするもの、並びに、②「絞
り技法自体によって出来上がった図柄（図 7）」をデ
ザインとするもの、更には、③「これらが複合した
もの（図 8）」が確認された 18。ヒアリングから、①
はペイ族に伝統的なデザイン傾向であり、②は主に
伝統的な有松絞りに見られる傾向である。
また、ここでの染色には、全て「天然藍」を使用
しているとのことであるが、その根拠を得るには至
らなかった。
2-2. 小売店における調査結果
2-2-1. 大理市旧市街地の小売店
本小売店では、主に「のれん」「テーブルクロス」
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「テーブルセンター」といった絞り製品が認められ
た。ここで販売されている製品は、大理市周城で生
産 19 されたものであり、前節の大理市周城の工場に
おいて確認した製品と、ほぼ同様の製品と判断され
る。また、小売店の経営者はペイ族であるという。
図柄のデザインには、「絞り」と「刺し子」を混
用しているもの（図９）があるが、これについては
ヒアリングから、10 数年程前からこの様なデザイ
ンが行われる様になったものであり、それ以前には
無かったデザインであるという。
購入者は主に観光客であり、国内旅行者の他、国
外では、シンガポールやマレーシアからの観光客の
購入が多いという。日本人旅行客の購入もある。ま
た、現地の人々が日常使いの為に購入することも常
態としてある。
2-2-2. 麗江市白沙の小売店
本 小 売 店 で 販 売 さ れ て い る 絞 り 製 品 は、 主 に
「テーブルクロス」であり、絞り製品以外にも、刺
繍製品や、刺繍が施された民族衣装を扱っている。
また、小売店の経営者は、麗江市の主要居住民族で
あるナシ族である 20 といい、小売店経営は 1997 年
からという 21。雲南省における絞りの生産は、伝統
的にペイ族の伝統工芸とされるが、ナシ族において
も、少量ではあるが従前より行っていたという。
ここでは、既述した大理市近郊での調査で見られ
たものと、ほぼ同様の製品が確認され、これらは大
理近郊から購入したものである。一方、こうした大
理近郊で制作されたもの以外に「蜘蛛絞り」が施さ
れたデザインの製品（図 10）が見られた。これは当
店主の母親が、1 枚の括りに 1 年程度の期間を費や
して括りを行ったものであるという。また、染料は
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じて中国の染色工場に伝えられ、試作品が作られ
る。試作品は日本に送られ、日本側の承認が得られ
れば、製品の生産が始まる。製造にあたっては、布
を括る作業は地域の内職者に委託され、工場で染色
およびプロダクトの生産が行われる。このようにし
て製造された製品は、中国・日本の商社を経て絞り
業者に引き渡され、販売されるのである。
図 11 のフローで特に注目したいのは、試作のプ
ロセスである。日本からの図柄の指示は、写真や
デザイン画によって大まかなものとして与えられ
る（図 12）。このとき、その図柄をどのような絞り
技法で実現するかについては中国の染色工場に任さ
れている。日本から技術指導がある場合もあるが、
主として地域の内職者が元々持っている技術で括る
ことができるように、簡素化などのアレンジが加え

図 10：
「蜘蛛絞り」が施された製品（筆者ら撮影）

ピーナツの皮やバラの花粉等、18 種類を使用して
いるという。しかし当該サンプルを帰国後に有松の
職人や商店主、更には既述の大井氏に現物を見せた
ところ、一様に機械による「蜘蛛絞り」である事に
間違いないとの見解であった 22。

3.

分析と考察

3-1. 絞りプロダクトのサプライヤー・システム
これまでの日本におけるサプライヤー・システム
の研究は、主として自動車産業における国内での委
託を対象としていたが、他産業の事例や国際的な委
受託関係の研究も必要であることが藤本らによって
指摘されている 23。本研究では、藤本らの研究を踏
まえた上で、絞りプロダクトのサプライヤー・シス
テムに関する分析と考察を行う。
日本から中国への絞りプロダクトの生産委託は、
図 11 に示すようなフローとしてまとめることがで
きる。どのような絞りプロダクトを生産するか、そ
こにどのような絞りの図柄を施すかは、日本の絞り
業者が決定する。この図柄は日本、中国の商社を通
プロダクト
考案

図柄考案

図 12：日本からの図柄の指示（周城にて筆者ら撮影）

試作

括り作業

染色

プロダクト
生産

販売

絞り業者

日本
中国

商社

商社

染色工場

地域の内職者

図 11：日本から中国への絞りプロダクト生産委託のフロー

人間文化● 45

日本伝統工芸におけるサプライヤー・システムとプロダクト生産の実態

図 13：型紙、型紙の図柄を転写した布、および括った布（周城にて筆者ら撮影）

られるのである。そのようにして括りの方法を考案
し、染色の試作品を製作した中国の染色工場は試作
品を日本に送って承認を得る。このように承認を得
た図柄および絞りの技法は、プラスチック製の型紙
に転写される。この型紙には穴があけられており、
布の上に型紙を乗せて染めることで、同じ図柄を何
度も布に転写できるようになっている。委託を受
けた地域の内職者は、この図柄が転写された布を糸
で縛り、絞り染めのための括りを施すのである（図
13）
。このように日本から中国への絞りプロダクト
生産委託では、委託側の大まかな指示（デザイン画）
にもとづいて受託側が詳細な製造方法（括り方）を
考案し、委託側に承認を得るという「承認図方式 24」

や周城の工場では見られなかった。
ただし、これらのフローにおける中国の染色工場
が果たした役割については、中国側と日本側では異
なる見方をしていたことが、それぞれへの取材から
明らかとなった。中国側の取材においては、いずれ
の工場においても日本から指示された図柄を元に括
りの技法を選択し、それを日本に送って承認を得た
と話していた。しかし、日本での取材においてはこ
のプロセスは極めて困難なものだったという証言が
得られた。特に、思っていたような品質の試作品が
なかなかできあがらず、どのように括るべきかにつ
いても多くの指導が必要だったというのである。し
たがって、絞りの技法の選択と試作品の製作におい
ては承認図方式に類似したプロセスがとられてはい
たものの、その内容は自動車産業におけるそれとは
大きく異なっていたことが示唆される。すなわち、
自動車産業における承認図方式が下請け企業の技術
力とメーカーと下請け企業の相互信頼に立脚してい
たのに対し 25、本研究の事例では、むしろ下請側の

に類似したプロセスが見られた。
また、巍山の染色工場では、図 11 に示すフロー
とは異なり、中国側から日本側に絞りプロダクトを
提案するフローが見られた（図 14）。巍山の染色工
場では、主人がデザインの知識を有していたことか
ら、絞りプロダクトと図柄の考案を中国の工場でも
行っていた。これを中国・日本の商社を経由して、
日本に提案していたのである。承認された製品は一
部ではあったが、このようなフローが存在したの
は、同工場の技術、特にデザインの能力の高さを示
すものだといえるだろう。このようなフローは昆明
プロダクト
考案

図柄考案

技術力はそれほど高くなく、信頼関係も弱かったと
考えられるのである。
3-2. 中国で生産された絞りプロダクトの特徴
中国側で生産された絞りプロダクトの特徴につい

試作

括り作業

絞り業者

日本
中国

商社

商社

染色工場

地域の内職者

図 14：中国から日本への提案フロー
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ては、デザイン的側面とその使途において、以下の
３点が指摘できる。
① 従前から中国側現地において生産されていた絞
り技術が基盤となっている。
② 有松からの技術指導が①に加わる形で生産が行
われた事により、従前からの中国側の技術と、日
本から伝播した技術の混在が同一プロダクトに見
られる。
③ 現在における絞りプロダクトの多くは、中国の
主に生産地周辺の観光地において販売されている。
①について、特に絞り技術としては基礎的な要素
に、有松絞りと共通の技術が従前よりそなわってい
た事が明らかとなった。例えば、図 15 はミツバチ
の図柄をあしらった帽子であるが、ミツバチの羽根
を描いている菱型の部分の括り方は、有松絞りの技
術と共通のものである 26。
②についてであるが、既に本稿2-1-3で指摘した様
に、従前からの中国側の絞り製品は、絞りによって

図 15：ミツバチの図柄をあしらった帽子（大理にて筆者ら撮影）

現れた図形を繋ぐ、あるいは組み合わせる事で蝶や
鶴などの具象的な図柄を描く 27、または文様を描く
（以下「中国的図柄」
）傾向があるのに対して、有松
絞り製品では、絞りによって現れた模様そのものを
図柄（以下「有松的図柄」
）とするところに、その特
徴と差異がある。したがって、同一製品に双方の図
柄が用いられているものは、従前から中国側にあっ
た絞りの図柄と、有松からもたらされた図柄が混在
しているものと考えられる。現在、中国で生産・販
売されている絞りプロダクトには、一つのプロダク
ト中に用いられるデザインボキャブラリーの多くに
中国的図柄を用いた上で、有松的図柄を少量加えた
ものが主流となっている傾向が認められる（図16）。
③ に つ い て、 日 本 か ら の 生 産 受 注 は 最 盛 期 の
1/10 程度にまで減少している事は、既に述べたと

図16：中国的図柄と有松的図柄の混在サンプル（筆者ら撮影）

おりである。したがって、絞りの販売は日本以外の
諸外国 28 への販売、並びに、中国国内での土産物と
しての販売が主となっている。
ヒアリングから中国国内の消費者は、具象的な図
柄をあしらったデザインを好む傾向があり、有松的
なデザインは好まれないという。したがって、中国
国内における販売向けには、②に述べたデザイン的
傾向が優先されると考えられる。
ただし、こうしたデザイン中においても、有松的
図柄が完全に排除される事は少なく、むしろ、これ
を取り入れている傾向がみられる事から、中国側が
自らの制作する中国国内向けの土産物を主とする絞
りプロダクトに、有松絞りの影響が認められると言
える。しかし、有松的図柄が取り入れられてはいて
も、その技術は基礎的なものであり、有松からの高
度な絞り技術は、中国側において根付いていない事
が明らかとなった。また、以上に述べた有松的図柄
に対して、生産者の多くは有松の影響を認識してお
らず、有松的図柄を含め「自らデザインしたもの」
と言う傾向が認められる 29。

4.

まとめ

これまでに明らかになった点を以下にまとめる。
① 有松から中国側生産者に対する「有松絞り」の
生産委託において、「有松絞り」の生産技術は中
国側にとって高度、且つ、経費を要するもので
あった。したがって、中国側はこれに完全には追
従できなかった事から、有松側との仲介をする貿
易商社は、中国側の生産能力に応じて、一定の妥
協点を探る必要が生じた。
② 有松から提供された有松絞りの図柄を基に、中
国側より当地に従前からあった簡易な技術を用い
た代替の図柄が提案された。また、①から、これ
を貿易商社が受け入れざるを得なかった事から、
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こうした商品が、主に 2000 年前後において、有
松に大量に齎される結果を招いた。
③ ①から、有松の高度な絞り技術は、中国側には
根付かず、現在において継承されていない。その
一方で、中国国内向けの絞りプロダクト需要に対
するデザインに、有松的図柄が採用されており、
有松絞りの影響が認められた。
以上から、有松に対する中国製品の流入は、有松
における生産システムの均衡崩壊を招いたに留まら
ず、著しい品質の低下を齎したと言える。また、有
松絞りの高度な技術も中国側へ継承される事は無
かった。一方、有松的図柄が施された絞りプロダク
トが、中国伝統工芸品の土産物として、主に中国側
生産地周辺の観光地で販売されている。ただし、生
産・販売する側は、こうした製品のデザインに対す
る有松絞りの影響を意識してはおらず、むしろオリ
ジナルのデザインであると言う傾向がある。更に、
購入する側には、こうした製品に有松絞りの影響が
ある事を知る由もない。
こうした事から、有松における絞りプロダクトの
再興策は、これ以上の中国下請け先との関係におい
て有効な施策を導くには至らないと考えられる。し
たがって今後は、有松地域の住民や絞り産業従事者
自らが、一体となって絞りプロダクトの再興を行う
とする試みを注視すべきであり、これを実践する為
のサプライヤー・システム構築が喫緊に求められよ
う。
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註
１ 文献１
２ 「有松絞り」は、
「有松・鳴海絞り」として、経
済産業大臣指定による伝統工芸品のリストに登録
されている。尚、本稿における「有松絞り」と
「有松・鳴海絞り」の呼称の差異については、後
述する。
３ この為、現在における「有松絞り」の公称は
「有松・鳴海絞り」とされており、既述した経済
産業大臣指定による伝統工芸品の登録名称も「有
松・鳴海絞り」とされている。ただし、本稿では
有松とその周辺で生産される絞りについて、当該
絞り関係者が一般的に用いる呼称「有松絞り」を
優先して使用する事とした。
４ 当時は「新筋絞り」と呼称した。
５ 技法名：改良格子、発明：明治 10 年代後半、
制作年：昭和 30 年代、制作：山口銀太郎、保有者：
竹田嘉兵衛商店
６ 文献６
７ 文献２
８ 文献３
９ 文献４
10 文献５
11 文献６
12 文献３および文献７
13 現在の竹田嘉兵衛氏は 2 代目であり、初代は、
現在の竹田嘉兵衛氏の実父にあたる。
14 絞りに使用する素材の内訳は、ヒアリング時に
おいて綿 80%、麻 20%、他に絹が少量あり、素材
は全て中国製であるという。
15 当工場には、ペイ族の作る絞り模様のサンプル
帳があり、基礎的な技術においては、日本の絞り
と変わりがないものも多く見られた。
16 現在、括り作業の為の従業員は 30 名ほどが在
籍しているというが、自宅で作業をしており、工
場内で括り作業をすることは無い。また、ペイ族
のみならず、イ族の括り手も多く居り、イ族も伝
統的に従前から絞りを行っていたという。またこ
うした絞りは「おんぶ紐」等の生活雑貨に使用さ
れていたという。
17 工場全体の生産高は大まかに、2000 年を 100%
とすると、現在は 10% 程度との事である。また
2000 年時には全体の約 90% が日本向の製品であ
り、残り 10% が中国向けであったという。
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18

これらの事象は、大理市周城の事例のみなら

ず、本研究の調査対象全般において認められる。
19 ヒアリング対象者は大理市周城に居住してお
り、旧市街地へ商売の為に通っている。
20 近年、麗江における観光地では、多くのペイ族
や漢族が、観光産業に従事する為に麗江で働いて
おり、こうした労働者の中には、自らを「ナシ
族」であると偽って語るものも少なくない。これ
を見破るには、ナシ族に独自の言葉である「ナシ
語」を使用して会話する方法があるが、ヒアリン
グ時はナシ語を喋れる通訳がおらず、記述は定か
ではない。
21 1997 年に当地とその一帯は、ユネスコの「世
界遺産リスト」に登録されている。またこれに関
連して、観光客が劇的に増加した。こうした観光
地化が当地に齎した影響については、文献 8 に詳
しい。
22 大井氏によれば、以前に「蜘蛛絞り」を制作す
る為の機械を日本より数台、雲南省の絞り生産現
場に持ち込んだ事があり、これを使用した可能性
がある。
23 文献８
24 日本の自動車産業や電気・電子機器産業におい
ては、部品を供給するサプライヤーとそれを組み
立てて最終製品とするメーカーとの間に長期的な
取引関係が構築されている。このような関係にお
いて、メーカーが供給する図面に従って部品を生
産する方式を「貸与図方式」と言い、当のサプラ
イヤー自身が作成しメーカーが承認した図面に
従って部品を生産する方式を「承認図方式」とい
う。詳細は、文献８を参照のこと。
25 文献８
26 こうした技術は有松に限らず、世界的にも見ら
れる。

27 鎖状に点が繋がって図柄が描かれる点につい
て、鎖は人と人を結ぶという意味があるという。
また、図柄のモティーフには縁起が良いとされる
ミツバチや鶴などが多用される。
28 ヒアリングから、例えば、マレーシア、インド
ネシア、シンガポール等であるという。
29 大井氏によれば、サンプル収集した絞りプロダ
クトの内、中国側の生産者が「これは自らデザイ
ンした」と言っていた図柄においてもその多く
は、日本から技術指導した際に持ち込まれた図柄
と同様、または基になっていると考えられるとい
う。
参考文献
文献１：経済産業省製造産業局伝統工芸品産業室
「伝統工芸品産業をめぐる現状と今後の振興施策
について」2008.
文献２：岡田精三編『有松しぼり』有松絞技術保存
振興会、1972.
文献３：東邦学園大学地域ビジネス研究所『有松・
鳴海絞りと有松のまちづくり』唯学書房、2005.
文献４：竹田嘉兵衛監修『日本の絞染』民芸織物図
鑑刊行会、1970.
文献５：竹田耕三『日本の手絞り』染織と生活社、
1981.
文献６：上田香・藤木庸介「有松絞りのデジタル
アーカイブ作成とその分析および活用」『京都
嵯峨芸術大学紀要第 37 号』京都嵯峨芸術大学、
2013.
文献 7：平尾秀夫「有松絞り産業小史と現況」『東
邦学誌』
、2003.
文献８：藤本隆弘・西口敏宏・伊藤秀史（編）
『リー
ディングスサプライヤー・システム』有斐閣、
1998.
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コンラッドの「幸運の微笑み」─「大病」後の作風の変化─

On Conrad’s ‘A Smile of Fortune’: Its Change of Narrative Style after His
Collapse in 1910
外

狩

章

夫

人間文化学部国際コミュニケーション学科

コンラッド（Joseph Conrad, 1857-1924）の中編「幸
運の微笑み」（‘A Smile of Fortune’, 1911 １）は大病か
らの「回復期」の作品である。そこで、この「大
病」によって、彼の作品がどのように変化したのか
について、今一度考えておこうと思う。まず、コン
ラッド自身が、作風の変化についてどのように発言
しているかを紹介しておく。
資 料 は、 例 に よ っ て「 著 者 の 覚 書 」
（‘Author’s
Note’ to ’Twixt Land and Sea ２）で あ る。 コ ン ラ ッ
ド は、 こ の 作 品 を 含 む 一 巻（TLS）を、「 あ る 男
の 病 気 か ら の 回 復 期 の 本 」（the book of a man’s
convalescence, p. vii）
」と呼び、さらに続けて、「作
者（コンラッド）の人生に限って申し上げれば、そ
の作品集一巻の刊行は、彼の小説の命運における明
らかな変化を示すものである」（. . . as far as the life
of the writer is concerned, their appearance in a volume
marks a definite change in the fortunes of his fiction, p.
vii）と述べている。つまり、この作品集から作風が
がらりと変化していることを、作者自身が認めてい
るのである。しかしながら、このような言い方で
は、変化の中味については、いかにも漠然としてい
ると言わざるを得ない。
そこで、同じ「著者の覚書」から、より具体的な
記述を拾ってみる。するとコンラッドは、明らかに
「幸運の微笑み」を念頭において、その直前の作品
である長編小説『西欧人の眼には』（Under Western
Eyes, 1910 ３）との違いに言及しており、以下のよう
に述べているのだ。
……病気の記憶は、悪夢の記憶にとてもよく似
ています。大変衰弱した状態でそこから抜け
出すや、私は、よろめく足取りをインド洋へ
向けるように促されました。状況および雰囲気
がジュネーヴ湖からすっかり変わってしまっ
たことは、どなたも否定なされないでしょう。
（. . . The memory of an illness is very much like
the memory of a nightmare. On emerging from it in
a much enfeebled state I was inspired to direct my
tottering steps towards the Indian Ocean, a complete
change of surroundings and atmosphere from the
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Lake of Geneva, as nobody would deny.）
（‘Author’s
Note’ to TLS, p. viii）
これは当時、病気からの回復期にあった彼が、
「大変衰弱した状態で」ありながら、
「よろめく足取
りで」次作に取り組もうとしたことがうかがわれる
痛ましい回想である。この中でコンラッドは、作品
が、「大病」前の『西欧人の眼には』の舞台である
ジュネーヴ湖（the Lake of Geneva）から、「幸運の微
笑み」の舞台であるインド洋（the Indian Ocean）へ
とすっかり変わってしまった、と述べているのだ。
しかしながら、「大病」前後の両作品において変
わってしまったのは、単に「ジュネーヴ湖」から
「インド洋［上の島］ ４」へ、という舞台設定の違
いだけではないように私には思われる。コンラッド
は「すっかり変わってしまった（a complete change）
」
と述べているが、これは、変化したものが、作品の
材料だけでなくその作風までをも含んだ発言である
と思われる。以下ではこのような観点から、まず
（１）当時の作者の心境を把握しておいて、その後
で、（２）二つの作品における材料・テーマの相違
に言及し、さらに、（３）二作品の語りの構造を考
察することで、「大病」がコンラッドの小説作法に
どのような変化をもたらしたかを明らかにしてみよ
うと思う。

（１）「大病」からの回復期における心境
まず年譜を使って、「大病」前後の状況をより客
観的に把握しておこう。年譜によるとコンラッド
は、1909 年 12 月に、10 日間ほどかけて短編「秘密
の共有者」（‘The Secret Sharer’）を執筆している。
そ の 翌 年（1910 年 ）１ 月 下 旬 に、 一 端『 西 欧 人 の
眼 に は 』（UWE）を 書 き 終 え る と、 そ の「 終 り の
部分」を４日間かけて修正したのだが、その直後
（１月末）に、彼は肉体的・精神的に崩れてしまっ
た（physical and mental collapse）５。年譜はこの後、
３月半ばから「ゆっくりと回復し始める」（Conrad
began a hesitant recovery.）と記しているので、いわゆ
る彼の「大病」そのものは、１月末から３月半ばま
で１カ月半は続いたものと考えられる。
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この１カ月半にわたった彼の「大病」は、そのあ
との回復に２カ月も要する大変なものであった。そ
れでもコンラッドは、その回復期に『西欧人の眼に
は』
（UWE）全体の修正を終えると、一週間後の５
月 18 日頃には「幸運の微笑み」を書き始め、３カ
月半後の９月初めにこれを完成している。
以上がコンラッドの健康状態と執筆の進行状況で
あるが、その頃の彼の心境はどんなものだったの
だろうか。ここでは、それを探る資料として、中
編「幸運の微笑み」を書き始める直前に、彼が友人
ジョン・ゴールズワージー（John Galsworthy, 18671933）宛に書いた書簡を紹介しておきたい。この手
紙からは、「大病」からの回復期におけるコンラッ
ドの体調が具体的に把握できるだけでなく、この中
編の誕生時における弛緩した心境がよく出ていると
思われる。
[19]10 年 5 月 17 日
（前略）所詮、まだ哀れな病み上がりに過ぎな
いんだよ。両足首が痛むし、手首も片方が（運
良く左手なんだけど）痛むものだから、落ち着
かなくてイライラしている。びっこを引いて
２・３ヤード歩けるだけさ。声もまともには回
復しちゃいない。（中略）
こんなふうにして、ぼくは俗世間に舞い戻り
つつある。とはいうものの、厳密にはそうい
うことじゃない。まったく、ひとつの小地獄
から出てきて別の小地獄へと入っていくような
ものさ。（中略）ぼくは、ひとつの地獄を別の
地獄と取り替えたことに充分満足しているんだ
よ──というのも、自分が無力感も絶望感も
持っちゃいないからなんだ。それどころか、自
信のようなものがあるんだよ──だけど本当
は、脳が軟化しはじめた兆候に過ぎないのかも
しれない！ でも何であれ、そういう感じが嬉
しいんだよ。どんなものでも、暗澹たる憂鬱よ
りは増しさ。そんなものは、宗教狂いの兆候か
もしれやしないからね。
同じくこの脳のことなんだけれど、こいつは
長引く仕事には耐えられないんだ。この手紙
も 10 分ずつ途切れ途切れに書いている始末。
それが、今のところの限界さ。それでも明日
は、短篇を始めるつもり──そんな情熱があれ
ばだけれども。海を背景にした喜劇物で、材料
はジャガ芋だよ。表題は「幸運の微笑み」。こ

のタイトルが良い兆候であってくれますよう
に！ とはいっても、ぼくはあまり縁起を担ぐ
ほうじゃないけれど。６
病名こそ述べられていないが、両足首と手首が痛
み、声も回復していないところから、まだ体調の回
復が不十分な状態であることは明らかである。脳が
「長引く仕事には耐えられ」ず、「手紙も 10 分ずつ
途切れ途切れに」書かねばならないような痛々しい
状況で、彼は次作品の構想を軽い祈りを込めて打ち
明けている──「材料はジャガ芋」で「海を背景に
した喜劇物」になると。

（２）基本テーマの変化─「裏切り」から「男
女関係の性質」へ
このようにして彼は翌日から「ジャガ芋」その他
を材料にして「幸運の微笑み」という物語を書き始
めたのであるが、ここで、この中編の材料・テーマ
と「大病」直前に書かれた『西欧人の眼には』のそ
れとの相違について考察しておきたい。この問題に
ついて大いに参考になるのが Paul Kirschner の見解
だと思われるので、始めにそれを紹介しておこう。
Kirschner は、その著『コンラッド──芸術家とし
ての心理学者』（Conrad: The Psychologist as Artist）
において「
『陰影線』（The Shadow-Line）というよく
知られている例外はあるものの、コンラッドの後
期小説は男女関係の性質に関わるものだ」
（With the
notable exception of The Shadow-Line, Conrad’s later
fiction is concerned with the nature of the relationship
between man and woman.）７と述べている。この指摘
は、
『西欧人の眼には』完成後の「大病」の後、コ
ンラッドの作風がどのように変化したのかという問
題を考えている我々に大事なヒントを与えてくれる
ように思う。
ところでその Kirschner は、「幸運の微笑み」につ
いてはどのように述べているのであろうか。彼は同
書において、「幸運の微笑み」の後に書かれた中編
小説「七つ島のフレア」
（‘Freya of the Seven Isles’）
と「幸運の微笑み」とを比較して次のように述べて
いる。
During the next eight months, his chief productions
were “A Smile of Fortune” and “Freya of the Seven
Isles”. In both stories the battleground of the self is
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sexual, but only in the second is a woman the main
character: “A Smile of Fortune” concerns a man’s
erotic obsession and its consequences.（Kirschner, p.
136）
ど ち ら の 物 語 に も、 自 我 の 背 後 に 性 的 な も の
（sexual）があるが、女が主人公の小説は「七つ島の
フレア」のほうであり、「幸運の微笑み」は、「男の
性欲をかき立てる妄想とその帰結」（a man’s erotic
obsession and its consequences）に関わるものだとい
うのだ。この指摘は、「幸運の微笑み」のテーマを
的確に捉えているだけではない。この作品が、「男
女関係の性質」を扱うコンラッド後期の小説の特徴
的傾向をもっていることにも言い及んでいる。さら
に、前作『西欧人の眼には』が「裏切り」を基本
テーマに持つ作品であることを念頭に置くと、「幸
運の微笑み」という小説でコンラッドは、その基
本テーマから離れて、後期小説の中心テーマであ
る「男女関係の性質」を取り上げたことになる。そ
の意味で「幸運の微笑み」は、まさにコンラッド後
期作品の傾向が現われた最初の作品ということがで
きる。そして、このようなコンラッド小説の材料・
テーマの変化は、最初に紹介した「大病」をきっか
けにして生じたものだ、と私は考える。

（３）回想記（告白の物語）と虚構性──作者と
語り手と主人公と
最後に三つ目の問題である、「幸運の微笑み」
と 前 作『 西 欧 人 の 眼 に は 』 に お け る 語 り の 構 造
（narrative structure）について考察しておきたい。特
に、両作品の虚構性の程度について、〈作者と語り
手との距離〉および〈語り手と主人公との距離〉と
いう二つの物差しを設定して考えておこうと思う。
まず前者の〈作者と語り手との距離〉について考
えてみよう。
「幸運の微笑み」においては、作者コ
ンラッドと語り手「私」（‘I’）との距離は非常に近
い。すなわち、コンラッド＝語り手の「私」、とい
う前提で叙述がなされているように見える。つま
り、虚構性はかなり小さいと言える。そのように思
わせる大きな要因のひとつは、かつて商船船長で
あった作者コンラッドが、作品中でも商船船長を語
り手として登場させ、その語り手が若かりし頃の自
分の物語を語るという設定を採用しているからであ
る。つまり、基本的にこの作品では語り手が主人公
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であり、語り手が自分の過去の出来事を語る「回想
記」あるいは「告白の物語」という体裁になってい
る。以上を図式化すれば、
《作者＝語り手＝主人公》
という関係になるであろう。このために、この作品
はしばしばコンラッドの伝記作者の関心をひき、主
人公が体験したと同様のことを作者コンラッドも若
い頃に体験した──つまり、この物語は作者の体験
そのものだ、という議論がなされることになる。８
これに対して『西欧人の眼には』の場合には、
〈作者と語り手との距離〉についてどんなことが言
えるであろうか。こちらの作品では、作者コンラッ
ドと語り手との距離は遠く（つまり両者は別人であ
り）、虚構性は非常に高い。そのように思わせる大
きな要因のひとつは、作者が語り手を、想像上の、
架空の人物として設定しているからである。作者コ
ンラッドはポーランド生まれの帰化したイギリス人
であるのに、この小説においては、自分とはまった
く別人の、架空のイギリス人老語学教師を語り手に
採用している。
また主人公の設定にしても、やはりコンラッド自
身とはまったく別人である哲学専攻のロシア人学
生、ラズーモフ（Razumov）を採用している。つま
り、作者と語り手と主人公の三者は、それぞれ明ら
かな別人という設定になっている。この関係を図式
化していえば、
『西欧人の眼には』は、
《作者＝語り
手＝主人公》という関係がまったく成立しない設定
で書かれた作品、ということになる。それは《作者
≠語り手≠主人公》とも記述できよう。くどいよう
だが、『西欧人の眼には』は、架空の語り手（＝イ
ギリス人老語学教師）が、架空の主人公（＝哲学専
攻のロシア人学生ラズーモフ）について語る物語で
ある。
以上述べたことをわかりやすく言いかえると、
次のようになろう。（１）
「幸運の微笑み」において
は、若き頃の作者（コンラッド）が作品のなかで登
場人物として行動する設定になっている。それに対
して（２）
『西欧人の眼には』では、コンラッド自身
は登場人物として設定されていない。
ここで、なぜこのように人物設定が根本的に異
なっているのか、といった疑問が出てくるであろ
う。普通に考えるとその理由は、新しい作品に対し
ては新しい人物設定を施したまで、ということにな
ろう。『西欧人の眼には』で採用している虚構性の
高い人物設定に対して、次作品の「幸運の微笑み」
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では趣を変えて、虚構性の低い人物設定を採用した
だけのことである、と。
しかしながら私には、どうも「大病」が影響して
いるのではないか、という思いがぬぐいきれない。
当時コンラッドは、先に見たように「大病」から心
身ともに回復していない状態であり、しかも高齢に
なってきているので、高い虚構性を維持しながら物
語を書き続けるという強い精神的緊張の持続に耐え
られなくなっており、それで、「幸運の微笑み」で
は虚構性の低い人物設定を採用したのではないか、
と私は推測する。つまり、架空の人物を設定し、そ
の設定を長く維持しながら物語を展開する精神的な
粘りが不足していることを自覚させられ、代わり
に、
《作者＝語り手＝主人公》という図式の回想形
式あるいは告白形式を選んで自分自身の過去につい
て語ることで、極度の精神的緊張を避けたのではな
いのか、と。つまり、このときコンラッドは、自分
のことを気軽に語るほうを選んだのだと。

（４）まとめ
「幸運の微笑み」は大病のあとの「回復期」に書
かれた作品である。この中編を、直前の長編小説
『西欧人の眼には』と比較して、大病後のコンラッ
ドの作風の変化について考えてきた。その考察をま
とめると、以下の４点になろう。
（１）当時コンラッドは、脳が「長引く仕事には
耐えられ」ず、
「手紙も 10 分ずつ途切れ途切れに」
書かねばならないような痛々しい状況であった。
「大病」から心身ともに回復していない状態であっ
たので、強い精神的緊張の持続に耐えられなくなっ
ていた。
（２）
「幸運の微笑み」は、前作『西欧人の眼には』
の「裏切り」のテーマから離れて、後期小説の中心
テーマである「男女関係の性質」を取り上げている
（とりわけ「男の性欲をかき立てる妄想とその帰結」
に焦点を当てている）。その意味でこの作品は、ま
さにコンラッド後期作品の傾向が現われた最初の作
品である。
（３）作者と語り手と主人公の三者の関係を図式
化すると、前作『西欧人の眼には』は、《作者≠語
り手≠主人公》と記述できるのにたいして、この作
品は、《作者＝語り手＝主人公》という記述が成立
する「回想記」あるいは「告白の物語」という体裁
をとっている。

（４）以上の（１）
（２）
（３）から推測すると、コン
ラッドはこの作品において、回想形式あるいは告
白形式を採用し自分自身の過去について語ること
で、極度の精神的緊張を避けてしまったように見え
る。そして、こうしたことが、
「大病」を経たこと
で「すっかり変わってしまった」彼の作風の変化で
あり、「彼の小説の命運における明らかな変化」の
内実であるように、私には思われる。
註
1 雑 誌 掲 載 は 1911 年（London Magazine, February
1911）。
2 Joseph Conrad, ’Twixt Land and Sea（Dent Collected
Edition）, J. M. Dent and Sons, 1947. 以下 TLS と略
記する。この後の引用は同書からのものである。
3 Joseph Conrad, Under Western Eyes. 執筆を終えたの
が 1910 年１月、単行本の刊行は 1911 年 10 月。以
下では UWE と略記する。
4「幸運の微笑み」の舞台は作品中では ‘Pearl of the
Ocean’（TLS, p. 3）と呼ばれているが、実はインド
洋上に浮かぶモーリシャス島のこと。
5 Frederic R. Karl and Laurence Davies, eds., The Collected
Letters of Joseph Conrad: Volume IV（Cambridge
University Press, 1990）, p. xx. 以下 CLJC, vol. 4 と略
記する。
6 英文は CLJC, vol. 4, pp. 328-30 を参照のこと。日
本語訳は外狩章夫編訳『ジョウゼフ・コンラッド
書簡選集』
（北星堂書店、2000）, pp. 264-65 を借
用した。受取人のジョン・ゴールズワージーにつ
いては、同書簡選集、
p. 140の註１を参照のこと。
7 Paul Kirschner, Conrad: The Psychologist as Artist
（Edinburgh: Oliver & Boyd, 1968）, p. 136.
8 Jocelyn Baines, Joseph Conrad: A Critical Biography
（Weidenfeld and Nicolson, 1960）, pp. 95-99 や
Bernard C. Meyer, Joseph Conrad: A Psychoanalytic
Biography（Princeton University Press, 1967）, pp.
74-76, 79-85 などの議論が参考になる。
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県立高校再編問題の新展開⑵
─長浜市の第二次提言を中心に─
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６． 藤井長浜市長の新校建設用地発言と滋賀
県・滋賀県教育委員会の対応
長浜市の第二次提言の骨子（案）と提言書（素案）
が長浜教育検討委員会で議論・検討されたのは、第
12 回委員会（2012 年 9 月 18 日）においてであるが、
その前に藤井長浜市長の新校建設用地発言の経緯と
内容についてみておこう。まず、議事に先立って委
員会に対し藤井長浜市長から発言の申出があり、了
承を得た上で次のような発言がなされたので、その
概要について記しておきたい。
・少子化傾向のなか、このまま推移すると、５年、
10 年、15 年後に子どもの数が相当程度減少する
見込み（市全域で２割、北部地域では４割前後減
少）である。
・これまでの県教育長の発言等を勘案すると、長浜
にある比較的規模の小さい学校を集約し、一定規
模の中堅・中核校を駅に近いところに設置し、学
校活力を向上していきたいとの強い意向を示して
いる。
・前回委員会において、ＪＲ駅に近く圏域内外から
生徒が集まる新校の設置が必要との意見があった
他、これまでからも冬場の雪の対応は当然とし、
全県一区の前提を考えると他地域からも生徒が通
える場所への高校立地は、活力ある学校づくりと
いう観点からも重視されてきたとの認識のもと、
検討に値する課題と考え、事務レベルでは適地の
検討を指示していた。
・こうしたなか、長浜駅から湖岸に数百メートルの
徒歩数分の圏内で、雪も少なく、琵琶湖を望むす
ばらしいロケーションの一定規模の遊休地につい
て、有効活用ができないかとの打診が某企業から
あった。
・教育の発展・振興は地域の発展・振興にも大きく
繋がるという長浜市の考え、検討委員会のご意
見、生徒や保護者のご意見、さらには、高等学校
の設置者である滋賀県や、その計画主体である県
教育長の考え等を踏まえると、より通学条件の良
い場所で新たな新校を設置する方向性は、共通す
る認識と考えており、この場所が最適地であると
の考えのもと、新校の最有力の候補地として県に

提案していきたい。
・第一義的には設置者である県で最適地の用地確保
をいただきたいが、県では困難であるとされた場
合、長浜市が先行的に確保し県に提供することも
考えている。
・教育は百年の大計、さらに教育は最優先の課題で
あり、他に先んじて財政資源を投入すべしとの基
本姿勢のもと、30 年、50 年、100 年先を見据えた
教育を考えるにあたり、また、高校再編という全
市民的課題の解決のため、市民や市議会のご理解
もいただけることを前提に、地元長浜市がともに
汗をかく準備があることを合わせて、県に対して
提案していきたいと考えている。
・ここで、この問題に対する市当局の強い考え、不
退転の決意を示すとともに、県や県教育委員会に
対する地元の強いメッセージを打ち出す意味で、
第二次提言とともに、この市の決断を知事や県当
局に伝えていきたい 42）。
この市長発言は、県立高校再編に関して長浜市と
して不退転の決意を表明したものであるが、その内
容を集約すれば次のようなものである。第１は、今
後、湖北地域の子どもの数が大きく減少していくこ
とが予測されることから新校の設置の必要性は認め
るが、滋賀県が全県一区制度を導入しているため
に、新校は県南部からも生徒を呼び込むことができ
るような場所に設置すべきである。その最適地がＪ
Ｒ長浜駅に近い民間企業の遊休地である。第２に、
その遊休地は、企業側が長浜市に有効活用を提案し
たもので、滋賀県で用地確保が困難な場合は、市民
や市議会の理解を得た上で、長浜市が先行取得して
滋賀県に提供する。
藤井長浜市長は９月25 日の定例会見で、長浜市が
取得を目指す新校の建設用地について言及し、この
件に関し第二次提言とともに滋賀県と滋賀県教育委
員会に提案することを明らかにした。その際、
「
（長
浜北高と長浜高の）統合ありきではない」としなが
らも、滋賀県教育委員会が新たに出す再編計画案に
ついて「これまでの県教委の説明に手応えを感じて
いる」と統合の含みを持たせた、と報じられた 43）。
第二次提言には、「当該高校設置にあたっては、
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通学に支障が出ないよう、利便性に優れたＪＲ駅の
徒歩圏内にある新たな場所に、教育環境の整った新
たな校舎を設置する必要がある」44）と記されている
が、具体的な新校の建設場所については触れられて
はいない。９月 26 日に第二次提言書を嘉田知事と
河原教育長に提出した際に、藤井長浜市長は新校の
建設用地としてＪＲ長浜駅近くの企業の遊休地（約
４ヘクタール）を長浜市が購入して滋賀県に提供す
ることを正式に提案した 45）。
しかし、この市長提案を嘉田知事は、琵琶湖畔は
地震の際に液状化する可能性があり、学校用地とし
ては懸念がある 46）として、また河原教育長や滋賀
県教育委員会は、「長浜高など既存の県立施設から
検討する」47）、
「一般論として液状化などの調査は
必要。また新設なら造成や体育館などを新たに作る
必要もある」48）として、即座にそれぞれ否定的な見
解を示した 49）。結果的に 10 月 1 日に発表された県立
高校再編計画修正案に長浜市の意向が反映されな
かったことに対し、藤井長浜市長は、「市が提案し
た新校の設置場所が十分検討いただけなかったのは
残念」50）と述べつつも、建設用地の件については今
後も同様の主張をしていく姿勢は崩さなかった。

７．長浜市の第二次提言（案）の検討過程
長浜市の第二次提言の骨子（案）と提言書（素案）
が審議されたのは、2012 年９月 18 日の第 12 回長浜
教育検討委員会においてである。
まず骨子（案）についてであるが、当初は①特色
ある学校づくりの推進について、②職業系専門学科
の充実について、③学校活力の維持向上について、
④定時制課程の維持発展について、⑤中高一貫教育
校設置の方向性について、⑥その他、となってい
た。しかし、委員会当日に事務局より提示された骨
子（案）の内容と配列順序は次の通りであった。①
学校活力の維持向上について、②魅力と特色ある学
校づくりの推進について、③定時制課程の維持発展
について、④中高一貫教育校の方向性について、⑤
特別支援学校について（新規）51）。
この原案に基づいて意見交換をした結果、最終的
に第二次提言の骨子の内容と配列順序は、①から④
までは事務局案を承認し、⑤は、「さらなる検討を
求める事項について」とした。
その後、提言書の素案について議論した結果、以
下に示す留意点を踏まえて提言書を構成すること
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になった。
（１）提言を構成する大項目として、新
たに「
（５）さらなる検討を求める事項」を立ち上
げ、主に以下の項目を盛り込む。①新しいタイプの
学科、②特進コースの設置、③特別支援教育。
（２）
中高一貫教育校の設置の方向性については、大項
目のまま残す。ただし、一部内容の再検討を要す
る（設置の有効性を主張）。（３）特別支援学校につ
いては、大項目から外し、新たに立ち上げる「
（５）
52）
さらなる検討を求める事項」の中で記載する 。
第 12 回長浜教育検討委員会での審議を踏まえ
て、第 13 回長浜教育検討委員会では、第二次提言
書（案）について議論し、提言書に盛り込む具体的
事項および内容と順序を次のように確定した。
（１）
学校活力の維持向上について、①標準規模・定数確
保、ア）弾力的な標準規模の運用、イ）地域内での
定数の確保、ウ）学校の配置・設置形態、②教員の
資質・適正配置、ア）教員の資質向上、イ）教員の
適正配置、③地域との連携・交流、ア）地域との包
括的連携、多様な主体との交流。（２）魅力と特色
ある学校づくりの推進について、ア）普通科に求め
ること、イ）総合学科に求めること、ウ）農業学科
に求めること、エ）福祉学科に求めること、オ）高
校教育に求めること。
（３）定時制課程の維持発展
について、ア）定時制課程の維持と柔軟で多様な学
びの場の創出。
（４）中高一貫教育校設置の方向性
について、ア）中高一貫教育校の設置と有効性の確
保。（５）さらなる検討を求める事項について、①
特別支援教育の充実、②新しいタイプの学科・コー
ス等の検討。
次節では、それぞれの内容について簡潔に説明
し、私なりの解釈や思いを提示しておきたい。

８．長浜市の第二次提言の内容
［１］はじめに
「はじめに」のところでは、第二次提言の取りま
とめの経過と、取りまとめるに当たっての関係者の
思いが述べてある。前者から見ておこう。まず、
「このような経過を踏まえ、当検討委員会では日程
を前倒しするとともに、密度の高い集中的な審議を
行い、この度、魅力と活力ある高等学校づくりの実
現に向け、地域が求める県立高等学校のあり方に関
する事項について、第二次提言として取りまとめま
した」とあるが、これは長浜市の第一次提言提出
後、滋賀県教育委員会がこの提言を無視して９月中
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旬に計画案を出し、11 月には計画決定する旨の発
言を行った 53）ことに対応してとった措置について
述べたものである。
滋賀県教育委員会の一方的な都合によって、長浜
教育検討委員会は前倒しで集中的に審議をせざる
を得なくなった。このような状況の中で、長浜教
育検討委員会は、「地域の切実で真摯な意見を聴き
取り、市民目線に立って忌憚ない議論を交わし、地
域が求める、これからの県立高等学校のあり方につ
いて、地域の意見として」この提言をまとめたこと
を強調している。この提言は、「地域の総意」であ
るため、滋賀県および滋賀県教育委員会は、「高校
の改革」を県民本意の視点に立った万全な手続きに
よって行い、今般策定される再編計画に、地域の思
いが盛り込まれたこの提言の内容を必ず取り入れる
ことを強く求めている。
［２］提言の基本的事項
滋賀県教育委員会が予定する県立高校の再編とい
う「高校の改革」は、数十年に一度の大事であると
考えられるため、慎重かつ十分に検討され、県民へ
の丁寧な説明と十分な理解のもとで進められるべき
である。しかし、これまでの滋賀県教育委員会の進
め方はあまりにも拙速かつ粗略であり、県民本意の
視点に立った手続きは踏まれておらず、その内容
も、到底、県民の支持や理解を得られるものではな
い。長浜市および長浜教育検討委員会はそのように
認識している。そこで、滋賀県教育委員会は、滋賀
県の未来の高校教育に禍根を残すことがないよう
に、今一度、教育の原点に立ち返り、未来を担う子
どもたちの教育環境の充実を最優先に考え、県民が
参画することができ、誰もが納得できる手順を踏ま
えながら取り組むことを期待するとして、全県的に
共通する次の５つの基本的事項を提示している。①
教育施策の展開にあたっては、行財政改革の視点で
語ることなく、未来を担う子どもたちのことを最優
先に考え、行財政資源の投入を図ること。②再編計
画の策定およびその実施にあたっては、決して独断
専行することなく、関係者はもとより、地域が納得
できるよう、相応の時間と手間をかけて地域と対話
を重ねるなど、その意見を十分に汲んだものとする
こと。③安全で、安心な高校生活のためには、校舎
等の耐震化が必須であり、最優先で速やかに実施す
ること。④ 2006 年度から導入された全県一区制度

について、導入時から今日までの間に成果や影響に
ついて早急に検証し、公表するとともに、改善すべ
き問題点については、速やかに是正措置を講じるこ
と。⑤再編計画の実施時期については、とりわけ、
来年度高校入試をめざす現在の中学３年生に動揺を
与えないよう、その再編の影響が全く及ばない平成
28 年度以降とすること。加えて、現在の中学１年
生および２年生においても、十分な時間的ゆとりを
もって将来の進路を熟慮することができるよう、配
慮すること（p.1）
。
ここでは、第一次提言と同じく、これまでの滋
賀県教育委員会の県立高校再編計画策定の手続き上
の問題点を指摘しているとともに、湖北地域のみな
らず全県的に踏まえるべき基本的事項を提示してい
る。特に、高校改革は財政論的視点ではなく教育論
的視点から行うべきであること、また、高校再編を
行う前に全県一区制度の検証を行うことによって問
題点を洗い出し、その是正措置を講じること、とり
わけ成績優秀な生徒の湖北地域からの流出（北から
南への「玉突き現象」
）による湖北地域の進学校への
影響、さらに、再編の影響が中学生に及ばないため
の対策として再編計画の実施時期を原案よりも２年
遅らせて、
2016年度以降とすることなどを求めている。
次に、提言の具体的事項およびその内容について
概括しておこう。
［３］学校活力の維持向上について
１）標準規模・定数確保
この件に関しては、次のようなことが提言されて
いる。①県内にはさまざまな特性を持った地域があ
ることから、地域事情や学校・学科の状況などのさ
まざまな要素を十分に勘案して学校の規模や定数に
ついて、弾力的に決定すべきであること。②学校の
集約を含む学校配置や設置形態については、新しい
高校教育のビジョンや新しい高校の姿を明確にした
上で、慎重に検討すべきであること（p.2）
。
再編計画（原案）では「１学年あたり６～８学級
を標準とする」とあるが、県内の県立高校の状況
は、2011 年度時点で６～８学級が 21 校、５学級以
下が 22 校、９学級以上が３校となっており、県立
高校の半数以上は、学校規模が標準ではないことに
なる。しかし、現状においては、これらの高校の
「学校活力」が低下しているとは言い切れず、その
意味では、滋賀県教育委員会の提示する学校規模の
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根拠は曖昧であり、教育的な説得力を欠いている。
また、長浜市では、高校生の約８割が徒歩・自転車
通学であり、2012 年 2 月に長浜市、長浜教育検討委
員会、長浜市教育委員会が実施したアンケート調査
（
「長浜市内における県立学校のあり方などに関す
る調査」
）54）では、中学２年生およびその保護者の
過半は志望校を決定する通学条件として、「近くに
あって徒歩や自転車で通学できる高校」を挙げてい
る（中学生：53 ％、保護者：62 ％）。この調査結果
は、湖北地域が県南部と比較して極めて不利な通学
環境にあることを如実に示している。
このような実状に鑑みて、第二次提言では、高校
の標準規模の取り扱いおよび定数の確保について次
のことを要望している。①弾力的な標準規模の運用
…決して県下一律に標準規模を適用するのではな
く、地域事情や学科の状況などを十分踏まえて、標
準規模以下の高校であっても廃止することなく、そ
の存続に努めること。②地域内での定数確保…私立
高校がない、公共交通機関が不備、厳しい気象条件
（冬期の降雪）といった問題を抱える湖北地域の置
かれた立ち位置を考慮して、地域内での定数を必ず
確保すること。③学校の配置・設置形態…平成 32
年以降は高校入学予定者数が減少していくことが予
想されるので、近い将来、地域における高校のあり
方を抜本的に見直さなければならない。しかし、そ
の見直しにあたっては、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のではなく、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
含む学校配置や設置形態について慎重に考慮するこ
と（p.3）。この第３の要望事項では、将来的には高
校の統廃合を選択肢の１つとして位置づけて、高校
のあり方を抜本的に見直すことの必要性について述
べている。このことは、長浜市および長浜教育検討
委員会は、高校の統廃合そのものに異議申し立てを
しているのではなく、高校入学予定者数が減少傾向
を示していない現段階において、滋賀県教育委員会
が財政論的視点から独断専行的に性急に統廃合を実
施しようとしていることに対して異議申し立てをし
ていることを意味している。
２）教員の資質・適正配置
この件に関しては、「校長の強いリーダーシップ
のもと、生徒と共に学業・部活動等に熱意を持って
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臨む教員を増やし、教員の能力を最大限活かすこと
ができる適材適所の配置を行われたい」と提言して
いる（p.4）
。
このことは、再編計画（原案）には触れられてい
ないが、高校再編における教育環境を考えた場合、
物理的教育環境、教育システムの整備とともに教員
の資質の向上など人的な教育環境の充実は極めて重
要である。生徒一人ひとりの自主性を伸ばし、自
立・自律の精神を培うことによって生徒の持つ能力
を成長させていくことにこそ学校の活力の源泉があ
ると考えると、有能な教師との出会いや、経験豊富
でユニークな指導者に出会うことが大切である。こ
のような観点から、第二次提言では、「教員の資質
向上」と「教員の適正配置」について、次のように
提言している。
前者においては、「教員の資質とは、単に優秀な
教員というのではなく、校長の強力なリーダーシッ
プのもと、生徒と共に学業のみならず、部活動や生
徒会活動などの学生生活に熱意を持って臨むことが
できる能力である」とした上で、教員自身が持つ指
導力を最大限発揮できる職場環境をつくるととも
に、採用段階から力量ある教員を確保し、その資質
能力を段階的に高めることができるよう、養成、研
修を相互に関連づけるなど、総合的な視点から教員
の資質向上に向けた取り組みを着実に推進すること
を要請している（P.4）
。
後者では、教員こそ最大の教育資源であるとの認
識に立って、体育実技や文化芸術、科学技術などの
分野において優れた能力を有する教員や、学校の核
となる教員について適切に配置する一方で、教員一
人ひとりの個性や能力を最大限活かすことができる
よう、適材適所の配置を行った上で、質の高い教育
と深い専門性に根ざした教育を実践することを求め
ている（p.4）
。
この２つの項目が骨子（案）の中に盛り込まれるこ
とについては、長浜教育検討委員会でもその必要性
についての疑義が出されたが、大石委員長は、
「骨
子案の検討を踏まえ、適正配置の中身に踏み込んだ
形で書き換えるということで残すことにしたい」55）
と発言、結果、第二次提言に表記されたような形に
なった。
３）地域との連携・交流
この件については、①学校と地域とは密接な関係
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にあることから、相互に支え合う仕組みづくりに取
り組むべきこと、②学校間交流や地域間交流、全国
交流などを促進することにより、生徒の意欲や達成
感を高め、学校活力の向上を図るべきことを求めて
いる (p.5)。
このような提言は、次のような現状認識からなさ
れている。１つは、再編計画（原案）には、生徒や
保護者、地域や住民との連携が触れられていないこ
と、２つには、長浜市内の小中学校においては、
2009 年度からそれぞれの学校に学校運営協議会を
設置し、保護者や地域住民などの学校運営への参画
や連携を一層進める中、一体となって学校運営の改
善や、児童生徒の健全育成に取り組んできた実績が
あること、３つには、地域の住民にとって学校は、
教育の場であることはもとより、それぞれの地域の
歴史や伝統に深く根付いた「地域文化の砦」との強
い思いもあり、地域と学校とは、地域の活力向上、
活性化の観点からも、非常に大きな関わりを持って
いること、である（p.5）。
特に、
「地域との包括的連携」に関しては、既に
高校に設置されている学校評議員の役割が、単に意
見の具申にとどまり、形骸化しているという実態に
鑑み、一定の権限と責任を持った学校運営協議会の
ような組織を立ち上げ、地域と密接な関係を構築し
ていくことを求めている。

切り拓く力を持った人材を育成していくことが必要
であると指摘している。このような認識に基づい
て、第二次提言では「示された再編計画（原案）に
は、確固たる教育理念や哲学はもとより、夢や希望
の持てる高校教育のビジョンがそもそも語られてい
ない」と批判している（p.7）
。
一方で、地域の視点から高校をみると、そこには
それぞれの建学の精神や歴史や伝統、校風があり、
それらが卒業生、地域の人々、学校関係者によって
脈々と引き継がれている。また、これまでの時代の
要請や地域産業界の形態変化などがある。したがっ
て、今後においても、時代変化や高校教育に求めら
れるニーズに対応していくために、新しい学校の設
置や学科・コースの改編など、魅力ある学校改革に
取り組むとともに、各々の高校の特色や歴史、建学
精神等を受け継ぎ、地域社会とともに歩み続ける高
校のあり方を求めるとして、次のように具体的提言
を行っている。

［４］魅力と特色ある学校づくりの推進について
これについては、「時代の変化や地域の実情に対
応でき、心豊かに、たくましく、未来を切り拓く力
を持った人材を育成することができるよう、新しい
学校の設置や学科・コースの改編なども踏まえ、魅

１）普通科に求めること
前述した中学生調査では、生徒も保護者も普通学
科志向が過半を占めている（中学生：58 ％、保護者：
53 ％）
。しかも、高校卒業後の進路として、
「大学・
短大への進学」への希望が多いという結果になって
いる（中学生：44 ％、保護者：49 ％）。高校生調査
では、「大学・短大への進学」希望者はさらに多く
なっている（高校生：60 ％、保護者 59 ％）
。これら
の項目とリンクする形で、「大学などへの進学に対
応するため、高い知識や技能を身に付けることがで
きる教育」を「普通学科高校に望むこと」（高校生
調査は「普通学科・総合学科に望むこと」
）として

力と特色ある学校づくりを進めるべきである」
（p.7）
との提言を行っている。
提言書では、グローバル化の進展、国際競争力の
激化、少子高齢社会の到来、産業構造・就業構造の
劇的な変化など、今後日本を取り巻く環境が大きく
変貌していく中で、
「一人の自立した人間として、
様々な変化に柔軟かつ主体的に対応でき、活躍する
ことができる、たくましい、高い志を持った人材」
を育成することが、これからの教育に求められると
指摘している。また、生徒一人ひとりの価値観やラ
イフスタイルの多様化が一層進む中で、高校教育へ
のニーズも、多様化・高度化する状況にあることか
ら、こうした時代や地域の実情に対応できる未来を

挙げている（中学生保護者：29 ％、高校生：31 ％、
高校生保護者：38 ％）
。
第二次提言は、このような調査結果を反映した内
容となっている。「次代を先導する人材を育成する
にふさわしい教育を実践することのできる、地域の
中核的役割を果たす普通科単独校を設置することを
望む」とし、さらに、「当該高校の設置にあたって
は、通学に支障が出ないよう、利便性に優れたＪＲ
駅の徒歩圏内にある新たな場所に、教育環境の整っ
た校舎を設置する必要がある」と述べている。既に
指摘したことではあるが、これは必ずしも、現時点
において滋賀県教育委員会の提示した統廃合を容認
し、それを前提とした新校設置を要望しているので
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はなく、将来的に高校入学予定者数が減少するとい
う現実的可能性を見据えて、それに対応しようとす
る建設的提言である。
もう１点普通学科に求めていることは、他地域や
他高校のモデルとなるような英語教育に重点を置い
た教育カリキュラムを導入することである。第二次
提言には次のように書かれている。「市内に複数あ
る普通科単独校では、基礎的な学習内容を充実する
ことはもとより、例えば、理系・文系などの特色づ
けや、長浜市において小中学校から重点的に実施し
ている英語教育を引き継いでいけるような教育カリ
キュラムを導入するなど、高校の特色を最大限活か
した、魅力ある学校づくりに取り組むことが必要で
ある。……。特に、英語教育については、長浜市が
他地域に誇る強みとして確立することができるよ
う、地元小中学校、市教育委員会などの関係機関と
も連携し、地域をあげて高いレベルで実用英語教育
を施すこととし、例えば、外国の大学への進学を視
野に入れるなど、他地域や他高校のモデルとなるよ
うな取り組みを推進されたい」（p.8）。
この英語教育を重視した普通科単独校の設置の提
言の背景には、次の２つの要因がある。１つは、長
浜市等が実施したアンケート調査で、「興味や関心
のある学習分野」「学習させたい分野」で「外国語
や国際理解に関すること」が上位に位置づけられて
いるということである。ちなみに、中学生調査では
中学生 26.2 ％、その保護者 58.9 ％、高校生調査では
高校生 29.4 ％、その保護者 52.7 ％となっている。特
に保護者にその要望が強いことがわかる。
２つは、滋賀県教育委員会が 2012 年７～８月に
かけて実施した「地域の高等学校教育のあり方に係

２）総合学科に求めること
長 浜 市 等 の ア ン ケ ー ト 調 査 で は、 中 学 生 の
17 ％、その保護者の 27 ％が総合学科への進学を希
望しており、これは普通学科に次いで２番目に多
い。高校生調査では、
「総合学科・専門学科に望む
もの」として、「学んだことがそのまま就職や卒業
後の社会生活に役立つような実践的教育」
（42 ％）
、
「特定の分野における専門的な知識や技術資格を身
に付けることができる教育」（34 ％）が上位にきて
おり、この２つで全体の４分の３を占めている。ま
た、「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「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、７月 31 日）というような発言をも考慮し
て、次のような内容の提言がなされている。１つ
は、専門知識や技術の習得、資格取得などの実践的
教育を望む声が多いことから、教育設備の充実をは
じめ、多様な学習ニーズに対応できる教育環境を整
備すること。２つは、地域企業などが求める人材を
輩出することを念頭に、地域とともに発展し続けら
れるよう、例えば、商業やビジネス、工業（ものづ
くり）、情報処理といった分野の専門教育の充実な
ど、学習内容をさらに充実すること。そして、今１
つは、上級学校への進学を希望する生徒が多い状況
を踏まえ、これらに柔軟に対応することができる学
びのシステムを構築することである（p.8）
。

る意見を聴く会」における次のような発言である。
「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」（長浜市学
校運営協議会、７月 31 日）との前提で、「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、できる限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、８月 21 日）。

い、地域の特色を生かしつつ、消費者や需要者の
ニーズにあった農業の展開や経営の多角化（６次産
業化）などの学習を通して、将来に本県農業の担い
手としての資質と能力を育成します」56）として、長
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３）農業学科に求めること
再編計画（原案）では、農業学科の小学科改編が
提示されていた。「農業学科の小学科の改編を行

浜農業高校、湖南農業高校、八日市南高校の小学科
を改編するとしていた。特に、長浜農業高校にお
いては、現在の１学年４学科・学級（生物活用科、
ガーデン科、食品化学科、環境デザイン科）を１学
科・学級減らして３学科・学級（農業科、食品科、
園芸科）にするとある。
この原案は、第 23 期滋賀県産業教育審議会の答
申（『社会の変化に対応した新しい職業教育の在り
方について』2010 年９月 10 日）をベースにしたも
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のである。当該答申の「１ 本県高等学校における
職業教育の現状と課題」の「（２）各学科の現状と
課題」で、
「中学校卒業予定者の第 1 次志望調査で
は、農業学科への進学希望者は、比較的低い倍率と
なっており、その要因として学科の名称や学習内容
が分かりにくいということが考えられ」るとして、
次のように現状を捉えている。「農業学科において
は、これまで、安全な食糧の生産や供給、地域環境
を考えた保全活動、および、動植物や地域資源を活
用した取組みを、地域の関係団体等との連携を密に
しながら、実験や実習に重きを置いて進めてきまし
た。こうした中で、本来の農業教育の意義を活か
し、関連産業でのインターンシップ等を通して勤労
観・職業観が養われ、産業界から高い評価を得てい
ます」。その上で、「卒業後に農業関連分野へ就職を
する生徒の割合が低い状況にあること」が課題と位
置づけている（p.4）
。そして、「２ 社会の変化に対
応した新しい職業教育の在り方について」の「（１）
今後の職業教育における専門学科の教育内容につい
て」で、
「今後は、本県の産業構造における農業の
位置づけを踏まえたうえで、農業教育の在り方や学
科の枠組み等についての検討をする必要があります」
（p.9）と指摘している。
このような滋賀県産業教育審議会の答申をベース
にした再編計画（原案）に対して、第二次提言は農
業の重要性を鑑みて、次のような一歩踏み込んだ内
容になっている。１つは、今後、農業学科の社会的
な役割や求められる教育への期待は一層高まること
から、農業の役割を再認識し、農業学科の定数は現
状維持するとともに、例えば「６次産業化」への対
応など、時代の要請に応じた教育内容へと見直す必

活かし、より充実した進学指導体制を構築するとと
もに、福祉学科や長浜高等養護学校との交流による
特色ある学びの展開を図る」57）とあった。

要があること。２つに、これまで以上に地域連携を
深め、社会体験を積む方法として、例えば、高校生
レストラン、高校生工房、高校生農場といった新し
い教育システムの導入や長浜バイオ大学などとの高
大連携など、地域の教育資源を活用することで、地
域とともに歩み、発展できるような仕組みを取り入
れること（pp.8-9）。

会は、計３回の審議を経て同年８月 24 日に河原教
育長へ『社会の変化に対応した福祉科教育の在り方
について』という答申を行った。当該審議会の議事
録がないので審議内容の詳細は不明であるが、第１
回審議会（2012 年７月 31 日）では①諮問および理由
説明、②介護人材の育成状況、③県立高等学校福祉
学科の状況について、④今後の福祉科教育の在り方
について、第２回審議会（同年８月３日）では①福
祉学科の現状と課題について、②県内の福祉科教育
の状況について、③全国の状況について、④今後の
福祉科教育の在り方について、そして第３回審議会
（同年８月７日）では答申について、それぞれ審議
された 59）。

４）福祉学科に求めること
福祉学科は、再編計画（原案）では長浜高校と長
浜北高校との統合新校の１学科を構成するもので
あった。再編実施計画（原案）では、「長浜高等学校
と長浜北高等学校で培われた進学指導のノウハウを

この原案も、滋賀県産業教育審議会の答申に基づ
くものであることは多言を要しないが、答申におい
ては次のような現状認識が示されている。「福祉学
科においては、中学卒業予定者に福祉学科を志望す
る者が相応にあり、福祉学科を希望して入学してく
る生徒の専門的な学習に対する目的意識は高く、ま
た、社会においても、福祉、介護分野の専門性を有
する人材へのニーズは高い状況にあります。介護福
祉士養成制度が変更されたことを受け、平成 21 年
度から介護福祉士養成課程設置校として施設実習の
増加を含めた新しい教育課程に改編しました。少子
高齢化の進展に伴い、地域における自立生活支援へ
の志向や福祉ニーズの多様化など社会福祉に対する
国民の意識は変化しており、このことに対応し、多
様で質の高い福祉サービスを提供できる人材を育成
することが求められています」（p.6）。その上で、
福祉学科では、「介護福祉士養成課程併設校として
の教育活動のさらなる充実を図ること」
、また、
「上
級学校への進学率が高く、上級学校卒業後において
もほとんどの者が福祉関連分野に就職している状況
や、社会における福祉分野に関するニーズが高まる
ことを勘案すると、今後も、教育課程をはじめとし
た教育内容の充実を図るための工夫が必要」との見
解を示している（p.10）
。
しかしながら、滋賀県教育委員会は、2012 年７
月 31 日に第 24 期滋賀県産業教育審議会（会長・谷
口吉弘平安女学院大学副学長）を設置し、新しい福
祉学科教育の在り方について諮問した 58）。当該審議
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当該答申の内容の概略は、次の通りである。「は
じめに」では、2007 年と 2011 年の「社会福祉士及
び介護福祉士法」改正により、福祉学科では、介護
福祉士の国家試験の受験資格を得るために必要な高
等学校における学習の時間数が大幅に増え、そのた
め、滋賀県教育委員会より「社会の変化に対応した
福祉科教育の在り方について」の諮問を受け、審議
事項について審議結果を取りまとめて答申した旨が
記されている（p.1）
。「１ 本県高等学校における福
祉科教育の現状と課題」では、次のように具体的な
数字を挙げて現状と課題について述べている。「高
等学校段階における介護福祉士養成には、国家試験
の受験資格を得るために必要となる３年間の学習の
時間数が、平成 20 年度入学生までは 1,190 時間でし
たが、平成 19 年の社会福祉士及び介護福祉士法の
改正によって、平成 21 年度入学生からは 1,820 時間
となりました。さらに平成 23 年度入学生からは、
1,855 時間となります。また、指導する教員に関し
ても、教員免許の他に、医師や看護師等の資格を
持っている者を配置しなければならなくなりました」
（p.2）。その上で、長浜高校福祉学科の状況につい
て、次のように指摘している。
「本県においては、
平成７年度に介護福祉士国家試験が受験可能な教育
課程を置く福祉学科が長浜高等学校に設置され、平
成 21 年度からは社会福祉士及び介護福祉士法に基
づく「福祉系高等学校等」として指定されました。
長浜高等学校福祉学科では、介護福祉士の国家試験
受験資格を取得するため、平成21年度入学生から、
学習に必要な時間数が大幅に増加したことにより、
夏季休業中等にも実習や授業を行っています。進路
に関しては、高等教育機関への進学者は、学科全体
で７～８割と、他の職業学科と比べて非常に高く、
高等教育機関でさらに学びを深め、社会福祉士や看
護師、理学療法士、保育士等の資格取得をめざして
います。また就職者は２～３割で、多くが福祉関連
分野に就職しており、卒業後３年以内の離職者はほ
とんどいない状況です」（p.2）。
そして、
「２ 社会の変化に対応した福祉科教育の
在り方について」では、次のような認識を示してい
る。１つは、今後は、生徒の進路に合わせ、高校段
階では福祉に関する基礎的・基本的学習に重点を置
き、高等教育機関へ進学して、さらに福祉に関する
学習を深め、介護福祉士等の国家試験合格をめざす
ことを可能とするなど、教育課程について検討する
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ことが望まれること。２つには、福祉学科における
専門教科の科目の単位数の適切な設定についても検
討する必要があること。また、人格形成やコミュニ
ケーション能力の育成を図りながら職業教育を進め
るため、普通教科（共通教科）の科目と専門教科の
科目の適切なバランスを考え、教育課程を検討する
こと。そして３つには、今後は、総合学科における
系列や、普通科におけるコースも視野に入れ、地域
性を考慮しながら、県全体の福祉科教育の在り方に
ついて見直していく必要があること（p.4）60）。
このような内容を含んだ答申が、長浜高校と長浜
北高校の統廃合による普通科単独校の設置、および
福祉学科の長浜北星高校への組み入れと介護福祉士
の受験資格が得られない「系列」としての位置づけ
とを結果するであろうことは容易に推察できること
であった。
第二次提言は、この答申の主旨を踏まえた上で、
かつまた、長浜教育検討委員会の福祉関係選出委員
の意見・要望 61）をも踏まえて、次のように記され
ている。「地域において、福祉学科が果たしている
役割は非常に重要であり、地域を支える人材は地域
で育てるといった観点を基本として、今後ますます
増大する介護ニーズに応え、福祉分野の人材育成を
図っていくため、福祉の基礎・基本を学び、技術も
習得できる高校が必要である。さらに、福祉系大学
や専門学校への進学も視野に入れ、教育内容の維
持・充実を図られたい」
（p.9）
。
５）高校教育に求めること
ここでは、地域学習を深められる取組みについ
ての提言が示されている。具体的な提言内容は、
次のようなものである。「地域の歴史や伝統、文化
を大切に思う心、いわゆる郷土愛については、地域
の活力が持続し、発展し続けるための根源となるも
のである」から、「長浜市において、高校の履修科
目として、例えば、地域との連携のなかで、地域の
ことが学べるような科目を設定する」（pp9-10）。こ
れは、教育基本法（2006 年 12 月 22 日法律第 120 号）
第２条第５項に謳われている「伝統と文化を尊重
し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する
……」という教育目標と相通ずるものである。
［５］定時制課程の維持発展について
このことについては、「あらゆる子どもたちへの
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高校教育の機会確保と支援体制の充実を図るため、
無理なく通学できる範囲内に、定時制課程や通信
制課程、昼間・夜間の併置による総合単位制高校
の設置など、柔軟な学びの場を確保すべきである」
（p.11）と提言している。
その背景には、時代の変化や勤労青少年の減少に
よって、その役割が大きく変化したとはいえ、近年
では、中途退学者や不登校経験者など、さまざまな
動機を有する子どもたちの柔軟な学びの場としての
機能を果たしており、また、高校教育の機会を保障
するセーフティネットとしての機能をも果たしてい
るという現実が横たわっている。だが、滋賀県教育
委員会は、再編計画（原案）において、能登川高校
を総合単位制高校へと改編することに併せ、長浜北
星高校などに設置されている定時制課程（夜間）を
廃止するとした 62）。
既に述べた長浜市等のアンケート調査の中学生調
査では、生徒の 86 ％（1,194 人）が高校への進学を希
望しているが、そのうち定時制高校への進学希望者
は１％に過ぎない。しかしながら、第二次提言書に
も記してあるように、長浜北星高校の定時制課程
は、滋賀県の最北地域をカバーするものであり、当
該機能を県中南部の能登川高校へと移転し、廃止す
ることは、さまざまな事情により定時制課程に通学
せざるを得ない子ども達に、通学面や経済面で大き
な負担を強いるものとなり、畢竟、このような子ど
も達の高校教育の機会を剥奪することにもなる。こ
のような長浜教育検討委員会の認識が、上記のよう
な提言を結果したのである 63）。
ただ、長浜市や長浜教育検討委員会は、総合単位
制高校の設置そのものに異議申し立てをしているわ
けではない。このことは、第二次提言に、「県教育
委員会が示す総合単位制といった新しい学びのスタ
イルへの移行については、様々な事情を持つ子ども
たちの多様なニーズに応えるため、その意義は認め
る」
（p.11）とある。湖北地域の置かれている現実を
直視したとき、設置場所があまりにも「地域事情へ
の配慮に欠ける」ことに対して強く異議申し立てを
しているのである。
［６］中高一貫教育校設置の方向性について
第二次提言には、「学校選択幅の拡大や生徒の個
性伸長等、さらなる中等教育の充実を図るため、市
内の交通利便性の優れた場所に、中高一貫教育校

を設置すべきである」（p.12）と記している。その上
で、次の３点を要望している。１つは、中高一貫教
育校のあり方については、中等教育学校、併設型、
連携型の３つの実施方法があり、その設置にあたっ
ては、既に 2003 年４月から県内３地域（湖東地域：
河瀬中学・高校、湖南地域：守山中学・高校、甲賀
地域：水口東中学・高校）で実施されている先行事
例の成果や課題について十分な検証を行い、有効性
を確保すること。２つは、地域事情や生徒ニーズの
把握を十分に行い、その具体的方法を検討するとと
もに、長浜市教育委員会や地域の小中学校との相互
理解と意識統一を図ること。３つは、実施にあたっ
ては、２クラス規模（20 ～ 30 人程度の少人数編制）
で検討すること（pp.12-13）64）。
滋賀県教育委員会は当初の予定では、湖北地域も
含む２地域においても、中高一貫教育校の必要性を
明確に認めた上で、2011 年度以降の早期に設置する
ことを約束していた。しかしながら、再編基本計画
（原案）では、
「新たな中高一貫教育校を設置するこ
とは地域の中学校に及ぼす影響も大きいと考えられ
ることから、当面は既設３校とし、新たな設置は行
65）
わない」
と、唐突に方向転換を表明したのである。
この中高一貫教育校の設置に関しては、湖北地域
の生徒や保護者の期待が高く、要望が強い。既述の
アンケート調査では、「特色あるタイプの高校」と
いう質問項目で、「今後、長浜市にはどのような高
校があればよいと思いますか」（２つ選択）という
質問をしている。この質問に対して「高校と中学校
が一緒に設置されていて、中学校から６年間一貫し
て教育が受けられる学校」を選択したのは、中学
生調査では生徒 19.1 ％、その保護者 31.3 ％、高校生
調査では生徒 27.8 ％、その保護者 39.1 ％となってい
る。これらの数値は、決して低くはない。
［７］さらなる検討を求める事項について
ここでは、「特別支援教育の充実」と「新しいタ
イプの学科・コース等の検討」という２つの事項に
ついて提言を行っている。以下で、それぞれについ
て見ておくことにする。
１）特別支援教育の充実
この事項に関しては、「場当たり的に特別支援教
育を語るのではなく、今一度、抜本的に特別支援教
育のあり方について検討し、特別な支援を要する生
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徒にとって最も望ましい教育環境の整備に努められ
ることを切に願う」（p.14）と提言している。
この提言は、滋賀県教育委員会が学校関係者はも
とより、保護者や地域住民の十分な理解を得ないま
ま計画を進めてきた経緯を背景になされている。再
編実施計画（原案）では、「石部高等学校、伊吹高等
学校、愛知高等学校に併置される特別支援学校との
交流を通して、ノーマライゼーションの理念に基づ
く教育を推進する」として、2013 年度に伊吹高校
（１学年４学級）と長浜養護学校高等部分教室（１学
年２学級）にするとなっていた 66）。
長浜教育検討委員会は本件の重要性に鑑み、実際
に特別支援教育に携わった経験のある委員から資
料提供を受け、概略、次のような説明を受けた。
①伊吹高校に肢・知併置の特別支援学校ができると
なると、施設設備に多額の財政負担が生じる。エ
レベーターや手すり、車椅子対応など、さまざまな
施設の改修が必要である。設置当初は、現状の生徒
を考えた対応を行うが、その後生徒が増加し、それ
に対応すべく増設を繰り返すことになる。②また、
設置している以上、全ての生徒に対応する必要があ
る（皮膚がんの生徒に対して、紫外線対策として校
舎や体育館を全面フィルム貼りにして対応した例を
紹介）。③緊急時には、校長と養護教諭が対応する
必要がある。養護教諭は医療行為ができないので、
万一の場合に、学校から連絡をして対応していては
間に合わない。その場合、校長の責任において現場
で対応する必要があり、看護師を配置している学校
もある。④教員配置について、単独障害の場合は、
９人に１人の教員であるが、重複の場合は、３人に
１人が必要で、その他にも介助員や調理師、栄養
士、バス運転手や実習助士なども必要である。ま
た、知的障害は自分で食事を取れるが、肢体不自由
は食事介助が必要で時間もかかることも考慮する必
要がある。⑤知的障害の場合は、農場が必要で、そ
れが就職にも繋がる。しょうがい児はこだわりがあ
り、作った野菜を量販店の裏で朝から晩まで袋に詰
めるというような単純作業でも耐えられる。企業側
からも助かるという声をいただく。また、この範囲
の水やりをしてほしいと頼めば、ずっとやってい
る。教育の一環として、農業ができるような環境が
必要である 67）。
この説明を受けて、次のような議論が展開され
た。委員：
「欧州は特に多いが、諸外国では、普通
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の生徒と障害を持った生徒が一緒に授業をするのが
通例となっている。費用がかかっても、併設してい
く方が将来的にはいいのではないかと思うが、近
隣府県から障害者の流入が進むことも考えられる
ので、軽々に提言しない方がいいと思う」
。委員：
「軽々に提言することについては、考えないといけ
ない。ただ、伊吹高校への設置と言われるだけなの
で、多くの懸念が生まれる。医療的行為も必要なの
で、特別支援教育について、県がどのような考えで
進まれるのかを総合的に考えていかないといけな
い」
。委員長：
「委員各位の意見を伺うと、基本的
に、５の大項目として起こすことは止めるべきだと
いうことになろう。もっとも、その趣旨は、これは
重要な問題なので、時間をかけ、事情をよく聞いて
根本的に検討し、提案していく必要があるという意
味である。したがって、それぞれの個別事案には入
れず、全体としてどうするかを考えていくことが重
要であるように思う」
。委員：
「長浜養護学校の整備
は早急に必要なのか」
。委員：
「その整備は必要であ
ると思う。一般学校の生徒は減っているが、養護学
校は増えており、既存の学校では対応できず、どこ
の養護学校も増設を繰り返している」
。委員：
「滋賀
県の人が増えているのか。あるいは、滋賀県が優れ
たレベルを持っているので、他府県から流入してい
るのか」
。委員：
「他府県からの影響もある」
。委員：
「この５年間で滋賀県下のすべての保育園と幼稚園
を回ったが、当初１園に１～２人だった生徒が、現
在では園に１～２人先生をつけないと対応できない
までに増えてきている。特に、草津や大津などの経
済発展が進んでいる地域で顕著である。また、滋賀
県は先駆的で、立派な先生方がいて、全国からも流
入もしている。県の方では、今後、小学校がこれに
対応していけるのかという懸念も抱かれている」。
委員長：
「それでは、大項目の６として、将来的な
重要課題として見通した場合に、様々なことが考え
られるという形で整理することに異論はないものと
認める」68）。
このような議論を踏まえて、第二次提言では次の
ように問題点を整理している。「現在、県教育委員
会において、平成 25 年度以降の特別支援学校の定
員確保に向けた取組みがされているものの、とりわ
け、県立伊吹高等学校への特別支援教室の併置に関
しては、これまでの進め方をはじめ、施設整備の取
扱いなど、極めて拙速であり場当たり的な印象をぬ
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ぐいきれないものとなっている。もとより、通学
の利便性といった生徒・保護者の視点を欠いたロ
ケーションもさることながら、遠隔地にある長浜養
護学校の分室であるといった点においても、生命
の危険を伴うような多くの問題点をはらんでいる」
（p.14）。このように問題点を整理した上で、既に述
べた提言がなされたのである。
２）新しいタイプの学科・コース等の検討
この事項については、「生徒の多種多様な個性や
適性、感性を引き伸ばすとともに、地域のさまざま
な人材養成に応えていくため、特色と高い実践的専
門教育を兼ね備えた、新しい学科・コースなどにつ
いて、検討されることを望む」（p.15）との提言がな
されている。この提言で念頭に置かれている具体的
な学科・コースは、１つは「進学指導に力を入れる
特別な進学コース」
（いわゆる特進コース）と、２
つはスポーツなどの分野での新しい学科・コースで
ある（p.15）。
その根拠が、第二次提言の中で次のように書かれ
ている。
「アンケート調査において、高校志望学科
として『普通科』が、卒業後の進路として『大学・
短大』が最も多い結果となっている。また、中学２
年生が興味や関心をもつ分野として、『スポーツや
健康』
『コンピューターやインターネットの活用な
どの情報・通信』
『生命、地球、自然現象などの学
習や自然科学』となっている」（p.15）。確かにアン
ケート調査では、生徒やその保護者はこれらに強い
関心を示している。ちなみに中学生調査では、生徒
においては「スポーツや健康」34.6 ％、「コンピュー
ターやインターネット」31.6 ％、「生命、地球、自
然現象、自然科学」29.0 ％が上位を占めている（保
護者はそれぞれ 13.5 ％、61.0 ％、25.5 ％）。特に、「コ
ンピューターやインターネット」への関心度が高い
という結果になっている。
これらの学科・コースの検討要望については、長
浜教育検討委員会においても「概ね合意された意見
として強く要望するのか」、それとも、「一部の意見
として一応念頭に入れてほしいとして要望するの
か」
、意見が二分していた。私自身は、特進コース
の設置については強く要望すべきだと主張した。そ
の主な根拠は次のところにあった。湖北地域には進
学校として虎姫高校があるが、過去の進学実績から
当該校を理系の進学校とし、長浜北高校もしくは長

浜北高校の精神を継承した新校を文系の進学校と位
置づけて棲み分けを行う。特に、後者が中核的な進
学校として生き延びるためには英語教育重視という
教育方針を最大限活用することによって、県南部か
らも生徒を呼び込むことができる「特進コース」を
設置することで、特色を前面に打ち出すことが必要
と考えたのである。結果的には、やや消極的な要望
という形で提言された。
［８］おわりに
ここでは、滋賀県教育委員会が６月に提出した長
浜教育検討委員会等の第一次提言に沿った取組みを
していないことを批判しつつも、教育基本法で掲げ
られた教育理念にこれまでの検討過程で長浜教育検
討委員会委員から出されたさまざまな意見を重ね合
わせると、「地域は教育と密接に関係し、教育も地
域とともに歩み、支え合う」ことが、教育に取り組
む上で、最も尊重されるべきことであると述べてい
る。そして、地域住民の熱い思いと、滋賀県および
滋賀県教育委員会の英知によって、魅力と活力のあ
る高校づくりが進められることを切に願うととも
に、次代を担う人材を育成するために、長浜市・長
浜教育検討委員会も「高校のあり方」の議論を深め
るため惜しみない協力を行う、と提言を結んでいる
（pp.16-17）
。
この第二次提言書は、2012 年９月 26 日に大石委
員長と藤井長浜市長によって、嘉田知事および河原
教育長に手渡された。
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42）
「第12回長浜の未来を拓く教育検討委員会議事録」
p.2
43）
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45）
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方針に対して、吉田豊長浜北高校同窓会長は、
「新校を作るのであれば、既存の場所ではない所
に設置すべきだ」と反発した（『中日新聞』2012
年９月 27 日付）。
50）
『読売新聞』2012 年 10 月 2 日付。
51）
「第 12 回長浜の未来を拓く教育検討委員会協議
資料１（補足資料）」。
52）
「第 13 回長浜の未来を拓く教育検討委員会送付
資料」（2012 年９月 22 日）。
53）
『毎日新聞』2012 年８月２日付。
54）このアンケート調査の概要は次の通りである。
①目的：今後の長浜市内の県立高校のあり方やそ
れらを踏まえた学校配置のあり方などについて検
討を行うため、中学、高校の生徒およびその保護
者の意向を分析し、議論を行う際の検討資料とす
る。②実施主体：長浜の未来を拓く教育検討委員
会、長浜市、長浜市教育委員会。③実施期間：
平成 24 年２月１日（水）～２月 17 日（金）。④調
査対象：１）長浜市在住の中学２年生およびその
保護者、２）長浜市在住の高校１年生およびその
保護者（平成７年４月２日から平成８年４月１日
に生まれた人）
。調査方法：１）中学生調査…学
校を通じて配付・回収、２）高校生調査…郵送に
よる配付・回収。⑤回収結果：１）中学生調査…
中学２年生：配付数 1,296、回収数 1,217、回収率
93.9 ％、保護者：配布数 1,296、回収数 1,086、回
収率 83.8 ％、２）高校生調査…高校１年生：配付
数 1,252、回収数 442、回収率 35.3 ％、保護者：配
布数 1,252, 回収数 440、回収率 35.1 ％。
55）
「第12回長浜の未来を拓く教育検討委員会議事録」
p.8。
56）
「魅力と活力ある県立高等学校づくりに向け
て─滋賀県立高等学校再編実施計画─」（原案）、
滋賀県教育委員会、2011 年７月、p.2、5。
57）
「魅力と活力ある県立高等学校づくりに向け
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て─滋賀県立高等学校再編実施計画─」
（原案）
、
p.4。
58）
『京都新聞』2012 年８月１日付。委員は谷口会
長以下 11 人（学識経験者３人、産業界３人、学校
関係者３人、行政関係者１人、専門委員１人）で
ある（
「第24期滋賀県産業教育審議会委員名簿」
）
。
59）
「第 24 期滋賀県産業教育審議会審議経過」p.1。
60）長浜高校福祉学科の介護福祉士国家試験合格
率 は、 次 の 通 り で あ る。2011 年 度：100 ％（ 全
国 63.9 ％）
、2002 ～ 2011 年度平均：83.2 ％（全国
50.3 ％）。この数字を見る限り、長浜高校福祉学
科は全国の福祉系と比較すると、合格率が極めて
高いといえる。なお、滋賀県内の介護福祉士養成
校はびわこ学院大学（60 人）、華頂社会福祉専門
学校（40 人）
、綾羽高校（40 人）
、長浜高校福祉学
科（40 人）で、定員数は高齢者人口比で全国 41 位
である（
「長浜民報ひきやま」
2012 年 10 月７日号）
。
61）福祉関係選出委員の発言は、次の通りである。
「理想とする高校の姿として『各種の職業に即戦
力としての資質が身に付く職業科高校』との視点
があるが、これからの超高齢化社会を考えた場
合、それを支える人材を即戦力として育成するた
めの福祉科や農業科等の職業科高校の充実は重要
であると考える」
（
「第３回長浜の未来を拓く教育
検討委員会議事録」p.3）
。
62）再編基本計画（原案）には、次のように書かれて
いる。「従来の勤労青少年のための学校という色
合いが薄れ、様々な学習動機や学習歴を持つ生徒
が入学していることや、職業系専門学科を希望し
て入学する生徒が少なくなっていること、単位制
による全日制課程および定時制課程を併置した新
たな総合単位制高等学校を設置することなどを踏
まえて、廃止や学科の改編等を行います」
（p.7）
。
また、再編実施計画（原案）では、次のように書
かれている。「定時制課程の役割の変化および新
しいタイプの学校の設置に伴い、北東部の定時制
課程は廃止します。また、施設・設備の有効活用
と専門学科としての教育内容の充実を図るため、
同一敷地内の全日制高等学校と定時制高等学校を
統合します」
（pp.1-2）
。
63）このことに関する長浜教育検討委員会での主な
議論は、次の通りである。委員長：
「夜間の需要
がまったくないとは断定できない」。副委員長：
「夜間の廃止については反対である。勤労青少年
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は少なくなったとはいえ、アルバイトを含めて、
彼らは働いている。そういう子ども達の教育権を
保障するためには夜間は必要である」。委員：「現
在、北星高校の夜間に 20 数名通っている。昼間
ができれば昼間に移るかというと、そうはならな
い。そのため、夜間は残してほしい」
。委員長：
「それでは、定時制については、原案通りのトー
ンでいきたい」
（
「第 12 回長浜の未来を拓く教育
検討委員会議事録」pp.8-9）。
64）これらの提言内容については、長浜教育検討委
員会では、概ね次のような議論がなされた。委員
長：
「中高一貫校については、普通科の中の２学
級規模という点について、最初から決めるのはど
うかという意見があった。中高一貫校の設置とい
う議論の前提として、規模は別として基本的な方
向をご確認いただきたい」。委員：「中高一貫校に
ついては残していただきたい。保護者からする
と、３校のうち２校がうまくいっていないと言わ
れるが、何がうまくいっていないということは聞
かされていない。問題があるのであれば、導入し
ていただかない方がいいが、十分に検討した上で
探るべきだという提言にした方がいい」。委員長：
「実のある教育環境でということでやや踏み込ん
だ記述をしたのだが、それを書かない方がいいと
いう意見である」。委員：「『有効性』とあるが、
具体案を盛り込むのであれば、有効な部分が伝わ

るような内容がほしい」
。委員長：
「それでは、中
高一貫校についての大項目４は残すという方向で
取りまとめたい。そのうえで、有効性のＰＲが不
足しているので、積極的な提案が書ければいいと
いうご指摘として受け止めたい」
（「第 12 回長浜
の未来を拓く教育検討委員会議事録」pp.9-10）。
ただ、委員の中には「中高一貫校についても、必
ずしも成功していない状況なので議論が必要なの
ではないか」
（「第 12 回長浜の未来を拓く教育検
討委員会議事録」p.3）とする意見もあり、全員の
合意が得られたわけではないことを記しておきた
い。
65）
「魅力と活力ある県立高等学校づくりに向け
て─滋賀県立高等学校再編基本計画─」
（原
案）,p.6。滋賀県教育委員会が湖西地域と湖北地
域に予定していた中高一貫教育校の設置計画を取
り下げたのは、財政問題がその背景にあったとの
指摘もある（
「第 12 回長浜の未来を拓く教育検討
委員会議事録」p.3）
。
66）
「魅力と活力ある県立高等学校づくりに向け
て─滋賀県立高等学校再編実施計画─」
（原案）
,p.7。
67）
「第12回長浜の未来を拓く教育検討委員会議事録」
pp.5-6。
68）
「第12回長浜の未来を拓く教育検討委員会議事録」
pp.6-7。
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最新の成果と課題

石
 山国分遺跡
藤原宮所要瓦を焼成した瓦窯の調査成果

（第 23 回）



大津市教育委員会 文化財保護課

はじめに
石山国分遺跡は、滋賀県大津市光が丘町・田辺
町・国分一丁目に広がる白鳳時代から平安時代にか
けての遺跡である。瀬田川西岸の丘陵地で、古代に
おいては勢多橋により対岸の瀬田丘陵と結ばれてお
り近江国府と並び、近江において最も重要な地域と
なっていた。
この丘陵地にはこれまでの調査から、白鳳時代に
建立され奈良時代・平安時代には国分寺にもなった
定額「国昌寺」や、平城京の北京として計画された
「保良宮」などがあったと考えられている。（青山
2005、西田 1989）

石山国分遺跡の概要
現在までの発掘調査の成果から、石山国分遺跡の
始まりは７世紀後半に求められる。
今回の調査地の北側に広がる推定国昌寺跡がまず

調査地

図１
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建立される。寺の内容に関しては発掘調査が行われ
ていないため不明であるが、創建瓦には藤原宮と同
笵の軒瓦が使用された。また、平瓦には凸面に格子
タタキを施すものがある。
奈良・平安時代には、この寺の南面に接して古代
官道が東西に伸びていた。東は古代勢田橋につなが
り、さらにその先は市ノ辺遺跡・堂ノ上遺跡・中路
遺跡・青江遺跡・惣山遺跡へと続き、青江遺跡から
は北へ直角に折れ、近江国庁へ到る。この道は国庁
から北進し、大萱の集落を抜けた地点で草津へと進
路を変える。
西は国分の丘陵平坦地を抜け、東レ滋賀事業場
のあたりで北進し園山古墳群の東をかすめ聖武天
皇行幸の際の粟津頓宮である膳所城下町遺跡へと
向かう。古代官道は一直線であった。（小松 2010・
2012）
国分に広がる平坦地には、奈良時代には築地塀に
囲まれた一町四方の敷地や掘立柱建物、平安時代に
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市ノ辺遺跡

33

34

瀬田廃寺

35

野郷原遺跡

36

野畑遺跡

37

横尾山古墳群

図２

溝ノ尾遺跡

周辺の遺跡
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は礎石建ち瓦葺の建物が建ち並んでいた。奈良時代
のものは保良宮に、平安時代のものは国分尼寺に相
当 す る も の と 考 え ら れ る。（ 大 津 市 教 育 委 員 会
2002・2013）

発掘調査の成果
今回の調査地は大津市田辺町字森で、「国昌寺」
の推定地（現在は独立法人雇用・能力開発機構滋賀
センターとなっている）の南斜面地にあたる。個人
住宅の建設に伴う調査で、本来ならば試掘調査によ
る遺構・遺物の確認を事前に行うのであるが、今回
の調査地は約３ｍの崖上にあったため、事前の試掘
調査無しで工事中の確認調査で対応した。しかしな
がら、瓦や瓦窯と考えられる遺構が見つかったため
工事を一時中断。協議の上、急遽発掘調査を実施す
ることとなった。調査の結果、７世紀末、藤原宮で
葺かれた瓦と同笵の瓦を焼成した瓦窯２基を検出し
た。

遺構
瓦窯は丘陵地の南斜面に２基並列しており瓦窯間
は約４ｍである。西のものを１号窯、東のものを２
号窯とする。
１ 号 窯 は 全 長 6.75 ｍ、 最 大 幅 1.4 ｍ、 焚 口 幅 0.6
ｍ。天井部は後世の削平により破壊されているがそ
のほかの部分は良好な状態であった。有段式の窖窯
で、窯内の埋土の状況からは地山を掘り抜いたトン
ネル式であったと考えられる。焚口の両側には平瓦
を立てて使用している。燃焼部は床面が平らで割れ
た瓦が散在していた。焼成部は階段状になってお
り、一段の高さは約 20cm。約８段あったものと考
えられる。階段上には丸瓦・平瓦が段の角を保護す
るかのように置かれている。また床面は一度船底状
に掘り、別の土で構築している。煙道部は天井部と
同じく削平されており不明であるが、窯上方で床面
の角度が急になっていくことから煙道部が近いこと
がわかる。この窯からは軒瓦は見つかっていない
が、後に述べるように丸瓦・平瓦は藤原宮出土のも
のと類似する。
２号窯は規模や階段を有することは１号窯とよく
似る。全長 6.75 ｍ、最大幅 1.5 ｍ、焚口幅 0.6 ｍ。天
井部は後世の削平により破壊されているが、壁面の
残りが良いところで高さ１ｍである。
１号窯同様、有段式の窖窯で、地山を掘り抜いた
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トンネル式であったと考えられる。焚口の西側には
軒平瓦・平瓦を立てて使用している。東側焚口は平
安時代に壊されている。燃焼部は床面が平らで割れ
た瓦が散在していた。焼成部は階段状になってお
り、一段の高さは約 20cm。約８段あったものと考
えられる。２号窯では１号窯に見られたような角を
保護する瓦は無い。窯上方では確度が急になるが、
階段を作り出しており煙道部構築の際の足掛かりと
考えられる。煙道部は天井部と同じく削平されてお
り不明である。この窯からは丸瓦・平瓦の他に軒瓦
が見つかっており、確実にこの窯で藤原宮と同笵の
瓦が焼かれていたことが判明した。焚口南には前庭
部が広がっており大量の瓦が散在している。特に焚
口前面西側からは完形の平瓦１２枚、軒平瓦１枚が
立てた状態で置かれており、当時の瓦職人の何らか
の意図が読み取れる。また、この散在した瓦の下か
ら東西２ｍ南北１ｍほどの楕円形の土坑が見つかっ
た。深さは１ｍで、埋土には炭や焼土のほか、わず
かに瓦も含まれていた。

出土遺物
今回出土した遺物は、1 号窯の焼成部や焚口に使
用された瓦、1 号窯で焼かれたと考えられる瓦、同
じく２号窯で焚口に使用された瓦、２号窯で焼かれ
たと考えられる瓦、2 号窯の時期を示す須恵器、窯
煙道部より北側の平坦地で出土した遺物、窯廃絶後
の遺物等に分けて理解する必要がある。しかしなが
ら、現在、遺物整理中のため、ここでは主だった遺
物を紹介するにとどめる。
１は丸瓦。全長 49cm、幅 17.5cm、重さ３㎏。円
筒半裁で、玉縁がつく。凹面には布目が残る。凸面
は丁寧にナデ仕上げしている。
２は平瓦。全長 46cm、狭端部幅 31.5cm、広端部
幅 33.5cm、重さ６㎏。粘土板桶巻作りで、軒平瓦
同様、凹面には布や模骨の痕跡がある。凸面は丁寧
にナデ仕上げしているが、所々には縄タタキの痕跡
が見られる。側面、及び凹面広端部にはヘラ削りを
施す。１・２とも大型で藤原宮で推定近江産とされ
るものに類似する。
３は複弁八弁蓮華紋軒丸瓦で藤原宮６２７８G と
同笵である。全長 47.5cm、瓦当直径 18.5cm、瓦当
厚 3.5cm、重さ５㎏。中房には１＋ 5 ＋９の蓮子、
外区には 39 の珠紋を配し、外縁は斜縁で線鋸歯紋
で飾る。瓦当部分に縄目タタキの痕跡がある。
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図３

調査地全景

左１号窯、右２号窯（南から）
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４は偏行変形忍冬唐草紋軒平瓦で藤原宮６６４６
A と同笵である。全長 43cm、瓦当幅 34cm、瓦当厚
5.5cm、顎幅 10cm、重さ８㎏。内区に 5 単位の半パ
ルメットを左から右に配する。両脇に珠紋がある。
上外区には 30 の珠紋、下外区には 25 の山を持つ線
鋸歯紋を配する。上外区の左から 2，3 番目の珠紋
には、笵の欠落によるはめ違いが見られる。（花谷
1998）
0
(S=1/4)
５ は 偏 行 変 形 忍 冬 唐 草 紋 軒 平 瓦 で、 藤 原 宮
６６４６Ｂａと同笵である。瓦当幅 33m、瓦当厚
5.5cm、顎幅 7.5cm。内区に 5 単位の半パルメットを
左から右に配する。両脇に珠紋がある。上外区には
16 の珠紋、下外区には 25 の山を持つ線鋸歯紋を配
する。４・５ともに粘土板桶巻作りで、凹面には、
布や模骨の痕跡がある。凸面は丁寧にナデ仕上げし
ているが、所々には縄タタキの痕跡が見られる。貼
り付けによる段顎で、貼り付け部、顎部外面にも縄
タタキがある。
６は須恵器坏身。貼り付け高台で、径 12.5cm。

(S=1/6)

20cm

６

６
６
0

(S=1/4)

10cm

図４ 出土遺物② 0
10cm

(S=1/4)

10cm

胴部屈曲部より内側につく。高さは 0.5cm と低いが
外方へふんばる。2 号窯燃焼部と前庭部瓦の下から
出土した２個体が接合したもので、窯の時期を決め
る手がかりとなる資料である。
藤原宮との軒瓦の同笵関係については、写真及び
拓本にて確認している。また、軒丸瓦の瓦当部分に
縄タタキの痕跡があるという特殊な製作技術上の特
徴も一致している。厳密には、現状では果たせてい
ない現物観察での同笵認定が必要であるが、当地の
製品が藤原宮に運ばれたと考えてよいだろう。
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このほかに窯廃絶後の遺物として、窯煙道部北側
の平坦面の瓦溜りから、格子タタキのある平瓦など
といっしょに、藤原宮６２７８D と同笵の軒丸瓦。
平安時代と考えられる大量の土師器。小型の緑釉丸
瓦などが出土している。これらは国昌寺に関係する
遺物である。

藤原宮以前の近江と飛鳥
藤原宮以前の近江と飛鳥地方は、天智天皇らを介
して非常に強く結びついていた。
天智天皇に関係する、南滋賀廃寺と川原寺で使用
された軒丸瓦には、日本で初めて複弁八弁蓮華紋が
用いられている。中房には１＋５＋９の周環を有す
る蓮子、外区には面違い鋸歯紋を配する、といった
これまでに無い新たな紋様で、両者は非常に良く似
ている。また、川原寺と同笵のものが南滋賀廃寺・
崇福寺 ･ 大津廃寺、京都高麗寺でも出土している。
どちらが先かの議論もある。（金子 1993）
以降各地にこの紋様が広がって行く。この際、蓮
子が１＋５＋１０になってしまうものが多くなる。
通常、円を分割する際には、２、４、８、１６なら
ば均等に分割できるが、わざわざ１＋５＋９と簡単
には分割できない配分をすることの裏には、何かマ
ジカルな意味が込められているものと考えられる。
１＋５＋１０には、その意味が伝わらなかったので
ある。今回出土の軒丸瓦の蓮子は１＋５＋９、しっ
かり南滋賀廃寺・川原寺の軒丸瓦に込められた意味
が伝わっている。
川原寺中金堂の礎石には、石山寺境内の珪灰石を
含む結晶質石灰岩が使用されていると以前から指摘
されていた。奥田尚氏らにより 2012 年に石山寺本
堂西南の崖下にて結晶質石灰岩の石切り場跡が発見
された。採掘時期が、石山寺本堂建設以前であろう
こと、採石痕跡から古墳時代の石棺材の採石方法に
類似すること、切り出された石材が古代寺院などの
礎石の大きさに相当することなどから、川原寺中金
堂の礎石として利用したことが確実となってきた。
（奥田 2012）
このように藤原宮造営以前から、近江と飛鳥地域
は結びついているのである。

藤原宮造営
藤原宮の柱などに使う木材は、田上山から運ばれ
たことが『万葉集』に歌われている。日本で初めて
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瓦葺の宮殿が建てられた藤原宮は、200 万枚と推定
される膨大な瓦が必要であった。大和盆地だけでは
生産は間に合わず、大和以外の地にその生産がまか
された。木材と同様に瓦も、河川、陸路を利用して
遠路はるばる運ばれたことが今回の調査により確実
となった。
藤原宮 ･ 京の発掘調査では、先々行条坊、先行条
坊の検出。宮内運河の検出などにより、宮中枢建物
である大極殿、大極殿院南門などは、その造営年代
が 685 年以降となることがわかってきた。先の運河
埋立て後の整地土からは今回出土の軒平瓦６６４６
Ａが出土していることから宮中枢建物建設以前に当
瓦が生産され当地に持ち込まれたことがわかる。ま
た、現在までの発掘調査状況からは、大和地域以外
で焼かれた瓦は、宮中枢部ではなく宮を囲む大垣で
多く出土していることが判明している。今回出土し
た軒瓦は特に宮東面、北面大垣から多く出土してお
り、藤原宮造営は、まず東面、北面の大垣から開
始され徐々に西南にと及んだことが想定されてい
る。
（石田 2010・2013、近江 2000、花谷 1993、深澤
2012、森先 2013）

天智陵と藤原宮
天智陵と藤原宮について興味深い事実がある。天
武・持統合葬陵は藤原京の中軸南北線、朱雀大路の
南延長線にあることは多くの人々が知るところであ
る。それでは、北延長はどうか。奈良盆地を抜け、
宇治橋をとおり、遠く北へ 58km 京都山科の地に天
智陵が存在するのである。この事実を偶然の一致と
してかたづける意見もあるが、果たしてそうであろ
うか。天智陵の地形測量図面は公開されており、時
期的な位置付けもほぼ間違いないとされているが、
藤原京との関係を考慮する必要も感じられる。今後
の陵墓公開や発掘調査に期待したい。
（藤堂 1998）
天智陵の南に広がる山科の地には、中臣遺跡や大
宅廃寺など藤原氏と関係が深い遺跡が存在する。大
宅廃寺では、紀寺式軒丸瓦とセットで偏行変形忍冬
唐草紋軒平瓦が採用される。このうち一番古い紋様
を持つⅠ類は藤原宮６６４６C と同笵で、しかも大
宅廃寺の方が古く、笵が藤原宮へ移動したことが判
明している。Ⅱ類はⅠ類とよく似るが、両脇に珠
紋を配する。この笵を基にして今回出土の軒平瓦
６６４６A が作成され、随時６６４６Ba、Bb へと
続くこととなる。
（網 1999、山崎 1995）このように
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今回の調査地は大宅廃寺と非常に関係が深いことが
わかる。奈良時代には近江の国司に、藤原武智麻
呂、仲麻呂親子が任命され、仲麻呂の時期には絶大
なる力を持っていた。勢田丘陵での近江国府の整備
と共に、ここ石山国分の地では保良宮の造営も行わ
れている。おそらく当地は奈良時代以前から、藤原
氏と密接な関係にあったのであろう。

今後の課題
今回の調査地がある丘陵南斜面は東西に約 300 ｍ
ほど伸びており、その斜面には昭和 30 年代の開発
により建てられた家が多く、今回の調査まで窯の存
在が明らかにできなかった。が、調査中には当地か
ら東へ約 50 ｍの斜面地に削平された窯があること
が判明した。今後この地周辺での開発には充分注意
を払いたい。
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D&DEPARTMENT SHIGA をつくる
と

き：平成25 年12月12日㈭ 13時10 分〜

場

所：A7 － 102 教室

講

師：相馬

夕輝氏（D&DEPARTMENT PROJECT

代表取締役社長）

講師略歴：1980年滋賀県生まれ。2003年大阪大学工学部卒。2003年、D&DEPARTMENT
PROJECT 参 加。 大 阪 店・ 東 京 店 店 長 を 経 て、2009 年 代 表 取 締 役 社 長 に
就 任。
「 ロ ン グ ラ イ フ デ ザ イ ン 」 を テ ー マ と す る スト ア ス タ イ ル の 活 動 体
「D&DEPARTMNET PROJECT」を 47 都道府県に展開し、息の長いその土地ら
しいデザインの発掘、紹介をする「NIPPON PROJECT」を進行中。企業の原点
となる商品を復刻し、再販売する「60VISION」
（ロクマルビジョン）や、長く受け
継がれる伝統工芸や、地場産業を展覧会形式で紹介する「NIPPON VISION」を
展開する。2009 年、デザインの視点で日本を紹介するガイドブック「d design
travel」を創刊。2012 年 4 月26日渋谷ヒカリエ 8 階に、47 都道府県をテーマ
にしたミュージアム、ストア、食堂がオープン。

ナ ガ オ カ ケ ン メ イ 氏 が 2000 年、 デ ザ イ ナ ー が
考え る 消 費 の 場 を 追 求 す る 場 と し て つ く ら れ た
「D&DEPARTMENT PROJECT」。 開 始 し て 早 13
年が過ぎる。最初は東京からのスタートが、現在は
東京、大阪、静岡、山梨、福岡、鹿児島、さらにソ
ウル、そしてそのコンセプトショップは NY にまで
拡がる。
相馬氏は 2003 年から参加し、その初期からプロ
ジェクトに関わってきている。彼はデザイナーでは
無いが、デザイナーとは異なる視点からデザインプ
ロジェクトに関わる手法を語って頂いた。当日は県
外からの見学者も見られ、期待が伺える。
まずスタートとなったのはデザインとリサイクル
を融合した新事業がある。それは「モノをつくって
いるようでゴミもつくっているのでは」という、そ
んなデザインの裏側を考えるための事業でもあっ
た。そこでリサイクル商品を集めていく中、
「長く続
いてきたものの中にデザインの本質があり、そこか
ら学びながら次の新しいデザインを考えていく」こ
とが、
「ロングライフデザイン」というコンセプトを
生んでいる。このロングライフデザインという言葉
は単純に長続きさせるデザインという意味では無い。
ロングライフには５つの基準があると語ってい
る。そこには造形的な美しさというポイントは入っ
ていないのが特徴でもある。「１．つくり手を知
る。２．実際に使う。問題点はメーカーに報告し、
改良点を提案する。３．販売したものは、また引き
取ることが出来る。４．直す。修理が出来使い続け
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ることが出来る。５．続く。使い続けていく。
」
その本質を探るムーブメントは、展覧会を通じな
がら、自ずとつくる現場に向かっていくこととな
る。それは travel というガイドブックに繋がり、
デザインと地域の拠点としてのストアを 47 都道府
県に展開していく動きに繋がっていく。
相馬氏は滋賀県野洲市出身である。この講演タイ
トル「D&DEPARTMENT SHIGA をつくる」に見
られるようで現在滋賀県内に拠点をつくるべく活動し
ている。この講演の中で語られたのは、スマートでは
無い紆余曲折な活動から、自分たちのやることは何
かということを、確実に言葉にし確認していく作業で
あったことが解る。デザインというものが造形的側面
だけではなく、コンセプトをシンプルな言葉で組み立
てることで新しいデザインを生み出していく、その手
法はデザインを学ぶ学生や、それ以外の方々にも、
デザインの新たな役割を感じさせることになったので
はと思う。そういったムーブメントが滋賀に生まれる
ことを期待した講演となった。
（文責：佐々木一泰）
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☆演題☆

新たな文化財保護と地域づくりの展望
と

き：平成25 年12月16日㈪14時50 分〜 16時20 分

場

所：A7 － 101 教室

対

象：学生、教職員、一般

講

師：坂井

秀弥氏（奈良大学文学部

文化財には多くの種類がある。特に近年の法改正
によって、伝統的建造物群保存地区や文化的景観と
いった新たな文化財が創設された。こうした新たな
文化財は多様化する社会において生きた集落、生
業・生活空間の保護を目的としたことに大きな特徴
がある。
今回は新たな文化財保護のあり方について、長ら
く文化庁で主任文化財調査官として、全国の埋蔵文
化財保護行政を指導してこられた坂井秀弥先生に講
演をお願いした。
冒頭、これまでの文化財保護は地方行政の文化財
保護を埋蔵文化財が主導してきた側面があり、そこ
には市民・住民が欠如していたとの指摘があった。
ところが急激な社会変化は市街地の空洞化や農山村
の衰亡を招き、生きた文化財が危機に直面すること
が問題となる。そこで歴史的町並みの保護制度とし
て伝統的建造物群が創設され、さらに 50 年を経過

教授）

した建造物をゆるやかな規制と、積極的に活用し維
持するため、登録文化財制度が生まれた。また、景
観そのものが生活や生業を理解するために欠くこと
のできない文化財であるとして文化的景観が 2004
年に誕生した。
加えて国土交通省と文化庁が共同で歴史まちづく
り法を法制化し、新たな文化財保護制度の創設は地
域のまちづくりへと展開している現状を彦根市や長
浜市などの実例をあげて紹介いただいた。
最後に坂井先生が、「地域の文化財を慈しみ、わ
が町を育む」これが私の文化財保護 30 年の信条で
あると結ばれた。文化財保護の最前線で奮闘されて
きた先生ならではのお言葉であり、心に残った方も
多くおられたのではないだろうか。
大変お忙しいなか、今回の講師をお引き受けいた
だいた坂井秀弥先生に心より感謝申し上げたい。
（文責：中井 均）

☆演題☆

平和堂の中国湖南省進出
と

き：平成26 年1月29日㈬15時 00 分〜 17時 00 分

場

所：A1 － 112 教室

対

象：学生、教職員、一般

講

師：古川

幸一氏（株式会社 平和堂

滋賀県を拠点に近畿、北陸、東海地区にスーパー
チェーンを展開する株式会社平和堂（本社彦根）は
中国の湖南省に小売業として百貨店を出店してから
15 年以上のビジネス経験をもっている。滋賀県と
中国の湖南省は 1980 代初期から琵琶湖と洞庭湖と
いうそれぞれの地域に存在する大きいな湖を縁に地
域間交流をはじめた。平和堂の湖南省進出はこのよ
うな日中両国に跨る地域間交流の一環として 1994
年からはじまったものである。
滋賀県と湖南省が友好県省交流協定を締結した

特別顧問 兼 中国室長）

1980年代初期と言えば、中国では改革開放政策が実
施されて間もない時期にあたり、日中関係も大変良
い時期であった。また平和堂が湖南省の省都長沙市
に百貨店を出店した 1994 年ころも中国は「天安門
事件」
（1989 年）による国際的な孤立状況から抜け
出せずにいた時期であり、中国との経済交流を控え
た欧米諸国に比べれば、日本は中国への投資や経済
協力を緩めることなくつづけたといえよう。平和堂
の中国進出は、1980 年代からつづいたこのような日
中関係の進展の波に乗ったかたちで実現したが、こ
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の15年の道のりは決して順調だったとはいえない。

社し、2005 年から 2013 年まで常務取締役をつとめ、

2006年の反日デモをきっかけに、日中関係は不安定

現在特別顧問を務めている。この間、古川幸一氏は

な状況に陥り、特に 2009 年の尖閣諸島沖における

平和堂の中国室長として中国事業に携わってこら

漁船衝突、2011 年における日本の尖閣諸島の国有

れ、反日デモなど数々の困難をリードして乗り越え

化と2012年の反日でもなど幾度の荒波にさらされ、

てこられた豊かな経験を持つ方である。講演では、

現在日中関係は厳しい状況を迎えている。
本学では、新設された国際コミニューケション学
科が軌道に乗るにつれ、国際舞台での活躍を目指す
学生も増えてきた。グローバル化や多様な国際化の
時代における海外のビジネス現場の複雑な状況に対
応できるような人材を育成するために、海外進出企
業の現場における経験を紹介することが不可欠であ
る。加えて、今日の不安定な日中関係に関心をもつ
市民の方々に多くいるなかで今回の人間文化セミ
ナーを企画した。
講師を務める古川幸一氏は 1971 年に平和堂に入

平和堂の中国進出の経緯を詳細に紹介した上で、特
に 2012 年 9 月に起きた反日デモで平和堂の店舗が破
壊され、また復興に至ったプロセスを熱く語った。
セミナーでは、市民や学生、教職員を合わせて
60 数名が参加し、熱く議論しあった。特に、2012
年の反日デモからの復興を通して、膠着している日
中両国の国家間関係を乗り越えて着実に進められて
いる滋賀県と湖南省間の地域間交流のリアルな姿を
知ったことが大きな収穫となった。講師を務めた古
川幸一氏に心から感謝を申し上げたい。
（文責：ボルジギン ブレンサイン）

☆演題☆

地域生活支援に向けた場づくりの可能性
と

き：平成26 年2月6日㈭14時50 分〜 16時20 分

場

所：A7 － 102 教室

対

象：学生、教職員、一般

講

師：日置

真世氏（NPO 法人地域生活支援ネットワークサロン理事）

北海道釧路地域で幅広い福祉のまちづくり活動を
続けてこられた NPO 法人地域生活支援ネットワー
クサロンの日置真世氏をお招きした。ネットワーク
サロンは、いまや正職員とパートを合わせると約
180 人が働く巨大な NPO であるが、その出発は、
1993年に発足した、日置氏ら親の集まりである「マ
ザーグースの会」であった。当初、親の会として始
まった活動が、そのように大きな事業体になったの
はなぜだろうか。ネットワークサロンの活動を取り
上げた新聞連載や、子どもたちのインタビュー映像
などを用いつつ、当日の講演で強調されたのは、生
活者の思いや願いを重視するということである。
そのために重要なのが「たまり場機能」である。
たまり場とはニーズと資源が出会う場ということに
なるだろう。講演の最後の質疑の時間で、彦根で親
の会をされている参加者から、親の会の会員が減少
しているのだがどう PR すればよいでしょうか、と
いう質問が出た。これに対する日置氏の答えは、
PR はおすすめしない。来たくない人が来ても仕方
ない。来た人をお客にしないことが大切、というも
のであった。重要なのは、そこがたまり場機能を発
揮できるようになることだろうと思う。
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ネットワークサロンの事業は、障害者福祉、子ど
も・若者の貧困対策、中間的就労支援など、あまり
に多岐にわたるため、１時間半の講演では活動内容
をとても網羅できないほどである。しかしその事業
の多様性は、釧路という地域のニーズを可視化し、
共有化してきた結果なのであろう。実際、日置氏の
講演は、釧路の場所や人口、生活保護受給率の高さ
などの紹介から始まった。
それでは滋賀はどうだろうか。本セミナーは、彦
根市役所や親の会など、学外からも多くの参加者を
得て、地域に役立つセミナーになったはずである。
そのことは喜んでいる。しかし同時に考えさせられ
たのは、大学こそ、たまり場機能を持ってしかるべ
きなのではないかということである。滋賀県立大学
は、近江楽座が 10 周年を迎え、COC 事業を開始す
るなど、まちづくり関係や地域貢献を志向している
大学だと思う。日置氏たちの場づくり活動のコツや
経験を、本学のわれわれも引き受けて活かすことが
できるのではないだろうか。最後になったが、遠路
はるばる貴重な講演をいただいた日置真世氏には心
から感謝申し上げたい。
（文責：中村好孝）
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■ 2013 年度卒業論文・修士論文・博士論文一覧
生

地域文化学科
鷲見
西川
森田

莉那
沙織
遼子

山岡

翔子

山田

皓之

井上

麻美

青木奈都美
東
武司
井上
北原

共世
幹也

藤野愛津美

山田

航平

横山

舞

西田

葵

橋本莉代子
福田 淳実
三木沙友理
村田

悠喜

木下

友里

岩佐

茉衣

谷口

理恵

中筋

芽生

江戸の戌辰戦争期の風刺錦絵
安政のコレラ大流行と人々の対応
幕末維新期の藩のなりたち ─大
和国田原本藩を事例に─
幕末における武芸の変化 ─福山
藩藩校誠之館を例に─
近世における宿場の繁栄 ─近世
後期の近江国柏原宿を題材とし
て─
槻御殿・茶室「虎踞」の復元的研
究
若狭における出産の場所の変化
行事参詣における寺院と参詣
者 ─野崎まいりを事例にして─
盛り場十三の変容と生活誌
ダム移転集落における民俗の変
容 ─大阪府茨木市安威川ダムを
事例として─
祭祀儀礼の変化と宮座の解
体 ─京都市右京区京北矢代中の
日吉神社を例に─
村落祭祀における一年神主の役
割 ─多賀町萱原神社の事例を中
心に─
新潟県三面川流域における雲上公
伝説の創生と伝承
犬と琵琶法師 ─「一遍聖絵」に
隠された救済の物語─
大津絵研究 ─「藤娘」を中心に
絵画・ポスターにおける酒のイ
メージ
南蛮屏風研究 ─職貢図としての
南蛮屏風─
東寺蔵「弘法大師行状絵詞」につ
いて ─第十二巻を中心に─
現代日本の若者におけるゼノフォ
ビア
韓国の血液型シンドロームと商業
主義
跨 国・ 跨 界 民 族 と し て の 朝 鮮
族 ～延辺朝鮮族自治州における
展示分析をもとに～
韓国との日本の同胞政策の比
較 そこから考える日系人との共

西村

奈月

日韓の医療通訳の現状と課題

安藤

加奈

平安京の空間構造と郊外

篠田
中内

佳奈
志織

山本

真衣

仲山
八木

拓人
風輝

米田

雄大

笠井

美咲

小宮

佑貴

白築佑希恵
本禄

賢志

小島なぎさ

岩橋

和弥

加藤

洋

張

婉婉

西野

公貢

萩

圭祐

岩田

頌子

倉田

智哉

─狐が

跋扈する宴の松原─
平安中期における女官制度の変容
平安時代における色彩表象 ─涙
の色は何色─
野洲川下流域における古墳時代集
落について ～掘立柱建物からみ
る集落様相～
競合する“聖地”
モンゴル国に居住するカザフ人の
民族音楽に関する研究
「文化資本のギャップ」 ─フィリ
ピンセブ島における外国語習得と
宗教による階層間の価値観の相
違─
キリスト教会における日系人ネッ
トワークとその機能 ─長浜市の
エスニック・チャーチにおける外
国人支援を事例に─
東日本大震災後の仮設住宅におけ
るコミュニティ形成活動 ─小野
駅前応急仮設住宅の「おのくん」
制作活動を事例に─
滋賀県平和祈念館における戦争の
記憶とその構築プロセス
長浜曳山祭における祭祀組織の変
容と祭の継承
東日本大震災後における被災コ
ミュニティの維持と変容 ─宮城
県南三陸町田の浦集落を事例とし
て─
日本におけるソーシャルビジネス
の今後の発展の可能性について
釜ヶ崎で生きる人々 ～働かない
人々に関する考察～
留学生問題から考える相互理解の
あり方 ─滋賀県立大学を事例と
して─
スポーツの発展とアスリートの育
成 ～国民体育大会と地域振興～
歴史資源を利用した町づくりにつ
いて ─彦根市を事例として─
広域連携地区におけるデマンド型
交通の現状と課題
長浜市におけるデイサービス事業
の地域差と利用者の事業所選択
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黒見

京平

中食企業における物流システムに
ついて

─ 株 式 会 社 ロ ッ ク・

フィールドを事例として─
岸本

香歩

近江における中世城館の研
究

辻
優美
早川 博規
荒木ゆう子
大狩

龍一

北山

顕信

西村

麻央

野田亜佳音

服部

友美

福川
宮腰

萌子
祐未

村松

史織

森島

美里

谷村

衣美

久保田逸子
原田

未来

吉田

祐輔

大杉

愛子

木村 里美
土井佳緒理
三田

睦

安田

有希
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─旧愛知・神崎郡を中心に─

陸軍における食器類について
城郭研究における安土城
ヴォーリズ建築の階段に関する研
究
西の湖における文化的景観の研
究 ─近江八幡市安土町常楽寺・
豊浦庄地区を事例として─
彦根市鳥居本町・有川喜内家にお
ける研究
地域資源の活用と地域の活性化に
関する研究 ～滋賀県守山市小島
町を事例として～
滋賀県湖北地域における米の収納
方法に関する一考察 ─余呉町を
中心として─
近江八幡市旧八幡町における伝統
的建造物の活用についての考察
京間と中京間の分布に関する研究
余呉型民家の現状と活用について
の研究 ～長浜市菅並を事例とし
て～
鳥居本宿における町家の空間構成
に関する考察 ─岩根家住宅を事
例として─
地域資源を生かしたまちづくりに
おける考察 ～五個荘金堂地区を
事例として～
守山宿の文化的景観とまちづくり
観光に関する研究
「反日デモ」（2012）による平和堂
の破壊と復興
北海道外におけるアイヌ関連の市
民活動について
中国在住残留孤児から見る日中関
係
中世の水害 ─山城国上桂庄を事
例として─
護良親王と建武政権
鎌倉時代における悪党 ─大和国
を中心として─
中世の芸能 ─『看聞日記』にみ
える平家語りを中心として─
美濃における中世の本願寺門徒と
一向一揆

2014年３月６日現在

地域文化学専攻──修士論文
旦

鄭

却

加

昊

田辺

京子

八里

勲

樫木

規秀

青海省チベット族農村における経
済と社会の変化 黄南チベット族
自治州における「退耕還草」政策
とその影響について
渤海の領域問題 ─文献資料を中
心に─
滋賀県におけるたばこ乾燥小屋に
関する研究
近世中期以降の近江国浅井郡大工
組の存在形態とその特色
中世方形居館の研究 ─西日本の
発掘調査事例を中心として─

地域文化学専攻──博士論文
張

玲

包

宝柱

橘田

正徳

滋賀県湖北地域のおける横向きツ
シをもつ伝統的町家に関する研究
「中国少数民族地域における地下
資源開発と地域社会の変動」
中世的社会の形成 ─集落・墓地・
流通・開発からみた中世前期の社
会

生活デザイン学科
上原佳那子
宇津山恵理

金岡千賀子
川幡

美遥

岸上

紋子

榊原

花江

佐々木秋乃
品川 里美
杉野 仁美

外人住宅の活用計画 ─沖縄県那
覇市宇栄原を事例として─
カフェに出張する手紙雑貨ブラン
ドによるアナログコミュニケー
ションの促進
漆の魅力を活かしたプロダクトの
研究・制作
コンパクトシティ化と高齢者の都
市居住の相関性に対する考
察 ─富山市中心エリアを事例と
して─
ビワパールを用いたアクセサリー
の提案
閑静な住宅地のサウンドスケー
プ ─一般的イメージと住宅情報
サイトのギャップ─
住空間における取手の研究と制作
下着の魅力を提案する広告の制作
地域活性化におけるデザインの可
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能性

─大垣市のブランディング

Ｖアニメ「Free!」とその舞台モ

「おおがき和菓子町」─
杉谷あつ子

建ての検討
髙橋

志帆

髙橋

実李

谷

涼香

築山

紗季

尖

遼子

冨岡

亜衣

中川

奈々

中本梨紗子

西村

愛

野々垣早紀

半田

莉絵

平田このみ

藤﨑

詩保

淵

香澄

牧ノ矢明子

松山

宮川

由依

侑子

デル「岩美町」の事例研究─

比較的安全な薬剤を用いた藍化学
着こなしがしやすい高齢女性の衣
服について ─平面構成によるパ
ターンの制作─
ケレスボードを使用した子ども用
家具作り
暮らしをつなぐ“市”の提案 ─滋
賀県東近江市八日市地域を事例と
して─
広告におけるユーモアの可能
性 ─ポスター広告による比較実
験─
生物をモチーフとしたパンツの制
作
簡単なリメイクで長く楽しめる子
供服の提案
大人向け観光地における子どもの
観光に関する考察 ─彦根城を事
例とした子どもの観光に対する提
案─
産業遺産としての既存プロパ
ティーの再生活用計画 ─近江八
幡市瓦常工場跡を事例として─
テンション構造による２人掛けレ
ザーソファの提案 ─２人の距離
が縮まる家具─
公共交通施設に関連して設置され
る保育所に関する考察 ─ＪＲ南
彦根駅を事例として─
素材と機能を期待させる菓子の提
案
座位・立位に対応した女性用スー
ツの提案 ─若年層の車いす利用
女性に向けて─
町家の段差を考える ─身体の変
化に対応した住まい 段差解消機
の提案─
保育園のブランディング ─ほほ
えみ園を事例に─
町歩き観光を主軸とした地方都市
の中心市街地再生に関する計
画 ─三重県伊賀市上野の中心市
街地を事例として─
デコ（デコレーション）から生ま
れる新しい魅力 ─日常に目を向
けて─
アニメツーリズムの可能性 ─Ｔ

生活栄養学科
石塚未奈美

一野 笑未
井上いづみ

岩佐

章史

上田

舞

加藤

里佳

金谷

侑香

兼井

雅衣

川村

知世

栗田

麻衣

小寺南都子
小林

駒

涼子

美登梨

澤野

真歩

田口

廉子

田中

志歩

谷口裕佳子

時間選好率・危険回避度を用いた
血液透析患者の栄養指導に関する
研究
授乳婦の食事状況
クルクミンによるストレス蛋白質
Hsp70を介した癌細胞死誘導機能
についての解析
発達障がい児に対する食育のため
の教材作成（Ⅱ） ～映像媒体の
作成とそのホームページ化～
レスベラトロールによるストレス
蛋白質 Hsp90を介した癌細胞周期
停止機能についての解析
クルクミンによる癌細胞増殖抑制
効果についての検討
脳環境を適正に保つ食事因子の探
索 ～キヌレン酸産生にアミノ酸
がおよぼす影響～
時間選好率・危険回避度を用いた
心臓リハビリテーション参加患者
の栄養指導に関する研究
食品タンパク質アミノ酸組成の違
いがトリプトファン─ニコチンア
ミド転換経路におよぼす影響
尿中水溶性ビタミン排泄量に影響
する因子の更なる探索
運動と食事因子が加齢による
baPWV の上昇に及ぼす影響
チアミン欠乏時のトリプトファ
ン─ニコチンアミド転換経路への
影響
バンウコンの摂取がヒトの体表温
およびエネルギー代謝に及ぼす影
響／ウィンターセイボリー揮発成
分の摂取がヒトのエネルギー代謝
に及ぼす影響
発達障がい児に対する食育のため
の教材作成（Ⅰ） ～指導媒体の
作成とそのホームページ化～
ナイアシン欠乏初期段階における
γ－アミノ酪酸への影響
ふなずしおよび様々ななれずしの
ACE 阻害活性の比較
ココア摂取がヒト体表温・エネル
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ギー代謝に及ぼす影響

─ココア

するリフレクト・アプローチの特

の摂取がヒトのエネルギー代謝に
及ぼす影響

田村

綾乃

築地

未佳

中尾

芽衣

長谷川洋佑

舟渡

美穂

富田

奈苗

八木

茜

弓場 洋子
横山祥有里

吉田

朱里

渡邊奈津実

─ココアに含まれる

カカオポリフェノールの体表温低

大学生の震災ボランティアに関す
る考察 ─滋賀県立大学看護学生

下抑制作用─

の意識調査を中心に─

ふなずしおよび様々ななれずしの
GABA 含量に影響を与える要因
の検討
アミノ酸関連化合物が脳内トリプ
トファン代謝におよぼす影響
運動中の発汗による Na 損失が１
日の Na 出納に与える影響の検討
暑熱環境下での下腿温浴熱負荷時
における水分・塩分の事前摂取が
体温調節機能に与える影響の検討
母体の栄養状態による胎児血液
中・羊水中水溶性ビタミン濃度へ
の影響
高齢者における水分出納の実態及
び活動量の違いが水分出納に及ぼ
す影響
バンウコンの摂取がヒトの体表温
およびエネルギー代謝に及ぼす影
響／ウィンターセイボリー揮発成
分の摂取がヒトのエネルギー代謝
に及ぼす影響
夜間授乳と母親の睡眠との関係
ココア摂取がヒト体表温・エネル
ギー代謝に及ぼす影響 ─ココア
摂取によるヒトエネルギー代謝へ
の影響 ─ココアの成分カカオポ
リフェノールによる体表温低下抑
制作用の検討─
中高齢者への運動指導および栄養
指導の同時介入が体組成、身体機
能および血液性状変化に与える影
響
レスベラトロールによる癌細胞増
殖抑制効果についての検討

人間関係学科
居川

紗弓

池田

捺美

大石

有紗

82

●人間文化

質と課題
奥村加奈子

生きがいの場としての農産物直売
所 ─多賀町きまぐれ市・もんぜ
ん亭の生産者を事例に─
現在までの人生の転機に対する意
味づけ ─インタビュー調査にお
ける大学生の語りから─
批判的リテラシーの育成を目的と

尾崎

麻希

貝屋こころ

勝部

皓

清水あかね
白石

義暁

田内

早紀

高木

成子

髙谷佐代子
大給麻里央

辻

梨恵

鳥居

純子

中石

和希

中村

美陽

中村

美香

西村

宇世

野原

康平

大学生の語る「将来」に向かう意
識と取り組み ─３年生を対象と
した短期縦断的研究─
国リハ式〈Ｓ－Ｓ法〉言語発達遅
滞検査を用いたバイリンガル幼児
の言語能力調査
社会的な居場所における関係性の
生成・発展に関する研究 ─貧困
家庭の子どもの学習支援を対象に
して─
想起された思春期の体験が女子大
生の現在の対人関係に及ぼす影響
大学生サークル集団の組織風土と
人間関係
職 業 選 択 の 語 ら れ 方 の 変
遷 ─ミュージシャンを事例に─
子どもにとっての学童を考え
る ─生活充実感と学童への適応
感の検討から─
幼児の色彩感覚の発達 ─描画に
おける色の選択に焦点をあてて─
幼児のテレビアニメヒーローへの
あこがれ ─保育士と幼児への調
査から─
排泄音の消音行為にみる恥と配慮
の意識 ─大学生を対象にした量
的・質的調査から─
高齢者のシェアハウスの現状と課
題について ─入居者の思いとＮ
ＰＯ法人の支援策を中心に─
学校教育におけるデス・エデュ
ケーションに関する考察 ─滋賀
県立大学学生へのアンケート調査
を中心に─
文章を書くことによる書き手の気
持ちの変化
大学生は授業中の積極的な発言・
沈黙をどう捉えているのか ─少
人数場面における発話行動につい
てのインタビューから─
大学生のひとり行動についての考
察 ─滋賀県立大学学生への調査
を中心に─
シティズンシップ教育における問
題解決の試みの実行が子どもに与
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える影響

─まちづくりの実践の

分析を通して─
平尾

新

ト
希

古橋

慧子

本城

未来

水田

侑樹

南
里沙
森垣恵伶菜

藪田

和明

山口

諒祐

山﨑

陽介

横山

愛

吉川

誌織

鷲尾

貴子

東山

沙織

佐竹

遥奈

自死遺族の経験する二次的スト
レッサーとソーシャルサポー

藤居

●健康栄養部門
神経調節物質キヌレン酸の変動

─属性に注目した遺族の手記

の分析を通じて─
「自立」した食生活につながる食
育のあり方 ─主体性を促す取り
組みに焦点をあてて─
大学生は異なる状況間での自己の
あり方をどう考えているのか
小学生の外国語学習における情意
形成 ─国際交流活動、異文化教
育の効果に焦点を当てて─
店内ＢＧＭと購買効果に関する考
察について
多人数による着席時の相互行為
高等学校における「学び合い」の
生まれる授業づくり ─彦根西高
校の実践を通して─
嘘であることを人はいかに開示す
るか ─トランプゲーム「ダウ
ト」のマイクロ分析─
多人数によるテーブルからの立ち
去り行動
金森俊朗実践における関係性構築
の特徴 ─「共感」に注目して─
ダイエットに関する男女のジェン
ダー観の考察 ─滋賀県立大学学
生へのアンケート調査を中心に─
メディアが描く「主夫」 ─テレ
ビドラマ・映画にみる新しいジェ
ンダー─
大学生が自らの生活でおこる社会
的迷惑行為に対して抱く認識

１型糖尿病モデルラットにおける
抗アレルギー効果を持つ野草の探
索

島田

薫

立木亜紀子
築山

恵子

中田

千文

中西

紗紀

前田

晃宏

山崎

友里

●人間関係部門
橘 那由美

滋賀県の女性の生活習慣病の発症
に及ぼす影響 ─平成21年度「滋
賀の健康・栄養マップ」
調査より─
日本人妊婦における葉酸およびビ
タミンＢ6必要量の検討
ウィンターセイボリー揮発成分が
ヒトの体温に及ぼす影響
HPLC を 用 い た 実 用 的 な 尿 中
２─オキソ酸定量方法の確立
グラボノイドの摂取がヒトのエネ
ルギー代謝に及ぼす影響
摂取トリプトファンと TDO の関
係性
ショウガオール含有量を高めるた
めのショウガの加工方法の検討

シティズンシップと経産婦の語
り ～お産に関するヘルスリテラ
シー向上のプロセス～

生活文化学専攻──博士論文
●健康栄養論部門
分木ひとみ
呼吸筋力の生理学的特徴と介護予
防への応用に関する研究

生活文化学専攻──修士論文
●生活デザイン部門
浅田 龍太
施主参加型住宅建設における建築
コストに関する研究 ─滋賀県東
浅井郡湖北町上山田、どっぽ村／
エコワークスを事例に─
上西 慎也
キラカライ（インド─タミルナー
ドゥ州）の都市空間構成とその変
容に関する研究
塩谷 知世
広告物から見た琵琶湖湖上観光イ
メージの変遷 広告物のアーカイ
ブス制作を通した考察
人間文化● 83
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■退職メッセージ
楽しませていただきました

灘

本

知

憲

人間文化学部生活栄養学科

1981 年に本学の前身である滋賀県立短期大学に
勤務してから、33 年にわたって大学での生活を楽
しませていただきました。多くの同輩の教員に、そ
してとりわけ他学科の先輩の教員にはお世話になり
ました。短大時代、県立大学時代を通して学生とは
教員というよりは、友人か娘のように接してきまし
た。だからこそ、楽しめたのだと思います。むろん
迷惑がられたこともありますが。
振り返れば、短大から４年制大学への移行時期は
大変でした。当時、短期大学で学部長を務めていた
こともあり、その時期だけは学生の相手ができませ
んでした。スクラップの運命にあった家政系の中
で、栄養士養成課程を残すために孤軍で奔走したの
は、今となっては懐かしい想い出です。
研究面では基礎栄養的分野から食品の機能性まで
あれこれと齧らせていただきました。近年は「食生
活の智慧を現代に活かす」と称して、漢方以来伝え
られている食品の温冷効果、野草の機能性、滋賀県
特産のふなずしの機能性などに取り組みました。特
に冷え性の改善に繋がる、食品の体を温める効果に
ついての研究の多くは多彩な企業との共同研究でし
た。成果の多くが実用化され、実際に市販されてい
ます。院生や卒論生には企業の研究者のみならず、
就活では最終面接でしかお会いできない方々とも触
れ合い、議論を経験させることで成長を促してきま
した。企業の方の学生に対する異口同音の感想は、
今時の学生には珍しく、純粋でひたむきさを感じる
ということでした。学生たちの資質は私たちより上
かも知れませんよ。
地域の企業とも学生のアイデアを活かすいくつか
のプロジェクトで一緒しました。スーパーマーケッ
トで販売するお弁当、メニューのみならず仕入れか
ら調理までのお惣菜造り、新しい飲料の開発、大成
功とは言えませんが、関わった学生とともに貴重で
楽しい経験でした。学生と一緒に大学敷地での畑、
雑草との戦いでしたね。
長い教員生活の中で、教育・研究環境は大きく変
わってきました。教育面では、一言で言うと、効率
が最重視されるようになりました。高校か予備校の
ように分かりやすくを重視したパフォーマンスに
は、歳のせいか疑問があります。学生は教員の人格
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を見ています。どうか自信を持って自分らしい講義
の仕方にこだわって下さい。学生時代、予習をした
つもりだったのに、講義を聞いたとたん訳が分から
なくなって、くそっと思ったのは単なる懐古でしょ
うか。４年間で勉強のクリアは当たり前、それで精
一杯ならそれも良し！それに加えて何にこだわるの
か、それも良し！単位取りとサークル、バイトの平
均的生活は彼らの成長には決して繋がりません。私
たちが考えるべきはひとえに彼らのモーティベー
ションをサポートすることだと思います。教え方よ
りも、学生を信頼できる人物に育てましょう！
研究面では、二つ感じています。研究には費用と
人手が伴います。開学当初に導入された大型機器も
いまやスクラップです。これは個人の力では限界が
あります。計画的な整備に全学で取り組んでいただ
きたいものです。さらに実験系では人手が大切で
す。卒論生や院生が尖兵となるのですが。特に卒論
生には一生の想い出になるかもしれないイベントで
す。嫌々来られるのはかないませんし、彼らの望む
テーマを提供できているのか、しかしながらこちら
の研究の進展も図らねばならない、ずーと悩みの種
であり続けました。
もう一つ、実験動物やヒトを対象とした研究に
対する倫理的評価が厳しくなりました。正直言っ
て、本学は緩い方です。これらの研究では研究対象
となる動物やヒトへの倫理的配慮のみならず、実験
者（学生）に対する配慮も必要です。実験計画書に
は、研究参加者全員（学生も含めて）が研究手段と
して実験動物やヒトを対象とすることを望んでいる
ことを加えるべきでしょう。
最後に、長い間お世話になりました。
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定年退職に際して

道

明

美保子

人間文化学部生活デザイン学科

私の本学とのかかわりは、昭和 42 年４月滋賀県
立短期大学に入学した時に始まります。当時滋賀県
には滋賀大学と滋賀県立短期大学の２大学のみの時
代でした。私の入学した家政科は彦根市池州町の彦
根西高校の一部を間借りした古い木造学舎で、使命
感に満ちた教授の下、被服の基礎を学びました。
昭和 44 年３月に滋賀県立短期大学家政科を卒業

な宝物になりました。そしてやっと滋賀県立短期大
学が改組転換され、滋賀県立大学が開学されまし
た。大学設置審議会教員組織審査に合格し、私を育
ててくれた大学の将来を見守っていこうと思いを新
たにしました。
平成７年４月に滋賀県立大学が開設され、同大学
人間文化学部に着任いたしました。この年は短期大

したあと、恩師の上田光子先生のお勧めで、学校法
人淡海高等家政学校に教諭として就職し、家庭一
般、被服、洋裁を担当いたしました。就職した４月
はまだ 20 才でした。授業を充実させるためにもっ
と学びたい思いがありましたので、働きながら学べ
る日本女子大学家政学部通信教育課程生活芸術学科
に同年 10 月に編入学いたしました。歳の差のない
生徒への授業、送られてくる分厚い教科書を読みレ
ポートを書き試験を受ける日々、夏の日本女子大学
でスクーリング等、充実した日々でした。淡海高等
家政学校に就職して２年後、昭和 46 年５月に滋賀
県立短期大学に非常勤実習助手として採用されまし
た。
帰ってきた母校は彦根市八坂町 1990（現在の彦根
市立病院）に新校舎があり、在籍した被服専攻では
新時代の教育に対応できるように施設・設備も充実
されて、化学実験室・物理実験室・恒温恒湿室・暗
室と充実し、科学の視点での被服教育がなされるよ
うになりました。
私のことに戻りますが、日本女子大学を昭和 48
年９月に卒業した翌年の昭和 49 年４月に、滋賀県
立短期大学助手として採用されました。私の研究者
としての出発点はこの時です。

学と兼任でした。平成 16 年４月に助教授、平成 19
年４月に准教授、平成 23 年４月に教授となり、同
大学で 18 年間勤めて、ここに 43 年間の研究生活に
終止符を打つことになりました。（教員生活は少し
続きます）
私の研究成果は、滋賀県立短期大学および滋賀県
立大学では、絹および関連繊維の染色に関する報文
21 報、天然染料の染着機構に関するもの９報、野
草抽出物の抗菌性に関するもの１報、色素の鑑別に
関するもの１報、キチン・キトサンおよびそれらの
誘導体に関するもの 7 報および界面活性剤に関する
もの３報、計42編の報文が主に学会誌に掲載され、
学会発表も40回行なうことができました。さらに、
木村光雄先生との共著『自然を染める 植物色素の
基礎と応用』
（木魂社）を出版いたしました。また、
『被服学事典』
（朝倉書店）と『衣服の百科事典』
（日
本家政学会編）
（丸善）では、染色に関する項目を分
担しました。これらの事典は平成 26 年に刊行され
ます。研究の集大成の一つとして『道明美保子 研
究業績集』も平成 26 年３月に出版いたします。
思えば、滋賀県立短期大学時代は学生実験室の片
隅ではありましたが、実験するための（決まった）
場所があり、研究環境の充実とその整備にいつもご

平成７年４月に滋賀県立短期大学講師となり、平
成８年３月に閉学になるまで、同短期大学には 23
年 11 ヶ月勤務いたしました。この間、同大学工業
部の清水慶昭先生、当時三重大学の木村光雄先生お
よび大阪府立大学の高岸徹先生の絶大なるご指導と
ご支援により平成６年４月に大阪府立大学で博士
（工学）を取得いたしました。
この頃、短期大学での教育には限界を感じ、四年
制大学設置に向けて滋賀県との交渉が長い間行なわ
れました。幾ら訴えても動かない県との交渉でした
が、粘り強く何年も組合交渉を続けました（私は枯
れ木も山の賑わいの存在であったかもしれませんが
参加を続けました）
。その活動のなかで尊敬し信頼
できる先輩・同僚に出会えたことは私にとって大き

配慮頂いた研究室の先生方とご指導頂いた清水慶昭
先生のお陰で、自由に楽しく研究に取り組むことが
できました。一方、滋賀県立大学になってからは、
文系の研究室以外は自分や卒業研究生のための研究
実験をするための場所がなく、設備の整っていない
狭い研究室の限られた空間で研究を続けることや卒
業研究の指導をすることには多くの困難がありまし
た。しかしながら、記述のような成果をあげること
が出来ましたことを喜んでおります。
無事に定年退職を迎えられましたのは、良き指導
者と優れた共同研究者や卒論学生、いつも見守り支
えてくださった人々のお陰です。ここに皆様に厚く
お礼申し上げます。
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本学を去るにあたって

吉 田 一

郎

人間文化学部人間関係学科

私は、H26 年３月 31 日をもって、定年退職いた
します。人間文化学部の皆様には、在職中何かとお
世話になりました。心より、お礼申し上げます。
５年前に体調を崩してからは、十分な仕事もでき
ませんでした。それでも最後までなんとか職を全う
できたのは、皆様はじめ人間関係学科の先生方の暖
かいご配慮のおかげと感謝しております。私が、皆

もその渦のなかに放り込まれました。
神戸女学院大学名誉教授の内田樹氏（フランス
現代思想、教育論）は、
「法人化」とは平たく言え
ば、「ビジネスモデルに準拠して大学を作り変える
こと」だったと指摘しています。（季刊『人間と教
育』民主教育研究所編、旬報社、第80号、
2013冬号）
たしかに、大学の設置の事前審査は甘くなり、各

さんにメッセージを送るというおこがましいことを
できる立場ではありませんが、開学以来 19 年間本
学に勤務してきたものとして、現在考えていること
をお伝えして、お別れの言葉といたします。
大学の運営と私たちの責任について若干の感想を
述べます。皆さんもご存じのように、８年前に、本
学も法人化されました。公立大学の法人化に先がけ
て２年前には、国立大学が法人化されました。本学
の法人化をめぐっては、賛否両論あり、人間文化学
部の教授会でも盛んに議論が交わされました。
大学の法人化とはいったい何だったのでしょう
か？ 1990 年代中頃から日本ではアメリカ流の「新
自由主義」の論理が教育現場に持ち込まれ、いわゆ
る「教育改革」が進められました。それは、児童、
生徒、学生、保護者を教育サービスを受ける「消費
者」とみなして、消費者主権論をふりかざして、学
校を「ビジネス」の現場にすることではなかったの
でしょうか。義務教育学校からの学校選択制、企業
で行われている人事評価制度を持ち込んだ「教員評
価」制度（
「指導力不足教員」の名による排除）、株
式会社立の「学校」などが次々と打ち出され、大学

大学に教育プログラム編成の「自由」を与えられま
した。その代り大学の生き残りは自己努力に委ね
る。そうすれば、消費者に選択される価値のある大
学は生き残り、あとはつぶれることになるが、それ
は「自己責任」だということになりました。
しかし、教育機関は企業でしょうか？学生は単な
る消費者でしょうか？教員は顧客（学生）に「商品」
を売るサービス業者でしょうか？「学校が株式会社
モデルになじむはずがないという自明のことにどう
して私たちは気づかずにいられたのだろう」という
内田氏の指摘は重いものがあると思います。
そもそも大学の成り立ちの歴史的経緯からいっ
て、私たち大学の教員には、本来教育・研究の自律
性を保持してゆく自治機能が与えられていたはずで
あり、大学人にはその自治機能を働かせる責任があ
ると思います。
私はもう大学を去りますが、後に残る皆さんが、
大学における「新しい大学自治（ガバナンス）
」の
在り方を構築されることを願うのみです。
皆さんのご健勝を心から祈念して、私のお礼と
メッセージとさせていただきます。
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■ 2013 年度教員活動報告
━━━━━━━━━━
◦地域文化学科
■田中俊明（たなかとしあき）朝鮮古代史、古代日朝
関係史
昨 2013 年の１月～ 12 月の調査および公刊。中国
２回。３月（遼寧省旅順・大連・遼陽・営口・鉄嶺・
撫順、遼東郡関連遺跡、三菱財団）、９月（吉林省
延吉・敦化・黒龍江省寧安・哈爾浜、渤海・金上京
遺跡、科研）。韓国７回。２月（慶州牟良里・蔚珍
徳川里などの発掘現場、科研）
・３月（青松・英陽・
旌善など内陸部）
・５月（全南・慶北）・８月（長興
天冠寺・月南寺址ほか古代寺院の発掘現場、科研）
・
９月（新羅５小京。春川博での「江原道の新羅」
展、科研）・９月（慶州圏・西部加耶。慶州博での
「朝鮮時代の慶州」展）・11 月（明活山城・扶餘東羅
城の発掘現場。公州博「公山城」・全州博「益山」
展、熊本県研究費）。２回の中国調査と９月の新羅
５小京調査には大学院生帯同。「正徳本（中宗７年
刊本）
『三国史記』の歴史学的意義」（『新羅學国際
学術大会論文集』６輯）、「復元多羅国史」（『多羅国
の位相と役割』陜川郡・慶尚大博物館）、「衞滿朝鮮
の崩壊と楽浪・臨屯・真番・玄菟四郡」（『古朝鮮・
衛満朝鮮と東アジアの古代文化』檀国大東洋學研究
院）
、
「朝鮮三国の国家形成と倭」（『岩波講座日本歴
史』１巻）、『岩波世界人名大辞典』に 100 余項目。
■定森秀夫（さだもりひでお）考古学
ゼミ生は、学部３年６名、学部４年２名、大学院
生５名であった。2011 年より断続的に実施してい
る荒神山調査の今年度の調査報告作成、来年度刊行
予定の調査報告書作成を考古学研究室の大学院生が
主導して進めている。学外実習は、前期が金沢・能
登方面で以前から現地へ行きたいと思っていた蝦夷
穴古墳を初めて見学し、持ち送り式天井に感動。後
期は和歌山方面で、岩橋千塚古墳群、池上曽根遺跡
などを見学し、これらの遺跡は何度行っても新たな
発見がある。
今年度から５年間の科学研究費「加耶の興亡と対
外関係に関する考古学的研究」を獲得したので、30
数年間続けてきた研究の集大成をしたい。９月と３
月に韓国調査を行った。また、韓国釜山大学校の安
羅国と倭との関係史を研究するグループへ参加させ
ていただき、11 月に九州の関連遺跡踏査ができた。
「紀伊の渡来文化─初期須恵器を中心に─」・「４
～６世紀の安羅国と倭の交流様相と性格─土器を中
心として─」を執筆。
滋賀大学経済学部非常勤講師。彦根市文化財委員
会委員。彦根城跡保存整備実施計画検討委員会委

員。滋賀県環境影響評価審査会委員（2014 年２月ま
で）。
■濱崎一志（はまざきかずし）都市史、保存修景
◆研究活動
奈良県立橿原考古学研究所とともに、シリア・ア
ラブ共和国パルミラ遺跡における発掘調査を継続す
る予定であったが（科研費基盤（A）17251008）、シ
リア情勢の悪化により今年度も現地調査を中止し
た。湖北古民家再生ネットワークから委託を受け、
余呉型民家の活用方策にかかる実態調査、所有者意
識調査を実施した。大学 COC 事業における地域課
題の採択を受け、滋賀県湖北の中山間地域における
空き家の現状とその保存・活用について調査研究を
おこなった。
◆教育活動
大学院副専攻の「近江環人地域再生学座」に参画
し、地域再生学特論を分担した。また，近江楽座の
「男鬼楽座」と「三階蔵覚醒プロジェクト」を指導
し，地域の活性化や地域文化の振興を視野に入れた
教育プログラムを実施した。
◆社会貢献
（独）国際協力機構の依頼を受け、ヨルダン・ハシ
ミテ王国のぺトラ博物館整備計画にかかる遺跡影響
評価を実施し、報告書の作成に協力した。長浜市余
呉町丹生地区の余呉型の空き民家の修復体験イベン
トを湖北古民家再生ネットワークとともに実施し、
民家の活用と地域の活性化の方法について検討し
た。また、米原市教育委員会の依頼を受け、奥伊吹
山村集落の文化的景観の調査研究を継続した。この
報告書を基に 2013 年 11 月には奥伊吹の山村集落が
重要文化的景観に選定された。
■水野章二（みずのしょうじ）日本中世史
近年の研究は、環境史・災害史と近江地域史が基
本となっている。環境史では、科研費の関係もあっ
て、棚田・里山などの研究が中心で、論文１・書評
１・短文１本が刊行された。また執筆した論文１本
が来年度前半に出版される。災害史関連では、論文
２・短文１本が刊行され、論文１本が来年度早々に
刊行される予定。なお今年度より、総合地球環境学
研究所の共同研究「高分解能古気象学と歴史・考古
学の連携による気候変動に強い社会システムの探
求」が正式にスタートし、コア・メンバーとして参
加している。
近江地域史では、分担執筆した『東近江市能登川
の歴史』第２巻が刊行され、序章を執筆した『日野
町』絵図編は来年度に刊行される。他には短文１が
人間文化● 87

人●間●文●化●通●信
ある。
学外では 東近江市能登川の歴史編集委員会委員
長、東近江市史編さん委員会副委員長、日野町史執

献としては泉南市・湖南市・米原市・八尾市で講演
をした。

筆委員を務めたが、関連して４月８日に『東近江市

教育面では４年生ゼミ９名の卒論指導が大変だっ
た。院生は博士１人となり、博論執筆にむけて試練

能登川の歴史』２巻発刊記念講演会で「近江中世史

に耐えている。３年生ゼミは大溝の調査に参加し、

と繖山周辺地域」を講演した。２月には里山関係の
講演を京都で予定している。

夏に小浜市矢代で宿泊調査を実施した。調査を通じ
て卒論テーマだけではなく多くのものを得て欲しい。

■中井

■京樂真帆子（きょうらくまほこ）日本古代史
2013 年 ８ 月 30 日 か ら 11 月 27 日 ま で の 90 日 間、
短期の在外研修としてベトナム・ハノイに滞在し
ました。戦争の中で子供を失った母を顕彰する栄
誉称号である「英雄の母」
（Ba Me Viet Nam Anh
Hung）に関する調査・研究を行い、その成果を本
にまとめているところです。
全く出来なかったベトナム語も、いくつかの生活
必需単語は覚えましたが（
「台風」
（bao）は真っ先に
覚えました）、一番有効だったのは関西弁と組み合
わせたジェスチャーでした。何かを伝えたい、相手
の意思を理解したい、という思いは語学力を凌駕す
ることを実感しました。
経済的発展のめざましいベトナムの現在は、高度
成長期時代の日本を彷彿とさせます。その一方で、
思想・言論の自由が制限されている側面も見逃すこ
とは出来ず、日本の「あの時代」の一端を肌で感じ
るという、歴史研究者として貴重な経験をしました。

均（なかいひとし）日本考古学
◆研究活動
昨年は韓国の順天大学校で「順天倭城と日本の
16 世紀城郭の比較」と題して発表をおこなった。
調査では但馬竹田城跡の石垣調査、伏見城跡の縄張
り調査を実施した。大名墓研究会では初めてシンポ
ジウムをおこない、豊国廟や東照宮の構造分析を試
みた。
執筆活動では彦根城博物館の特別展図録に「到達
点としての彦根城」を掲載することができたほか、
大名墓では諏訪家墓所の発掘調査報告書、季刊考古
学『近世大名墓の世界』に執筆した。また滋賀県の
歴史や文化財を気軽に知ってもらおうと、『滋賀県
謎解き散歩』（編著）を刊行した。
◆教育活動
今年のゼミは大学院生４人、学部生２人で、修
論、卒論ともに中世城館跡をテーマとしたものと、
戦争遺跡をテーマにしたものであった。
◆社会貢献
今年度もまた、多くの委員を引き受けてしまっ
た。全国的には岡山県中世城館跡総合調査専門委員
会、土佐藩主山内家墓所調査活用委員会をはじめ、
三原城跡、岡崎城跡、富田城跡の保存整備委員会な
どである。滋賀県内では、滋賀県環境影響評価審議
会委員となり、その責任の重さを感じている。
■市川秀之（いちかわひでゆき）民俗学

研究面では昨年度出るはずの『「民俗」の創出』
（岩田書院）の刊行が４月にずれこみ、ほか「奥伊
吹山村における集落内水路の利用形態」（『淡海文化
財論叢』第五輯）・「南河内の新田村落における墓制
の成立過程」（『京都民俗』31 号）・「東草野の水利
用」ほか６章（
『米原市東草野の山村景観保存活用
事業報告書』）
・
「琵琶湖の民俗・集落内の水路」（『季
刊民族学』145）が出た。科研費「広域神社祭祀と
コモンズに関する環境民俗学的研究」は継続中。日
本民俗学会では集落博物館について発表した。小浜
市の伝統行事と食文化の調査をお引き受けし、何度
も小浜に通った。八尾市史の基礎調査も継続中であ
る。文化的景観調査は米原市東草野は選定された
が、高島市大溝、東近江市伊庭が開始された。いろ
いろ調査機会が与えられるのはありがたい。社会貢
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■亀井若菜（かめいわかな）日本美術史
昨年は２月に卒論の発表会を、愛知教育大学、千
葉大学と合同で行った。同じ美術史を学ぶ学生同
士、研究成果を披露し合い、意見交換し、交流を深
めることができ、充実した発表会となった。引き続
き 10 月には、今年度４回生の卒論中間発表会を、
３大学合同で県大を会場に２日間かけて行った。発
表者は３大学で 11 人。これがいい刺激となったよ
うで、学生は研究をがんばって進め、卒論を無事提
出することができた。２月半ばの千葉大での本発表
会に臨むのを楽しみに、卒論提出後も準備を進めて
いる。
ゼミの学外実習は２回行った。５月には関西の５
つの展覧会をめぐった。各自気になる作品に出会え
たようであった。７月には京都・滋賀の建築と美術
を見る旅を行った。
自分の研究活動としては、
『仏教美術論集４』
（竹
林 舎 ）に、「 二 つ の『 九 相 詩 絵 巻 』 に お け る 臨 終
の図像」という論文を書いた。また『アール・ブ
リュット アート 日本』（平凡社）に「『他者』の
造形を『語る』ということ」と題し、初めてのアー
ル・ブリュット論を書いた。
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■東

幸代（あずまさちよ）日本近世史

講師（「滋賀の地理と文化」の講義を担当）と東近江

Topic：長浜市の委員会と科研で菅浦の研究を行っ

市史『能登川の歴史』の編集・執筆委員を務めまし

ている最中ですが、今年は須賀神社で 50 年に一度

た。

の大祭がありました。この間隔は近世からのようで
すが、現代よりも圧倒的に平均寿命が短い近世で、
どうやって祭礼を前回通りに執行できたのだろう
か、など、色々と考えさせられました。
研究活動：
『甲賀市史』近世編の執筆・校正作業に
力を注ぎました。関係史料が終盤になって発見され
るなど、予想外の展開となりましたが、編纂事務局
の皆さん方の、良いものを作りたい、という気迫に
押されました。今回の成果は、３月に市民向けの講
演会で披露させていただきます。
教育活動：ゼミ生たちに丁寧に向き合いたいと思っ
ていますが、今年も出張が多く、十分果たせたか否
か。学芸員課程のカリキュラム改正にともない、新
規の講義を担当しました。改善の余地は多々ありま
す。来年は、新規科目がさらに増えます。
社会活動：近江楽座「スチューデント・キュレー
ターズ」で調査を進めている高島市白谷の大村家文
書の一部の目録を出しました。大村家では、簡単で
すが古文書展示も行いました。守山市と長浜市で、
琵琶湖の舟運に関する講演会を各１回行いました。
東近江市からの要請を受け、重要文化的景観の委員
をつとめることになりました。
■塚本礼仁（つかもとれいじ）地理学
◆研究活動
平成 24 年 10 月の地域漁業学会第 54 回大会シンポ
ジウム（琵琶湖の漁業環境を考える─湖国と古都の
関わりから─）での発表をブラッシュアップしたも
のが、論文になりました。
塚本礼仁 2013「琵琶湖産淡水魚介類の流通と加
工」
『地域漁業研究』53-3：47-68．
また、平成 25 年度から人文地理学会の集会委員
を務めています。委員の仕事上、学会の地域別・分
野別の研究会等に参加する機会が増え、学問的には
刺激の多い一年でした。
◆教育活動
平成 25 年度のゼミ生は、四回生が３名、三回生
が６名（も来るとは！）、二回生が前期２名・後期
３名でした。久々にバスを借りて遠方へ学外実習に
行くことになるなど、ゼミの過疎化が急に止まった
ことで戸惑い気味の一年でした。
加えて、今年度の講義づくりは、「前年と全く同
じネタは話さない」vs.「自宅ではパパに徹する」
という状況下で、まさに自転車操業でした。早く
ペースをつかみたいです。
◆社会活動
昨年度に引き続き、滋賀県立農業大学校の非常勤

■石川慎治（いしかわしんじ）保存修景
◆研究活動
今年度、日本建築学会による「近現代建築資料全
国調査」が始まりましたが、生活デザイン学科・藤
木准教授とともに、滋賀県担当となりました。調査
開始が遅かったために大変でしたが、貴重な建築資
料に出会う機会に恵まれました。いずれ自身の研究
に反映できたらと期待しています。
また、「シリア・パルミラ遺跡 129-b 号墓の復元
的研究」
（共著、
『AL-RĀFIDĀN』第 34 巻）
、
「
「三
奈木安陪家住宅に関する建築史的評価」に対する評
論」（『日本建築学会技術報告集』第 43 号）を執筆し
ました。
◆教育活動
ゼミ４回生は１人でしたが、昨年、交換留学して
いたこともあり、例年とは違う形で卒論指導に取り
組んでみましたが、最後、バタバタしたのはいつも
と同じでした。
また、後期からは、研究生としてベトナム人留学
生を指導しました。
◆社会活動
今年度は、重要文化的景観・高島市針江地区にあ
る「カバタ」の修理修景に関する指導を新たに行い
ました。
なお、昨年８月に、島根県神社庁益田支部の依頼
で講演するはずでしたが、前日からの記録的な大雨
により被害も出たため、中止になりました。来年
度、再び講演する機会をいただきましたので、少し
でもよいお話ができたらと思っています。
■武田俊輔（たけだしゅんすけ）社会学
◆研究活動
長浜曳山祭、山口県上関町祝島に関する調査が継
続中である。また舩戸修一（静岡文化芸術大学）
・
祐成保志（東京大学）
・加藤裕治（静岡文化芸術大学）
との共同での、NHK の農事番組「明るい農村（村
の記録）」に関する研究は、番組の成立過程に重要
な役割を果たした農林水産通信員（多くは農業改良
普及員や生活改良普及員）と NHK の農事部元ディ
レクターへの聞き取り調査に大きな進展があり、現
在２本の論文を投稿中である。また科研費（基盤研
究 B）
「社会調査史の多次元的な構築に関する総合
研究」
（研究代表者：佐藤健二東京大学大学院教授）
でも引き続き分担研究者として参加している。
◆教育活動
今年のゼミ生は４回生５名、３回生２名。近江楽
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座では河先生と共に県内の在日外国人児童の支援活

会誌、第 64 卷 12 号 , 791-795（2013）

動を行う「バンデイラ・ジ・オウロ」のほか、市川

生活栄養学科の浦部先生らのご研究で、染色に関す

先生・東先生と共に指導する「地域博物館プロジェ
クト」で白谷民俗資料館の展示が一通り完成し、多
くの人に見ていただけるようになった。
◆社会活動
彦根市男女共同参画審議会審議委員。日本社会学
理論学会専門委員。
「ソシオロゴス」委嘱委員。他
に長浜青年会議所での講演を行った。
■横田祥子（よこたさちこ）中国研究・文化人類学
今年度は着任一年目でしたので、あらゆることが
手探りの毎日でしたが、学科の先生方に常にサポー
トしていただき、何とか無事終えることができまし
た。この場をお借りして厚くお礼申し上げます。
◆研究活動
【事典】
（印刷中）
「台湾における国際結婚」「国際結婚の
商業化」
「グローバル ･ ハイパガミー」
、比較家族史
学会編『追補版 新修事典家族』弘文堂。
【学会発表】
6/2「在台インドネシア華僑華人の移動の系譜―
留学、『帰国』から結婚、出稼ぎへ」、東南アジア学
会第 89 回研究大会分科会「インドネシア華人の国
際移動と 20 世紀アジアの動態」、於鹿児島大学。
【調査】
・8/31 − 9/30 インドネシア（科研基盤研究 B「イン
ターフェイスとしての女性と中国系移民のディアス
ポリック空間」〈代表：宮原暁〉の研究分担者）
・ 8/10 − 20 台湾、10/30 − 11/3 香港（科研基盤研究
B「20 世紀アジアの国際関係とインドネシア華人の
移動」〈代表：北村由美〉の研究分担者）
◆教育活動
ゼミ生は３回生が４名で、内１名が中国留学を予
定している。プレゼミでは神戸南京町や孫文記念館
を訪れ、現代の身近な日中交流史について学んだ。
来年度は実地調査を授業に取り入れたい。

━━━━━━━
◦生活デザイン学科
■道明美保子（どうみょうみほこ）染色学
◆研究活動
〈学術論文〉
●清水慶昭・光安良太・道明美保子・山崎康寛：コ
バルトフタロシアニン系反応染料の合成と合成した
染料を用いて染色したキチン／セルロース複合繊維
の酸化触媒作用，キチン・キトサン研究，19-1, 4855（2013）
●浦部貴美子・小塚智子・道明美保子・灘本知憲     
：野草抽出物で処理した綿布の抗菌性、日本家政学
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る内容の一部を担わさせていただいた。
〈著書〉
●道明美保子：
『道明美保子

研究業績集』
、サンラ

イズ出版（2014）
  研究の集大成の一つとして、2014 年 3 月に出版
●共著：『被服学事典』2.2 染色加工 2.2.2 染色の工
程 d. 染色の原理 d）染色に影響する因子、朝倉書店
（2014）
●共著：『被服の百科事典』（日本家政学会編）、染
料の種類と原理－ 1）天然染料（1）染料の種類、色素
成分、丸善（2014）
■印南比呂志（いんなみひろし）道具計画論
◆教育活動
（ゼミ活動）
砂 浜 美 術 館 T シ ャ ツ ア ー ト 展 参 加（ 高 知 県 黒 潮
町）
、四万十川春、夏合宿（高知県四万十町）
、笹山
忠保展準備活動（韓国ソウル市）
、漆塗り工房研修
（輪島市）、地域資源調査合宿（北海道東川町）、山
陰合宿（鳥取、島根県）、ゆるキャラ祭り参加、彦
根市河原置屋改修作業、地域雑誌 cococu 編集作業
（講師等）
岡山県立大学非常勤講師、長浜インキュベーション
センター講師
◆研究活動
笹 山 忠 保 展 企 画（ ソ ウ ル 市 ）、 宇 宙 民 藝 展（ 京 都
市）
、七本鎗商品企画（長浜市）
、&Anne 商品企画
（彦根市）、地域雑誌 cococu No.4 出版、イタリア・
ラクイラ市震災調査、シチリア島地域資源調査、韓
国加波島環境計画（韓国済州島）
（執筆等）
月刊「地域開発」
（日本地域開発センター）
、デザ
インと地域の人、伝統文化の競演（住宅産業研修財
団）
◆社会活動
守山市地域ブランド会議基調講演、住宅産業研修財
団講演（国土交通省国土政策局地方振興課）
（委員等）
守山市地域ブランド審査委員長、滋賀 Web 大賞審
査委員、バイオビジネス創出研究会 NAST 委員
◆学内活動
近江楽座座長、COC 運営委員、近江楽士審議委員、
広報委員会副委員長、地域共生センター運営委員
■面矢慎介（おもやしんすけ）道具デザイン論
８月に恩師（民間の研究所時代の上司）の山口昌
伴氏が逝去。ともに設立に奔走した学会（道具学
会）ができてからの約 18 年間は私が大学教員として

人●間●文●化●通●信
働いて来た期間とほぼ重なります。中心人物を失っ

◆研究活動：

た学会の今後をどうすべきか。恩師の「道具学」を

1．
「子供とのワークショップ基礎調査」空間分析協

どう継承してゆくべきか。会長代行を引き受けた私
のこれからの大きな課題になりました。

力（科研「絵本共有」の基礎・実践統合研究―子ど
も・子育て多文化共生環境づくりとの連携）

◆教育活動

2．Rob Dettingmeijer（ed.）, Rietveld's universe,

印南ゼミの四国・四万十合宿に特別参加（８月）。
授業 Japanese Culture and Civilization ではアメリ
カ人学生たちと米原市・上丹生の木彫職人の工房訪
問（11 月）
。ゼミでは大阪・象印本社のまほうびん
記念館と山岡金属工業の夢工房（たこやきミュージ
アム）見学（12 月）。
◆研究活動
学会年次大会の企画実施：2013 年度道具学研究
発表フォーラム（2014 年１月 12 日・13 日、東京・
新宿 NPO 恊働推進センター）では、特別プログラ
ムとして私の古巣のデザイン会社（GK 本社）見学会
なども。
学会誌編纂：
「道具学論集 第 19 号」（道具学会、
2014 年３月刊行予定）。
◆社会活動
彦根仏壇検査委員会（彦根仏壇事業協同組合）委
員長

NAi Publishers,Rotterdam,2010（研究基礎和訳資料
作成）

■佐々木一泰（ささきくにひろ）空間デザイン
◆研究室活動：（ディレクション業務）
1．
「滋賀県立大学 A7 駐輪場」（彦根市）
（佐々木研
究室＋川上村木匠塾学生ワーキンググループ、生活
デザイン学科＋環境建築デザイン学科）、一般社団
法人日本空間デザイン協会 DSA（空間デザイン賞）
入選
2．
「滋賀県彦根市におけるロードサイド型地域商業
施設事業構想、及び店舗デザイン提案」
（彦根市）
（福
井、平山）
3．
「里おこしイベント・伊吹の天窓」（米原市）舞
台装飾
4．
「滋賀県立大学オリジナル日本酒”湖風”プロ
ジェクトにおけるブランディング・グラフィックデ
ザイン」
（喜多酒造株式会社（滋賀県八日市）、滋賀
県立大学生活協同組合）
（渡邉）
5．
「滋賀県立大学学内自立サイン、環濠サイン実施
設計」（彦根市）
（福島）
6．
「ボーダレス・アートミュージアム NO-MA「アー
ル・ブリュット☆アート☆日本」ライブラリー展示
会場什器デザイン」
（近江八幡市）
（福井、渡邉、平
山、森、福島）
7．
「滋賀県産合板を使用した家具のデザイン開発」
（多賀町）
◆設計活動：
1．
「S 邸」
（大阪市）、RC ＋一部鉄骨造、3 階建、
店舗併用住宅

■藤木庸介（ふじきようすけ）建築計画・文化遺産観光
赴任２年目となる今年度は、ゼミ学生が３・４回
生あわせて 10 名のやや大所帯となり大変であった
が、高松や札幌などへゼミ旅行にも出掛け、楽しく
充実したものとなった。研究面では思いがけず、こ
れまでの成果に対する講演依頼や原稿執筆依頼を来
年度に行うものも含め、いくつか頂いた。加えて自
らが企画する出版計画も２冊程抱えていて、自身の
処理能力を超える仕事量に四苦八苦する日々が続い
ている。建築設計活動では、宮津市文珠堂山門横
で 100 年以上続く老舗茶屋の改装工事や、尼崎市で
RC 造６階建て集合住宅の新築工事が進む一方、一
昨年に竣工した茨木市の「IS ビル」が、
「茨木市景
観賞」を受賞した。大津市都市開発審査委員や宮津
市長諮問のまちづくりアドヴァイザー、日本建築学
会近代建築資料調査員など、社会的活動も７つほど
掛け持ちさせて頂き、光栄ながらも、やはり自身の
処理能力を超えていると思った。ただ、今年はイン
ドネシアと中国へ海外調査にも行く事が叶い、来年
以降に続く研究の基盤作りを行う事ができた。来年
度は現在頂いている科研の最終年であり、少し仕事
を控え、しっかりとした成果を出したいと思ってい
る。
■南 政宏（みなみまさひろ）道具デザイン
◆教育活動
株式会社ワールドとのプロジェクト フラクサス
名古屋の「きヨシ、この夜。
」が空間デザイン協会
特別賞・学生賞を受賞。
KOKUYO DESIGN AWARD 2013 で三年生の礒野
楓が特別賞を受賞。
◆展示会
2013 年 ３ 月「 ラ イ テ ィ ン グ・ フ ェ ア 2013」 艸 方
窯 光る洗面器
2013 年５月「子供のためのデザイン展」フィラデル
フィア美術館 出展・永久収蔵
2013 年 ９ 月「 メ ゾ ン・ エ・ オ ブ ジ ェ」HUZI
DESIGN ブース（フランス）
2013 年 11 月「リビング＆デザイン」奈良県ブース
（大阪府、インテックス大阪）
◆受賞
キッズデザイン賞 2013 / 強化段ボールの遊具「つ
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ちのこ」シリーズ
DSA 空間デザイン賞 2013

環境実態調査と生活スタイル・省エネルギー意識か
空間デザイン協会特別

ら今後の住宅照明を考える」を継続するとともに、

賞・学生賞

共同研究「日中韓の生活スタイルに基づいた快適性

◆メディア掲載

と省エネルギーに配慮した照明計画の検討」
（科研：

The Package Design Book 2 / ふな寿司

代表

iLOOK – Jan, 2013 / Pizzly bear
家庭画報 4 月号 / 光る洗面器
mono マガジン 2013 No.688 / KASUMI 屏風
Marie Claire Enfants 4 月号 2013（イタリア）pp.130
/ 強化段ボールの遊具
surface asia 15 pp.027 / 光る洗面器
NAIF magazine #15 issue pp.061 / 強化段ボール
の遊具
商店建築 5 月号 pp.040 / 光る洗面器 蓮花
Dwell magazine Asia May-June 13 pp.029 / 光る
洗面器 水輪
JUST KIDDING! Victionary pp.064-065 / Pizzly
bears
◆講演
2013/08/02 Tower 805 第 1 回目クリエイティブサ
ロン プロダクトデザイナー三者対談 南政宏×江
口海里×福嶋賢二
■宮尾学（みやおまなぶ）マーケティング・イノベー
ション
◆教育活動
昨年度に引き続き，マーケティング論，消費者行
動論，生活経営論，ビジネス・マネジメント入門
（人間学），およびマーケティング・リサーチ演習
を担当しました。また３回生のプレゼミでは，全国
から 23 の大学が参加する商品企画コンペ「Student
Innovation College」に参加しました。
◆研究活動
・高級炊飯器の市場創造プロセスについての調査
高級炊飯器の製品開発についての調査をまとめ，
日本マーケティング学会カンファレンス（2013 年
11 月 10 日，早稲田大学）にて報告しました。
・絞り産業における中国への生産委託に関する研究
本学藤木庸介准教授，および京都嵯峨芸術大学上
田香講師との共同研究で，絞り産業における中国
への生産委託に関する現地調査を行いました。日
本の絞り産地である有松での調査を踏まえ，2013
年９月５日から 12 日に中国の雲南省を訪問し，
染色工場や販売店での取材を行いました。結果を
まとめた論文は本誌に掲載されています。
■宮本雅子（みやもとまさこ）住環境学、インテリア
計画
◆研究活動
科研費（代表）を得た共同研究「夜間の住宅照明
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奈良女子大学井上教授）を継続。８月には、

日中韓照明カンファレンス（韓国光州）の住宅照明
特別セッションで日中韓住宅照明共同研究の３か国
比較について発表を行った。
また、京都の景観色彩調査の結果を国際色彩学会
（AIC）
（イギリス、ニューキャッスル）で発表し､
好評を得た。オランダ、イギリスに初めて滞在し、
街並みの美しさを実感した。
◆学会活動
日本建築学会「建築の質感・色彩計画小委員会」
委員､ 日本色彩学会関西支部代議員他。
◆社会活動
守山市ＵＤまちかどウォッチャー､ 草津市・彦根
市・滋賀県都市計画審議会委員､ 彦根市景観審議会
委員、守山市行政経営改革委員会委員､ 滋賀県レイ
カディア大学講師、淡海生涯カレッジ講師等。
■森下あおい（もりしたあおい）服飾デザイン
◆研究・教育活動
研究活動では、「デザイン画のデフォルマシオン
に関する研究」「車いす利用者のスーツ開発」にお
いて、関西エリアの大学窓口を通じて、協力者との
交流が大きく広がった事が嬉しい成果であった。教
育活動では、伝統産業弟子入り体験事業（滋賀県新
産業振興課）において、地域ブランドの「近江の麻
織物」による子供服の新製品開発に取り組んだ。継
続した３年間にわたるこのプロジェクトも、製品化
に向けて有意義に進められた。受託研究では、繊
維産地の調査事業（滋賀県中小企業団体中央会）を
行った。
・
「座位姿勢の動作による体表長さの変化～車いす
利用者の上衣設計を目指して～」日本繊維製品消
費科学会年次大会会要旨集，p.37
・
「彦根更紗を活かした生活雑貨のデザインⅡ」服
飾文化学会第 13 回大会発表要旨集，p.20
・
「車いす利用者のための女性用スーツ設計におけ
るデザイン要素抽出」滋賀県立リハビリテーショ
ンセンター平成 24 年度調査・研究事業報告書，
pp.1-8
◆学会・社会活動
㈳日本繊維製品消費科学会論文編集委員・同諮問委
員，日本家政学会関西支部役員，
滋賀県中小企業振興審議会委員 ，彦根市行政評価
委員会委員，大津市歴史博物館協議会委員
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◦生活栄養学科
■灘本知憲（なだもととものり）食品栄養学
【論文】
・J. Nutr.Sci.Vitaminol., 59（1）, 56-63, 2013
・Food Sci. Technol. Res., 19（6）, 1085-1092, 2013
・日本家政学会誌、64（12）, 791-795, 2013
【学会発表】
・ヒトにおけるグラボノイドの脂質代謝亢進効果と
摂取量、第 60 回食品科学工学会
・カズサキヨモギの摂取がヒトの体表温、ならびに
エネルギー代謝に及ぼす影響、第 60 回食品科学
工学会
・ウ ィンターセイボリーの揮発成分がヒトの鼓膜
温、体表温に与える効果、第 60 回食品科学工学会
・ウ ィンターセイボリーの揮発成分がヒトの鼓膜
温、体表温に与える効果、第 28 回日本香辛料研
究会学術講演会
・ショウガ中ショウガオール含有量を高めるための
加工方法、第 52 回日本栄養食糧学会近畿支部大会
・免 疫賦活能をもつ野草の探索、第 52 回日本栄養
食糧学会近畿支部大会
【受託・共同研究】
株式会社カネカ、小川香料株式会社、森永製菓株式
会社、株式会社ホーマーコーポレーション
■柴田克己（しばたかつみ）ビタミン学，代謝栄養学，
栄養評価学
◆年間活動
2013 年は９月にポルトガルのリスボンとスペイ
ンのグラナダに２週間ほど学会で出張に行ってきま
した．リスボンは，尿中に排泄される化学成分を網
羅的に測定し，病気などの予防や診断に活用するこ
とを目的とした研究集団を作ることが目的の研究会
でした．この会（参加者は 100 名程度）では，尿中に
排泄される水溶性ビタミン量は，水溶性ビタミンの
栄養状態やエネルギー摂取量，関連する代謝系の評
価に活用できる可能性を発表してきました．グラナ
ダは国際栄養学会議でした．こちらの参加者は数千
名で，キノリン酸ホスホリボシルトランスフェラー
ゼという酵素を欠損させることにより，真性のナイ
アシン欠乏モデル動物の作成に成功したということ
をポスターで発表してきました．国内の学会では，
トリプトファン研究会，ビタミン B 研究委員会，
アミノ酸学会，栄養・食糧学会，ビタミン学会，家
政学会，栄養改善学会などに参加しました．例年と
変わらない年で，無事に過ごすことができました．
エキストラの仕事では，食事摂取基準に関わる仕事
でした．
2013 年に発表できた学術論文，資料・総説など

の成果は，ホームページをご覧ください（http://
www.shc.usp.ac.jp/shibata/）
．
■寄本
科学

明（よりもとあきら）運動生理学・応用健康

教育面では生活栄養学科運動生理学・スポーツ栄
養学分野および全学共通基礎教育「健康・体力科
学」の教科担当・マネージメントを行った。研究面
では科学研究費助成事業（基盤研究（C）
）
「高齢者お
よび小児・幼児における脱水 ･ 熱中症予防ケアの確
立」、滋賀県介護予防推進交付金交付事業「脱水を
予防して元気活き活き生活事業」を基盤として、高
齢者の脱水予防について研究を進めた。社会貢献面
では竜王町健康増進計画「てくてく運動効果事業」
において３ヶ月間の栄養・運動指導介入を行った。
また、彦根市立病院とは共同で「栄養および運動指
導による疾病予防と臨床エビデンスの構築」に関し
て健診センター受診者を対象に健康指導と研究デー
タの蓄積を行った。
なお、主な著書は「コレステロール・中性脂肪
が下がる厳選 100 のコツ（共著、主婦の友社、2013
年２月）」、主な論文は「フィットネス施設におけ
る中高年齢水中運動実施者の実施運動別にみた
飲水意識とその実態（臨床スポーツ医学、第 30 巻
第 ４ 号、2013 年 ４ 月、373-378 頁 ）
」
、
「Functional
characteristics and measurement significance of
respiratory muscle strength in the elderly（Japan
Society of Health Evaluation and Promotion,
Vol.40,No.4, 2013 年 7 月 ,451-456 頁）
」
、他１編であっ
た。学会発表は９報、講演は８回あった。
■矢野仁康（やのみひろ）病態栄養学
［年間活動］
生活栄養学科では、専門基礎科目にあたる、人体
の解剖生理学、病態病理学、病態栄養学の講義と
実習を担当しています。今年度も、地域・社会貢
献活動として、彦根市立病院健診センターと連携し
た「いきいき彦根プロジェクト」に参加し生活習
慣病予防に向けた健康指導に携わってきました。研
究活動については、この一年で研究室を立ち上げる
ことができ、研究を本格的スタートさせています。
現在、食品成分が有する発癌予防効果の詳細につい
て、これら食成分が発揮する癌細胞増殖抑制作用
（細胞死誘導と細胞周期停止）から解析を行ってい
ます。次年度からも引き続き、健康増進に貢献でき
る様な栄養学領域での教育、研究活動に取り組んで
いく予定です。
［活動一覧］
学術論文
Ibuprofen enhances the anticancer activity of
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cisplatin in lung cancer cells by inhibiting the heat

○社会活動：

shock protein 70. Endo H et al. Cell Death & Dis-

・科学研究費委員会 奨励研究部会各小委員

ease. 2014.
■浦部貴美子（うらべきみこ）食品衛生学、給食経営
管理論
今年度は、「鮒鮨の機能性に関する総合的研究」
（本学特別研究）における研究成果をもとに話題提
供する場がありました。滋賀大学が中心となった学
術出版会の開設に向けて行われている「おうみ学術
出版懇話会」では、「ふなずしにみる伝統と科学」
をテーマにして話題提供をしました。また、滋賀県
立大学産学連携センターによるシーズ発表会におい
ては、「“ふなずし”に隠された機能〜“飯（いい）”
の血圧降下作用〜」をテーマに発表しました。この
内容については、中日新聞、朝日新聞に掲載されま
した。
そのほか、主な研究活動は次に示すとおりです。
発表論文
野草抽出物で染色した綿布の抗菌性；浦部貴美
子・小塚智子・道明美保子・灘本知憲，日本家政学
会誌，64（12），791 〜 795（2013）
学会発表
⑴インターロイキン 12 産生を誘導する野草の探索；
佐竹遼奈・廣瀬潤子・森 紀之・浦部貴美子・灘
本知憲，第 52 回日本栄養・食糧学会近畿支部大
会（2013.10.20）
⑵ショウガ中ショウガオール含有量を高めるための
加工方法；山崎友里・森沢佳織・浦部貴美子・
森 紀之・灘本知憲，第 52 回日本栄養・食糧学
会近畿支部大会（2013.10.20）
■岡本秀己（おかもとひでみ）公衆栄養学
退職に際し、科研費（心と身体に障害をもつ特別
支援学級児に対する「生きる力」を育む食育の先導
的研究）もおかげ様で食育教材ＨＰ化として形が付
きました。長年の勤務に対し、全国栄養士養成施設
協会会長顕彰（23年）も頂き、ここに感謝いたします。
○学会発表
・
「特別支援教育としての食育―発達障害児を対象
とした食育プログラムによる児童の行動・感情変
化の客観的評価」 第 60 回日本栄養改善学会学術
総会
・
「発達障害児童を対象とした食育プログラムによ
る自己効力感・ソーシャルスキルの向上」 第 72
回日本公衆衛生学会
他１点
○著書：
・応用栄養学実習 ㈱みらい
・合格ラインに到達する「管理栄養士 国家試験対
策」化学同人
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委員 日本学術振興会
・滋賀県立レイカディア大学講師

滋賀県

・ひこね食育推進委員会

彦根市

委員長

審査

・滋賀県卸売市場審議委員会 審議委員 滋賀県
・公益財団法人滋賀県学校給食会 評議員と滋賀県
学校給食用物資選定委員会 選定委員
・
「日野町立小学校における給食の在り方懇話
会」 委員（アドバイザー）
・彦根市健康づくり推進協議会 副委員長 彦根市
○講演、新聞・テレビ等
・
「生活習慣病予防対策からみた各ステージの食育」
近江八幡市食育ボランティア養成講座
・
「高血圧予防、寝たきり予防」講演 彦根市西沼
波町（彦根市福祉事業） 他 2 回
・
「彦根で食育フェア」 産経新聞、
「クイズ 100 人
の学者が教えます！」 フジテレビ
■奥村万寿美（おくむらますみ）臨床栄養学
【年間活動】
行動経済学を用いて栄養食事指導を確立させるた
めに、心臓疾患・血液透析患者を対象に取り組ん
だ。また、昨年から実施している保育園での食育
活動を３施設で実施、
「いきいき彦根プロジェクト」
では、市民の健康増進に寄与した。
【論文】
・
「中高齢者の血中脂質量を低下させる食事要因およ
び運動要因の検討」滋賀短期大学研究紀要 共著
・
「ウォーキングを主とした運動および食事適正化
による生活習慣病関連項目の変化」ウォーキング
研究 No.17（2013）
，59-63 共著
【著書】
・第 27 回 管 理 栄 養 士 国 家 試 験 解 答 と 解 説 共
著 第一出版 2013.7
【学会発表】
・第 60 回日本栄養改善学会：保育園児に対する食
育が保護者に及ぼす栄養について
・第 11 回日本臨床栄養学会・日本臨床栄養協会大
連合大会：時間選好率・危険回避度を用いた腹膜
透析患者の栄養食事指導に関する研究
【講演】
・心臓リハビリテーション 秋の講習会 2013.10
・冬野菜収穫体験料理教室 2013.12
・シニアの健康増進講座 2014.1
【社会活動】
・野洲市食育推進委員会：委員長
・滋賀県栄養士会：理事
・日本臨床栄養協会・日本病態栄養学会・日本給食
経営管理学会：評議員
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【受託事業】
米穀安定供給確保支援機構

第 17 回日本ウォーキング学会
【社会活動】
米原市スポーツ振興審議会

■福渡

努（ふくわたりつとむ） 食品栄養学，応用栄

京都滋賀体育学会

副委員長

理事

養学

滋賀県体育協会スポーツ科学委員会

2013 年も柴田教授，佐野助教とともに，研究成
果の発表，研究室の運営，学生の指導および教育を
順調に行うことができました．研究室の陣容は３名
の教員に対して大学院生６名（博士後期課程２名，
博士前期課程７名）
，学部４回生７名という大所帯
になりました．10 月には，柴田教授を会頭として
第 52 回日本栄養・食糧学会近畿支部大会を本学で
開催しました．演題数 58 題，参加者数約 200 名の大
会を無事に運営することができ，ほっとしておりま
す．研究に関する活動一覧は下記の通りです．発表
論文の内容は，ヒトのビタミン摂取量を評価するた
めの生体指標の確立を目指した（５報），ヒトのア
ミノ酸代謝を評価するための生体指標の確立を目指
した（１報）
，疾病や食餌がビタミン栄養状態にお
よぼす影響を動物実験によって調べた（７報），疾
病や食餌がアミノ酸代謝におよぼす影響を動物実験
によって調べた（５報），その他（１報）というもの
です．
学術論文：19 報
学術雑誌，専門雑誌に掲載された総説・資料な
ど：４報
学会発表：
18 回，うち国際学会５回

班 委員長
淡海生涯カレッジ 講師
滋賀県レイカディア大学 講師
いきいき彦根プロジェクト 運動指導担当

■南

和広（みなみかずひろ）運動生理学
本年度は，ゼミ活動に加え全国学会大会の運営や
地域貢献活動など幅広く活動し収穫の多い一年とな
りました．来年度も活動の幅が狭まることなく前進
できればと考えています．
【論文】
・茂 山翔太，南和広，高橋圭，奥村万寿美，矢野
仁康，山田明，福井富穂，寄本明，寺村康史，
矢野秀樹，林進：中高年者における６か月間の
ウォーキング実施が血清脂質性状に及ぼす影響，
Walking Research No.17.
その他２編
【学会発表・座長】
・発 表：中高年者における Diet-Exercise score の
考案および６ヶ月間のスコア変化が動脈硬化リス
クへ及ぼす影響，第 68 回日本体力医学会，日本
教育会館・学術総合センター，その他２件
・座長：日本体力医学会 血管内皮機能
日本ウォーキング学会
【学会運営】
日本体育学会第 64 回大会

運動生理学

■廣瀬潤子（ひろせじゅんこ）栄養教育論、小児栄養
今年度の４月から栄養教育論の担当者となりまし
た．栄養教育は，行動理論やカウンセリング技法を
使い，より好ましい食生活へ導くための教育です．
複雑化する食問題，食環境も変化にいち早く対応す
ることが求められ，私自身が日々勉強の一年でした．
また，本学春季公開講座，大阪ガス食育セミナー，
彦根市保育士研修などの講師，各種外部委員をさせ
ていただき，多くの方と出会えたことは大きな収穫
となりました．
研究では，論文を２報発表し，乳児期の母子の夜
間授乳調査の結果について４つの学会で発表を行い
ました．現在，今年度の結果について論文としてま
とめています．多くの共同研究者の皆さま，そして
研究に参加くださったお母さんと赤ちゃんに感謝い
たします．
様々な初めてのことに直面し，例年以上に一年が
短く感じられました．来年度はもう少し落ち着い
て，一つ一つのことに取り組んでいきたいと考えて
います．
■佐野光枝（さのみつえ）栄養生化学，分子栄養学
◆年間活動
トリプトファンや水溶性ビタミンの過剰摂取など
によって起こる影響について，ヒト，マウス，ラッ
トを用いて調べている．引き続き継続予定である．
また 10 月に本学で開催された日本栄養・食糧学会
第 52 回近畿支部大会では実行委員の一人として開
催に携わった．
◆学会発表
佐野光枝，熊田知浩，福渡努，柴田克己．
「ケト
ン食及びビタミン B6 大量投与によるてんかん治療

中の乳幼児〜小児の水溶性ビタミン栄養状態」．第
60 回日本栄養改善学会学術総会．2013 年９月．口
頭発表．
◆論文
Mitsue Sano et al. Simultaneous detection of
stable isotope-labelled and unlabelled L-tryptophan
and of its main metabolites, L-kynurenine, serotonin, and quinolinic acid, by gas chromatography/
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negative ion chemical ionization mass spectrom-

Congress of Nurtrition. 2013, September

etry. J Mass Spectrometry, in press. 他．
■遠藤弘史（えんどうひろし）
滋賀県立大学に赴任して、早くも一年が経とうと
しています。私は、分子細胞生物学の分野で、癌に
着目して研究をしてまいりました。県立大学の生活
栄養学科で、食という新たな見地から研究をさせて
いただく機会を得て、ポリフェノールと癌について
研究を行おうと考えました。ポリフェノールの抗酸
化作用はメディア等で取り上げられ、周知の事にな
りました。しかし、癌細胞に対して増殖抑制効果を
示すことはあまり知られておらず、その詳細な機序
は不明瞭です。私は、ポリフェノールがなぜ癌細胞
増殖を抑制するかについて、ストレスタンパク質に
着目し、卒業研究の四回生と共に研究を行いました。
発表論文
Ibuprofen Enhances the Anti-cancer Activity of
Cisplatin in Lung Cancer Cells by Inhibiting the
Heat Shock Protein 70
Hiroshi Endo, Mihiro Yano, Yuushi Okumura,
and Hiroshi Kido
Cell Death & Disease, 2014 in press.
■森

紀之（もりのりゆき）

◆年間活動
主な研究テーマとして「食品成分摂取による冷え
性の改善に関する研究」，「わさびの辛味成分摂取に
よるエネルギー代謝調節機構の研究」について研究
活動を行いました．その他にも滋賀の健康・栄養
マップのデータ解析などの研究活動にも関わりまし
た．来年度は今年度に比べて研究環境が大いに変化
しそうですが，今後も研究活動を引き続き行い，新
しい発見に向けて日々精進していきたいと思います．
◆論文
“Effects of Carvacrol and Volatile Fraction of
Winter Savory（Satureja Montana L.）on Body
Temperature in Humans Who Experience Cold
Sensitivity”Food Science and Technology Research. 19（6）, 1085-1092（2013）
◆学会発表
「Allyl isothiocyanate 投与によるインスリン分泌
亢進の作用機序の検討」第 67 回日本栄養食糧学会
大会．2013 年 5 月
「AITC のエネルギー代謝に与える影響」日本味と
匂学会 第 47 回大会 味覚シンポジウム．2013 年 9
月
“Intragastric administration of allyl isothiocyanate increases carbohydrate oxidation via TRPV1
but not TRPA1 in mice”IUNS 20th International
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◦人間関係学科
■上野有理（うえのあり）比較認知発達科学
「社会的環境が乳幼児の食行動に与える影響」を
テーマに、研究および社会貢献活動をおこなった。
◆活動一覧
＜論文 ･ 総説等＞
上野有理 .2013. 比べてわかるヒトの特徴 - 他者の関
わりを前提とする食発達 . 子どもと食 - 食育を超
える（編：根ヶ山光一、他）.pp9-20. 東京大学出版
会.
上野 有理 .2013. 食物分配 . 最新心理学事典（監：藤
永保）.pp360. 平凡社 .
Fukushima H., Hirata S., Matsuda G., Ueno A.,
Fuwa K., Sugama K., Kusunoki K., Hiraki
K., Tomonaga M., Hasegawa H. 2013. Neural
representation of face familiarity in an awake
chimpanzee. PeerJ 1:e223.
＜教育 ･ 学外活動＞
上野有理 .2014. 赤ちゃんの住む世界 食べる その
1. 月刊 赤ちゃんとママ .2014 年２月号 .pp26-27.
赤ちゃんとママ社 .
上野有理 .2014. 赤ちゃんの住む世界 食べる その
2. 月刊 赤ちゃんとママ .2014 年３月号 .pp26-27.
赤ちゃんとママ社 .
上野有理「赤ちゃん、おいしいね！ - 味覚のはじま
り」赤ちゃん学入門講座 - 赤ちゃんをまなぼう！
11 月，2013 年
■大橋松行（おおはしまつゆき） 政治社会学、教育社
会学
１．論文・研究ノート
・
「県立高校再編問題の新展開（１）─長浜市の第二
次提言を中心に─」
『人間文化』第 34 号など
２．新聞等掲載記事（評論、コメント等）
・
「桜田門外の変 政争の具？滋賀県彦根市長選挙」
『朝日新聞』
〔夕刊〕
（全国版、2013 年４月 10 日）
・
「選択の座標軸 2013 参院選しが・中」
『中日新聞』
（2013 年６月 18 日）
・
「視点 13 参院選＜下＞」『読売新聞』（2013 年７
月１日）
・
「岐路 2013 参院選」『中日新聞』〔夕刊〕（１面、
2013 年７月５日）
・
「2013 参院選 滋賀」『京都新聞』
（地域・総合、
2013 年７月 20 日）
・
「
『経済』争点化が勝因」
『毎日新聞』
（2013 年７
月 22 日）など
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３．講演活動

登里氏にご講演いただくなど、新たな試みもおこ

・第 17 回滋賀県都市明るい選挙推進協議会連絡会

なった。他、今年度から全学教職課程科目「教職実

講演

践演習」と、人間学科目「現代社会と若者」
（大橋

・第 18 回大津市明るい選挙推進大会講演など

教授、竹下教授と共同）を新たに担当した。

４．テレビ出演

３．学外活動

・
『2013 参院選挙滋賀選挙区開票速報 滋賀県民の
選択』（コメンテーター、びわ湖放送、2013 年 7 月
21 日）など
５． 学会活動
・学会誌専門委員（査読委員、関西社会学会）
６．社会活動等（現職のみ）
・滋賀県明るい選挙推進協議会副会長など

「滋賀県いじめ対策研究チーム」（2012 年 10 月〜
2013 年 10 月）にて 10 月に最終報告書を知事に提出
した。教育関係では他に滋賀県の新任教頭研修（５
月）
、10 年目研修（８月）を担当した。また、ひきこ
もり等の若者支援施策に関する滋賀県および彦根市
の協議会委員を、また日本教育行政学会の事務局幹
事を新たに引き受けることとなった。

■木村裕（きむらゆたか）教育方法学
今年度の主な活動内容は以下のとおりである。
【研究】
一昨年度より、学術研究助成基金助成金（若手研
究（B））
「日豪比較を通した開発教育における教育
評価の方法論の構築と教育評価実践の探究」の助成
を受けて、オーストラリアの開発教育・グローバル
教育のカリキュラム編成や授業づくりに関する研究
を継続している。加えて、カリキュラムや教育評価
に注目して同国の近年の教育改革の動向を追い、そ
の成果を著書（共著）にまとめた。
【教育】
本年度のゼミは、４回生４名、３回生６名であっ
た。４回生は、各自が興味を持ったテーマ（「リテ
ラシー教育」「シティズンシップ教育」「食育」「学
級づくり」
）で論文執筆に取り組んだ。昨年度と同
様に今年度も、吉田先生・篠原先生との合同ゼミを
何度か行い、ゼミ間、および３・４回生間の交流も
意識した取り組みを進めた。
【社会活動】
彦根市放課後子ども活動支援懇談会の委員長を努
めた。また、県内外の複数の学校において、「ESD
（Education for Sustainable Development の取り組
みに向けた具体的方針」や「学力向上のための教育
評価」などに関する校内研修会の講師を務めた。
■篠原岳司（しのはらたけし）教育行政学、教育経営学
１．研究
科研（若手 B）の研究課題に引き続き取り組んで
いる。主業績は、論文 1 本（篠原岳司「分散型リー
ダーシップに基づく教育ガバナンスの理論的再構
築」日本教育学会編『教育学研究』80（2）、2013 年
６月）、雑誌記事 2 本。
２．教育
学科では４回生（３名）、３回生（５名）でゼミ
を開講してきた。講義ではいじめ問題に取り組む
NPO 法人ジェントルハートプロジェクトの小森美

■竹下秀子（たけしたひでこ）発達心理学
科研費研究『
「絵本共有」の基礎・実践統合研
究─子ども・子育て多文化共生環境づくりとの連
携』の２年度にかかわる学会発表３件のうち、第
10 回日本子ども学会学術集会（子ども学会議）で
発表した「複数言語環境で育つ子どもの日本語習
得─保育園１～２歳児クラスでの行動観察より─」
（大学院博士前期課程の鈴木祥子さんとの連名）が
優秀発表賞を受賞しました。また本課題にもかかわ
る国際共同研究推進のため、英国 Durham 大学の
Nadja Reissland 博士を日本学術振興会外国人招へ
い研究者として招き、受入れ研究者を務めました。
学術誌掲載論文は「講演論文 発育・発達の時間的
再編と行動進化：姿勢運動と物 , 母子のかかわりか
ら考える．動物心理学研究、63、19-29（2013）
」
、
「発
達心理学事典」
（丸善出版）および「最新心理学事典」
（平凡社）の執筆にも参加しました。教育活動では
「発達と進化ゼミ」の名のもとに人間関係学科准教
授の上野有理さんと共同指導してきた４回生が、乳
幼児期、児童期を対象とした実験や行動観察、イン
タビュー調査を実施して卒業論文にまとめました。
社会・地域貢献としては、日本学術会議連携会員、
日本臨床発達心理士会京都・滋賀・奈良支部副支部
長等を務めました。
■中村好孝（なかむらよしたか）社会学
【研究：その他（学会報告）
】
「精神科診療所の歴史と現状の研究──現代社会の
メンタルヘルスをめぐる動向の一側面として」第
86 回日本社会学会大会一般研究報告。
【研究：その他（翻訳）
】
デヴィッド・ハーヴェイ『コスモポリタニズム』
作品社（大屋定晴・森田成也・岩崎明子との共訳）
。
堀正嗣監訳『インクルーシブ教育の障害学──イ
ギリス障害学からのアプローチ』現代書館（近刊予
定）。
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【社会活動】

めた。

彦根市障害者福祉推進会議会長

３．教育：

彦根市障害者福祉推進会議専門委員会委員
彦根市高齢者・障害者虐待防止ネットワーク協議会

今年度のゼミは３回生６名、４回生８名。卒論で
は「異なる状況下での自己」
「人生の転機」
「授業中

会長

の発言」「社会的迷惑行為」「就職活動」「文章によ

■細馬宏通（ほそまひろみち）心理学

る表現」「思春期の友人関係」をテーマに、いずれ
も質的研究法を用いた研究を指導した。

長年書き損ねていたものをいろいろ書いた。2007
年に小森優子さんと調べたページめくりのデータを
分析し直した「相互行為としてのページめくり」
（認
知科学）
、2008 年に高島で調査協力した回想法の
データに基づいて、身振りに言語化されない記憶が
いかに現れるかを扱った「Hand and Knowledge」
（LNAI7856）。2012 年には平田オリザさんのアンド
ロイド演劇「三人姉妹」の参与観察を行ったが、こ
れをもとに「人はアンドロイドとどのような相互行
為を行いうるか：アンドロイド演劇『三人姉妹』の
マルチモーダル分析」を書いた。
2008 年頃から、あちこちでアメリカのアニメー
ション史について講義をするようになっていたのだ
が、そこで考えたことをもとに『ミッキーはなぜ口
笛を吹くのか』
（新潮選書）を上梓した。NHK の朝
のドラマ『あまちゃん』を論じた『今日の「あま
ちゃん」から』（河出書房新社）、流行歌の構造につ
いて論じた『歌のしくみ』（ぴあ）など。
夏には、国際エスノメソドロジー学会、アメリカ
社会学会でそれぞれ、介護における身体、カード
ゲームにおける身体について発表を行った。
■松嶋秀明（まつしまひであき）臨床心理学
１．研究：
代表となっている科研（若手 B）は２年目をむか
え、関連学会での３つの発表を行なった。また非行
臨床に関連した以下３論文が公刊されたほか、青年
心理学ハンドブックのなかで「関係性」について解
説した。
・
「非行問題の介入の基本的視点」臨床心理学 , 13
（5）, pp 675-678.
・
「非行少年にかかわる研究実践と臨床実践のイン
ターフェース」. 発達心理学研究 , 24, pp449-459.
・
「非行臨床にいかすリジリアンスの視点」家族療
法研究 , 30（3）70-74.
・
「関係性の発達」. 日本青年心理学会（編）新・青
年心理学ハンドブック第 22 章 . 福村出版 .
２．地域貢献：
高大連携の一貫として、東大津高校１−２年生に
対して社会学、教育学教員とともに模擬授業を行
なった。彦根東高校でも１−２年生を対象とした総
合教養講座の講師をつとめた。この他、滋賀県総合
教育センターにて高校教諭の二年次研修講師をつと
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■丸山真央（まるやままさお）社会学
【論文】
・
「「平成の大合併」と地域住民組織の再編成─新潟
県上越市安塚区の事例」岩崎信彦ほか編『増補
版 町内会の研究』御茶の水書房
・
“Public Opinion and Neoliberalism in Japan,”
Shunsuke Tanabe ed., Japanese Perceptions of
Foreigner, Trans Pacific Press
・
「安塚区─ NPO 型「住民組織」をどう動かすか」
山崎仁朗・宗野隆俊編『地域自治の最前線─新潟
県上越市の挑戦』ナカニシヤ出版
・
「スポーツ・メガイベントと地方政治─長野オリ
ンピックの政治社会学」石坂友司・松林秀樹編
『〈オリンピックの遺産〉の社会学─長野オリン
ピックとその後の十年』青弓社
・
「「都心回帰」時代の大都市都心地区のコミュニ
ティとマンション住民─札幌市、福岡市、名古屋
市の比較（上・下）
」
『評論・社会科学』
105・106（共
著）
・
「「限界」化する山村における地域生活と住民意
識─静岡県旧磐田郡佐久間町での調査を通じて
（1）
」
『人間文化』34（共著）
【学会発表】
・
「
「都心回帰」時代の地域コミュニティの動態─大
阪市における町内会の対応」地域社会学会第 38
回大会
・
「名古屋市における「都心回帰」と地域コミュニ
ティ─現状と論点」東海社会学会第６回大会
・「
 「平成の大合併」と東日本大震災─岩手県大船
渡市旧三陸町の事例から」地域社会学会研究例会
■吉田一郎（よしだいちろう）教育学
本年は、昨年大阪市桜宮高校で起きたクラブの顧
問による「体罰」によって、自死した生徒の件をめ
ぐって、２回にわたって報告した。一つは『人権と
部落問題』2013,7 月号に「体罰はなぜなくならない
か、なくすにはどうしたらいいか」と題する論稿を
書いた。もう一つは部落問題研究所が主催する全国
部落問題研究者集会で、同じテーマで報告した。ま
た、
「戦前的なものの『再生』
」と題して、滋賀県民
主教育研究所の機関誌『手をつなぐ』2013,9 月号に
論稿を寄せた。
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━━━
◦国際コミュニケーション学科
■島村一平（しまむらいっぺい） 文化人類学・モンゴ

社会貢献
河 瀬 高 等 学 校 PTA 環 境 整 備 委 員 長 就 任 2013.42014.3

ル研究
年度は、今までの業績が評価され二件の褒賞をい
ただいた。ひとつは日本学術振興会賞であり、もう
ひとつは拙著『増殖するシャーマン─モンゴル ･ ブ
リヤートのシャーマニズムとエスニシティ』の地
域研究コンソーシアム賞（作品賞）受賞である。多
謝！また、本年度も重点領域研究「内陸アジアにお
ける地下資源開発による環境と社会の変容に関する
研究─モンゴル高原を中心として」のメンバーとし
て研究調査に取り組んだ。研究成果は、脱稿した
論文がいくつかあるが、本年度中に出版されるの
は以下のみ。Shimamura, Ippei（2014），The Roots
Seekers: Shamanism and Ethnicity among the Mongol
Buryats,（Shumpusha: Yokohama）. そのほか、京大
および東京外大の研究会での発表が２本。教育に関
しては、卒論のゼミ生（地域文化学科）３名。いず
れも海外長期留学経験者で力作が期待される。ゼミ
の学生（国際、地域）がモンゴル（２名）、アメリカ
（２名）、中国内モンゴル１名、ロシア１名、ハンガ
リー１名、スペイン１名と世界各地に雄飛している
ことも喜ばしい。
■呉

凌非（ご りょうひ）言語学
教育活動
全学、国際コミュニケーション学科及び大学院の
授業を担当するほかに、初めてセミナーを開きまし
た。今のところ、ゼミ生は合わせて４名です。内１
名は留学中で、留学レポートやゼミ課題の形で指
導しています。あとの３名はいずれも交換留学生
で、資料講読のほかに卒業関連の指導を行っていま
す。
研究活動
査読付き論文：How to Improve the Effectiveness
of Teaching Chinese Language according to the
Concentration Patterns of the Japanese College
Students. Applied Chinese Language Studies IV.
2012. p100-106. Sinolingua London
国際学会発表：
１「 中 文 否 定 词“ 不 ” 与“ 没 ” 的 成 立 条 件 」
The 11th BCLTS International Conference on
Innovation and Consolidation in Teaching Chinese.
Wednesday 3rd July – Friday 5th July 2013
University of Nottingham, UK
２「天动说与地动说，字本位与词本位」 第二回中
国語特異理論及び教学国際学会
2013 年 10 月 19-20 日、上海外国语大学 中国

■地蔵堂貞二（じぞうどうていじ） 言語学・中国語歴
史文法
学科長として大変な一年であった。
〇研究
・16 世紀から 17 世紀にかけての呉語とビン語の語
法的特徴の比較研究を始めているが、あまり捗ら
なかった。
・日本中国語学会創立 70 周年を記念して、『中国語
学辞典（仮称）』（学会編）が 2016 年に岩波書店か
ら刊行されることになった。辞書編纂委員会より
項目の分担執筆の依頼があり、
「品花宝鑑」
「紅楼
夢」の原稿はすでに提出してある。現在査読中。
・日本中国語学会機関誌『中国語学』投稿論文の査
読を行った。
〇教育
・本 年度初めて「環琵琶湖文化論実習」を担当し
た。テーマは「滋賀にやってきた外国人・海外に
行った滋賀県人」になった。事前指導、１泊２
日の実習、事後指導を経て、プレゼンテーション
（英語で国際社会に滋賀を紹介する）を行った。
実習には本学の 10 名の交換留学生も参加し、プ
レゼンにもモントレイ・ベイ校からの交換留学生
が聴衆として参加してくれた。国際コミュニケー
ション学科に相応しい「環琵」であった。
〇社会活動
・一般財団法人・日本中国語検定協会評議員
■小栗裕子（おぐりゆうこ）英語教育・第二言語習得論
本年度の特記すべきことは８月 30 日から３日間
京都で開催された The JACET 52nd International
Convention にて基調講演の Chair を担当したこと
である。大きなプレッシャーの中で、講演者が最後
に“Thank you, Madam Chair ”と言われたのを聞
いた時には緊張が一気に解けるのを覚えた。
研究面では、編集委員として2010年度より携わっ
てきた高等学校用検定済教科書が３月に刊行され
た。 数 研 出 版 の BIG DIPPER-English Expression
Ⅱで、著者は小栗を含め 10 名で構成されている。
また、科研の最終報告として、８月に第 39 回全国
英語教育学会北海道研究大会で「より統合的な指導
法を目指してーリスニングにライティングを取り入
れる」と題した研究発表を行った。
教育では、教免取得のための ｢英語科教育法Ⅰ・
Ⅱ｣ の指導に力を注いだ。
社会活動では、｢平成 25 年度滋賀県初任者およ
び 10 年経験者研修実施協議会｣ の委員を務めた。
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また、JACET の関西支部紀要編集委員長として３

ドの長編『密偵』
（1907）を論じた発表と、アイル

月に JACET Kansai Journal No.15 を発行すると共

ランドの女流作家 E. ボウエンの長編『パリの家』

に、本部が年 2 回発行する JACET Journal の査読

（1935）を取り上げたものでした。ほかに２本の発

委員および国際大会の審査委員を務めた。

表があったのですが、余裕のない自分の状況を痛感
させられました。

■棚瀬慈郎（たなせじろう）チベット学、文化人類学
今年度は２回の調査旅行に行った。最初の旅で
は、ニューデリーから飛行機でラダックへ飛び、そ
こからは陸路でラホールとスピティを訪れた。ラ
ホールとスピティは、共にインドヒマラヤ西部のチ
ベット文化圏である。両地方とも標高 3500 メート
ルを中心とする高地にあるため、最近ではその冷涼
な気候を利用して、ジャガイモやグリーンピース、
ホップ、カリフラワーなどの商品作物の栽培が盛ん
になってきている。
現金収入が増えるのは結構であるが、その一方、
広大な耕地を耕すためにトラクターが必要となり、
また種子や薬剤、化学肥料などを購入するために
も、現金の必要がかつてとは比べ物にならないくら
いに高まっている。以前、小麦や大麦を主に栽培し
ていた時には、それほど労働する必要もなく、人々
はのんびり暮らしていた。貨幣経済にまきこまれ、
多忙になってゆく人々を見て、豊かさとは何なのだ
ろうと考えこまざるをえなかった。
一旦日本に戻り、９月には中国の青海省へ行っ
た。これは青海省のチベット人地域における環境問
題と公害問題について調査するためである。
７月には講談社より「旅とチベットと僕 あるい
はシャンバラ国の実在について」という本を出版し
た。また 11 月にはネパール研究会という所で、こ
の著作に関連した講演をおこなった。
■外狩章夫（とがりあきお）イギリス文学
やっと＜大病＞から回復してきても、ストレスは
禁物、根気は不足といったところです。2013 年度
は「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」で、イギリス小説の映画版を
ゼミ生とともに４本鑑賞、その後「鑑賞メモ」の発
表と作品（翻訳）の「読書レポート」で内容定着を
狙いました。
「欧米文化論 C（イギリス）」では、英
語での Q&A や＜ユニットレポート＞の発表を取り
入れ、受講生とのコミュニケーションを図る授業を
しました。「環琵琶湖文化論実習」は、一泊の研修
旅行のみならず後期の英語でのプレゼン指導も含ま
れており、大変でした。
７月のオープンキャンパスでは LL 教室で高校生
や父兄に「英語を遊ぼう」という話をし、イント
ネーション等に留意し基本文の転換練習を重ねるこ
とが、英会話には肝要だと説きました。10 月には、
中国四国英文学会（山口大学）で２本の研究発表の
司会を務めました。20 世紀小説部門で J. コンラッ
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■吉村淳一（よしむらじゅんいち）ドイツ語学
基礎ゼミがスタートし、現在ゼミ生のうち１名が
ドイツのアウクスブルク大学に留学中で、１名がフ
ランスのリール政治学院での留学を終えて無事帰国
しました。４月には新たに２名のゼミ生がドイツに
出発することになっています。今年度は学科の自習
室や演習室も随分整備できましたので、学生たちに
は是非それらの学習環境を活かして勉学に励んでも
らいたいと思っています。
◆研究活動
学 術 論 文：Junichi Yoshimura: Der pronominale
Genitiv "des" im Nibelungenlied. In: Beiträge zur
deutschen Sprachwissenschaft. IUDICIUM，2013
年 3 月，153 -167 頁
共著書：脇阪豊／吉村淳一『メディア学小辞典』同
学社，2013 年 5 月，340 頁
◆社会貢献
日本独文学会文献データベース委員会委員、日本独
文学会京都支部庶務委員（2012 年４月～ 2014 年３
月）、阪神ドイツ文学会渉外幹事（2012 年４月～）、
大阪市立大学ドイツ文学会編集委員（2012 年４月～
2014 年３月）
■山本

薫（やまもとかおる）英文学
研究活動
研究論文
1）
“Hospitality

in‘The Secret Sharer,’”Wine
in Old and New Bottles: Critical Paradigms for
Joseph Conrad （Columbia University Press,

forthcoming）
2）
‘Toward

a Possible Partage of Memory:
“History”and“Solidarity”in Joseph Conrad’
（Cambridge Scholars Publishing, forthcoming）
学会発表
1）
“Responding

in a Duel: History as Responsibility
in “The Duel”（June, 2013, the 1st Annual
Conference of the Joseph Conrad Society, at
Atomi University, Tokyo）
2）
“（Dis）owning a Memory in Joseph Conrad’s
‘The Secret Sharer’”（the Annual conference
of the Modernist Studies Association,
“Everydayness & the Event,” August
29-September 1, 2013, the University of Sussex,
Brighton, UK）
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競争的資金
科学研究費補助金 2012 年

Unsurpassed” ─ The Unity of Polarity in Shinran’
s
基盤研究（C）
「『共

Religious Experience ─、
（2）Awakening in Self-

同性なき共同体』の可能性：ジョウゼフ・コンラッ

Negation、
（3）
“The Wish to Save All Beings”in

ド後期作品の再考」
■河かおる（かわかおる）朝鮮近代史
国際コミュニケーション学科に異動して２年目に
なりましたが、留学関連などでまだまだ整備すべき
ことが多く、時間と神経を使いました。地域文化学
科の３～４回生のゼミ・卒論指導も行っています。
今年度は卒論提出者が５名、来年度は７名が提出を
予定しており、着任以来最大のゼミ生数に苦戦して
います。
【教育活動】
今年度、新規開講の人間学科目「多文化共生論」
を担当しました。教育、医療、行政など各分野で
「多文化共生」に関わる方々を外部講師でお呼びし
て、私はファシリテーターをしました。受講生に毎
回「事前レポート」と「事後レポート」を課したの
ですが、「学生の自宅学習を促す教育プログラムモ
デル事業」による「教育補助員」がいても、毎回の
授業のコーディネートや採点がとても大変でした。
学生も大変だったはずだと思いますが、授業評価ア
ンケートの結果が良かったのが救いです。
【研究活動】
昨年度に行った韓国でのインタビュー調査の結果
を順次『人間文化』に発表しました。また、科研費
による「戦時期朝鮮の政治・社会史に関する一次資
料の基礎的研究」
（基盤研究 B、研究代表者：水野
直樹・京大人文研教授）の研究分担者に加えていた
だき、研究会に参加しました。しかし、教育や大学
運営に関する仕事が忙しすぎて研究時間が確保でき
ず、研究分担者としての責任が果たせるか、心配で
す。
【地域活動】
近江楽座のプロジェクト「バンデイラ・ジ・オウ
ロ」の指導教員を継続しました。
2006 年９月以来続いてた東近江市史調査執筆委
員としての仕事が大詰めになり、『能登川の歴史』
（近現代編）の原稿執筆に追われました。
■石田法雄（いしだほうゆう）宗教学・英語
2013 年 11 月 22,23,24 日 と ３ 日 間 に わ た り、 ド イ
ツ、デュッセルドルフ市にて開催された「真宗講
座セミナー」で論文発表を行った。ドイツ日本文
化 セ ン タ ー で あ る EKO-House Japanese Culture
Center よ り 招 待 を う け、The Encounter between
“That Which Is Unsurpassed”and“That Which
is Empty and False”の テ ー マ の も と、
（1）
“That
Which Is Empty and False”and“That Which Is

the Present ─ Salvation for Oneself and Others、
（4）Ontological Implication of Pure Land in the
Contemporary World、
（5）Particular and Universal
Norms of Religious Values in Tannishô の５本の論
文を発表した。しかしながら、本学公務により当日
現地に直接赴くことは出来ず、５人の代読者により
それぞれの論文が発表され、参加者参画型のセミ
ナーであったとの報告を受けた。聴衆者はヨーロッ
パ各地から参加し、来年のセミナー講演依頼を再度
受けた。
＜地域貢献＞
滋賀県教育委員会学校教育課帰国・外国人児童受入
促進事業運営連絡協議会委員長 彦根市教育委員会
指定管理者候補者選定委員会委員 多賀町青少年育
成プログラム指導者 びわ湖放送番組審議会委員
■ John Rippey（ジョン リピー）クリエイティブ・
ライティング
【研究活動】
今年度４月より滋賀県立大学で勤務し、新しい環
境で様々なことに挑戦し、学んだ１年でした。
・論文：
「Creative Writing – The Shaping of Possibilities」
『人間文化』34 号、2013 年10 月
・学会発表：
「Mapping Satoyama: Ecology, Aesthetics,
and Academics」
、The Association for the Study of
Literature and Environment（ASLE）Tenth Biennial
Conference, University of Kansas, Lawrence, Kansas,
USA、2013年5月
・詩の朗読：
“Swans at Hikone Castle,”
“Frottage:
Fukushima,”Poetry Reading Circle of Tokyo、
白百合女子大学、2013 年 7 月、2014 年 3 月
・学 会 活 動：1. Lancaster University（UK）, Centre
for Transcultural Writing and Research, Associate  
2. 文学・環境学会（ASLE-Japan）会誌『文学と環
境』編集委員
【教育活動】
・国際コミュニケーション学科の「English Room」
（英語学習の相談・資料・練習室）設置
・TOEFL サマー・スタディ・キャンプ、2013 年 8
月（ 3 日間）
【社会活動】
・第 １ 回 滋 賀 キ ッ ズ ス ピ ー チ コ ン テ ス ト（NPO
KENA 主催）主審査員、2013 年 11 月
・Common Earth Company
（宮城県仙台市）顧問（東
日本大震災被災地の復興支援を目的とする企業の
アドバイス、現地での活動支援を行った）
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■ボルジギン・ブレンサイン
史

現代中国研究、社会

モンゴル・満州地域史

学科ゼミ生二人もアメリカ留学に出かけている。
研究に関して今年度は、科研費「現代中国の民族

2013 年度には大学院ゼミ博士後期課程在籍者の

識別期における旗人の動向に関する研究」（基金化

一人が博士学位論文を書き上げ、博士学位が受容さ

された基盤研究 C）の三年目となり、海外調査を重

れた。そのほか、博士後期課程在籍の学生一人が全

ねた。また平成 21 年度からスタートした名古屋大

国学会で研究発表を行い、もう一人は科研シンポジ
ウムでの研究発表を行った。また、９月には滋賀県
立大学重点領域研究「内陸アジア地下資源開発によ
る環境と社会の変容に関する研究─モンゴル高原を
中心としての調査」プロジェクトの一環として博士
後期課程在籍の学生二名を率いて内モンゴル地域の
資源開発をめぐる実態調査を実施した。参加した大
学院生による研究ノートが『人間文化』の次期号に
予定されている。今年度は地域学科所属ゼミ生三名
の卒業指導を行ったほか、国際コミュニケーション

学の大型科研（基盤研究 S）
「牧畜文化解析によるア
フロ・ユーラシア内陸乾燥地文明とその現代的動態
の研究」の研究分担者としての研究も最後の年とな
り、海外研究調査を重ねたうえで 12 月初旬には名
古屋大学で「中国北部辺境地域における多民族社会
の再編」という科研シンポジウムを組織した。その
成果は年度末に当科研の研究叢書の一つとして出版
される予定である。また大型史料集『戦前期モンゴ
ル社会関連実態調査史料集成』の第一回配本６冊が
近現代資料刊行会によって出版された。

■『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■

伊夫岐神社のオコナイ

『人間文化』35 号をお届けいたします。今号も多く
の方から論文・研究ノートを投稿いただきました。さ
まざまな分野の研究成果を発表いただきましたので、
とても読みごたえのある『人間文化』になっておりま
す。
昨年度からの課題であった『人間文化』のあり方に
ついて、編集委員会でも議論を重ねましたが、まだ解
決できておりません。特に、今号では予算の関係で次
号への掲載をお願いするという事態になりました。限

湖北のオコナイ行事は餅の祭りである。大きな餅の奉納を中
心とするオコナイもあれば、華やかに彩られた餅花を特徴とし
りものもある。米原市伊吹のオコナイでは美しく色紙で飾られ
た五本の餅花が、伊吹山の麓に鎮座する伊夫岐神社に奉納され
る。伊吹は戸数100軒あまり、この地域では比較的大きな集落
である。戦前には交代で当屋を決めて、それが中心となって１
本の大きな餅花（伊吹ではマユダマと呼んでいる）を作っていた
が、戦後になって集落内を５組にわけそれぞれにマユダマをつ
くるようになった。2014年は１月12日がオコナイの日だった。
前日各組の当屋宅に組の人々があつまり、マユダマつくりが行
われる。３ｍほどのケヤキの木についたばかりの餅をちぎって
巻き付け、そこに色紙を結び付けていく。２時間ほどで立派な
マユダマが完成した。その日は鏡番といって天井に釣り上げた
マユダマの下で組の人たちが夜明かしをするのが慣習であっ
た。
翌日は朝から各組のマユダマが集落中央の札の辻という場所
に集められる。ここで５組が落ち合って次々にマユダマは伊夫
岐神社へと運びこまれ、伊吹山をバックに拝殿前に飾られる。
今年度を最後にこのオコナイは改革され、来年度以降は区長を
中心に集落が一つになって行う形へと変貌するという。長く続
けていってほしい祭りである。

市 川 秀 之

られた予算ではありますが、より充実したものとする
ためにも、皆さまからもご意見を頂戴したいと思って
おります。どうぞよろしくお願いいたします。
（廣瀬潤子）
編集委員■
石川慎治・松嶋秀明・宮尾学・ジョン リピー・廣瀬潤子
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