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● 沖島Ⅰ

頭山と奥津島神社 ●

琵琶湖は日本最大の湖であり、沖島はひとの住む
湖沼の島である。湖の中心よりやや東南に位置する
沖島は、東西 2.5 キロ、南北１キロ、人口約 500 人
が湖に包まれて暮らしている。奥津島神社は藤原不
比等が建立したと伝えられている。
サイズ

32 ㎝ ×51 ㎝
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西安だより
と言っても、
長期滞在ではない。今日は４日目。５回目の西安である。
７年ぶりの大明宮（唐の宮城）は大きく変わっていた。民家密集地帯
の中にあったが、周囲は全て立ちのきで、巨大な大明宮国家遺址公園
となっている。しばしば来ないとそうした変化がわからない。
今年の夏は、７月に「嶺南大路」という釜山博物館の特別展を見るため３日日韓国を訪
れたのをかわきりに、８月に分担研究者になっているふたつの科研の調査旅行に２回韓国
を訪れた。今年は申請した科研が当たらず、分担が２つ残るのみとなった。当たり前のよ
うに過ごしてきたので、無い年はほんとうに厳しい。西安はある財団の研究費の最終年度
分であり、学生同伴、野外実習を兼ねている。研究費がなければ学生は高い旅行になった
はずである（今回は７泊８日で９万ほど。格安である）。
８月の２回、ひとつは上記の特別展の目的と同じく、古代中世の交通政策をテーマにす
るもので駅院址や関門を踏査。もう一つは古代寺院がテーマで、発掘している寺院址をま
わった。わたしは日程作成・現地との連絡・案内という役回りである。８月後半に続けて、
であるが、福岡の太宰府市で水城築造 1350 周年のシンポがあり、早めに引き受けていた
ため、一度帰国してそちらに出て再度向かった。どちらも大いに雨にたたられた。この時
期はこれまで毎年出かけているが、これほどの雨続きはなかった。実は西安でも雨である。
幸い夕方までは曇り空でむしろ涼しく快適というべきかもしれないが、昨日も、昭陵（唐
太宗の陵）に向かったところでガスが発生して引き上げざるをえなかった。天候には勝て
ない。古代の人たちも雨の中を暮らす日があったと想像したところで、踏査が雨だとテン
ションがさがるのは致し方ない。今日は終南山へ行くが、朝は夕べの雨があがっている。
暗いのでいつまで持つか。
この旅行が終わって、今月にもう１回。それは職免で行く。やはり中国で、集安・桓仁
といった高句麗の故地。種々の雑用から離れ、研究気分にひたれるのも、あとしばらくし
かない。
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「限界」化する山村における
地域生活と住民意識 ⑶
─静岡県旧磐田郡佐久間町における調査を通じて─

丸山真央・石田光規・上野淳子
人間文化学部人間関係学科／早稲田大学文学学術院／桃山学院大学社会学部

９．不安
高齢化が進み、人口そのものも減ってゆく地域社
会にあって、日常生活をしてゆくうえで不安は少な
くないと思われる。質問紙調査では「くらしのなか
で、不安におもっていることがありますか」という
質問を設けて、10 項目の不安要素を挙げて、あて
はまるものをすべて選んでもらった。10 項目の不
安要素とは、「身のまわりの世話をしてくれる人の
確保」
、
「安定した仕事・収入の確保」、「集落の将
来」
、
「交通手段の確保」、「家のあとつぎ」、「救急時
の医療体制」、「祖父母や両親の介護」、「子や孫の教
育」、「山や川など自然環境の破壊」、
「その他（自由
記述）」である。
回答で不安が多かった順に並べると、図９−１の
ようになる。不安ありと答えた人が最も多かったの
は「集落の将来」であり、半数以上が不安ありと答
えた。この「集落の将来」への不安は、ほかに比べ
て不安ありの割合が突出して多い。次いで「仕事・
収入」、「身のまわりの世話をしてくれる人」、「救急
医療体制」、
「家の跡継ぎ」と続いており、いずれ
も不安ありが３割台にのぼる。このあと「交通手
段」
、
「環境破壊」、「介護」、「教育」と続いている。
10 項目の不安要素を「地域に関する不安」、「生
活に関する不安」、「家に関する不安」に大別してみ

よう。
【地域に関する不安】

「集落の将来」
、
「身のまわり
の世話をしてくれる人の確保」
、
「救急時の医療体
制」
、
「交通手段の確保」
、
「山や川など自然環境の
破壊」
【生活に関する不安】

「安定した仕事・収入の確
保」
、
「祖父母や両親の介護」
、
「子や孫の教育」
【家に関する不安】
「家のあとつぎ」
それぞれ不安ありと答えた人たちにはどのような
傾向があるだろうか。そこで主な社会的属性ごとに
不安ありの割合をまとめたのが表 9-1 である。以下
ではこれをもとに、「地域に関する不安」のなかか
ら「集落の将来」
、
「身のまわりの世話をしてくれる
人の確保」、「救急時の医療体制」を、「生活に関す
る不安」のうち「安定した仕事・収入の確保」を、
「家に関する不安」として「家のあとつぎ」をとり
あげて検討してゆこう。
９. １ 地域に関する不安
⑴ 集落の将来
不安ありの回答が最も多かったのが「集落の将
来」で、半数を超える 53.6 ％が不安ありと答えた。
不安の有無に男女差はそれほど大きくないが、年齢
による差はかなりある。65 ～ 74 歳のいわゆる前期

図９－１ 「不安」の所在 （N=386）
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表９−１

社会的属性ごとにみた「不安」ありの割合

家の
あとつぎ

子や孫の
教育

祖父母や
両親の介護

仕事・収入
の確保

環境破壊

sig.

＊

15.9%
29.1%
37.4%
49.6%

37.7%
31.4%
31.3%
37.2%

＊＊

20.3%
22.1%
34.3%
35.5%

17.4%
26.7%
30.3%
29.8%

＊

＊

52.2% 49.3% 23.2% 14.5%
46.5% 32.6% 16.3% 32.6%
33.3% 10.1% 15.2% 35.4%
26.4%
5.8%
5.8% 33.1%
＊＊

＊＊

＊＊

＊

＊＊

＊

＊＊

36.1% 45.8% 37.3% 27.7% 21.7% 20.5%
7.2%
1.2% 26.5%
59.4% 33.2% 33.6% 29.9% 28.5% 41.9% 25.2% 17.4% 31.2%
sig.

＊＊

＊

＊＊

＊＊

＊＊

1.7% 20.7%
39.7% 41.4% 34.5% 36.2% 20.7% 51.7% 41.4%
57.6% 33.2% 34.9% 28.3% 28.3% 35.2% 18.4% 16.1% 32.2%
sig.

居
住
集
落

家の
不安

32.7% 45.8% 35.5% 29.9% 21.5% 30.8% 18.7%
2.8% 27.1%
63.0% 31.7% 34.0% 29.4% 29.1% 40.4% 22.6% 18.5% 31.7%

無職
経営・自営
職
常雇
業
非常雇

資
産

＊＊

46.4%
55.8%
65.7%
47.9%

なし
子 あり

世
帯
収
入

交通手段
の確保

sig.

sig.

同 なし
居 あり
者

生活に関する不安

58.0% 37.2% 36.7% 32.4% 29.3% 45.2% 26.1% 16.0% 31.4%
50.3% 35.1% 33.0% 27.2% 24.6% 30.4% 16.2% 12.0% 29.3%

20-49歳
50-64歳
年
65-74歳
代
75歳以上
配 なし
偶 あり
者

救急医療
体制

集落の将来

男性
性
女性
別

身辺の世話を
してくれる人

地域に関する不安

sig.
200万円未満
200 ～ 400万円未満
400 ～ 600万円未満
600万円以上
sig.
なし
300万円未満
約500 ～ 1千万円
約1500 ～ 2千万円
sig.
低地・中心
低地・周辺
山間・中高度
山間・高地
sig.
全体

＊

＊

54.6%
57.1%
46.9%
63.6%

43.7%
30.2%
14.1%
30.3%

57.1%
53.7%
70.2%
52.5%

47.3%
46.3%
21.3%
11.5%

45.9%
51.1%
58.7%
59.3%
47.7%
51.6%
52.5%
80.4%

35.5%
27.0%
39.1%
27.3%

36.6%
20.6%
15.6%
33.3%

35.2%
36.8%
25.5%
34.4%

36.1%
38.0%
39.4%
33.3%
32.0%
40.7%
47.5%
23.5%

＊＊

31.7%
54.0%
35.9%
51.5%

37.4%
31.6%
23.4%
26.2%

30.8%
27.9%
31.9%
21.3%

36.3%
40.4%
55.3%
31.1%

34.4%
42.4%
26.9%
40.7%

31.1%
31.5%
32.7%
27.2%

26.2%
30.4%
28.8%
27.2%

27.9%
9.8%
6.6% 24.6%
45.7% 23.9% 17.4% 28.3%
40.4% 27.9% 17.3% 38.5%
30.9% 19.8% 12.3% 32.1%

26.2%
42.9%
34.4%
47.1%

29.1%
26.4%
26.2%
41.2%

25.6%
26.4%
26.2%
31.4%

36.6%
31.9%
39.3%
47.1%

＊＊

＊＊

＊＊

＊＊

14.2%
14.3%
40.6%
39.4%

＊＊

27.9%
31.7%
18.8%
27.3%

＊＊

10.4%
14.3%
25.0%
18.2%

32.8%
33.3%
15.6%
33.3%

＊

13.2%
7.7% 33.0%
19.9% 10.3% 39.7%
29.8% 29.8% 29.8%
34.4% 23.0% 14.8%
＊＊

＊＊

＊＊

＊

＊＊

＊

23.8% 18.6% 26.2%
22.0% 13.2% 30.8%
13.1%
6.6% 26.2%
23.5%
7.8% 43.1%

＊＊

53.6% 35.8% 34.2% 29.3% 26.7% 37.0% 21.0% 13.7% 30.3%

注：＊＊ｐ＜ .01、＊ｐ＜ .05

高齢者は 65.7 ％が不安ありと答えているのにたいし
て、50 歳未満や 75 歳以上の後期高齢者は半数弱し
か不安ありとしていない。
「65 ～ 74 歳」までは不安ありの割合が年齢とと
もに増加し、加齢効果があるようにみえる。しかし
75 歳を過ぎると「集落の将来」への不安が減じて

いる。これはなぜか。また「65 ～ 74 歳」で最も不
安が強いのはなぜか。集落やそこでの住民自治を担
う自治会は、60 代から 70 代前半あたりの年代によっ
て運営されていることが多い。
「65 ～ 74 歳」で不
安ありの割合が高いのはそうした事情を反映した結
果ではないかと思われる。また 75 歳を過ぎると不
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安が解消されるというわけではなく、70 代半ばを
過ぎると、体の自由が利かなくなったり、自分の健
康や生活以外のことに関心が向きにくくなったりし
て、
「集落の将来」を気遣う余裕がなくなるという
ことを示唆しているのではないだろうか。
年齢以外では、配偶者、同居者、子のいる人のほ
うが「集落の将来」への不安ありの割合が高いとい
う関連もみられる。職業、所得階層、財産別では不
安の有無に統計上有意な差は検出されなかった。
集落の地理的条件に応じて居住地を分類し、この
類型に従って不安ありの割合をみてみたところ、統
計的に有意な差がみられた。佐久間町内で相対的に
利便性のよい「低地・中心」集落の居住者は、「集
落の将来」への不安ありの割合が低く、半数に満た
ない。それにたいして、利便性の悪い「山間・高
地」集落の居住者は、不安ありの割合が高く、８割
にのぼっている。
先ほどの年齢との関連とあわせてみたのが図９−
２である。これは年齢ごとの不安ありの割合を、居
住集落で統制してみたものである。相対的にではあ
るが高齢化や人口減少がそれほど顕著ではない「低
地・中心」集落では、「集落の将来」を不安視する
割合は年代によって変わらない。それにたいして、
集落の衰退が待ったなしの問題となっているところ
が多い「低地・中心」集落以外では、「集落の将来」
を不安に思う割合が年代によって顕著に異なる。そ
こでは「65 ～ 74 歳」の層に際立って不安ありの割
合が高いのである。このことは上述の推測を裏づけ
る結果といってよいのではないだろうか。

⑵ 身辺の世話
「地域に関する不安」で２番目に不安ありの割合
が高かったのが「身のまわりの世話をしてくれる人
の確保」であり、全体の 35.8 ％が不安ありと回答し
た。社会的属性ごとにみると、先にみた「集落の不
安」と関連構造が似ている。不安ありの割合は、男
女差はなく、年代による違いが大きい。ただし「集
落の不安」の場合、年齢と単純に相関しているわけ
ではなかったが、「身のまわりの世話をしてくれる
人」に関しては、年齢が上がるにつれて不安ありの
割合が着実に増えるという関係がみられる。
実際に「世話をしてくれる人」の候補である「配
偶者」や「同居者」は、その有無によってこの不安
ありの割合が顕著に異なっていた。配偶者や同居者
がいる人に比べて、いない人は不安ありの割合が高
いのである。ただし子の有無によって不安ありの割
合に統計的に有意な差はみられなかった。
また収入階層による違いもみられた。低所得層ほ
ど不安ありの割合は高く、高所得層ほど不安ありの
割合は低い。年収が「600 万円以上」では不安あり
の割合が 1 割強であるのにたいして「200 万円未満」
では半数にのぼる。世帯収入と不安ありの割合の間
には明らかな負の相関関係がある。
⑶ 救急医療
佐久間町は全域が中山間地域であり、集落のなか
にはかなり急峻な山道を行き来せざるをえないとこ
ろも少なくない。したがって緊急時の移動には不安
がつきまとうことが想像される。
実際、「救急時の医療体制」に関しては、全体の
34.2 ％が不安だと答えていた。主な社会的属性によ
る回答傾向の違いは統計上みられなかったが、居住
集落の類型別での違いは顕著だった。
「低地・中心」
集落の居住者で不安ありと答えたのは 26.2 ％だった
が、類型上もっとも利便性が悪い「山間・高地」集
落の居住者は 47.1 ％が不安ありと答えていた。「救
急医療」に関する不安の有無は居住地の地理的条件
に規定されているといえそうである。

注：＊ｐ＜ .05
図９−２ 年齢別にみた「集落の将来」の「不安」ありの割
合（居住集落で統制）
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９. ２ 生活に関する不安
生活に関する不安として「安定した仕事・収入の
確保」についてみてゆこう。かつて佐久間町の主産
業だった林業は、木材価格の低迷によって生業とし
ての基盤を失っている。山間地域にあって、茶業を

「限界」化する山村における地域生活と住民意識⑶

除いて販売農家は少なく、農業を生業とする家も少
ない。町内には古河工業久根鉱山があったが、1970
年に閉山になった。こうした産業基盤が失われるな
かで 1970 年代に農村工業化が試みられたが、進出
した製造業企業も短期間で撤退したところが少なく
なかった。
こうしたなかにあって、生計を支える仕事に対す
る不安が根強いのは自然なことである。「安定した
仕事・収入の確保」にたいする不安があると答えた
のは回答者の 37.0 ％にのぼった。
属性別に不安の所在をみると、男女を比べると男
性の仕事の不安は女性よりも強い。この背景には、
男性が家計維持者であることやジェンダー規範が根
強くあることが推測される。また年代別にみると、
40 代以下の働き盛り・子育て世代に不安ありの割
合が高い。高齢層でこうした不安を抱く人は３割前
後であるのにたいして、50 ～ 64 歳では約半数、40
代以下では半数強にのぼっている。また子どもがい
る層は、子どもがいない層に比べてこうした不安を
抱く割合が２倍以上と高い。職業別にみると、経営
者層・自営業者層に不安ありの割合が高く、非正規
労働者層も過半数が不安ありと回答している。

みると、興味深い結果が得られた（図９−３）。
「山
間・高地」以外では、50 歳未満に比べて 50 歳以上
の不安ありの割合が目立って高く、加齢が不安の規
定要因となっていることが想像される。それにたい
して、地理的条件が最も厳しい「山間・高地」集落
の場合、「家のあとつぎ」の不安の有無は年代によ
る違いはみられず、不安は高齢者に限らず住民全体
に共有されているようである。

注：＊＊ｐ＜ .01
図９−３

 齢別にみた「家のあとつぎ」の「不安」ありの
年
割合（居住集落で統制）

９. ３ 家に関する不安
「家のあとつぎ」の不安があると答えたのは
30.3 ％にのぼる。男女で不安ありの割合に差はな
かったが、年代別では統計的に有意な差がみられ
た。50 歳以上の各世代で不安ありの割合が３割台
であるのにたいして、50 歳未満は 14.5 ％と低い。
年齢が上がるにつれて家意識が強くなるためか、あ
るいは時代とともに家規範が薄れているためか、こ

９. ４ 小括
本節では地域・生活・家に関する不安要素につい
て、その社会的要因を探ってきた。それぞれについ
ていくつかの背後要因が浮かびあがったが、こうし
た諸要因が相互にどのように規定しあって不安を生
み出しているのかを、本節の最後に確認しておこう。
ここでは、「集落の将来」、「身のまわりの世話を
してくれる人の確保」
、
「救急医療体制」
、
「安定した
仕事・収入の確保」、「家のあとつぎ」の５つの不
安の有無を従属変数として、主な背後要因とみら

こからは判然としないが、いずれにせよ「家のあと
つぎ」の不安の有無は年齢と関連をもち、背後に家
に関する意識があることが推測される。
「家のあとつぎ」に関する不安は、所得階層に
よっても統計的に有意な差があった。「200 ～ 400
万円未満」で不安ありの割合が最も高く、「600 万
円以上」で最も低かった。
居住集落による違いは、統計上有意な差が検出さ
れなかったが、
「山間・高地」集落では不安ありの
割合が 43.1 ％に達しているのにたいして、そのほか
の３類型では２割台後半から３割程度だった。
年代ごとに「家のあとつぎ」の不安ありの割合
をみる際、「山間・高地」集落とそれ以外で分けて

れる諸変数を独立変数とした回帰分析（二項ロジス
ティック回帰分析）をおこなった。その結果が表９
−２である。この結果を解釈しながらそれぞれの不
安要素の背後要因をまとめてみよう。
「集落の不安」は、２変数間の関連でみたとき年
齢、同居者の有無、子の有無、居住集落などと関連
があるようにみえたが、それぞれの関連を統制する
と、同居者の有無、子の有無、居住集落が有意な効
果をもっていた。すなわち、同居者や子がいるほう
が「集落の将来」の不安を抱く傾向にあるというこ
とである。また「低地・中心」集落に比べて「山
間」集落の居住者は不安ありの割合が高いといえる。
「身のまわりの世話をしてくれる人の確保」の不
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10．離郷意識

安は、年齢と正の相関、世帯収入と負の相関がみら
れた。高齢や低所得層に不安が強いといえる。また
子どもがいない人のほうが不安ありの割合が高かっ
た。
「救急医療体制」は、同居者がいない人ほど不安
ありとする傾向にあった。これは、自分の身に何か
あったときのことを考えた結果として解釈できるだ
ろう。また居住集落とも有意な関連がみられた。相
対的に好条件の「低地・中心」に住む人に比べて、
それ以外の条件不利地域に住む人は不安ありと答え
た傾向がみられた。「身のまわりの世話」もそうだ
が、地理的要因は平時・有事に助けてもらえるかど
うかということが大きく影響しているということで
あろう。
それにたいして「仕事・収入」の不安は、居住地
との関連はみられず、年齢（若い人ほど不安が大き
い）との関連がみられた。また経営者層・自営業者
層が常雇層に比べて不安ありの割合が高い傾向がみ
られた。
最後に「家のあとつぎ」の不安は諸変数間の関連
を考慮すると、不安の背後要因が特定されないとい
う結果であった。

本節では、地域活性化とも関連の深い離郷意識に
ついて分析する。まず、今回の調査において「この
５年間に、いま住んでいるところから離れて暮らそ
うと思った人」について見てみると、「思った」人
が 33.4%、
「思わない」人が 66.6% と住民の多くは現
住地への定住を希望している。
これまでの聞き取り調査からも住民の定住の意思
が非常に強いこと、無理な移転が彼ら／彼女らの
心身の健康に深刻な影響を及ぼすことは明らかで
あった（石田 2011）
。したがって、過疎山村におい
ては、もっと、集落移転・撤退以外の支援策が検討
されるべきである。
10. １ なぜ佐久間を離れるのか？
次に、移住を希望する人の動機および生活上の不
安について検討し、彼ら／彼女らがなぜ移住を希望
するのか検討しよう。図 10 −１は、「現住地から離
れて暮らす」と答えた人がどのような理由で移住を
望むのかまとめたグラフである。この図を見ると移
住希望者の多くが生活条件をその理由としているこ
とがわかる。

表９−２ 「不安」の有無を従属変数とする二項ロジスティック回帰分析の結果
集落の将来
性別
年齢
同居者
子ども
職業

世帯収入
資産
居住地

男性
女性（=RG）
あり
なし（=RG）
あり
なし（=RG）
常雇（=RG）
無職
経営・自営
非常雇
（対数）
（対数）
低地・中心（=RG）
低地・周辺
山間

定数
カイ2 乗
-2対数尤度
Cox-Snell R2乗
Nagelkerke R2乗

.358
-.005
.934 ＊

地域の不安
身辺の世話
してくれる人
.221
.049 ＊＊
-.305

生活の不安

家の不安

救急医療体制

仕事・収入

家のあとつぎ

.485

.530

.118

.001
-.822 ＊

-.031 ＊＊
.867

.011
.102

1.020 ＊

-1.033 ＊

.398

-.019

.988

.378
.338

.424
.504

-.581
-1.247 ＊

.463

.723

1.031
-.138
-.001
-.210
.761 ＊
-1.002
27.193 ＊＊
355.372
.093
.125

.612
-.736 ＊
.041
.071
-.204
.885
52.025 ＊＊
307.582
.171
.235

-.681
-.323
.029
.995 ＊＊
1.015 ＊＊
1.225
28.940 ＊＊
331.899
.099
.136

.940 ＊
.853
-.361
.017
-.401
.124
1.990
29.815 ＊＊
340.708
.102
.138

.839
1.008
-.376
.095
.166
.166
-1.612
24.311 ＊
319.621
.084
.118

注：値はロジスティック回帰係数（非標準化）。従属変数は不安あり＝１、なし＝０。N=278。＊＊ｐ＜ .01, ＊ｐ<.05
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最も多かったのは「生活が不便」というもので、
生活条件の悪さをそのまま表した回答である。次い
で仕事面での不足、福祉・病院面での不足があげら
れている。過疎山村における生活の厳しさを裏付け
る結果である。

%

%

図 10 −２

図 10 −１

現住地から離れて暮らす理由

ここから推測できるのは、過疎山村における「生
活条件の悪化→住民の撤退→さらなる生活条件の悪
化→さらなる住民の撤退」という悪循環である。住
民が減ることにより諸施設が閉鎖され、諸施設が閉
鎖されることでさらに住民が撤退する。このサイク
ルを抜け出すには、仕事を核とした生活条件の改善
は必須である。
生活条件の不利は住民が感じている不安にも現れ
ている。図 10 −２を見て欲しい。この図は住民が
感じる不安について、移住希望者／非希望者に分け
て示している。図を見れば解るように、移住希望者
は仕事や病院、介護などの生活条件面での不安が強
い。一方、非希望者は自らの生活や後継ぎなど家庭
内でのことの不安が大きい。つまり、移住を希望す
る人は希望しない人に比べ、生活条件に不安を感じ
ているのである。
また、
「集落の将来」については、移住希望者／
非希望者問わず、いずれも強い不安を抱いている。
10. ２ どのような人が離れるのか？
次に、移住希望者の特性について、基本属性、
ネットワーク、地理的条件から検討しよう。

移住希望別にみた現在の生活での不安

⑴ 婚姻、年代
図 10 −３は年代、婚姻形態ごとの移住希望者の
比率である。これを見ると、若年者および未婚者に
移住希望者が圧倒的に多いことがわかる。いずれも
７割前後が移住を希望している。離別者も移住希望
者が多い。
%

図 10 −３

年代別、婚姻形態別移住希望

若年者と未婚者はほぼ重なるため、未婚の若年
者に移住希望者が多いと予測される。農村研究で
も若者の「花嫁不足」問題が指摘されていた（徳野
1998）
。そこで、既婚の若年者は定住を決断してい
るのか、すなわち結婚は撤退の抑止力となるのか確
認してみたい。
表 10 −１は年代および男女別に婚姻形態と定住
希望との関連を検討したクロス集計表の結果である。
この表を見ると、結婚と性別および年代の面白い
関連がわかる。分析の主眼である若年層（20・30 代）
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表 10 −１
年代
20 ～ 39歳

40 ～ 59歳

60歳以上

婚姻状態と移住意思の有無のクロス表 （性別・年代別）

性別
男性

婚姻状態

女性

合計
婚姻状態

男性

合計
婚姻状態

女性

合計
婚姻状態

男性

合計
婚姻状態

女性

合計
婚姻状態

未婚
既婚
未婚
既婚
未婚
既婚
死別
離別
未婚
既婚
離別
未婚
既婚
死別
離別
未婚
既婚
死別
離別

合計

移住意思の有無
ない
3（21.4）
3（30.0）
6（25.0）
0（0.0）
3（75.0）
3（37.5）
8（44.4）
16（57.1）
0（0.0）
1（50.0）
25（51.0）
1（100.0）
22（66.7）
2（100.0）
25（69.4）
2（66.7）
64（72.7）
6（85.7）
1（50.0）
73（73.0）
0（0.0）
66（79.5）
34（79.1）
2（40.0）
102（77.3）

合計
ある
11（78.6）
7（70.0）
18（75.0）
4（100.0）
1（25.0）
5（62.5）
10（55.6）
12（42.9）
1（100.0）
1（50.0）
24（49.0）
0（0.0）
11（33.3）
0（0.0）
11（30.6）
1（33.3）
24（27.3）
1（14.3）
1（50.0）
27（27.0）
1（100.0）
17（20.5）
9（20.9）
3（60.0）
30（22.7）

14
10
24
4
4
8
18
28
1
2
49
1
33
2
36
3
88
7
2
100
1
83
43
5
132

注：括弧内は横パーセント

に着目すると、性別により婚姻の効果が分かれてい
る。
若年男性の７割は結婚しても移住を希望する一方
で、既婚女性のそれは 25% に留まる。40 代以降の
男女の定住意識の高さに鑑みると、この数値はやや
特異である。この結果は、若年男女における結婚の
意味づけの違いを反映しているのであろう。
女 性 が 結 婚 し て 佐 久 間 に 住 む 場 合、 一 般 的 に
「嫁」として定住を意識しながら当該地域に流入す
るケースが多い。この「嫁」としての意識が定住意
識の高さにつながっているのだろう。一方、男性は
世帯主として、一家全体の生活を強く意識しながら
さまざまな決定を行う。そのために、生活条件の悪
さから転出を検討するのである。
本来であれば、性別でここまで定住希望に差が出
るというのは理解しがたい。というのは、行為者が
定住を希望していれば、その配偶者もまた定住を希
望していると考えられるからだ。しかしながら、今
回の調査では、「嫁」としての若年女性は定住を意
識しているにも拘わらず、「世帯主」としての若年
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男性は転出を意識している結果になった。
ここから言えるのは、従来指摘される若年男性の
「花嫁問題」解消のみでは、過疎山村の定住対策と
して手薄だということだ。若年の定住人口を確保す
るには結婚した夫婦が生活していける条件を揃える
ことが第一なのである。
もう一つ見られるのが、離別者の定住意識の低さ
である。離別者は、40・50 代の女性を除くと、ど
の年代においても移住願望が高い。伝統的な規範が
残る山村において、離別経験者が現住地に留まるこ
とは非常に難しいことなのだろう。伝統的規範は若
年既婚女性の定住意識を高める一方で、婚姻関係の
破綻者の居場所を奪ってしまうのである。
⑵ ネットワーク
次に、ネットワークと定住意識との関連を見てみ
よう。図 10 −４は近所付き合いの程度、日常生活
のサポート関係別に移住希望者の比率を表してい
る。日常生活の援助については、０人と答えた人を
「いない」
、ネットワークメンバーが同居・敷地内お

「限界」化する山村における地域生活と住民意識⑶

よび 30 分未満に限られる人を「近隣のみ」、ネット
ワークメンバーがすべて 30 分以上の人を「遠方の
み」
、近隣・遠方入り交じっている人を「広範」と
している。
%

図 10 −４

近所付き合い、日常の用事サポートと移住希望

近所付き合いのうすい人、近隣にサポート関係が
充実していない人の定住意識が低い。当然ではある
が地縁にとけ込むことの重要性を表した結果である。
閉鎖的と言われがちな山村において、生活条件に
次ぐ第二の課題が地縁問題であろう。生活条件を整
えても、そこにいる住民の受け入れ体制がなけれ
ば、定住をそう簡単には望めない。既存の地域住民
がどのように受け入れ環境を築き上げるか。たびた
び取り上げられる問題が本調査でも再確認された。
⑶ 地理的条件
最後に地理的条件と移住希望との関連である。地
理的条件については、やはり生活上不利な場にある
%

図 10 −５

居住地域（集落類型）と移住希望

山間高地集落の人に移住希望が高く見られる。再三
指摘してきたことだが、条件不利地域の人への配慮
も含めて生活条件の整備は急務である。
10. ３ まとめ
離郷意識あるいは定住意識については、年代、婚
姻形態、地縁への包摂、居住集落の影響が見られ
た。若年層や未婚者、地縁に包摂されていない人、
条件不利地域に住む人の離郷意識は高い。また、離
郷の理由としては生活上の不便さが第一にあげられ
た。
このうち婚姻と年代については、面白い傾向が見
られた。婚姻は、離郷の抑止力となると思われた
が、その効果は複雑である。若年男性の婚姻は離郷
の抑止力となっていない。多くの人が移住を希望し
ていた。一方、女性の婚姻は離郷の抑止力となって
いた。したがって、山村活性化にあたっては、花嫁
不足の解消だけでなく、仕事条件の確保が必要条件
となる。

11．地域の将来――集落移転をめぐって
村落には生産面や生活面での共同活動が多くあ
る。高齢化が進み、人口が減るなかで、こうした共
同活動を維持するのは困難を伴う。共同活動がうま
くいかなくなれば、各家は生活に支障をきたすおそ
れもある。
1960 年代から 70 年代にかけて過疎化が急激に進
行した時期には、こうした事態が頻発した山間部や
豪雪地帯で、集落そのものを低地や利便性のよいと
ころへ集団で移転する「集落再編成」が進められた
ことがあった（たとえば斎藤編 1979）。しかしこれ
は全国的にみてもそれほど積極的におこなわれたわ
けではなかった。
2000 年代に入るあたりからこうした課題が再度
議論されるようになってきた。代表的な一例が農村
計画学者らによる「選択的な撤退」論である（林・
齋藤編 2010）。集落機能が低下し停止してしまう前
に、住民の合意を形成して、「体力」がいくらかで
も残っているうちに「選択的な撤退」を検討すべき
とする議論である。
さて、佐久間町の住民はこうした集落移転をどう
考えているのだろうか。我々の質問紙調査では「あ
なたは、つぎの見方について、ＡとＢのどちらの意
見に近いですか」という質問文で、
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Ａ 福祉バスなどを充実させ、集落をいまの場所
で維持することを最優先するのがよい
Ｂ 町の財政的な負担には限界があるので、集落
移転や統合を推し進めるのがよい
という２つの相対立する意見を掲げて集落移転の賛
否を尋ねた。回答は「Ａに近い」「どちらかといえ
ばＡに近い」「どちらかといえばＢに近い」「Ｂに近
い」の４つから選んでもらった。
まず回答の単純集計からみてみると、「Ａに近い」
と「どちらかといえばＡに近い」をあわせた移転反
対派は、回答者 386 人中 296 人（76.7 ％）にのぼり、
４分の３以上が反対しているという結果である。
「Ｂに近い」と「どちらかといえばＢに近い」をあ
わせた移転賛成派は55人（14.2％）にすぎなかった。
無回答は 35 人（9.1 ％）と少なくなく、判断が難しい
争点であったと推測される。

ても回答に大した違いはみられなかった。それにた
いして、相対的に利便性が高く集落衰退の状態も深
刻ではない「低地・中心」集落では、75 歳未満に
比べて75歳以上の移転賛成派の割合が有意に高かっ
た。
集落の高齢化や人口減少が深刻でないといって
も、町全体で高齢化と人口減が進行しているなかに
あって、「低地・中心」集落でも状況は予断を許さ
ない。そうした「低地・中心」集落に住む 75 歳以
上の高齢者にとっては、今ある生活を維持したいと
いう意見が強い半面、75 歳未満の住民たちは、こ
れからの生活を考えて、移転容認派が他よりも多い
という結果とみられるのではないだろうか。

⑴ 性別、年齢、居住地との関連
性別、年齢別、居住集落別にこの質問の回答傾向
をみると１）、性別と居住集落では統計的に有意な差
はみられなかったが、年齢については有意な差がみ
られた。年代が上がるにつれて反対の割合は着実に
上がり、75 歳以上では９割を超えている。集落機
能の低下は、高齢者の多い集落ほど深刻だが、そう
であっても高齢者ほど今ある生活を維持したいとい
う結果とみられる（図 11 −１）。

注：＊ｐ＜ .05
図 11 −１

性別・年代・居住集落×集落移転の賛否

集落類型ごとに年代別の回答をみる三重クロス集
計をしたところ、興味深い結果が得られた（図 11 −
２）
。集落衰退の状態が深刻な「低地・周辺」
、「山
間・中高度」、「山間・高地」集落では年齢を統制し
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注：＊＊ｐ＜ .01
図 11 −２

居住集落×年代×集落移転の賛否

⑵ 所得・資産との関連
階層の指標として世帯収入と資産をみてみよう。
世帯収入は「昨年１年間のお宅の収入合計（ボーナ
ス、年金等を含む税込。農林業の場合は必要経費を
除いた金額）を尋ねたもの、資産は「あなたと配偶
者の方がおもちの資産（預貯金、株式、不動産など
すべて含む）の総額は、時価でどのくらいですか」
と尋ねたもので、いずれも選択肢からおおよその金
額を選んでもらった。これらと集落移転の賛否をク
ロス集計したところ、資産に関しては、1500 万円
未満（資産なしも含む）と 1500 万円以上で有意な差
がみられた。1500 万円以上の資産を保有する層で
は移転反対が 76.3 ％だったのに対して、1500 万円
未満の層は 86.2 ％と多かった（図 11 −３）
。
さらに土地所有との関連もみてみよう。ここでは
山林についてみてみる。保有面積が 10 町歩未満（な
しも含む）では移転反対派が 82.7 ％だったのに対し

「限界」化する山村における地域生活と住民意識⑶

て、10 町歩以上を保有する層では反対派が 96.8 ％
に上った。

連である。

注：質問紙調査から作成。＊ｐ＜ .05
図 11 −４

子・同居者の有無×集落移転の賛否

注：＊ｐ＜ .05
図 11 −３

世帯収入・資産・山林所有×集落移転の賛否

⑶ 子・同居者の有無との関連
子や同居者がいるかどうかで集落移転の賛否は変
わるのだろうか。高齢者とそれ以外に分けて、それ
ぞれ子の有無別、同居者の有無別にみてみた（図 11
−４）
。これによると、統計的に有意な差があった
のは、65 歳以上の高齢者のうち同居者がいる人に
比べて独居者のほうが集落移転に反対するという関

（執筆分担：9・11 ＝丸山、10 ＝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）
註
１）以下の分析では無回答を除いて有効回答のみを
対象としている。
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１．問題の所在
わが国では、1998 年に特定非営利活動促進法（通
称 NPO 法）が施行されて以降、現在に至るまで約
５万件もの NPO 法人が認定・認証されている。
NPO 法人には、政府や市場の役割を補完する役割
が期待されており、認定・認証数の増加は NPO 法
人の存在意義の大きさを示しているといえる。ま
た、NPO の活動分野においては、まちづくり分野
が 20,882 件と 20 項目中４番目に多く、地域のまち
づくり活動においても NPO 法人が重要なアクター
であることが伺える（内閣府 , 2013）。
このように、NPO 法人に政府や市場の補完的役
割が期待されている一方で、その組織運営について
問題を抱えているものも多いのが現状である。そこ
で本稿では、事例を通して NPO 法人が地域のまち
づくり活動においてどのような役割を果たしている
のか、そして同時にどのような問題を抱えているか
について検証を行う。具体的には、先行研究を基に
NPO 法人の抱える問題点について概観し、事例を
通してそのような問題がどのような要因によって生
まれているのかについて聞き取りや現場で得られた
一次資料を基に考察を行う。地域のまちづくり活動
を行う NPO がどのような問題を抱えており、同時
にどのような要因によってその問題がもたらされて
いるのかを明らかにすることが本稿における目的で
ある。
事例として取り上げるのは、滋賀県長浜市に活動
拠点を置く NPO 法人まちづくり役場（以下、まち
づくり役場）である。同市は、それまで寂れていた
市中心部が㈱黒壁の設立を機に数多くの観光客を呼
び込むことに成功し、現在では観光都市として広く
知られている都市である。まちづくり役場はこのよ
うな都市に活動拠点を置き、観光都市としての長浜
を支える活動を多岐にわたって行っている組織であ
る。このような活動を行うアクターを調査対象とし
て選定し、考察を行うことは、地域のまちづくりを
効果的に実践するという視点から捉えた場合、重要
であるといえる。
本稿の構成は、以下の通りである。第２章では、
NPO 法人に関する基礎的なデータについて確認を
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行ったうえで、その定義や先行研究で指摘されてい
る問題点についてみていく。第３章では、調査対象
であるまちづくり役場の概要について確認したうえ
で、同組織の組織運営について収支計算書を用いる
ことでその現状と課題についての考察を行う。そし
て第４章では、まとめと今後の展望について述べる
ことにする。

２．先行研究の概観
ここでは、NPO に関する基礎的なデータについ
て確認したうえで、NPO の定義や NPO が抱える
問題点について先行研究を基にしながらみていくこ
とにする。
２. １ NPO 法人の認定数の推移
図２. １をみると、特定非営利活動促進法が施行
された1998年には認証法人数１）はわずか23件であっ
たが、2013 年（７月末現在）では、認証法人数と認
定法人数２）の合計件数が 48,465 件にまで増加してい
る。また、認定法人数は 2012 年度に行われた制度
改正により前年度の 244 件から 407 件へと急激に増
加している。これらのデータから、NPO に対する
社会の需要が高まってきていることが伺える。次
に、NPO の定義についてみていくことにする。
２. ２ NPO の定義
内 閣 府 HP に よ れ ば、NPO と は「Non Profit
Organization」の略称で、さまざまな社会貢献活動
を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを
目的としない団体の総称であるとしている。そし
て、そのうち、特定非営利活動促進法に基づき法人
格を取得した団体を NPO 法人であると規定してい
る。しかしながら田尾・若林（2001）や山内（1999）
らが指摘するように、NPO の定義は研究者によっ
てさまざまであり、統一した概念規定が提示されて
いるわけではない。そのため、研究の分析目的に適
した定義をその都度採用するしかないのが現状であ
るといえる（山内 , 1999 : 5）
。
以上の内容を踏まえて、ここでは、NPO の定義
についていくつかの先行研究を概観し、その共通項
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図２. １ NPO 法人の認定数・認証数の推移
※当該図は、内閣府 HP より筆者が作成。

を導き出したうえで、本稿の分析目的に適した定義
を提示し、その意味する範囲について確認していく
ことにする。
山内は、NPO を「さまざまな非営利活動を行う
非政府、民間の組織であり、株式会社など営利企業
とは違って利益を関係者に分配しないような組織」
であるとしている（山内 , 1999 : 4）。馬頭・藤原は、
「公益（社会一般の利益）を目的に活動する民間の組
織のことであり、その活動内容や存在形態は多種
多様である。営利を目的とする企業とは異なり、
NPO は『ミッション（社会的使命）の達成』を目
的にして活動している」ものであるとしている（馬
頭・藤原 , 2009 : 30）。そして松本は、「法人格の有
無にかかわらず、また構成員の活動も無償によるも
のか有償によるものかを問わず、公益性のある民間
の非営利団体」である（松本 , 2006 : 57）としている
し、島田は、
「民間によって自主管理されており、
利益配分することなく、独自のミッション達成のた
めに機能している組織」であるとしている（島田 ,
2005 : 32）。
これらの先行研究で NPO の定義に盛り込まれて
いる要素は、⑴公益性があること、⑵民間の団体で
あること、⑶ミッション（社会的使命）の達成が活
動目的であること、⑷関係者に利益が配分されない
こと、である。以上の内容から、本稿では、NPO
を「公益性がある民間の団体であり、その活動目的
はミッション（社会的使命）の達成であり、活動に
よって得られた利益は関係者に配分されないような
組織（団体）
」であると措定することにする。最後
に、NPO という言葉が示す意味の範囲について確

認しておくことにする。
最も狭義の意味では、NPO 法の認証を受けた団
体のことを指し、特定非営利活動法人（NPO 法人）
になった団体のことをいう。また、一般的に用いら
れる場合は、市民活動団体やボランティア団体のこ
とを指している。広義の意味で用いられる場合に
は、財団法人や社団法人、医療法人、私立学校法
人、宗教法人という団体のことを指している３）。
こ こ で は、 最 狭 義 の 意 味 で の NPO、 す な わ ち
NPO 法の認証を受け、NPO 法人になった団体とい
う位置づけで捉えることにする。
２. ３ NPO が抱える問題点
ここでは、NPO が抱える問題点として NPO の
経営基盤の問題についてみていくことにする。藤
井（2012）は、日本政策金融公庫総合研究所が 2011
年に実施した「NPO 法人の経営状況に関するアン
ケート」データを用いて経営課題を述べている。
それによると、「活動を行ううえで苦労している点
（複数回答 : n=3,455）」の項目では「事業収入の確
保（63.2 ％）」が最も多く、「補助金・助成金の確保
（40.3 ％）
」
、
「会費・寄付の確保（37.1 ％）
」といった
収入の確保に関するものが高いことから、収入の確
保が NPO の抱える最大の経営基盤の問題であると
いえる４）。
野口（2008）は、この NPO の収入の確保という問
題について、NPO はミッションの達成を重視する
組織であり、その活動自体が個人の自主性や自発性
に委ねられるため、組織の活動が自分の意に沿わな
い場合、自由に組織を退出することができる点を指
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摘している。その他にも NPO の経営基盤の脆弱さ
を指摘する先行研究は少なくない（山内 , 1999 : 10,
田尾・若林 , 2001 : 303-4）。次章では、NPO の経営
基盤の問題を事例を通してみていくことにする。具
体的には、観光都市として広く知られている滋賀県
長浜市に拠点を置いているまちづくり役場を調査対
象とし、現場で得られた会計情報を基に同組織が抱
える経営基盤の問題についてみていくことにする。

３．事例の概要と考察
本章では、調査対象であるまちづくり役場の概要
と現場で得られた会計情報を基に経営基盤に関する
考察を行うことにする。
３. １ まちづくり役場の概要
３. １. １まちづくり役場設立の契機
まず、まちづくり役場が設立された背景について
みていくことにする。まちづくり役場が設立された
きっかけは、1996 年に大河ドラマ「秀吉」による
ご当地博覧会「北近江秀吉博覧会」が長浜で開催さ
れたことにある。博覧会終了後、民間の目線でのま
ちづくりを行おうということになり、そのための活
動拠点として、まちづくり役場を作ろうということ
になったのである。このことについて、山崎弘子
（まちづくり役場理事）は次のように述べている。
 秀吉博覧会が終わって、まちづくり役場ができ
るというので「山崎さんがやればいい」という話
になってきたのが、平成９年の２月ですね。その
頃、博覧会の記念誌の制作のために私たちは金
沢へ行ったんですね。その行きの電車の中で「い
やぁ、あの博覧会よかったな。
」ということになっ
て、博覧会の事務局本部として使っていた土田金
物店は、このままでは空き店舗になってしまうと
いうことだったので、
「博覧会の時はみんながこ
こでわいわいやりながら楽しい時間を過ごすこと
ができていたから、この場所をもう一度活かした
いなぁ。
」っていう話になったんです。そうなった
ら「やっぱりまちづくりの拠点に、限りなく市民
レベルのまちづくりの拠点にしていくためには、
ここをもう一回、市が借りるのではなくて、民間
で動かせたらいいね。
」みたいなことになって、
「民間のやっている市役所、民間市役所みたい
な、そんな感じで、そこは、限りなく市民で運営
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できたらいいね。
」みたいな話をしながら、行き
の電車の中でまちづくり役場として使っていこう
ということが決定してしまったんですよ５）。
このようにして、博覧会終了後、民間のまちづく
りの拠点としてまちづくり役場が設立されることが
決定したのである。次に、まちづくり役場の活動内
容についてみていくことにする。
３. １. ２まちづくり役場の組織概要
ここでは、まちづくり役場の組織概要についてみ
ていくことにする。表３. １は、まちづくり役場の
組織概要を示したものである。
表３. １
職位
理事長
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
事務
顧問
監事

まちづくり役場の組織概要

氏名
兼任役職名（代表的なもののみ）
沢田 昌宏 ㈱沢田商店代表取締役
伊藤 光男 ㈱黒壁常務取締役
㈱材光工務店社長
㈱新長浜計画社長
北川賀寿男 長浜市役所産業経済部
観光振興課参事
北村 恒一 NPO 法人ギャラリーシティ楽座代表
木野 光男 滋賀県庁職員
現彦根保健所勤務
清水 大輔 きもの大学前社長
関谷 松男 ㈱ふうしん社長
辻井 孝裕 丸栄製パン㈱代表取締役
津田 昭彦
手崎 美幸 H13 ～ 15年、まちづくり役場に勤務
矢部 拓也 徳島大学准教授
山崎 弘子
高津 融男 奈良県立大学教授
今井 朋子 黒壁24号館ほっこくがま代表
黒壁グループ協議会副会長（H18 ～）
原田
桂
湧口 正男 六荘地区地域づくり協議会相談役
六荘公民館副館長
本城 善男 本城税理士事務所

※当該表は、まちづくり役場 HP および同組織関係者への聞
き取りを基に筆者が作成。

まちづくり役場の特徴として、理事長や理事と
いった役員を挙げることができる。まちづくり役場
の役員を務めるメンバーは、「長浜をよくしよう」
という考えの下に集まっており、それぞれのメン
バーは自身が役員を務めることで、まちづくり役場
に対するセーフティーネットを築いている。実際
に、役員の多くは長浜青年会議所（以下、長浜 JC
とする）の歴代の理事長を務めており、さまざまな
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分野において強い力を持っているといえる６）。実際
の業務に関しては、理事である山崎と事務の原田圭
によって運営されているほか、水曜日には元小学校
教員や公務員の OB で構成されている一休会のメン
バーによって活動が行われている。
３. １. ３まちづくり役場の活動
前述したように、まちづくり役場は、「市民レベ
ルのまちづくりの拠点」という考えのもとに設立さ
れた組織であるため、2003 年に NPO 法人格を取得
してからはもちろん、それ以前の任意団体の期間に
おいてもまちづくりの実践というミッション（社会
的使命）を行っている。設立初期からその活動内容
は、主に組織運営の費用を賄うための活動と、収入
を得ないボランティア活動とに大別することができ
る。そこで、ここでは、まちづくり役場の主な活動
について経済的な側面を持つ活動と非経済的な側面
を持つ活動に分類し、みていくことにする。
まず、経済的な側面を持つ活動についてみてい
く。これらの活動としては、視察・講演事業、賃貸
事業、事務局の委託事業、黒壁グループ協議会の
「黒壁スクエア散策 MAP」や商店街店舗が記載さ
れている「長浜まち歩き MAP」の制作事業といっ
たものが挙げられる。
視察・講演事業は、もともとは㈱黒壁が無償で
行っていた。しかし、視察や講演に関する問い合わ
せや依頼があまりにも多く寄せられたため、㈱黒
壁の本業にまで影響が出始めてきたことから、まち
づくり役場がその役割を担うことになったのであ
る。当時、まちづくり役場を設立して間もない時期
であったため、視察や講演事業は有料化され、現在
に至るまでまちづくり役場の貴重な収入源となって
いる７）。賃貸事業に関しては、㈱京都放送と㈱文教
スタヂオと契約を結んでいる。前者の場合は、週に
一度まちづくり役場内で地域密着型のラジオ番組を
放送しており、後者の場合は、観光客に対しての写
真撮影を行うにあたり必要とされる事務局スペース
を提供している８）。そして、出島塾や黒壁グループ
協議会の事務局も担当しており、それらの活動を円
滑にするためのサポートを行っている９）。最後に、
MAP の制作事業である。現在、まちづくり役場は
黒壁グループ協議会に加盟している店舗が記載さ
れている「黒壁スクエア散策 MAP」と商店街店舗
が記載されている「長浜まち歩き MAP」の２つの

MAP の制作業務を手掛けている。これらの MAP
は多くの観光客が手にしているものであり、MAP
が果たしている役割は大きいことが伺える。次に、
非経済的な側面を持つ活動についてみていく。
非経済的な側面を持つ活動としては、観光客から
寄せられた苦情の処理、観光客に対するサポート業
務、おひな様めぐりイベントの開催、黒壁グループ
協議会のイベントの支援といったものなどが挙げら
れる。
まず、観光客から寄せられた苦情の処理について
みておく。長浜を訪れた観光客の中には、思ってい
たような接客サービスを受けることができなかった
り、店舗の品ぞろえなど、さまざまな不満を抱えて
いる人も存在する。しかしながら、その場で面と向
かってそのような苦情をいうことは難しく、観光終
了後、まちづくり役場に苦情の電話が来ることがあ
る。そのような苦情を受けたまちづくり役場が商店
街店舗に苦情の内容を伝えることで、商店街の質の
維持が図られているのである 10）。また、観光客に対
するサポート業務では、どこへ訪れたらよいか、そ
れぞれの観光目的に適した散策をするにはどのよう
に訪れたらよいかなどといった相談を受けている。
これにより、観光客がそれぞれの目的に沿った形で
散策することが可能になっている。さらにイベント
に関する活動としては、お雛さまめぐりや黒壁グ
ループ協議会が開催するイベントの支援といったも
のがある。お雛さまめぐりは 2009 年から開催され
ているものであり、比較的最近に始められたイベン
トである。このイベントは３月に各店舗にお雛さま
を飾るというものであり、観光客の目を楽しませる
という目的のもとに行われている。また、同時期
に、参加を呼びかけた商店街店舗の提案により、５
月には五月人形を飾る五月人形めぐりというイベン
トも行われるようになっている 11）。最後に、黒壁グ
ループ協議会が開催されるイベントの支援である。
黒壁グループ協議会は、まちの灯りに関するイベン
トを定期的に行っており、その目的は、利益を上げ
ることではなく、観光客や地域住民にガラスを用い
た灯りのイベントを楽しんでもらおうというもので
ある。まちづくり役場は、このイベントの支援を
行っている。次節では、まちづくり役場から得られ
た会計情報をもとに、同組織の経営基盤について分
析を行っていくことにする。
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３. ２

まちづくり役場の経営基盤に関する考察
表３. ２

まちづくり役場収支計算書（2009 ～ 2012 年）

科目
事業活動収支の部
１
視察受入れ事業収入
視察受入れ
①
講演委託料
小計
事務局受託事業収入
事務受託収入
②
NPO サポート受託事業
小計
情報発信と情報提供事業収入
まち歩きマップ制作
書籍『長浜物語』販売
③
書籍等販売（みーな、はがき）
おかげ朝市 補助金等
小計
④ 人材育成事業収入
⑤ 文化事業収入
⑥ 会費収入
その他の収入
賃貸収入・付帯光熱費共
雑収入 まちやく使用料・コピー代・他
⑦
雑収入 駐車料・利息
雑収入 預り金収入
小計
事業活動収入合計
２ 事業活動支出の部
① 視察受入れ事業支出
② 事務局受託事業支出
情報発信と情報提供事業支出
まち歩きマップ制作
書籍販売
③
おかげ朝市
町めぐり（お雛さまめぐり他）
小計
④ 人材育成事業支出
⑤ 文化事業支出
管理費支出
人件費
法定福利費
福利厚生費
委託費
家賃
消耗品費
水道光熱費
⑥
事務用品費
租税公課
慶弔費
通信費・運賃
諸会費
旅費交通費
雑費
小計
事業活動支出合計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入の部
①借入金収入
財務活動収入合計
２ 財務活動支出の部
①未収入金支出（売掛金）
財務活動支出合計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額
Ⅰ
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2009年

2010年

決算額

2011年

2012年

1,029,700
258,300
1,288,000

1,203,760
284,834
1,488,594

1,092,800

653,400

1,092,800

653,400

1,360,000
313,023
1,673,023

1,360,000
451,613
1,811,613

1,360,000

1,413,042

1,360,000

1,413,042

3,350,000
59,400
259,852
352,500
4,021,752
0
0
65,000

3,050,000
519,150
413,423
79,000
4,061,573
1,280,780
0
30,000

4,230,000
245,715
240,000
223,300
4,939,015
1,408,111
10,000
15,000

4,275,100
111,816
240,000
55,600
4,682,516
0
10,000
0

1,521,153
104,320
65,410
19,082
1,709,965
8,757,740

1,548,493
51,970
46,333
98,160
1,744,956
10,417,516

1,301,752
121,000
67,183
222,000
1,711,935
10,536,861

1,319,217
103,175
245
0
1,422,637
8,181,595

47,910
0

244,454
0

193,430
0

133,515
0

1,543,500
152,925
511,600
18,590
2,226,615
0
0

1,553,790
231,310
602,846
30,357
2,418,303
1,282,460
0

2,484,305
256,109
1,164
364,699
3,106,277
1,102,498
0

2,225,270
116,978
1,440
120,225
2,463,913
0
21,210

1,064,680
14,694

1,872,600
57,686

2,772,177
178,103

1,987,350
1,800,000
20,601
385,777
634,473
77,200
15,000
188,072
37,000
44,390
131,077
6,400,314
8,674,839
82,901
0

760,350
1,800,000
66,409
394,929
390,026
75,200
36,835
221,941
13,000
0
126,525
5,815,501
9,760,718
656,798
0

310,180
1,800,000
63,433
444,046
146,398
77,000
5,000
162,440
13,000
1,240
212,005
6,185,022
10,587,227
△50,366
0

2,808,153
263,098
5,000
341,480
1,800,000
41,489
373,836
151,533
78,913
5,000
147,430
6,400
6,420
110,158
6,138,910
8,757,548
△575,953
0

230,000
230,000

1,004,800
1,630,781

1,060,894
2,738,745

0
1,610,890

313,023
313,023
△83,023
△122
477,259
477,137

1,582,203
1,629,555
1,226
658,024
477,137
1,135,161

1,444,000
1,693,026
1,045,719
995,353
1,135,161
2,130,514

320,000
487,875
1,123,015
547,062
1,135,161
1,682,223
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※網掛け部分は、今回、考察を行うに当たって注目
した点である。
※Ⅲの「財務活動収支の部」については「借入金増
加」
、
「未収入金支出」以外の項目が 2011 年のみ
存在しているが、2009 年、2010 年では記載され
ていないため、ここでは記載していない。
※Ⅲ の「財務活動収支の部」の「 2 財務活動支出
の部」の「未収入金支出」の部分では、2012 年
のみ「売掛金」の項目に変更されていたため、科
目欄において（売掛金）と表記している。
※当該表は、特定非営利活動収支計算書を基に筆者
が作成。
ま ず、 収 入 に つ い て み て い く。 収 入 に つ い て
は、前節の経済的な側面を持つ活動で述べたよう
に⑴視察受入れ事業、⑵事務局受託事業、⑶マッ
プ制作事業、⑷賃貸収入が大部分を占めている。
⑴ に つ い て は、2009 年 が 1,288,000 円（ 収 入 全 体 比
14.7 ％）、2010 年 が 1,488,594 円（ 同 比 14.3 ％）、2011
年が 1,092,800 円（同比 10.4 ％）、2012 年が 653,400 円
（同比 8.0 ％）であり、2012 年を除き、収入全体に対
して２桁以上の割合を占めていることがわかる。
⑵ に つ い て も、2009 年 が 1,673,023 円（ 収 入 全 体 比
19.1 ％）、2010 年 が 1,811,613 円（ 同 比 17.4 ％）、2011
年 が 1,360,000 円（ 同 比 12.9 ％）、2012 年 が 1,413,042
円（同比 17.3 ％）であり、⑴と同様に収入全体に対
して２桁以上の割合を占めている。そして、⑶であ
るが、マップ制作事業は大きく「情報発信と情報
提供事業収入」のカテゴリーに分類されており、
このカテゴリーが収入全体に占める割合は非常に
大きいことがわかる（2009 年 46.0 ％ , 2010 年 39.0 ％ ,
2011 年 46.9 ％ , 2012 年 57.3 ％）。そして、マップ制
作事業はそのカテゴリーの中で最も大きな割合を
占めている（2009 年 83.3 ％ , 2010 年 75.1 ％ , 2011 年
85.7 ％ , 2012 年 91.3 ％）。最後に、⑷についてであ
る。賃貸収入についても、⑶と同様に大きく「そ
の他の収入」のカテゴリーに分類されている 12）。そ
の他の収入自体も収入全体に占める割合は大きく
（2009 年 19.6 ％ , 2010 年 16.8 ％ , 2011 年 16.3 ％ , 2012
年 17.4 ％）
、賃貸収入がその他に占める割合もまた
大きいことがわかる（2009 年 89.0 ％ , 2010 年 88.8 ％ ,
2011 年 76.1 ％ , 2012 年 92.8 ％）。これらの活動の合
計額は 2009 年が 7,832,176 円（収入全体比 89.5 ％）、
2010 年 が 7,898,700 円（ 同 比 75.9 ％）、2011 年 が

7,984,552 円（同比 75.8 ％）
、2012 年が 7,660,759 円（同
比 93.7 ％）となっており、収入額の大部分を占めて
いることがわかる。
次に、支出についてみていくことにする。支出に
おいて大きなウェイトを占めているのが、「管理費
支出」における人件費と家賃である。人件費に関
しては 2009 年が 1,064,680 円（支出全体比 12.3 ％）
、
2010 年 が 1,872,600 円（ 同 比 19.2 ％）
、2011 年 が
2,772,177 円（同比 26.2 ％）
、2012 年が 2,808,153 円（同
比 32.1 ％）となっている。そして家賃に関しては
2009 年から 2012 年まで一貫して 1,800,000 円（支出
全 体 比 は 2009 年 が 20.8 ％、2010 年 が 18.5 ％、2011
年が 17.0 ％、2012 年が 20.6 ％）となっている。
最後に、事業活動収支差額をみてみると、2009
年は 82,901 円、2010 年は 656,798 円の黒字であるも
のの、2011 年は 50,366 円、2012 年は 575,953 円の赤
字となっている。
３. ２. ２考察
前項では、まちづくり役場の会計収支報告書につ
いて概観した。ここでは、前項で得られた結果につ
いて聞き取り等によって得られたデータを基に考察
を行っていくことにする。収入に関しては、その大
部分が観光関連の事業によるものであることがポイ
ントである。具体的にみていくと、すでに述べたよ
うに収入の大部分は⑴視察受入れ事業、⑵事務局受
託事業、⑶マップ制作事業、⑷賃貸収入によって占
められている。⑴に関してはもちろん観光都市とし
ての長浜市に価値が認められているからこそ成り立
つ事業であり、⑵については、黒壁グループ協議会
や出島塾などまちづくり（狭義の意味では観光に関
するまちづくり）を行うためのサポートを行う事業
である。また、⑶に関しても観光客用に配布するた
めに行っている事業であるし、⑷に関しても観光客
向けの写真撮影業を行っている㈱文教スタヂオから
収入を得ている事業である 13）。これらのことから、
まちづくり役場はその収入の大部分を観光に依存し
ているといえる。つまり、観光客が減少していけ
ば、まちづくり役場の存続そのものが危うくなると
いう危険性が潜んでいるということである。まず、
⑴の視察受け入れ事業についてみていく。
 当時、黒壁は全国でも大変有名な会社になって
いて、特にまちづくり会社として皆「あんなよう
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になりたい。
」みたいな、
「ちょっと見に行ってみ
よう。
」みたいな、そういう感じで黒壁はいけい
けどんどんの時やったんですよ。それで、黒壁に
対して全国から視察に来ていました。黒壁に話を
聞かせてくださいとか、第三セクター会社がなん
であんなにうまくいくんですか、など、本当にた
くさんの話が来ていました。第三セクターという
のは視察料などのお金が取れないんですよ。忙し
いのに時間を割いて社員がコピーをしたり、場所
を提供したり、お茶を出したりということが、黒
壁としては大変なので、じゃあその業務を全部ま
ちづくり役場でやってもらおうということになっ
て。ただ、当時は黒壁の視察もあったし、博覧会
について「どうやってやりましたか。
」というのも
あったし、その時に生まれたプラチナプラザに対
してもあったし、そして商店街の再生というので
よくわからないままに来ている人もあったし、結
構、いろんな方々が、長浜行ということで視察に
来てくれました。黒壁に視察の問い合わせがある
と、
「まちづくり役場で視察を受けているんです。
」
と、で市役所に黒壁の視察っていうと「いや、ま
ちづくり役場で視察を受けているんです。
」と、商
工会議所でも、どこに行っても「まちづくり役場
で視察を受けているんです。
」っていうもんで、
ここにどんどん視察が入ってきて、…こっちもお
金をいただくにはもう少し、メニューを増やさな
くてはいけないということで、黒壁の視察は笹原
さん、伊藤さんあたり、長浜の商店街のことなら
商店街の代表とか、当時の吉田豊さん、市会議員
さんも、よく視察に来られましたので、議員さん
に対してはこっちも議員さんがいいやろというこ
とで、議員さんとか、市役所の職員の方が来られ
るときには、市役所の OB で、長浜の活動が説明
できる方とか、10 人くらいリストを作って「ここ
から選んでください。
」ということをしているうち
に、ものすごく、視察のメッカみたいになってし
まってね。講演に関しては、視察に感動した方々
が、
「皆に聞かせてあげたいから来てほしい。
」と
いうね。それが、笹原さんであったりとか、伊藤
さんであったりとか、吉井さんであったりとか、
私（山崎）であったりとか、いろんな人を呼んでい
ただけるようになって、そのお金も皆まちづくり
役場へ入れてくれましたね。皆がすべてのお金を
持っていかないで、ここへ入れてくれたので、ま
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ちづくり役場としては凄く助かりましたね 14）。
既に述べたように視察受け入れ事業は、もともと
㈱黒壁がその業務を行っていたが、観光客の増加と
ともに依頼数が多くなってきたため、同社の本業に
まで影響を及ぼすようになり、その結果、当該事業
をまちづくり役場に任せるようになったのである。
この事業はまちづくり役場の運営費を賄うという側
面が大きかったため、講師を担当する人間は無償で
業務を行っている。次に⑵の事務局受託事業である
が、これには出島塾と黒壁グループ協議会によるも
のがあり、次にこれらについてみていく。
 出島塾は、平成９年に出島さんを共有するため
に始めました。３日間出島さんに長浜に滞在して
もらって教えを乞うんです。出島さんに支払う
ギャラは 10 万～ 20 万といった所でしょうか。１
日目はマーケティング塾で月会費は５万円、これ
は企業家の息子たちのための講座です。２日目は
クラブ DJ、この月会費は２万円です。まぁクラ
ブ DJ は飲み会のようなものですね。最後に３日
目には淡海万葉学会です。これは月会費 1,000 円
で、せっかく出島さんに来てもらっているのだか
ら若い人にも勉強するチャンスをあげようという
ことで始まりました。このようにして出島塾は始
まりました 15）。…ここの応援に出島塾は『長浜物
語』にお金を出してくれたり、また、こんど『長
浜物語』の続編っていうのを出すらしくて、それ
のお金もここから出してくれます。また、10 何
年間、やっぱ、出島塾は年間 60 万、
10 年で 600 万、
15 年で 900 万っていうお金をここに入れてくれて
やあるんですね。で、ほれってやっぱりね、あの
人達皆それぞれがわかって、まぁ、
「応援してる
んや。
」
っていう気持ちでいてくださってるので、
そういうことが大きいと思う 16）。
出島塾は、1996 年に開催された北近江秀吉博覧
会でトータルコーディネーターであった出島二郎を
講師に迎え、地元の経営者やその息子たち、さらに
は若い世代の人たちに対して主に観光に関するまち
づくりというテーマについての勉強会を開催してい
る私塾のことである。聞き取りの内容からもわかる
ように、塾の会員たちは観光に関するまちづくりの
勉強会に参加することの他に、まちづくり役場の組
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織運営を助けようとする思いも抱いている。
 黒壁グループ協議会は、最初できる前は、例会
開いたりとか、なんやかんやもう黒壁の中でなあ
なあでやってやあて、だって平成７年、８年くら
いはそんなに何号館ってなかったもん。平成８年
には 17 号館、18 号館、平成９年に 19 号館ができ
て。そっから後、店舗がたくさん増えてきたの
で。黒壁の直営館がそこまでで一番たくさん増え
てきてて、あとは全部誘致しながら何号館、何号
館ていうふうにやっていかあたんで。だから、黒
壁グループ協議会の事務局が黒壁の中にあると、
黒壁の人が大変なんですよ。しんどいんですね。
だから、笹原さんは黒壁の人も楽にさせてやりた
い、まちづくり役場に金を落とさしてやりたい。
そういうことも両方できる人やったので 17）。
黒壁グループ協議会の事務局がまちづくり役場に
委託されている理由としては、グループの加盟店の
増加により、㈱黒壁の内部で協議会の事務的な業務
を行うことが大きな負担になってきたことが挙げら
れる。もう１つの理由としては、まちづくり役場の
組織運営を助けるということも挙げられる。また、
⑶のマップ制作事業であるが、これについて山崎は
次のように述べている。
 長浜の人たちが、観光のお客様に期待をして
いて、お客さんが増えたとか減ったとか、全部自
分たちの店にもつながるので、
「これに載らない
といけない。
」というふうに、今はなっているけ
れど、去年（江博覧会の年）は最高に皆が「載ら
なくてはいけない。載りたい。
」と。でも、今年
の版を発行した時に、今年結果として人が歩い
ていないんですよ、あんまり。そうすると皆ね、
「マップないから作ろうよ。
」っていっても、もう
お金が払えんとか、少し出てきているね。観光客
数の増減によって、マップも今回も 10 店舗が抜
けたので、10 店舗埋めないといけないというの
があるやんか。
（中略）
。抜けるっていうのは、今
まで 132 店舗中せいぜい、５〜６店舗か７〜８店
舗くらいやったのに、来年募集かけたときに下手
すると 20 店舗くらい抜けるかもしれへん。そう
思うのは毎年こうやって作り続けていると、景気
の悪さとか、景気がいいとか、期待感とか、そう

いうのが凝縮されていると、
「あっ、これ載らな
きゃいけない。
」とか「付き合いやからしょうが
ない。
」とか、
「
（支払いは）分割やけども協力した
るわ。
」といろんな方々が応援してくれたけれど
も、
「来年作ります。
」っていうときには初めても
のすごい抜けるんちゃうかなって思う。マップに
お金が回せないっていうこともあると思うし 18）。
マップの制作には記載される商店街店舗の賛同が
必要であり、それらの店舗から制作費を徴収して初
めて事業が成立する。山崎が述べるように、博覧会
など大きなイベントが開催される年は、商店街店舗
もかきいれどきとばかりにマップの制作に協力的で
あるが、大きなイベントが開催されない年になる
と、あまり協力は得られていないことが上記の聞き
取りの内容からも伺い知ることができる。次に、⑷
の賃貸収入についてみていく。まちづくり役場は、
㈱文教スタヂオと㈱京都放送と賃貸契約を結んでい
る。まず、㈱文教スタヂオについてみていく。同社
の田中貞幸専務取締役も、長浜で観光写真業を行っ
ている理由について次のように述べている。
 長浜市は十分観光ビジネスが成り立つ地域です
ね。大河ドラマのタイアップ企画であるご当地
博覧会が３度も開催されていることから、滋賀
県の立地のよさがわかりますよね。実際に、長
浜の魅力は（黒壁）ガラス館だけではないんです
よ。
（中略）
。私どもは観光の中に身をおいていま
すとね、やはりね、長浜というのは最高のポイン
トなんですよ。要するに地形上のね。例えばです
ね、北陸方面のですね、加賀温泉郷とかですね、
あるいは北陸というものが観光地でにぎわったと
きに、今はずっとこう下火になっていますけれど
も、にぎわったときにですね、東海圏からも関西
圏からも全部長浜を経由したわけですよ。で、観
光客をいかに呼び込むかという所で可能性があっ
たわけですよ。しかし、長浜がですよ、極端なこ
とをいったら新潟の直江津あたりにあったとした
ら、あそこは非常に観光客としての通行量が少な
いわけですからなかなか厳しいですわね。つま
り、私どもの業者からみて長浜の黒壁っていうの
は、それだけビジネスチャンスがあったから動い
たということです 19）。

人間文化● 19

NPO 法人の現状と経営課題に関する研究 ─ NPO 法人まちづくり役場の事例を中心に─

田中が述べるように、㈱文教スタヂオが長浜市へ
進出したのは、㈱黒壁による観光客の増加現象だけ
ではなく、同市の観光地としての立地に注目してい
たからだということが伺える。いずれにせよ、㈱文
教スタヂオは長浜市を観光地として高く評価してい
たからこそ同市へ進出したことがわかる。次に、ま
ちづくり役場の支出についてみていくことにする。
支出に関しては、管理費支出のカテゴリーにおい
て人件費と家賃が大きなウェイトを占めていること
が特徴としてみられる。ただし、人件費について
は、１人分の支出ではなく、２～３人といった複数
分のものであることから、まちづくり役場の運営が
いかに苦しいかが伺える。家賃については、当初の
価格よりは安くなっているものの、依然として支出
の中で大きなウェイトを占めている。なお、事業活
動収支差額に関しては既に述べたように 2009 年お
よび 2010 年に関しては黒字であるが、2011 年およ
び 2012 年は赤字となっている。これは、視察受入
れ事業収入が前年に比べて大きく減少したことと、
事務局受託事業収入のカテゴリーにおける NPO サ
ポート受託事業がなくなったことがその大きな要因
として挙げることができる 20）。

４．結語
本稿では、まず、NPO 法人に関する基礎的なデー
タについて確認を行い、その定義や抱えている問題
点について関連する先行研究を概観した。そのうえ
で、事例として滋賀県長浜市中心部に活動拠点を置
くまちづくり役場を選択し、その組織運営について
の考察を行った。終章では、先行研究を踏まえたう
えで同組織が抱えている問題点や今後の展望につい
て述べていきたい。
先行研究では、NPO の抱える問題として経営基
盤の脆弱さが指摘されており、これは調査対象であ
るまちづくり役場においても当てはまる。具体的
には、同組織の場合、収入の大部分が観光関連の事
業であることから、観光地としての長浜市の価値が
下がるようなことがあれば組織運営そのものに支障
をきたす可能性があることが明らかになった。最後
に、同組織が抱えるこのような問題点を踏まえつ
つ、今後の展望について述べておきたい。
現在、まちづくり役場は人件費からもわかるよう
に非常に厳しい組織運営を行わなければならない状
況に置かれている。そのため、まず収入チャンネルを
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増やすことが必要になるであろう。つまり、観光以外
の事業も手掛けることで、まちづくり役場の収入の増
加と同時に観光以外の収入を得、それによって組織の
安定性を高めることを目指すということである。具体
的には、視察受け入れ事業を通じて構築された地域外
部とのネットワークを生かした事業といったものを挙
げることができる。これは、まちづくりを実践してき
た他地域においてどのような問題点が存在しており、
それをどのように解決してきたのかといった情報を幅
広く集めたりするような活動である。ここでポイント
となるのが、観光に関する情報だけでなく、他産業に
関する情報についても集めることである。これによ
り、㈱黒壁を中心にした観光産業・ガラス産業だけ
でなく、それに関連する産業分野のアクターとのつ
ながりを形成することができ、長浜市中心部におけ
る産業構造が多様性を持つようになると思われる。
こうすることにより、長浜市中心部が観光だけで
はない産業構造を持つようになり、地域産業という
視点から捉えた場合、その安定性が増すといえる。
また、このような活動を効果的に行うことができれ
ば、まちづくり役場自体にも仲介業務としての手数
料収入を得られるほか、産業構造の多様化により新
たな事業展開が見込める可能性が高まるといえる。
支出に関しては、家賃をまちづくり役場の収入額
とリンクさせる形で決めることが必要になると思わ
れる。つまり、まちづくり役場の収入額が増加すれ
ばその分家賃が値上がりし、逆に収入額が減少すれ
ばその分家賃が値下がりするというようなシステム
である。このように、まちづくり役場は自身の組織
運営を持続可能なものにするためにも地域外とのつ
ながりを積極的に活用し、支出に関しても現状に即
したシステムを導入する必要があるように思われる。
注
１）認証法人とは、特定非営利活動法人制度に基づ
いて法人格を付与された団体を指す。
２）認定法人とは、NPO 法人のうち、一定の要件を
満たす法人のことであり、所轄庁（都道府県又は
政令指定都市）から認定されることで、税制上の
優遇措置を受けることができるものを指す。
３）松本は、最も広義で一般的にはあまり用いられな
い例として、
「農業協同組合、生活協同組合、共
済組合、さらに町内会や自治会という団体を指し
ていう場合もある」としている（松本 , 2006 : 38）
。
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４）その他の項目では、「採算・資金繰り」や「人
材」、「組織運営」といったものが高い割合を示し
ている（藤井 , 2012 : 69）。
５）2012 年８月９日、山崎氏への聞き取りによる。
６）2011 年２月 15 日、山崎氏への聞き取りによる。
７）視察や講演事業はまちづくり役場の関係者だけ
ではなく、当時のまちづくりのキーパーソンたち
が無償で業務を引き受けているため、この事業に
よって得られた収益はすべてまちづくり役場のも
のとなっている。
８）そのほかにも、以前は、びわ湖放送㈱とも賃貸
契約を結んでいたが、経営陣の交代などにより、
現在では賃貸契約は結ばれていない。
９）出島塾とは、秀吉博のトータルコーディネー
ターであった出島二郎を講師として迎え、まちづ
くりに関する勉強会を行うために発足した塾のこ
とである。また、黒壁グループ協議会とは、当
時、㈱黒壁の代表取締役専務であった笹原司朗
が、ガラスをコンセプトとしたまちづくりを行う
ために設立した任意団体である。
10）2012 年１月 17 日、笹原・山崎氏への聞き取りに
よる。
11）2011 年２月５日、山崎氏への聞き取りによる。
12）賃貸収入は借りている側から光熱費も徴収して
いるため、収支計算書における項目では「賃貸収
入・付帯光熱費共」と表記されている。
13）㈱京都放送は長浜という地域に密着した番組を
制作し、放送しているが、観光に関する事業をメ
インとはしていないため、ここでは㈱文教スタヂ
オのみを取り上げている。
14）
2011 年 12 月 24 日、山崎氏への聞き取りによる。

業の経営学─新たな公共デザインと社会創造─』
ミネルヴァ書房。
藤井辰紀 , 2012,「NPO 法人の存在意義と経営課題」
『日本政策金融公庫論集』第 16 号。
原田晃樹・藤井敦史・松井真理子 , 2010,『NPO 再
構築への道』勁草書房。
初谷勇 , 2001,『NPO 政策の理論と展開』大阪大学
出版会。
伊吹英子・山内直人 , 2003,「コミュニティ活性化と
NPO の役割」
『都市問題研究』第 55 巻第５号。
小島廣光 , 1998,『非営利組織の経営─日本のボラン
ティア─』北海道大学図書刊行会。
松本渉 , 2006,「NPO の存在理由と組織化との関係」
『日本経営学会誌』第 18 号。
松 本 潔 , 2001,「NPO の 広 報 機 能 ─ そ の 現 状 と 課
題─」
『広報研究』第５号。
内閣府 HP「特定非営利法人の活動分野について」
（https://www.npo-homepage.go.jp/
pdf/1309bunyaichiran.pdf/2014年１月29日閲覧）
。
内閣府経済社会総合研究所 , 2007,「非営利サテラ
イト勘定に関する調査研究について」内閣府
HP（http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/sonota/
satellite/hieiri/contents/pdf/hieiri_gaiyou.
pdf/2014 年１月 29 日閲覧）
。
西川芳昭・松尾匡・伊佐淳編著 , 2001,『市民参加の
まちづくり─ NPO・市民・自治体の取り組みか
ら─』創生社。
野口寛樹 , 2008,「NPO における組織ルーチンの生
成プロセス」
『經濟論叢』182（5-6）。
島田恒 , 2005,『NPO という生き方』PHP 出版。
田中弥生 , 2005,『NPO と社会をつなぐ─ NPO を変

15）
2010 年 11 月 16 日、山崎氏への聞き取りによる。
16）
2011 年 12 月 24 日、山崎氏への聞き取りによる。
17）
2011 年 12 月 24 日、山崎氏への聞き取りによる。
18）2012 年８月３日、山崎氏への聞き取りによる。
19）2012 年７月 23 日、㈱文教スタヂオ田中専務取締
役への聞き取りによる。
20）視察受入れ事業収入が大きく減少したのは、長
浜まちづくり㈱が同様の事業を始めたことがその
要因として挙げれられる（2013 年６月 13 日、まち
づくり役場事務員 H 氏への聞き取りによる）。

える評価とインターミディアリ─』東京大学出版
会。
谷本寛治・田尾雅夫編著 , 2002,『NPO と事業』ミ
ネルヴァ書房。
田尾雅夫・若林直樹編 , 2001,『組織調査ガイドブッ
ク─調査党宣言─』有斐閣。
山内直人 , 1999,「経済システムとしての NPO」『生
活起点』
（19）,4-10。
──── , 2000,「NPO 支援税制の問題点と改革の
方向性」
『税務弘報』Vol. 48, No. 8。
──── , 2000,「NPO の経営基盤強化と自治体の
役割」
『都市問題』第91巻第１号 , 2000年１月号。

参考文献
馬頭忠治・藤原隆信編著 , 2009,『NPO と社会的企

人間文化● 21

NPO 法人の現状と経営課題に関する研究 ─ NPO 法人まちづくり役場の事例を中心に─

Comment
濱崎

一志

人間文化学部地域文化学科教授

本論文は、滋賀県長浜市において 2003 年以来、
継続的に活発な活動を続けている NPO 法人まちづ
くり役場を取り上げ、NPO 法人が町づくりに果た
す役割や、問題点とその要因などを、聞き取りなど
の現地調査で得た一次資料を基に考察し、分析を試
みたものである。
まず、NPO 法人が抱える最大の悩みが、「事業収
入の確保」、「補助金・助成金の確保」、「会費・寄付
の確保」といった経営基盤の確立にあることを確認
し、ついでまちづくり役場の経済的な側面を持つ活
動と非経済的な側面を持つ活動について、一次資料
を基に論述している。さらにまちづくり役場の特定
非営利活動収支計算書をもとに、収入の大部分が⑴
視察受け入れ事業、⑵事務局受託事業、⑶マップ制
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作事業、⑷賃貸収入からなり、観光関連の収入が多
いことから、観光への依存性が高く、その危険性を
指摘している。そして観光に依存しない、多様性に
富んだ事業のあり方について提言した労作である。
ただ、NPO 法人も活動を継続するために様々な
活動費を必要とするものであるが、本来その名称の
通り非営利を謳うものであり、組織としてのバラン
スを問われる点でもある。本論文で取り上げたまち
づくり役場にとどまらず、多くの類例の一次資料を
収集し、比較検討をおこなう必要がある。NPO 法
人が急増したのは事実であるが、すでに活動を停止
した NPO 法人も多い。活動を停止した法人なども
視野に入れた、幅広い展開が期待される。

論文

社会主義期におけるモンゴル・カザフ
の民族音楽の創造
─民族音楽文化の移植と並立する２つのカザフ民族音楽─
八

木

風

輝

滋賀県立大学大学院博士前期課程１回生

第１章

はじめに

1-1. 本研究の目的
カザフ人とは、中央アジアに位置するカザフスタ
ン共和国を中心にして、新疆ウイグル自治区、モン
ゴル国、ウズベキスタンなどに国境をまたがって居
住している民族である。
とりわけ、モンゴル国に住むカザフ人（以下モン
ゴル・カザフ）は、モンゴル国の西部に位置するバ
ヤンウルギー県（地図１参照）に多く住んでいる。
その県都ウルギーには、カザフの民族楽器ドンブラ
のモニュメントやシンボルが存在し、民族音楽がモ
ンゴルに住むカザフ人のエスニックなアイデンティ
ティのシンボルとなっている。
そのバヤンウルギー県のカザフ音楽とカザフスタ
ンのカザフ音楽を聴き比べてみると不思議なことに
気付く。モンゴル・カザフの民族音楽は歌を伴った
曲が多く演奏されているのに対し、カザフスタンの
カザフ音楽は、キュイと言う民族楽器ドンブラのみ
の独奏曲が多く演奏されているように私は感じた。
つまり曲の内容に関しては、カザフスタンとモンゴ
ルのバヤンウルギー県では異なるといえる。
その一方で、不思議なことにカザフスタンとモン
ゴル・カザフの間で演奏される楽器（ドンブラ）の
形状、演奏の仕方、一見すると「民族音楽」には似
つかわしくない「オーケストラ」方式の楽団の組み
方といった「演奏法」の点においてほとんど差異が
ない。
そもそも「民族音楽」といったとき、一つの民族
が全く同質の音楽文化を持っているということは考
えられない。それぞれの民族文化には地域差という
ものがあり、地域によって文化は異なってくるのは
当然のことだからである。それが国境によって「民
族」が分断されてしまった場合、文化的な差異は広
がっていく傾向にあることはいうまでもない。
例えば、モンゴルの馬頭琴を事例にとった場合、
モンゴル国と中国内モンゴルでは、楽器の形状も異
なるし、演奏される曲も異なる。また演奏法もかな
り異なっていることが知られている。ところが、カ
ザフスタンとモンゴル国バヤンウルギー県では、曲
の内容は異なるが、演奏法はほとんどかわらない。

こうした音楽文化における国境を越えた「異質性」
と「同質性」の同居は、なぜ生まれたのか。そし
て、モンゴル国のカザフ民族音楽とカザフスタンの
カザフ民族音楽は、別々の国の民族として制度化さ
れた結果、異なっている可能性があるのではないか
という疑問を持った。
本研究は、モンゴル国に居住する少数民族である
カザフ人ディアスポラの社会主義時代における民族
音楽の創造過程について、ソ連にかつて属していた
カザフスタンとモンゴル人音楽家やモンゴル人民共
和国 家とのかかわりに注意しながら考察するもの
である。私が本論で提唱するのは、カザフスタンか
らモンゴル国バヤンウルギー県への音楽文化の「移
植」という概念である。おそらく、モンゴル国のカ
ザフ民族県であるバヤンウルギーは、社会主義時代
にカザフスタンから音楽文化を「移植」することで
彼らの「民族音楽」をつくっていったのではない
か？ もちろん、単純にカザフスタンから文化が移
植されたとするならば、異質性との同居は説明でき
ない。
そこで本論では、社会主義時代にモンゴル国がモ
ンゴル・カザフのローカルな民族音楽がいかにして
形成されてきたのか、カザフスタンやモンゴル人民
共和国中央（首都）とのかかわりに注目しながらカ
ザフの集団をどのように扱い、それに対してカザフ
人たちがカザフ民族音楽を創り出してきたかに関し
てその「相互交渉」をキーワードに変遷を追うこと
で明らかにしていきたい。
1-2. 先行研究
1-2-1. 社会主義とポスト社会主義の民族音楽に関
する先行研究
いわゆる民族音楽は「民族文化」に包含される概
念である。この節では、社会主義時代とポスト社会
主義における民族文化に関する渡邊日日の総括に触
れた上で、モンゴル国を中心とした社会主義圏の民
族文化や民族音楽についての議論を紹介していきた
い。そしてモンゴル国内の少数民族の文化に関する
先行研究を取り上げ、本論文で考察する対象の位置
づけを行う。
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渡邊によると、社会主義下での民族文化とは、ス
ターリンテーゼ（内容において社会主義的、形式的
において民族的）という方針に沿って建設された。
つまり、社会主義イデオロギーに反しない社会主義
以前の民族文化を用いて、社会主義的民族文化を建
設したという［渡邊 1999 : 3-8］。
このように建設された民族文化に関して人類学者
は２つの論調から言及する風潮があるという［渡邊
1999 : 3］。１つは抑圧論といい、社会主義の浸透に
よって、各民族の文化がソ連式の文化に「抑圧」さ
れたと考えるものである。もう一つは発展論とい
い、社会主義時代に遂行された政策によって、各民
族文化が「発展」したと論ずるものである。渡邊
は、人類学者がこの２つの論に準じて論じるのでは
なく、各民族にとって「民族」や「文化」がどのよ
うな意味や歴史背景を持つのかを分析する必要があ
ると述べている［渡邊 1999 : 3］
ソ連の強い影響下で社会主義国となったモンゴル
国では、いささか特殊な形で「民族文化」≒国民文
化の形成がなされた。すなわち、モンゴル国には現
在 17 のエスニック・グループがいるが、社会主義
時代のモンゴル人民共和国では、国内の人口の 80%
を占めるハルハ人の文化を中心に「モンゴル民族文
化」の建設が進められた［Bulag 1998］。そして、
ハルハ人以外のモンゴル系・トゥルク系のマイノリ
ティは、エスニック・グループⅰ）としてモンゴル民
族文化の基礎となったハルハ人の文化に適応するこ
とが求められた。
モンゴルにおける社会主義時代の民族音楽の形成
に関しては、ピーター・K・マーシュの研究がある。
マーシュは、渡邊の批判した「抑圧論」的な視点に
立ち、馬頭琴が社会主義時代とポスト社会主義時代
のモンゴル国において国家のシンボルとして利用さ
れる過程を論じた。彼によると、社会主義以前に演
奏されていた馬頭琴は、社会主義を経過する過程で
過去の遺産として抑圧される一方、西洋の楽器技術
の影響を受けながらモンゴル固有の楽器かつ、モン
ゴル国のシンボルとして利用されてきたという。
［Marsh 2009］。
一方、日本では、青木隆弘［2010］が民族楽器に
注目した上で社会主義時代のモンゴル民族音楽の形
成について論じている。青木によると、現在のモン
ゴルで用いられる多くの民族楽器は、1960 年代に
ムルドルジが中心となって改良したものであるとい
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う。こう述べた上で、青木は「創られた伝統」論に
依拠して、モンゴルの民族音楽はソ連による文化政
策の一環として創造されたのだと論じた。すなわ
ち、楽器の改良、オーケストラの結成、曲の採譜が
政策的に行われた上で、民族音楽の創造が果たされ
た。青木の議論は、マーシュの「抑圧論」的な社会
主義時代の民族文化形成に対して、社会主義時代の
民族文化の形成を論じた点において評価ができると
いえよう。青木が着目した楽器の改良に関して、当
然改良の対象とならなかった楽器も存在するが、そ
の一つに「バヤンウルギー県のカザフの楽器」が含
まれている。
しかし現在モンゴルで使われているカザフの楽器
が社会主義時代にどのような扱いを受けてきたのか
については研究の対象外であったので言及されてい
ない。言い換えるならば、社会主義時代のモンゴル
における「カザフ民族音楽」の形成に関する論文
は、ほとんど見当たらないのである。
ここで注目したいのは、カザフスタンにおける民
族音楽文化の形成に関して、東田が青木と同様の結
論に達しているという点である。東田は、カザフス
タン共和国における民族音楽の成立について、「民
俗音楽」が「民族音楽」としてプロフェッショナル
な舞台へと発展していく過程について論じた［東
田 1999a、1999b］
。カザフスタン地域は、19 世紀
に帝政ロシアによって併合された。その時に、帝国
内部で行われていたのは、ロシア人による民俗音楽
（フォークロア）の採譜であった。この活動は 1920
年代にカザフ人自身の教育のためという名目で国家
の政策として行われ、1930 年代にスターリンテー
ゼに基づいて民族文化が作られる際、音楽教育機関
の設立、民俗音楽の採譜、楽器改良と民族楽器オー
ケストラの設立、楽譜の導入、音楽史の創造と言っ
た政策がとられたという［東田 1999b］
。
このように、ロシアや西洋音楽的要素を取り入
れながら、「民族音楽」を形成したという点におい
て、まさにモンゴルとカザフスタンは、パラレルの
関係にあったわけである。
一方、ポスト社会主義時代におけるモンゴルのカ
ザフ民族音楽に関しては、ポスト［Post 2007］に
よる専論があるのみである。ポストは、マーシュが
語った馬頭琴をシンボルとするハルハ人に対し、モ
ンゴル国に居住するカザフ人はドンブラという民族
楽器の演奏を通して想像された故郷と歴史の接合を
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通じて、カザフ人内の結束を強めようとしていると
論じた。ポストによると、彼らが用いるドンブラに
よる音楽の実践や楽器の製作は、バヤンウルギー県
の社会的な状況を反映しているという。例えば、彼
らはモンゴルの地名や風景、彼らの祖先に関して歌
うことで、彼らと他の国に住むカザフ人との差別化
を図ろうとしたり、自身のアイデンティティの構築
を行っているという。そのような実践と行動は、
そのコミュニティの団結を強める効果があり、そ
れは、ポスト社会主義に台頭してきたハルハ・ナ
ショナリズムに呼応して起こったものであるという
［Post 2007］。
ポストの論文は、ポスト社会主義の少数民族がど
のように多数派であるハルハ人に対抗しているの
かについて明らかにしている。しかし、カザフ対
モンゴルの対立する図式のみでしか論じられておら
ず、カザフ人のローカルな音楽実践に焦点を置く
あまり、カザフスタンのバヤンウルギーに与えた影
響や、モンゴル人あるいはモンゴル政府による民族
音楽政策との相互交渉の視点がないという点におい
て、議論が単純であると言えよう。
また、ポスト社会主義を論ずる際に書かれるべ
き、社会主義時代の民族文化の生成に関する歴史的
な過程が検討されておらず、議論が一面的であると
いえる。そのためには、カザフ人がドンブラという
民族楽器、ひいては民族音楽文化がどのように社会
主義時代に創られたのかを検証する必要があると思
われる。
意外な話であるが、モンゴルとカザフの民族文化
を単純な対立図式ではなく、相互交渉的な「民族音
楽」形成の過程として最初にとらえたのは、社会主
義時代のモンゴル・カザフの研究者であるカビダシ
であった。カビダシは、モンゴル・カザフのフォー
ク ロ ア（ 民 俗 音 楽 ）に 関 す る 概 要 を 記 し て い る
［Kabidash 1975］。 彼 に よ る と カ ザ フ の 民 俗 音 楽
が、モンゴル人民との相互作用（Vzaimodeystvo ）
によって出来たものであり、モンゴル人民共和国の
社会主義的文化がカザフ人のフォークロアに流入し
ているとしている。ここで重要なのは、モンゴル国
のカザフ民族音楽が、カザフ音楽単体で成立したの
ではなく、モンゴル人民の影響を受けて成立したと
するところである。しかし、この論文ではこのモン
ゴル人民の影響とは、どのようなものであったのか
という具体的に検証されていない。したがって、カ

ザフスタンやモンゴルとの「相互作用」が具体的に
どのような過程でなされてきたのかを明らかにする
必要がある。
青木が捨象したモンゴル国内の少数民族の民族
文化に関して、上村明は、社会主義時代における
「上」からの民族文化の制度化とポスト社会主義時
代における「民族文化」を視野に入れて論じてい
る［上村 2000］。上村は、モンゴル西部に居住する
アルタイ・オリアンハイが所有する英雄叙事詩に注
目した。英雄叙事詩は、社会主義時代に、メディア
の発達によって芸能として「発見」された［上村
2000］
。すなわち、社会主義時代に少数民族の音楽
文化≒英雄叙事詩が、社会主義思想を知らないモン
ゴル民族を啓蒙するといった理由で、芸能として再
「発見」されたのだという。
以上のような先行研究を踏まえた上で、本論で
は、ソ連邦に属していたカザフスタンおよびモンゴ
ル人民共和国政府に属するモンゴル人からのモンゴ
ル・カザフ文化への働きかけとローカルなレベルで
のモンゴル・カザフによるカザフ民族音楽の形成の
双方に着目した上で、民族音楽の形成を論じていき
たい。
1-2-2. モンゴル・カザフに関する先行研究
以上で述べてきたように、モンゴル・カザフの音
楽文化、民族文化に関する先行研究はほとんどない。
しかし、この地域にすむカザフ人が、社会主義崩
壊後にカザフスタンへと多数移住したことを受け
て、移民、そしてディアスポラとしてのカザフ人研
究が、社会学、人類学的な見地からなされている。
この地域の研究で一番の功績を残しているのは、ダ
イナーである。彼は、移民としてカザフスタンに
渡ったカザフ人の領土意識に関して、その歴史的変
遷を追うとともに、カザフスタンに移住したモンゴ
ル・カザフがどのような領土意識を持つのかを調査
した［Diener 2009］
。
一方で、日本では、バヤンウルギー県出身のバト
トルガが、社会主義後に起こったカザフ人の伝統の
復興をエスニシティと関連付けて論じている［バト
トルガ 2007、2008］
。
また、モンゴル・カザフの文化、とりわけ刺繍に
焦点を当てたものに、［廣田 2013］があげられる。
しかし、以上の３人に共通して、社会主義時代のモ
ンゴル・カザフの文化や社会状況がほとんど顧みら
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れておらず、現状を述べているに過ぎない。そのた
め、本論文では、社会主義に行われた、民族文化の
創造を、民族音楽の視点から論じていきたい。
1-3. 対象とする地域
本研究で対象とする地域は、モンゴル国の最西
部に位置するバヤンウルギー県である（地図１参
照）
。バヤンウルギー県は、首都ウランバートルか
ら約 1700 ㎞西に位置し、中国の新疆ウイグル自治
区とロシア連邦アルタイ共和国・トヴァ共和国に国
境を接し、国内では東をホブド県、北をオブス県と
接している。面積は約 45800 平方キロメートルであ
る。県の中心地はウルギー郡（ソム）で、県下には
県センター（県庁所在地）であるウルギー郡を含め
た14の郡がある。2010年の県の人口は88056人であっ
た［BÖASKH 2013 : 40］。
バヤンウルギー県のおもな産業は牧畜である。
2012 年の統計では、羊が 574376 頭、山羊が 693032
頭、牛が87198頭、馬が51705頭、ラクダが4192頭、
全体で 1410503 頭であった［BUASKH 2013 : 59］。
主な民族構成は、カザフ人が 76714 人で 90.1 ％、オ
リアンハイ人が 5304 人で 6.2 ％、ドゥルベド人が
1564人で1.0％となっている［BÖASKH 2013 : 50］
。
1-4. 調査方法
本研究では、社会主義時代に民族音楽がどのよう
に創られたかに関して論じる。そのため、以下の調
査方法を用いる。１つは文献による調査であり、そ
してモンゴル国で行うフィールドワークである。文
献調査においては、社会主義時代の民族音楽という
ものがいかに作られてきたのかに関して、文献や新
聞記事を用いて調査した。
また、モンゴル国でのフィールドワークでは、
2013 年８月から 10 月までの２ヶ月間モンゴル国に
赴き、社会主義時代の文化実践を知る人々に、カザ
フ民族音楽に関してインタビューを行った。
1-5. 本論文の構成
第１章では、本研究の目的と先行研究、そして調
査地域に関して述べる。
第２章で、1950 年代におけるモンゴル・カザフ
の民族音楽の成立過程について、カザフスタンとの
関係を視野に入れながら、劇場の落成とオーケスト
ラ設立の際のコンサート、そしてバヤンウルギー県
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文化芸術の 10 日間の式典を通して検討する。
第３章では、1960 年以降のモンゴル・カザフの
民族音楽状況について検討する。その際、モンゴル
国の中央でカザフ音楽を歌ったモンゴル人に焦点を
当てる。最後に本論文で述べてきたことを終章でま
とめておきたい。

第2章 「移植」される民族音楽とローカリ
ティの欠如（1950 年代を中心に）
モンゴル・カザフの人々は、モンゴル人民共和国
という枠組みの中でいかに「民族音楽」を生み出し
てきたのだろうか。本章では、1950 年代にバヤンウ
ルギー県で行われたカザフ音楽に関わる事象を取り
上げ、どのようにカザフ人がカザフ音楽を演奏して
きたのかをソ連（カザフスタンを含む）からの文化の
「移植」を念頭に置きながら明らかにしていきたい。
2-1. バヤンウルギー県におけるカザフ音楽の実践
2-1-1. カザフスタンからの音楽文化の「移植」
社会主義初期におけるモンゴル・カザフの「カザ
フ音楽」の実践は不明な点が多い。バヤンウルギー
において、どのような民俗音楽が実践されてきたか
を記した資料も筆者の知る限りほとんどない。
明らかなのは第二次世界大戦期ごろから、この地
域において社会主義文化が建設されはじめたという
ことである。
まず、1940 年にバヤンウルギー県において「ク
ラブ」と呼ばれる文化施設ⅱ）が完成し、そこにカザ
フ人芸術家らが活動しはじめた。クラブでは、作家
の B. アフタンをリーダーとして、後のバヤンウル
ギー県音楽ドラマ劇場の劇団員となる多くの芸術家
が活動していたことがわかっている［スルタン・ゾ
ルカフィリ 2013 : 87］。しかし、この「カザフ民族
音楽」の黎明期において、いったいどのような音楽
が演奏されていたのか、どのような楽器がつかわれ
ていたのか、歌は歌っていたのか、現在のところ私
の手元には資料はない。県誌からうかがわれるの
は、音楽活動が行われていたという点のみである
［スルタン・ゾルカフィリ 2013 : 87］
。
1950 年時点で、バヤンウルギー県には２つのク
ラブと 13 の赤い家が存在していた［Mongolkhüü
2009 : 317］
。そのクラブの芸術家らは、
「バヤンウ
ルギー県設立 10 周年祭」などの式典で演奏を行っ
ていた［Baast 1951］ことが記録として残ってい
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る。 そ の 後、 ２ つ あ っ た ク ラ ブ の う ち の １ つ が
1956年にバヤンウルギー県音楽ドラマ劇場となり、
そこでは演劇、舞踊、音楽の３クラスによって構成
される音楽集団が活動を行った［スルタン・ゾルカ
フィリ 2013 : 91］。そして、1959 年にはバヤンウル
ギー県音楽ドラマ劇場付属として、カザフ民族楽器
オーケストラが設立された。
ただはっきりしていることは、これらの音楽文化
の形成にあたって、カザフスタンの存在が決定的で
あったということだ。例えば、モンゴル・カザフの
民族音楽の創成期に活躍した者たちは、ほとんどカ
ザフスタンやソ連へ留学した者たちだった。例え
ば、カビケイは、1958 年にカザフスタンのアルマ・
アタにある音楽学院に１年間留学し、多くのカザフ
スタン製の音楽をバヤンウルギーに持ち帰った。カ
ビケイによってバヤンウルギーに持ち帰られた曲
は、カザフスタンでは非常に有名なクルマンガゾや
ディナ、タティンベット、ダウレトケレイといっ
た作曲家のキュイ（ドンブラの独奏曲）であり、こ
れらの曲がモンゴル国で演奏されるようになった
［Töleukhan, Iskak 1981 : 69-77］。また、1961 年に
は、モサイフがアルマ・アタ音楽院に留学してい
る。彼は、それと同時にアルマ・アタの「クルマン
ガゾ記念民族楽器オーケストラ」で演奏も行ってい
た。また、カザフスタンではないが、アフメトベッ
クも 1950 年代末にモスクワのチャイコフスキー記
念レーニン音楽院付属音楽学校に留学していた。
このように、カザフスタンやソ連圏への留学は
1950 年代末からたて続けて行われたことがわかっ
ている。管見の限りでは、後に代表的な音楽家と
なった上記２名とムサハンの計３人がカザフスタ
ンやソ連に留学し、アルマ・アタの音楽院で音楽
教育を受けていることがわかっている［Töleukhan,
Iskak 1981, Sultan and Zul’kafil’2009］。
一方、カザフスタンからバヤンウルギー県へオー
ケストラの指導のため音楽教師が派遣されてきて
いた。『バヤンウルギーの音楽文化』によると、
バヤンウルギーにおける 1959 年のカザフ民族楽器
オーケストラの設立に際して、ソ連籍のタスタノ
フ・ハビドルダ、ゾヤ・ジャラスバエバといった
人々が、カザフスタンから招集されてバヤンウル
ギーで音楽の教授を行っている［Töleukhan,Iskak
1981 : 40］。 そ の 後、1960 年 か ら 1962 年 の 期 間 に
は、タスタノフに代わり、ムラザベコフが赴任した

［Azattyk radiosy 2009］
。
カザフスタンからの音楽文化の移植は、これだけ
にとどまらない。1958 年には、バヤンウルギー県
のカザフ民族楽器オーケストラの設立のために、カ
ザフスタンの楽器職人による民族楽器の改良ⅲ）も行
われたのである。
その楽器改良のためにカザフスタンから招集され
た代表的な人物として、コブズの楽器職人である
カマル・カシモフが挙げられる［KRBGMU 2010 :
390］
。彼は 1930 年代にオーケストラの演奏に耐え
うるコブズを製作しており、来モ時にも、オーケス
トラの楽器に対して、カザフスタンと同じ改良を施
したと考えられる。すなわち、コブズの音程の変更
と大きさを変えることで、バスとコントラバス音域
のコブズを導入したと考えられる。
他にも、カパル、ロブサンスレン、バヤンデルゲ
ルらが、当県におけるカザフ民族楽器の改良に携
わっているが、彼らの経歴や、楽器の改良に関する
その詳しい資料は見つかっておらず、詳細は検討で
きていない。
まとめると、曲、楽器の改良、演奏法などにおい
てソ連のカザフスタンから全面的に音楽文化を「移
植」させることで、ソ連型の「民族音楽」というも
のが、モンゴル国バヤンウルギー県で創られてきた
ことが理解できる。そうした民族音楽を演奏する組
織として 1959 年に設立されたのが、ヨーロッパで
生まれた「オーケストラ」概念を民族音楽に適応
させた「バヤンウルギー県民族楽器オーケストラ
（Aimaqtıq Ult aspaptar orkestri ）」 と い う 名 称 の
組織であった。
トゥレオハーンとイスカックによると、この民族
楽器オーケストラ設立の目的は、「県の文化組織や
音楽のプロフェッショナル化」
［Töleukhan, Iskak
1981 : 38］なのだという。
東田は、1930 年代のカザフスタンにおけるフォー
クロアが民族音楽への発展するものという前提で政
策として行われた［東田 1999b : 17-18］と言う。し
かし、ここで注意したいのは、モンゴル・カザフに
とってのフォークロアとはなんだったのだろうか。
明らかにバヤンウルギーでは、民俗音楽の採譜が行
われる前に、カザフスタンから音楽教師を迎えた
り、カザフスタンに留学したりすることで近代音楽
の「輸入」が先に行われていたのである。
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2-2-2. ウルギーでのコンサートにみるカザフ「民
族音楽」
前項で見たように、1950 年以降のモンゴル・カ
ザフの音楽はカザフスタンの音楽家や技術を取り入
れる（移植する）ことで成立したといえるだろう。
そうであるならば、この当時行われていたコンサー
トではどのような曲が歌われてきたのだろうか。バ
ヤンウルギー県音楽ドラマ劇場では、代表的なコ
ンサートとして 1956 年の劇場落成記念コンサート
と 1959 年のバヤンウルギー県民族楽器オーケスト
ラ設立記念コンサートが行われている。他方、1960
年の年末にはウランバートルにおいて、バヤンウル
ギー県文化芸術の10日間が開催された。本節では、
上記の３コンサートで歌われた「カザフ音楽」とは
どのような曲であったかを明らかにして論じたい。
2-2-2-1. コンサートの演目─劇場落成記念コンサー
トの場合─
1956 年の３月 15 日にウルギーで行われた、バヤ
ンウルギー県音楽ドラマ劇場落成記念コンサート
は２部構成でモンゴル語、カザフ語、ロシア語で
音楽と踊りが演奏された。そのプログラムの内容
［Töleukhan,Iskak 1981 : 8-11］を翻訳すると以下の
とおりとなる。

ンスレン）
８． ブリヤートのヨーホル舞踊（音楽監督：セヴ
ジッド、音楽：ダムディンスレン）
９．カルカシ（作詞：ダニエル、作曲：ヒバトドル
ダ、）
 ネグデルの羊飼い（作詞：アルガンバイ、歌：
ヌスケイ、ドンブラ演奏：ヒバトドルダ）
10．青年の踊り（踊りの創作：ハンドスレン、作曲：
アフメトベック、演者：サナイ、ラシ、シェリク
バ、マンケイ）
11．われらの土地：民謡（キュイ）
 あなたも若者の興味を（作曲：エスパエヴ、作
詞：アリムバエフ、女性のアンサンブルで演奏）
12．バルジンヘール：民謡
 白鳥の湖：民謡（キュイ）
（指揮：カビケイ、演
奏：ドンブラ奏者らのアンサンブル）

第１部
１．党の歌（作詞：チミド、作曲：ゴンチンソムラー）
２．ソヴィエト青年のマーチ（作詞：ドルマトーフ

第２部
１．ヴォルガ川にて（作詞：B. ユンジャニン、音楽：
L. プリュースニン）
 娘と青年：
（作詞：アルガンバイ、音楽：ダムディ
ンスレン、歌手らの演奏）
２．６つの歌：
（作曲チャイコフスキー）
 青々とした山（モンゴル民謡（アフメトベック
の演奏）
）
３．３人の子どもの踊り（構成：セヴジッド、音楽：
ファイゾルダ、演者：シェリクバイ、マンケイ、
ヤンジヴ）
４． 平穏な人生：（作詞：ダニエル、音楽：ダワー
ドルジ）
娘（同上）

スキー、作曲：トッリコヴティキ）
３．ホブド川の娘に（作詞：アルガンバイ、作曲：
ダムディンスレン、ソリスト：カリトルダとその
他の全歌手らが参加して演奏）
４． オリアンハイの踊り（ドンブラ演奏：コサイ
ン、演者：バヤンダリ）
５．ソルジェケイ（民謡）
光よ：（民謡）
 セグズ・アヤク（作詞作曲：アバイ・クナンバ
エフ、演奏：ヒバトドルダ）
６．スカーフの踊り（演者：セヴジッド、作曲：ダ
ムディンスレン）
７．馬を持つ青年（作曲：カビケイ、演出：ダムディ

15 の月：モンゴル民謡（奏者：ザハン）
５．アルジェリアの「結婚式」の踊り（演者：ハン
ドスレン、シェリクバイ、マンケイ、ヤンジヴ、
サムジッド）
６．同世代の人々よ：カザフ民謡（作詞作曲：アバ
イ、男性によるアンサンブルの演奏）
薄眉のへ方への挨拶（同上）
７．春に（作詞：ベガリン、作曲：ムシン）
 素晴らしきこの手紙（作詞 : アバイ、音楽：モ
ハメトジャノフ）
８．ウクライナ人の踊り（構成：セヴジッド、踊り
子らによる演奏）
９．平和の唄（作詞：シャケノフ、音楽：ブルシロー

バヤンウルギー県音楽ドラマ劇場落成記念コンサー
トのプログラム
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フスキー）
マーチ：
（作詞：アフタン、音楽：ヒバトドルダ）
10． 鉄道：
（作詞 : ヒャムスレン、作曲：モンゴル
人民共和国 労働英雄 ムルドルジ、全歌手・音楽
家の演奏）
このプログラムにおいて注目すべき点は、第１部
がモンゴル国内のカザフを中心としたモンゴル国内
のエスニック・グループの音楽で構成されているの
に対し、第２部ではモンゴル国外、とりわけソ連で
活躍した音楽家の演奏と区分されているところであ
る。
具体的に言うならば、第１部では全12曲のうち、
２曲が不明（11：われらの土地、12：バルジンヘー
ル）
、１曲（11-2：あなたも若者の興味を）がカザフ
スタンの作曲家による現代創作曲で、６曲（２：ホ
ブド川の娘に、６：スカーフの踊り、７：馬を持
つ青年など）が、モンゴル・カザフの作曲家による
創作曲である。民謡は３曲（5-1：ソルジェケイ、
5-2：光よ）あるものの、これらはバヤンウルギーの
民謡ではない。すなわち、上記のプログラムの中に
バヤンウルギーで生まれたローカルな民謡がほとん
ど含まれていないのである。
一方、第２部を見ると、ロシアの作曲家である
チャイコフスキーの音楽を始めとして、ソ連傘下の
共和国を構成するさまざまな民族の音楽や踊りで構
成されていることが理解できる。これは、ソ連が当
時掲げていた、インターナショナリズムと密接にか
かわるものであろう。
このように、バヤンウルギー県の劇場が完成した
ことで、劇場という「民族文化」の発展の場が整え
られたが、そこで演奏されたのは、モンゴル・カザ
フのローカルな民族音楽が中心ではなかったのであ
る。
2-2-2-2. コンサートの演目─民族楽器オーケストラ
設立記念コンサートの場合─
一方、劇場落成３年後の 1959 年には「バヤンウ
ルギー県民族楽器オーケストラ」が設立される。そ
の過程で、1958 年からオーケストラ設立の準備が
行われるようになり、カザフスタンとの音楽におけ
る交流は一層強いものとなった。
1959 年 12 月 31 日 に ウ ル ギ ー の 劇 場 で 行 わ れ た
設立記念コンサートでは、その影響を受けたこと

で、モンゴルの民謡は全 21 曲中２曲しか演奏され
ていない。言い換えるならば、プログラムのほと
んどがカザフ音楽（カザフスタンとモンゴル・カザ
フの作曲家・演奏家が作曲した曲）であり、それら
がオーケストラによって演奏されていたのである
［Töleukhan, Iskak 1981 : 40-41］
。
ここで注目したいのは、実際カザフスタン出身の
タスタノフが、このコンサートの半分以上の演目に
関与していることである。彼は、自身が作曲した
「カザフの踊り」や、オーケストラの指揮者として
活躍した。また、カビケイが習得してきたカザフス
タンのキュイ（ドンブラ独奏）の演目が、ここでは
取り入れられている。例えば、クルマンガゾ作曲の
「アダイ」や、
「カザフ・マーチ」などは、カザフス
タンから持ち込まれた曲であった。
一方で、モンゴル・カザフが作曲した曲をオーケ
ストラが演奏するということも行われたこともわ
かっている。
以上で述べてきたように、1956 年の劇場の落成
コンサートやオーケストラ設立記念コンサートで
は、その演目の大部分にカザフスタンのカザフ人た
ち、そしてカザフスタンのカザフ音楽によって作曲
された曲が採用されていた。
また、前節でも述べたが、キュイの習得のために
モンゴル・カザフの音楽家がアルマ・アタを訪れて
いることにも注意したい。すなわち、モンゴル・カ
ザフの人々は、この時期にソ連の一共和国であった
カザフスタンから音楽文化を「輸入」する形で「民
族音楽」を創っていったと考えられる。それは、バ
ヤンウルギーという場所のローカリティが欠如した
「民族音楽」でもあったのである。
2-2-3. バヤンウルギー県芸術文化の 10 日間で歌
われたカザフ音楽
こうしたバヤンウルギーの「カザフスタン」から
移植されたカザフ文化は、不思議なことにモンゴル
人民共和国の首都ウランバートルでは、かなり風情
の異なる形で紹介されている。
具体的な例として挙げられるのが、1960 年の 10
月から 11 月にかけてウランバートルで行われた、
「バヤンウルギー県文化芸術の 10 日間（Bayan-ölgiy

aimagının Madeni-uner onkün ）」と呼ばれるイベン
トである。このイベントⅳ）はバヤンウルギーの「文
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化」が首都で初めて紹介されたものでもある。
「バヤンウルギー県文化芸術の 10 日間」は、バヤ
ンウルギー県設立 20 周年を記念して、1960 年 10 月
27 日から 11 月５日まで、ウランバートルの中央ド
ラマ劇場を中心にして行われた。この 10 日間の間
には、バヤンウルギー県で食されている料理のレ
ストランやカザフの伝統的なスポーツも行われた
［Argynbay 1961 : 83-85］。まさにバヤンウルギー
県の文化、とりわけカザフ文化の紹介のための式典
であるといえよう。
ここでは、このイベント中に催されたコンサート
において、どのような音楽が演奏されていたか、と
いった問題やその背景を検証することで、モンゴル
人の側のモンゴル・カザフ音楽への介入について考
えてみよう。ただし、当時のことを知る人は少な
く、本論において検証する資料は、当時の『バヤ
ンウルギー県文化芸術の 10 日間とは』［Argynbay
1961］という 90 ページ弱のパンフレットに依拠し
たことを断っておきたい。
ここで演奏された代表的な演目は、ブキシの演
奏 に よ る モ ン ゴ ル 民 謡「 一 枚 の 布 に よ る テ ン ト
（Dangiin dawuu maikhan ）」とカザフ民謡「素晴
らしい （
! Tamasha ）
」
、アフマディによる「刈り入
れ（Jonyp aldi ）」、ザハンによるカザフ民謡「カラ・
ジョルガ（Qara jorga ）」、モンゴル民謡「十五夜の
月（Arwan tawny sar ）」、ヒバトドルダのドンブラ
によるモンゴル歌謡「艶やかな黄褐色の馬（Gangan
khul ）」であった［Argynbay 1961 : 19-20］。また、
カザフスタンのキュイ（ドンブラ独奏）である「サ
リ・アルカ（Sari arka ）」も演じられた。
以上にあげたように、バヤンウルギー県音楽ドラ
マ劇場の劇団員は、このステージ上で、カザフ民謡
とモンゴル民謡の両方を歌っていた。
また、２つの演劇も演じられた。１つは、「青々
とした穀物（Jasil dun ）」という演劇であった。こ
の戯曲は、モンゴル・カザフ人であるホルマンハー
ンがカザフ語で書いたもので、モンゴル人のツェン
デーフーがその監督を務めた。全ての配役がカザフ
人の作品であった。主演アイナの役をショルパン、
彼女の兄の役をドゥイセンビ（共にモンゴル・カザ
フ）が演じた。この作品は、社会主義路線を取っ
た地方の遊牧社会において、どのように社会主義
が浸透し、何が変化したのかを描いた作品である
［Argynbay 1961: 46-50］。そこでは、カザフの衣装
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や カザフ文様を縫うことといったカザフの民族文
化の表象が行われていた。
２つ目に、
「エルティシ川の曲（Ertis Jirrlari ）」
という演劇が演じられた。これは、アルガンバイに
よる作品で、劇中歌はツェレンドルジが作曲した。
劇中歌とあるように、この演劇は音楽の要素が強い
劇であった。例えば、演奏ではドンブラとコブズと
サバズガⅴ）が使用され、演劇内でアイトスⅵ）が演じ
られた［Argynbay 1961 : 54］
。
このツェレンドルジはモンゴル人でありながら
も、このようにモンゴル・カザフの劇場でカザフ
音楽の作曲を行っていた。彼は、1927 年に現在の
ヘンティ県で生まれ、1945 年から 50 年の間、モス
クワの音楽学校で学んだ後、1958 年からバヤンウ
ルギー県のオーケストラで音楽の教師として活動し
た。そこで彼は、モンゴル語の曲のみならず、カ
ザフ語による曲も作曲した［Argynbay 1961 : 5253、Mongolkhüü 2009 : 738-742］
。
このコンサートで注目できる点は、カザフスタン
やバヤンウルギーとは異なる風貌をした「カザフ音
楽」がウランバートルで提示されている点である。
具体的にいうならば、以下の２点が挙げられる。
第一に演奏曲についてモンゴル民謡を含めた上で
パッケージ化されて「バヤンウルギー県の文化」と
して紹介されている点。
第二に演劇の劇中音楽に関して、モンゴル人作曲
家が参加していること。
この２つの指摘に関して、モンゴル民謡の演奏
や、モンゴル人作曲家の参加は、バヤンウルギー県
でコンサートを行われる際には、最小限にされてい
る点も気になる。
こうした点が指摘できるものの、今回の調査で
は、当時のモンゴル人民共和国政府あるいは人民革
命党がこのコンサートに具体的にどのように関与し
たのかについて、資料を見つけることはできなかっ
た。少なくとも、バヤンウルギー県でほとんど演奏
されないモンゴル民謡を演奏したり、劇中音楽にモ
ンゴル人作曲家の音楽を採用したりと、かなりモン
ゴル要素を取り入れた形で「バヤンウルギー県のカ
ザフ文化」としている点は注目に値するだろう。
以上論じてきたように、1950 年代のカザフ音楽
とは、カザフスタンから音楽文化（民族音楽、楽器
改良の技術）を取り入れることで、形成されてきた
と言えるだろう。そのため、各コンサートで歌われ
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る音楽には、バヤンウルギー県の民謡は演奏される
ことがほとんどなかったのである。

第３章 二つの「モンゴル・カザフ民族音楽」
の創造（1960 年～ 1980 年代）
1950 年代にカザフスタンからの音楽文化の「移
植」を受けたモンゴル・カザフ音楽がローカルな独
自性を形成しはじめたのは、1960 年代になってか
らのことである。1960 年代に入ってから、モンゴ
ル・カザフの民族音楽、その中でも民族楽器オーケ
ストラでは西洋やロシアの楽器を用いて、その民族
音楽の演奏を行った。すなわち、あくまで西洋近代
と融合したソ連型の「民族音楽」の形式をとりなが
らも、その枠組みの中で彼らは、バヤンウルギーの
ローカリティを意識した音楽文化を形成しはじめた
といってよい。
その一方で、モンゴル人民共和国の首都ウラン
バートルでは、モンゴル人の手によって創られた
「カザフ音楽」が演奏されるようになる。すなわち
採譜されたローカルな曲やカザフスタンの音楽が、
モンゴルの楽器によって演奏され、モンゴル人歌手
によってモンゴル語で歌われるようになるという事
態である。
本章では、その過程をバヤンウルギー県における
カザフ音楽の創造とモンゴル人によるカザフ音楽の
２つの異なる「モンゴル・カザフ民族音楽」が創造
されていった過程を論じる。
3-1. バヤンウルギー県でのカザフ音楽の実践
3-1-1. モンゴル・カザフの民俗音楽の採譜
1950 年代、バヤンウルギーの劇場で演奏される
「カザフ音楽」がカザフスタンからの「輸入品」が
ほとんどで地元の民謡はほとんど演奏されてこな
かったのは先述の通りである。これに対して 50 年
代末からバヤンウルギーのローカルな音楽文化への
注意が払われるようになった。
まず注目したいのは、モンゴル・カザフの民俗音
楽が、ようやく採譜され記録されることとなったこ
とである。1950 年代の末から、ソ連籍のカザフ人
であるタスタノフとモンゴル・カザフ人のカビケイ
が中心となって、モンゴル・カザフの民俗音楽の
採譜が行われるようになった。［Töleukhan, Iskak
1981 : 72］。それらで得られた曲目は楽譜化され、
『モンゴル国のカザフ人の民族音楽』という本とし

て 1965 年に出版されている［Kabıkei 1983 : 3］
。こ
の著作の中心を担ったカビケイは、1965 年以降も
モンゴル・カザフの楽譜集を出版しており、例え
ば、1983 年に『モンゴル・カザフの民謡』という
楽譜集を出版した［Kabıkei 1983］
。この 1983 年に
出版された本は、モンゴル・カザフの人々が歌った
曲を 325 曲掲載している［Kabıkei 1983 : 3］
。
1983 年 に 出 版 さ れ た 楽 譜 集 を 見 て み る と、 同
じタイトルの曲でも歌詞や曲調が違うものまで収
録されている一方で、当然のことながらカザフス
タンなどでよく歌われる民謡は全く入っていない
［Kabıkei 1983］
。
また、『モンゴル・カザフのドンブラとサバズガ
のキュイ』という書籍では、集めたキュイの曲を、
その歴史背景と共に説明している。ここに載せられ
たキュイは、モンゴル・カザフのキュイだけではな
く、カザフスタンで演奏されるキュイも一部ながら
見られる［cf. Kabikei 1976］
。
このように、モンゴル・カザフの民族音楽はカビ
ケイの主導でカザフスタンの民族音楽とは区別され
る民族音楽として採譜されるようになった。
3-1-2. モンゴル・カザフの民族音楽の演奏と実践
前項で述べた民族音楽は採譜によって記録される
と同時に、バヤンウルギー県のオーケストラと芸術
ブリガードによって演奏されるようになった。特
に、1960 年以降には、カザフスタンからのカザフ
スタン・カザフ人の職業音楽家の来訪は確認されて
おらず、モンゴル・カザフの劇団員による、モンゴ
ル・カザフ自身による音楽形成が行われたと言える
だろう。
民族楽器オーケストラにおいても、1962 年にソ
連籍のカザフ人指揮者ムラザベコフの任期が切れた
後、カザフスタンからの指導者は来ていない。この
頃からモンゴル・カザフ自身による劇場やオーケス
トラの運営が行われるようなったのである。1960
年代のオーケストラでは、前述したアフメトベック
やモサイフ、ベルジャンらといったモンゴル・カザ
フの人々が指揮をする形でオーケストラは指導され
てきた。その、オーケストラの編成は、ロシアや西
洋の楽器を取り入れたオーケストラ構成となってい
る。以下に示してみようⅶ）。
ドンブラ―第１ドンブラ、第２ドンブラ、バス・
ドンブラ（カザフの民族楽器）
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コブズ―アルトコブズ、プリマコブズ（カザフの
民族楽器）
バヤン（ロシアのアコーディオン）
ツォール（カザフ語でサバズガ：縦笛）
オダール（打楽器の類）
この編成において、モンゴルの楽器はほとんど用
いられていない。また、ロシアの楽器であるバヤン
が構成に入っているのは、西洋・ソ連の楽器の影響
を受ける形で民族音楽の演奏を行うからであったと
考えられる。
以上のように、モンゴル・カザフ音楽は、ロシア
とカザフスタンの影響を受けたプロフェッショナリ
ズムを継承しつつも、独自の道をたどることとなっ
た。それは、まさにプロフェッショナルな「モンゴ
ル・カザフの民族音楽」と形作られてきたといえる
だろう。
一方で、モンゴル人民共和国の首都ウランバート
ルでもバヤンウルギー県とは異なる形でカザフ音楽
を創造し歌う歌手が現れた。それが、1970 年以降
民族歌舞団でカザフ音楽を歌ったホロルスレンとい
う人物であった。
3-2. カザフ音楽を歌うモンゴル人
3-2-1. モンゴル人によるカザフ音楽の演奏
モンゴル国における各エスニック・グループの
民俗音楽は、民族歌舞団 ⅷ）の団員が収集し、演奏
したⅸ）。詳しく述べると、各地域の民族音楽をの収
集に関して、例えばブリヤートの音楽をツェレンハ
ンドが、ダルハドの音楽をランザイが担当し収集に
当たった［Sharmedee.mn 2012］。本項では、バヤ
ンウルギー県、すなわちモンゴル・カザフの民族音
楽を収集し舞台上で演奏したモンゴル人のカザフ音
楽歌手のホロルスレンが、どのような音楽を歌って
きたのかについて論じる。
D. ホ ロ ル ス レ ン は、 ト ゥ ブ 県 の エ ル デ ネ 郡 で
1942 年に生まれ、1965 年から民族歌舞団で演奏活
動を始めたⅹ）。1970 年までは、ほとんどカザフ音楽
に触れることもなく、モンゴル音楽を中心に演奏し
ていた。またフブスグル県でツァータンの音楽収集
も行っていた［Mongolyn Medee 2009］。
彼女がカザフ音楽を本格的に志すこととなった
きっかけは、1970 年代のアルタイの歌コンサート
の出演であった。モンゴル国内の各地域に居住する
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エスニック・グループの曲・舞踊を演奏する目的
で開催されたこのコンサートで、彼女は、カザフ
音楽を演奏した。このコンサートをきっかけにし
て、彼女は、
「カザフ音楽のホロルスレン」
（Kazakh
Khorloo ）と呼ばれるようになった。また、国内で
演奏活動を行う一方、モンゴル・カザフ代表とし
て、海外公演も行っていた。そして、1985 年にモ
ンゴル人民共和国功労芸術家の称号を得た。
3-2-2. モンゴルの楽器で演奏されるカザフ音楽
ホロルスレンが現役時代に歌ってきたカザフ音楽
は、約 20 曲であるという。その中で私が音源を入
手できたカザフ音楽は、５曲であった。曲数は少な
いが、その中で、いったいどのような曲が歌われて
きたのか、その予測を立てることを本節では目指し
たい。
私が入手したカザフ音楽は、
「わが恋人は街にい
る（Minii Khongor khotod bii ）
」
、
「 母 の 歌（Ekhiin

tukhai duu ）」、「アクタマク（Aqtamaq ）」と「アリ
ア（alia ）
」
、そして「夢のワルツ（Möröödliin bal’
s ）」
である。
まずこの中で、カザフスタンの民謡は４曲であ
る。そこでは、恋愛に関する曲が３曲あり、残りの
１曲は母親に関する曲である。この４曲は、2010
年に発売された彼女の CD にも収録され、彼女自身
この曲を進んで演奏したことから、彼女の代表曲と
言ってもいいだろう。「アリア」を除く３曲を、彼
女はモンゴル語とカザフ語の両方で歌っている。こ
のカザフ語の民謡をモンゴル語に翻訳したのは、バ
ヤンウルギー県の作家である B. バーストであった
［Baast 2009］。翻訳は意味の変わらない程度に直訳
されているのみである。
また、
「夢のワルツ（Möröödliin bal’
s ）」は、バヤ
ンウルギー県の音楽家でカザフスタンへも留学して
いたムサイフという人物の作曲である。この曲は、
バヤンウルギー県の女性歌手であるザハドから教え
られたものであるという。
最後に、彼女自身がバヤンウルギー県で収集した
曲も歌われたことがわかるのだが、その詳細に関し
ては、資料が不足しているのでここでは言及を控え
る。しかし、彼女がバヤンウルギー県で 10 曲程度
の採譜を行っているということは、彼女の所持し
ていた公文書館の資料で分かっている［BÖANKH
1978］
。
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これらの曲の選曲に関して、彼女は「自分の喉に
適する曲を選んで歌った」ということであった。そ
のため、今回の調査では党による指示が出されたか
明らかにできていない。
特に重要なのは、彼女のカザフ音楽において、そ
の伴奏がモンゴル国の改良された楽器が用いられて
いたということである。すなわち、カザフの民族楽
器ではなく、モンゴルのモリンホール（馬頭琴）、
ヨーチル、リンべ、打楽器が用いられていた。彼女
の CD でもドンブラなどのカザフ民族楽器が使われ
ず、モンゴルの楽器を用いた伴奏によって歌われて
いる。すなわち、首都ウランバートルでは、プロ
フェショナルな歌手によって、バヤンウルギー県で
の音楽実践とは異なるモンゴル化した「カザフ音
楽」が創造され、演奏されるようになっていたので
ある。
本節では、モンゴル国の民族音楽の政策として実
行された、ホロルスレンのカザフ音楽に焦点を当
てて、その相互交渉に関して論じてきた。ここで
分かったこととは、ホロルスレンが演奏してきたカ
ザフ音楽が、カザフスタンのカザフ音楽からモン
ゴル・カザフの作曲した曲、そして彼女自身が収集
したモンゴル・カザフ音楽を含めた上で「カザフ音
楽」として演奏していたということである。
その音楽には、恋愛や母親に関する歌が歌われて
きているが、曲の内容とジャンルに関しては、検討
した曲数が少ないため、あくまで参考程度のもので
ある。
これらの曲を彼女はモンゴルの楽器アンサンブル
の伴奏で歌っている。３−１−１項でカザフ民族楽
器オーケストラの楽器編成を見たように、バヤンウ
ルギー県ではモンゴルの楽器を用いることはされて
いない。また、青木が示すように、カザフの楽器が
モンゴルでは公式に改良されなかったことから［青
木 2010 : 55］、民族歌舞団でもドンブラなどのカザ
フの楽器が用いられた可能性は低い。
以上のように、各エスニック・グループの曲が集
められ、モンゴル国の１エスニック・グループとし
てのカザフ音楽を、ホロルスレンが中心となって生
み出していったのである。

終章 文化の移植とモンゴル・カザフの「二つ
の民族音楽」
本論文では、モンゴル国に居住するカザフ人の社
会主義時代における民族音楽の創造について論じて
きた。
そこで明らかになったのは、第一に 1950 年代に
おいて、バヤンウルギー県の音楽文化が、当時ソ連
の一部であったカザフスタンから「移植」されるこ
とで「民族音楽」として形成されたということだっ
た。
すなわち、1950 年末に、アルマ・アタの音楽院
でモンゴル・カザフの音楽家が学ぶ一方、カザフス
タンからバヤンウルギー県へと教師が派遣され、
オーケストラや楽器改良に関する指導が行われたの
である。その過程で、カザフスタンの音楽文化はバ
ヤンウルギーにそのまま輸入されたといってよい。
そのため、当時行われたコンサートでは、モンゴ
ル・カザフの作曲した曲やカザフスタンの曲が大半
で、モンゴル・カザフの民謡はほとんど歌われてこ
なかったのである。
第二に明らかとなったのは、社会主義後半（19601980 年代）にバヤンウルギーにおいてカザフスタン
のカザフ音楽とは異なる、モンゴル・カザフ独自の
音楽文化が形成される一方で、首都ウランバートル
のモンゴル人に向けた別の「カザフ民族音楽」が生
み出されたということだった。
バヤンウルギー県におけるカザフ音楽は、モンゴ
ル・カザフの民謡収集が行なわれ、その曲はオーケ
ストラによって演奏された。1950 年代末から、カ
ザフスタンのタスタノフやモンゴル・カザフのカビ
ケイらがその民族音楽の収集に当たった。このよう
な、バヤンウルギーの劇場における音楽の実践は、
次第にカザフスタン主導から、現地のモンゴル・カ
ザフの演奏家や指導者にゆだねられるようになった。
一方で、モンゴル人民共和国においては、首都ウ
ランバートルで、「モンゴル人による、モンゴル国
の改良された楽器で、モンゴル語に翻訳されたカザ
フ音楽」が歌われた。1970 年代からホロルスレン
を中心として歌われたこのカザフ音楽は、カザフス
タン、モンゴル・カザフの作曲による新しい曲、バ
ヤンウルギーで採譜された曲がひとまとめに「カザ
フ音楽」だとされていた。
すなわち、モンゴル人に向けた「カザフ民族音
楽」とバヤンウルギーの「カザフ民族音楽」の二つ
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の「民族音楽」が創造されたのである。
一方で、ホロルスレンの実践したカザフ音楽と
は、モンゴル国内に居住する諸エスニック・グルー
プの１つである「カザフ民族」の文化の表象と考え
られる。すなわち、モンゴル民族への同化するべき
エスニック・グループとしての民族文化がホロルス
レンによって歌われたのではないだろうか。
ボラグが論じたように、社会主義時代のモンゴル
人民共和国は、ハルハ人の文化を基にしたモンゴル
民族の形成を進めてきた［Bulag 1998］
。またカザフ
スタンでも、民族を基礎とした制度が施行されたⅺ）。
それによると、カザフ人は、カザフスタンでは「民
族」として扱われ、モンゴル国では「エスニック・
グループ : 民族の下位集団）」と位置付けられた。
ここに同じ民族でありながら、帰属した国が違うこ
とによる、民族政策のズレが存在する。このズレ
に、
「ソヴィエト民族文化」の発展のためのカザフ
音楽（バヤン・ウルギー県の音楽）と、モンゴル民
族として同化されるべきカザフ音楽（ウランバート
ルでの音楽）という、２つの「カザフ民族音楽」が
見出されたのではないだろうかというのが、現在の
筆者の結論であり仮説である。
ただし、本稿では、本調査で使用する予定であっ
たモンゴル国の公文書館が調査期間中閉鎖されてお
り、カザフ音楽に関わる政策についてのほとんどが
調査できていない。そのため、モンゴル国における
カザフ音楽の位置づけなど論証できなかった部分が
ある。これらは今後の研究の課題としたい。
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脚注
ⅰ）ソ連の民族制度では、スターリンの言及した
「言語、歴史、地域、経済、文化（心理状態）」を
基準とした民族集団の創出を行っていた。その基
準と照らし合わせ、共和国を持てるとされる集団
を「民族（ナッツィア）」、民族の下位に当たるも
の、いわゆる「エスニック・グループ（ナロード
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ナスチ）
」として、ソ連国内の集団を規定した。
ⅱ）クラブでは視聴覚、映画上映設備、図書館、多
目的ホールなどが配置され、社会主義啓蒙に関わ
る諸活動が行われていた［渡邊 1999 : 8-9］
。
ⅲ）東田によると、カザフスタンでは 1930 年代から
幾度かの楽器改良が行われていた［東田 1999b :
33-34］。1930 年代のカザフ民族楽器の改良で、ド
ンブラの弦がガットからナイロン弦に代わり、フ
レットが 19 本へと統一され、音域が異なるドン
ブラが制作された［東田 1999b : 20］
。
擦弦楽器のコブズ（写真３）も改良の対象とな
り、コブズに金属弦と木製の共鳴板を新しく胴全
体にはりつけ、「バイオリン族に近いような」コ
ブズの製作が行われた［東田 1999b : 21]。
ⅳ）
「文化芸術の 10 日間」と呼ばれるイベントは、
バヤンウルギー県以外にもフブスグル県、ホブド
県といったエスニック・グループの多い地域の県
を中心に行われていた。
ⅴ）サバズガとは、３，４つの穴の開いたカザフの
伝統的な縦笛である［Biqumar 2013 : 430］
。
ⅵ）アイトゥスとは、カザフにおける口承文芸の一
ジャンルである。２人の詩人が向かい合い、あ
る旋律に合わせてドンブラを伴奏としながら、
即興で詩を作り、互いに歌い上げるものである
［KRBGMU 2010 : 25］
。
ⅶ ）2013 年 10 月 ９ 日 の ウ セ ル ハ ー ン 氏 の イ ン タ
ビューによる。
ⅷ）人民歌舞団は、1945 年に設立された国立エスト
ラード・コンサート局のエストラード部を独立さ
せて設立した音楽団体である。
ⅸ）B. ツェツェンツォルモン氏の指摘による。
ⅹ）本節で、特に文献等の指定が無い場合、2013 年
９月にホロルスレン氏に行ったインタビューを参
考にしている。
ⅺ）注ⅱを参照のこと。
参考文献
日本語文献
青木 隆紘 2010『モンゴル国における国民音楽の成
立─モンゴル国における「民族楽器オーケスト
ラ」の問題を中心に』、東京外国語大学大学院修
士論文。
上村 明 2000「国民芸能としての英雄叙事詩」
『日本
モンゴル学会紀要』
30、pp.1-26日本モンゴル学会。

社会主義期におけるモンゴル・カザフ の民族音楽の創造 ─民族音楽文化の移植と並立する２つのカザフ民族音楽─

スルタン . Ｔ、ゾルカフィリ . Ｍ （島村 一平・八
木 風輝訳）2013「モンゴル国のカザフ人の歴史」
『滋賀県立大学紀要 人間文化』34、pp.83-95、滋
賀県立大学。
東田 範子 1999a「「民族音楽」の変遷とその行方―
カザフ音楽の概念化をめぐって―」『スラブ研究
センター研究報告シリーズ』64、pp.32-39、北海
道大学スラブ研究センター。
――― 1999b「フォークロアからソビエト民族音楽
へ -「カザフ民族音楽」の成立（1920-1942）-」『ス
ラブ研究』46、pp.1-32、北海道大学スラブ研究セ
ンター。
バトトルガ、スヘー 2007「ポスト社会主義におけ
る伝統と復興のエスニシティ─カザフ人社会にお
ける二つの儀礼をめぐって─」『愛知県立大学大
学院国際文化研究科論集』8、pp.109-133、愛知
県立大学。
――― 2008「モンゴルのマイノリティにおける伝
統復活とエスニシティ変動─西部地域のカザフと
モンゴル系エスニック集団をめぐって」『共生の
文化研究』1、pp.112-125、愛知県立大学多文化
共生研究所。
廣田 千恵子 2013「カザフの伝統的手芸技法─モン
ゴル国バヤン • ウルギー県の事例から─」『千葉
大学ユーラシア言語文化論集』15、pp.131-149、
千葉大学。
渡邊 日日 1999「ソヴィエト民族文化の形成とその
効果――『民族』学的知識から知識の人類学へ」
『スラブ研究センター研究報告シリーズ』64、
pp.1-31、北海道大学スラブ研究センター。

モンゴル語文献
Baast. B. 2009 “Chamaig üdie” Bid Khoyor. Ulaanbaatar.
Bayan-ölgii Aimgiin statiskiin kheltes（BÖASKH）
2013 Malyn too, Sumaar, tavan turuur. Bayanölgii Aimgiin Statiskiin emkhetgel 2012, p.59.

英語文献
Bulag, Uradyn 1998 Nationalism and hybritdity in
Mongolia. Oxford University Press.

ロシア語文献
Kabidash, K. 1975 O fol’
klore kazakhov v MNR.
Aman Zokhiol Sudlal. Ulaanbaatar. pp21-27.

Post, Jenifer, C. 2007‘I take my dombra and sing
to remember my homeland’: Identity, Landscape
and Music in Kazakh communities of Western
Mongolia. Ethnomusicology Fourum 16 : 45-69.
Marsh, Peter.K. 2009 The Horce-head Fiddle and the
cosmopolitan Reimagenation of Tradition in Mongolia.

公文書館資料、新聞記事、インターネットページ
Bayan-ölgii aimgiin namin khoroo（BÖANKH）
1978.8.8「BNMAU –in soyolin yaamand todorkhoqlolt」
Ödriin sonin 2009.04.23.“D.Khorolsüren: Nadad

Routledge.

――― 2013 Khün amyn too ündes ugsaa, khuviar
2000, 2010on. Bayan-Ölgii Aimag Khün am Oron
suutsni 2010oni ursyn toollogin negdesen dün,p. 50.
Mongolkhüü. B 2009 Tsast altain chuulgan. Ulaanbaatar.
Sultan, T. and Zul’kafil’, M.（edt.）2010 Bayanölgii aimagiin nevterkhii tol’. Ulaanbaatar.
カザフ語文献
Argınbay, J.（edt.）1961 Bayan-ölgii aimagynyn
Madeni-uner onkündegy. Ölgii.
Baast, B. 1951 Güldengen Bai-ölgei（Jol belgyleuy）.
Ölgii.
Biqumar, K. 2013 Qazaq khalyqynyn salt- dasturly.
Ulaanbaatar.
Kabıkey, A.（edt.）1977 Bayan-ölgii kazakhtarynyn
dombyra jane sybyzgy kuilery. Ölgii.
――― 1983 Mongoliya Kazakhtarnyn khalyk andery.
Ölgii.
Kazakhstan respublikasy Bilim jane ghalym ministrlygy usyngan（KRBGMU）2010 Kazakh madeniety Entsiklopediyalyk anykhtamalyk. Almaty.
Töleukhan, K. and Iskak, T. 1981 Bayan-ölgii Muzyka Madeniety. Ölgii.

Kazakh hüntey kholbootoi baykh tavilan zayaasan yum shig sanagddag”.
Mongolyn Medee2005.06.01. ”D.Khorolsüren: Bi
duudsan duuolgono. Am’druuldag ”.
Azattyk radiosy 2009.09.25「Bayan-ulgiidegi qazaq

人間文化● 35

社会主義期におけるモンゴル・カザフ の民族音楽の創造 ─民族音楽文化の移植と並立する２つのカザフ民族音楽─

madenieti qaita jangyrtudy qalaidy」（カザフ語）
http://www.azattyq.org/content/Kazakhstan_
bayan_olgyi_kazakh_music/1829144.html 、2014
年 1 月 10 日最終確認。
Sharmedee.mn 2012.5.12「Ts.Chimedtseee:
60 xürch yawaa bid hoyor salaad xaachix we dee」（モン
ゴル語）
http://sharmedee.mn/?p=9952 、2013 年 12 月 25 日
最終閲覧。
資料

写真２

地図１

カザフの民族楽器ドンブラ。

モンゴル国におけるバヤンウルギー県。

写真３

写真１ ウルギー市にある民族楽器・ド
ンブラのモニュメント（以下筆者写す）。
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擦弦楽器 コブズ。
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Comment
島村

一平

人間文化学部国際コミュニケーション学科准教授

モンゴルやカザフスタンといった旧社会主義圏内
陸アジアにおける「民族文化」は、錯綜している。
なぜなら「民族」としての居住領域と国家の領域が
一致していないからである。モンゴルに関して言う
ならば、広義のモンゴル人はモンゴル国のみならず
中国内モンゴル自治区、青海省、新疆ウイグル自治
区やロシア連邦ブリヤート共和国、カルムィク自治
共和国に分散して居住している。また本稿のテーマ
となっているカザフ人もカザフスタンのほか、モン
ゴル国、中国新疆ウイグル自治区、ロシアなどに
跨って居住している。
八木風輝は、モンゴル国においてはマイノリティ
となっているカザフ人の民族音楽に魅せられてカザ
フ人居住地域であるバヤンウルギー県およびカザフ
スタンを調査した。そこで気づいたのが、カザフス
タンとモンゴル・バヤンウルギー県のカザフ人の間
において民族音楽の楽器や演奏法、曲目が瓜二つ
だったことである。これは、当たり前のようでいて
当たり前のことではない。そもそも「民族音楽」を
含めた民族文化というものは国民国家の枠組みの中
で形成されるからである。したがって同じ民族で
あっても所属する国家が違うと異なる「民族文化」
が生まれることも多いからだ。例えば、八木も指摘
しているように馬頭琴はモンゴルの民族楽器である
が、モンゴル国と中国内モンゴル自治区では楽器の
形状も演奏法も曲目もかなり異なる。
どうしてこのようなことが起こったのか。ケンブ
リッジ大の Uradyn Bulag によると、社会主義国家
を形成する過程において、マジョリティであるハル
ハの言語や文化によって「モンゴル性」というもの
を構築し、多様なモンゴル文化を排除してきたこと
を明らかにした。そうした中、モンゴル国内の 17
を超えるマイノリティや中国内モンゴルのモンゴル
民族文化は、ある種の正統性を否定されてしまうこ
とになったのである。
こうした文脈のもと、エスニック・マイノリティ
の文化は、マジョリティたるハルハ≒モンゴル文化
の前で抑圧されてきたとする研究が一般的であった。
ところが、八木は文献調査を通じて、社会主義時代

にバヤンウルギー県へカザフスタン（当時はソ連の
一部）の民族音楽が「移植」された後に、首都ウラ
ンバートルではモンゴルの楽器を使ってモンゴル語
で歌われるカザフ民謡が「カザフ民族音楽」として
紹介されてきたことを明らかにした。すなわちモン
ゴルにおいてカザフ民族音楽は首都とローカルで
「演じ分けられて」きたのだった。このような知見
は、従来の研究では全く知られてこなかったことで
あり、新発見であるといっても過言ではない。
ただし、課題も残されていることも事実である。
ここでは今後の研究のさらなる進展を期待して、２
点ほど指摘をしておきたい。まず、モンゴル人民共
和国に 1950 年代にカザフスタン（当時はソ連邦の一
部）から、なぜ、いかなる事情によって当時のモン
ゴル人民共和国のバヤンウルギー県にカザフ民族音
楽の専門家が派遣されることになったのか、という
経緯に関して本論文では明らかにされていない。八
木の言う「カザフスタンからの民族音楽の『移植』
」
の実態を解明するには、モスクワおよびウランバー
トルの公文書館資料と向き合うことで、当時のソ連
の対モンゴル政策、とりわけモンゴル国内のカザフ
住民に対する政策を検討する必要があるだろう。
第二点として現代モンゴルにおけるカザフ民族音
楽の実践についてフィールド調査が手薄であった点
が挙げられる。とりわけ、カザフスタン、モンゴル
中央といったエージェントとの関係性の中でどのよ
うな音楽実践がローカルな現場で生起しているのか
が、知りたい。
こうした課題が残るものの、本論文は八木の学部
卒業論文をベースとしたものであることを留意して
おく必要があろう。彼は、学部学生であるにもかか
わらず、１年の留学に加えて２ヶ月間のモンゴルに
おける資料収集とフィールドワークに果敢に取り組
んだ。日本とは事情が異なって簡単に資料が手に入
らない環境でここまで資料を集めたことや、過酷な
自然環境の中でフィールドワークを行ったこと、そ
して英語、ロシア語、モンゴル語の文献を駆使して
論文を完成させたことは、十分に賞賛に値すると思
われる。
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研究ノート

滋賀県教育委員会の県立高校再編計画（案）
大

橋

松

行

人間文化学部人間関係学科

１．はじめに
滋賀県教育委員会は、2012 年 10 月１日に開いた
10 月臨時教育委員会で、前年７月 11 日に発表した
県立高校再編計画（原案）に修正を加えた再編計画
（案）を提示し、全会一致で可決した１）。滋賀県教育
委員会が今回提示した県立高校再編計画（案）の具
体的な再編内容および変更点は図１の通りである。
以下で、その内容および変更点、それらに対する問
題点や課題等について私見を述べておきたい。

２．再編基本計画（原案）と再編基本計画（案）
との相違点
まず、両者の大きな相違点について見ておこう。
第１は、「中学卒業（予定）者数の推移」に関してで
あるが、原案では、
「今後、一定の増減を繰り返し
ながら、現在の中学校１年生が卒業する平成 26 年
３月を境に、減少に転じていくと予測されます。ま
た、中学校卒業予定者数を地域別に見てみると、湖
南地域（草津市・栗東市・守山市・野洲市）では平
成 26 年度以降も増加を続ける一方、それ以外の地
域では、横ばいまたは減少傾向にあります」（p.3）
となっていた。しかし、案では、「今後、全県的に
は増加傾向を示したのち、現在の小学校５年生が卒
業する平成 29 年３月を境に、減少に転じていくと
予測されます。また、中学校卒業予定者数を地域別
に見てみると、湖南地域（草津市・栗東市・守山市・
野洲市）では今後も増加を続ける一方、それ以外の
地域では、横ばいまたは減少傾向が予測されます」
（p.4）と変更されている。
さて、このように変更されたのであるが、案には
明らかに認識としての誤り、およびご都合主義的な
解釈とでもいうべきものが存在する。特に、中学生
卒業予定者数が減少に転じる時期に関しては大きな
問題がある。案では 2017 年（平成 29 年）３月を境に
して減少に転ずるとしている。しかしながら、再
編基本計画（案）の「資料」に掲載されている「中
学校卒業（予定）者数の推移（地域別）」を見ると、
2012 年（平成 24 年）３月を起点として中学校卒業予
定者数が減少に転ずるのは、滋賀県全体が 2019 年
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（平成 31 年）
、大津地域が 2020 年（平成 32 年）
、甲賀
地域が 2017 年（平成 29 年）
、湖東地域が 2019 年（平
成 31 年）、湖北地域が 2018 年（平成 30 年）であり、
湖南地域は増加傾向、湖西地域は減少傾向となって
いる（p.18）
。
この資料によると滋賀県教育委員会が提示したよ
うに、2017 年３月を境にして中学校卒業予定者数
が減少に転ずる地域は湖北地域のみであって、それ
以前に甲賀地域が減少に転じ、滋賀県全体、湖東地
域、大津地域がそれ以降に減少に転じている。この
ことから次のことが指摘できる。１つは、滋賀県教
育委員会は案で「平成 29 年３月を境に、減少に転
じていく」との認識を示したが、それは文脈から滋
賀県全体の場合であると考えられる。滋賀県全体で
あるならば、減少に転じるのは 2019 年（平成 31 年）
なので、滋賀県教育委員会の認識は明らかに間違っ
ているということなる。２つは、もし、「平成 29 年
３月を境に、減少に転じていく」という認識に誤り
がないとするならば、それは湖北地域を対象にして
のことである。３つに、もし湖北地域を対象にして
このような認識が提示されたとしたら、それは明ら
かに滋賀県教育委員会のご都合主義によるものであ
るということである。滋賀県教育委員会が何故この
ように記述したのか、私にはその理由がよくわから
ない。単なる事実誤認によるものなのか、あるいは
湖北地域を意識して作為的になされたことなのか、
そのことについては推測の域を出ない。だが、いず
れにしても 10 月臨時教育委員会で教育委員がこの
件を問題にしなかったことについては、滋賀県教育
委員会のこの問題に対する取組み姿勢の在り方その
ものが問われるのではないか（10 月臨時教育委員会
会議録には、この件について語られた形跡は全く見
当たらない）
。
第２は、「定時制課程の見直し」に関してであ
る。原案では、「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.5）となっ

定 時制課程の 見直し

総合学 科の充実

職業 系専門学科
の 改編等

地域に根ざした
学校づくり

統合による
新しい学校の設置

新しいタイプの
学校の設置

［実施計画］
平成25年度から概ね５年間の再編内容

再編年度

想定する学校規模

再編年度

想定する学校規模

再編年度

想定する学校規模

再編年度

想定する学校規模

【図６】参照

普通科

統合の進め方

学科構成

【図５】参照

統合の進め方

設置場所
彦根翔陽高校校地

再編年度

再編年度

再編年度

想定する学校規模

【図４】参照

学科構成
瀬田工業高校 １学年 ７学級
彦根工業高校 １学年 ６学級
八幡工業高校 １学年 ６学級

想定する学校規模

学科構成
【図３】参照

想定する学校規模
長浜農業高校 １学年 ３学級
湖南農業高校 １学年 ３学級
八日市南高校 １学年 ３学級

再編年度

想定する学校規模

総合学科  普通・商業の系列を設置

学科構成

想定する学校規模
定時制（夜間）１学年  １学級

再編年度
平成26年度

普通科の総合単位制高校を湖東地域に設置することに伴い、平成26年度入学者選抜から、彦根東高校の定時制課程の募集を停止します。平成25年度以前に入学した生徒については、入学時に
示された教育課程を履修することを保証し、平成25年度入学生が卒業する平成29年３月まで彦根東高校の定時制課程は存続します。

⑩ 彦根東高校定時制課程の廃止〔彦根工業高校定時制課程は現行どおり存置〕

３年での卒業や転編入学を容易にするなど、生徒の多様なニーズに柔軟に対応できる教育課程が編成できるよう、長浜北星高
校の定時制課程を学年制の商業学科から単位制の総合学科へ改編します。

⑨ 長浜北星高校定時制課程の学科改編

長浜北星高校に新たに福祉系列を設置し、普通・工業・商業・福祉の多様な系列で構成する総合学科高校として教育内容の充 平成26年度
１学年  ６学級
実を図ります。併せて、長浜高校の福祉学科は廃止します。
学科構成
福祉系列では、福祉に関する基礎的・基本的な学習を通して、将来、福祉や看護、医療分野などで地域に貢献できる資質と能
総合学科  普通・工業・商業・福祉の系列を設置
力を育成します。

⑧ 長浜北星高校総合学科に福祉系列を設置（長浜高校福祉学科の廃止）

１学年  全日制  ７学級／定時制（夜間）１学級
同一敷地内に設置されている瀬田工業高校（全日制）と瀬田高校（定時制）を統合し、
全日制・定時制を併置した工業学科として、 平成26年度
両校が持つノウハウの蓄積や施設・設備を有効に活用し、専門学科としての教育内容の充実を図ります。併せて、定時制課程の
学科構成
機械科と電気科を生徒の志望の実態に応じ、機械・電気科とします。
全日制 : 機械科、電気科、化学工業科／定時制 : 機械・電気科

⑦ 瀬田工業高校と瀬田高校の統合［瀬田工業高校定時制課程の設置］

細分化された電気系と情報系の小学科を統合し、分かりやすい学科体系に整理するとともに、知識や技能の高度化に対応でき
る基礎的・基本的な学力の確実な習得を図り、多様な工業分野で活躍できる資質と能力を育成します。
平成26年度
また、科学系小学科と建設系小学科を設置する学校を見直し、施設・設備の効率的な活用や集中的な投資などにより、専門学
科としての教育内容の充実を図ります。

⑥ 瀬田工業高校・彦根工業高校・八幡工業高校の工業学科の小学科改編

農業学科の小学科を分かりやすい学科体系や名称に変更するとともに、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）
、大規模経営などの学習を通して、将来の本県農業の担い手としての資質と能 平成26年度
力を育成します。また、大学等の上級学校への進学も視野に入れた教育内容の充実に努めます。

⑤ 長浜農業高校・湖南農業高校・八日市南高校の農業学科の小学科改編

１学年  ２学級
通学上の配慮が必要な地域において、多様な学びの機会を確保し、生徒の進路希望等に応じた教育を行うため、信楽高校を普 平成26年度
通・セラミック・デザインの３系列を持つ総合学科へ改編します。
学科構成
また、地場産業等の地域の教育資源を活用した教育活動の展開や近隣校との連携、県外からも生徒を受け入れることで、学校
総合学科
活力の維持向上等を目指します。その上で、５年を目途に検証を行い、その評価を踏まえて必要な対応を検討します。
普通・セラミック・デザインの３系列を設置

④ 信楽高校の学科改編等

平成28年度
１学年  ８学級
湖北地域の既存の普通科単独校と並び立つ、大学等への進学指導に重点を置く地域の中核的な普通科単独校を設置します。
この高校では、長浜市で展開されている英語教育の成果を高校教育につなげるとともに、高等学校における新しい英語教育の
設置場所
全県のモデル校とし、思考力・判断力・表現力および語学力といったグローバル社会で活躍する資質と能力の育成を目指します。長浜高 校校地（長浜高等養護学校は
また、長浜高等養護学校は、長浜北星高校校地に新築移転し、教育環境を改善するとともに、駅からの利便性が向上します。 長浜北星高校校地に新築移転）
【図２】参照

③ 長浜高校と長浜北高校の統合による新しい学校の設置

彦根西高校で培ってきた普通科と家庭学科の教育資源と彦根翔陽高校の総合学科で展開してきた普通・商業の系列とを融合さ 平成28年度
１学年  ９学級
せ、普通・商業・家庭の系列で編成する総合学科高校を設置します。
学科構成
この高校では、多様な学びの中から夢の実現を支援する学校、多様な生徒が集い、互いに切磋琢磨しながら夢を育み学ぶ学校
総合学科  普通・商業・家庭の系列を設置
を目指します。

② 彦根西高校と彦根翔陽高校の統合による新しい学校の設置

１学年 全日制 ３学級
生徒の多様な学習ニーズに対応した柔軟な学びのシステムによる、全日制および定時制（午後・夜間）併置の総合単位制高校 平成26年度
定時制（午後・夜間）2学級
を設置します（殿川高校の改編）
。
この高校の定時制課程では、１日４時間の学習を基本としますが、生徒一人ひとりが自分に合った時間割を組み、所属する課
学科構成
程・部以外の時間帯の授業を受けることにより、３年での卒業が可能です。
普通科（単位制による全日制および定時制）
【図１】参照

① 総合単位制高校の設置［能登川高校の改編］

図１ 具体的な再編内容（案）

滋賀県教育委員会の県立高校再編計画（案）
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ていた。だが、案では、「定時制課程の役割の変化
や、単位制による全日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、地域
の実情等に配慮しながら定時制課程の配置を見直し
ます。また、３年での卒業や転編入学を容易にする
など、生徒の多様なニーズに柔軟に対応できる教
育課程が編成できるよう学科の改編等を行います」
（p.7）と変更されている。
原案と比較すると、案では、地域の置かれた実情
に一定配慮する姿勢を示しており、この点に関して
は評価に値する。これは、長浜市や長浜教育検討委
員会が再編計画（原案）に対して、「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行
い、第二次提言書でも、長浜北星高校定時制課程は
滋賀県の最北地域をカバーするものと主張したこと
等に対して、一定の配慮がなされたものと考えられ
る。繰り返しになるが、私たちは総合単位制高校の
設置そのものに異議申し立てを行っていた訳ではな
いので、商業学科を総合学科に改編したことに対し
ては諒とするものである。
第３は、「再編を進めるにあたって」に関してで
ある。原案と案とで大きく異なる点は、原案では全
く使用されなかった「地域」という言葉が、多用さ
れていることである。具体的には次の項目に用いら
れている。①「全県一区制度のもとであっても、全
日制高等学校の普通科進学者の約８割が地域の高等
学校に進学している等を踏まえ、それぞれの地域の
実情に配慮しながら進めます」（p.9、新規追加）。
②「県立高等学校の募集定員については、地域ごと
の中学校卒業予定者数や進学志望の動向などを踏ま
え、それぞれの年度において、地域ごとの定員を確
保していきます」（p.9、原案を修正。原案：
「県立
高等学校の募集定員については、これまで通り中学
校卒業予定者数や進学志望の動向などを考慮して
決定します」p.6）
。ここから読み取れることの１つ
は、高校再編を進めるにあたって、滋賀県教育委員
会は、統廃合や廃止を提示した地域、特に原案に対
して自治体を巻き込んで異議申し立てを行った湖北
地域（長浜市）
、湖東地域（彦根市）、甲賀地域（甲賀
市）の意向を無視することができなかったこと、２
つは、統廃合を行うにしても地域におけるこれまで
の定員総枠の確保を強く主張する関係地域の意向を
考慮せざるを得なかったことである。
次に、地域別の変更点等について具体的に見てお
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くことにする。

３．湖北地域
１）長浜高校と長浜北高校の統廃合・中高一貫教育
校の設置（図２、３）
再編計画（案）によると、次のような内容になっ
ている。① 2016 年度に長浜高校と長浜北高校を長
浜北高校校地において統合し、２年間かけて長浜高
校跡地に統合新校舎を新増築する。新校舎完成後、
2018 年度に長浜高校跡地へ統合新校を移転する。
②新校は、１学年８学級を想定し、大学等への進学
指導に重点を置く普通科単独校とし、新しい英語教
育のモデル校としてグローバル社会に生きる国際人
を育成する。③長浜高校福祉学科は 2014 年度入学
者選抜より募集を停止する（長浜北星高校の総合学
科に福祉系列を設置）。④中高一貫教育校について
は、新校の運営実績等を見定めた上で、新校設置５
年後を目途に新校に設置する２）。
再編計画（原案）と再編計画（案）で統合新校の設
置場所（長浜高校校地）に変更はなかったものの、
主な変更点は次のようなものであった。第１に、統
合パターンを変更したこと、第２に、学校規模を拡
大したこと、第３に、普通科単独校にしたこと、第
４に、編制年度が変更されたことである。再編実施
計画（原案）では、2014 年度に長浜高校（普通科・福
祉学科）と長浜北高校（普通科）を再編（統合）し、
１学年７学級、学科構成は普通科、福祉学科、高等
養護学校併置とするとあったのが、再編実施計画
（案）では、再編年度は 2016 年度、学校規模は１学
年８学級、学科構成は普通科単独となった。また、
中高一貫教育校については、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、新たな設置は行わない」
（p.6）としていたが、それを、再編基本計画 ( 案 ) お
よび再編実施計画（案）では、それぞれ次のように
変更している。①再編基本計画（案）
：
「新たな中高
一貫教育校を設置することは、地域の中学校の学級
編成などに及ぼす影響も大きいことから、当面は既
設３校としながら、再編による生徒の動向を見据え
つつ検討を行っていきます」（p.7）。②再編実施計
画（案）
：
「中高一貫教育校については、新校の運営
実績等を見定めた上で、新校設置後５年を目途に新

滋賀県教育委員会の県立高校再編計画（案）

図２ 長浜高校と長浜北高校の統合による新しい学校の設置

図３ 長浜高校と長浜北高校の統合による新しい学校の設置
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校に設置します」（p.7）。
湖北地域における再編計画（原案）と再編計画
（案）の大きな変更点は以上に述べた通りである
が、私の印象では、特に長浜高校と長浜北高校の統
廃合に伴う統合新校の設置に関しては、大きく異
なっているように感じる。原案の段階では、長浜北
高校が廃止され、統合新校が長浜高校に設置される
という内容であったため、長浜北高校が長浜高校に
全面的に吸収統合されるというイメージが強かっ
た。しかし、案では福祉学科や長浜高等養護学校が
切り離され、普通科単独校として統合新校を設置す
るとなったこともあり、長浜北高校が長浜高校に吸
収統合されるというイメージは幾分かは薄らいだ。
ただ、新校の設置場所が長浜高校校地となっている
ため、吸収統合のイメージは払拭されてはいない。
２）定時制課程
再編実施計画（原案）では、「能登川高等学校の全
日制課程普通科を学年制から単位制にするととも
に、新たに定時制課程（単位制）普通科を設置し、
全日制・定時制併置の総合単位制高等学校とする。
これに併せ、彦根東高等学校、彦根工業高等学校、
長浜北星高等学校３校の定時制課程（夜間）は廃止
する」（p.3）となっていたが、再編実施計画（案）で
は、
「長浜北星高等学校定時制課程について、３年
での卒業や転編入学を容易にするなど、生徒の多様
なニーズに柔軟に対応できる教育課程の編成ができ
るよう、学年制の商業学科から単位制の総合学科へ
と改編します」（p.7）と、学科を商業学科から総合
学科へと改編し、また学年制から単位制へと変更し
た上で存続させるとなった。
３）福祉学科から福祉系列へ
原案では、福祉学科は統合新校に設置されること
になっていたが、再編実施計画（案）では次のよう
に書かれている。①「介護福祉士の国家試験合格を
目指すことを重視してきた福祉科教育のあり方を見
直し、基礎的・基本的な学習に重点を置き、生徒の
進路希望等に応じて上級学校へ進学し、さらに福
祉に関する学習を深めることができる形に改めま
す」
。②「長浜北星高等学校に新たに福祉系列を設
置し、普通・工業・商業・福祉の多様な系列で編成
する総合学科高校として、学習内容の充実を図りま
す。新たに設置する福祉系列では、福祉に関する基
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礎的・基本的な学習を通して、将来、福祉や看護、
医療分野などで地域に貢献できる資質と能力を育成
します」
（p.7）
。
長浜北星高校に福祉系列を設置することに関し
て、滋賀県教育委員会において教育委員と事務局と
の間で次のような質疑応答が行われたので、その概
要を見ておきたい４）。
［若野委員］
：長浜高校の福祉学科は原案ではその
ままだったのが、今回の案では廃止と変更になっ
た。長浜北星にコースとして設置するとのことだ
が、コースに設置した場合、現在の長浜高校だ
と、介護福祉士の国家試験を受けられる資格が与
えられるのだが、コースに変更した場合も国家試
験を受けられる授業が担保できているのか。
［猪田教育企画室長］
：高等学校段階では福祉に関
する教育については、基礎的基本的な学習に重点
を置くべきであるという産業教育審議会からの答
申をいただいている。そうしたことから、福祉に
関する基礎的な専門教育というものを基本とする
が、国家資格の取得を目指す生徒については、高
等教育機関での取得をにらみながら、意欲を喚起
する授業や、あるいはより専門性を深めていける
授業ということで、工夫しながら取り組んでまい
りたいと考えている。
［若野委員］：様子が変わってくる。高校では資格
が取れない、受けられる可能性が非常に少ないと
いうことか。
［猪田教育企画室長］
：基本的に高等教育機関での
取得ということで。
［若野委員］
：もう１点、26 年度から福祉系列をつ
くるということだが、25 年度中には福祉コース
ができるような設備を長浜北星に作らないといけ
ない。……。長浜高校で現在１年生で履修してい
る授業のための施設は 25 年度中、つまり来年度
に作らないといけない。今年度中に予算を獲得し
て、来年度着工してやるということでよろしいか。
［猪田教育企画室長］
：福祉系列の設置については、
平成 26 年度からの想定である。実習の授業が重
点的に入ってくるのが２年生からであり、それま
でに何らかの対応を考えていきたいと考えている。
［河上委員］
：介護福祉士の受験資格は得られなく
なるということだが、ヘルパー２級などの、福祉
系列になった場合にも得られる受験資格はあるの
か。
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［猪田教育企画室長］：ヘルパーの２級の資格は確
か 130 時間程度で取れると考えているので、取得
できる方向で教育課程を検討してまいりたい。
さて、これらの質疑応答からも理解できるよう
に、滋賀県教育委員会が再編基本計画（案）で示し
た福祉学科の廃止・福祉系列の設置は、授業時数の
大幅な増加という状況変化の中で、高校で介護福祉
士の国家資格を取得することが困難になったとはい
え、結果的に高卒者が介護福祉士の国家資格を取得
する道を完全に閉ざしてしまうことになる。

４．湖東地域
１）彦根西高校と彦根翔陽高校の統廃合（図４）
再編計画（案）によると、次のような内容になっ
ている。①彦根西高校（普通科、家庭科）と彦根翔
陽高校（総合学科）を 2016 年度に統合し、彦根翔陽
高校校地に普通・商業の系列に加えて、彦根西高校

の伝統ある家庭科教育を引き継ぐ家庭系列で編成す
る総合学科高校を設置する。②統合新校は、１学年
９学級を想定し、多様な学びの中から夢の実現を支
援する学校、多様な生徒が集い、互に切磋琢磨しな
がら夢を育み学ぶ学校を目指す。③彦根翔陽高校校
地に家庭科系列の実習施設を含む校舎を新増築し、
多様な学習の展開を可能にする５）。
再編計画（原案）と再編計画（案）との主な相違点
は、第１に、再編の内容においては「総合学科を設
置する」が「総合学科高校を設置する」となったこ
と、第２に、学校規模が「１学年７学級」から「１
学年９学級」に拡大したこと、第３に、再編年度が
「2014 年度」から「2016 年度」に変更になったこと
である６）。
２）定時制課程
再編実施計画（原案）では、能登川高校の改編、
すなわち全日制・定時制併置の総合単位制高校の設

図 4 彦根西高校と彦根翔陽高校の統合による新しい学校の設置

【彦根西高校校地】
彦根西高校３年

【彦根翔陽高校校地】
彦根翔陽高校３年
彦根翔陽高校２年

※彦根西高校１年

※彦根翔陽高校１年

彦根西高校３年

彦根翔陽高校３年

※彦根西高校２年

※彦根翔陽高校２年

※彦根西高校１年

※彦根翔陽高校１年

（新増築）
施設整備

彦根西高校２年

※彦根西高校３年 ※彦根翔陽高校３年
※彦根西高校２年 ※彦根翔陽高校２年

新校１年
※彦根西高校３年 ※彦根翔陽高校３年

新校２年
新校１年
新校３年
新校２年
新校１年
※ 平成 26 年度および平成 27 年度に彦根西高校および彦根翔陽高校に入学した生徒は、平成 28 年度から全員が
現彦根翔陽高校校地で学習します。
（施設の整備状況により、変更となる場合があります。
）
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置に伴って、彦根市および長浜市の３校の定時制課
程（夜間）を廃止するとなっていた。しかし、再編
実施計画（案）では、彦根東高校は廃止すると明記
してはいるものの、彦根工業高校定時制課程は県北
部で唯一、工業学科のある定時制課程という点が再
評価され、多様な教育機会確保という観点からも一
転して存続することになった７）。

５．関係自治体および関係団体の反応
この統廃合を含む再編計画（案）に関する滋賀県
教育委員会の方針について、関係自治体および関係
団体の評価は分かれた。まず関係自治体の長の評価
を見ておこう。藤井長浜市長は、①再編の実施年度
を 2016 年度に実施するとしたこと、②普通科新校
を英語教育の全県的なモデル校と位置づけたこと、
③新校設置後５年を目途に中高一貫教育校を設置す
るとしたこと、④長浜北星高校定時制課程を存続さ
せたことなど、長浜の未来を拓く教育検討委員会の
提言を尊重した内容として一定の評価をした上で、
新校の設置場所については原案通りとしたことに対
して、
「検討したとは考えられず、まことに残念。
通学に不便な県教委案は再検討してもらいたい」
と、不満の意を示した８）。
また、獅山彦根市長は、学級数の維持や彦根工業
高校定時制の存続については評価したものの、伝統
校が明確な理由や説明もなく統廃合されること、お
よび統合新校の学級数を１学年９学級としているこ
とが、県がいう適正規模と食い違っていると批判し
た。その上で、「（彦根東の定時制課程廃止は）県と
県教委の専権事項なので甘受せざるを得ない」９）と
述べた。さらに、獅山市長は、「新校は、５プラス
４で９学級という足し算をしただけの安易な考え」
と指摘し、「新校設置で必要な費用の実態を把握し
ていない県に対し、現状を明確に伝え、再考しても
らうべきだ」と主張、今後、両校の関係者や市独自
の検討委員会を立ち上げ、学級数や新校設置にかか
る費用を試算すると表明した 10）。
他方、引き続き統廃合の対象とされた地域の関係
団体は、一様に再編計画（案）に対して不満をあら
わにした。①吉田豊長浜北高校同窓会長：
「どれほ
どの進学校にするのか。新校には何のビジョンもな
い」
。②対月慈照湖北の高校を守る会代表：
「全県一
区制度の検証がない中での発表は遺憾。子どもの数
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が減るまで時間はある。議論を続けるべきだ」
。③
月瀬毅長浜高校 PTA 会長：
「英語教育に力を入れて
いる虎姫高校、米原高校との違いが分からない。統
合ありきではなく、子どもの視点に立って考えてほ
しい」
。④藤田隆行彦根西高校同窓会長：
「翔陽高の
敷地内に今の倍の生徒が通えば、部活動や授業が成
り立たない」
。彦根西高校同窓会幹部：
「創立 126 年
の伝統校が何の説明もなく廃合されるのは反対」
。
⑤杉本定幸彦根翔陽高校同窓会長：
「総合学科な
ら、実習室などの施設や教員数の不足する問題もあ
る」
。彦根翔陽高校同窓会幹部：
「狭い校地に校舎を
11）
。
増やし、生徒を詰め込むだけでは納得できない」
このように、再編計画（案）に対する反応は、総
じて厳しいといえる。関係自治体の長は、それぞれ
一定の評価はしているものの、統廃合の対象校の関
係者、とりわけ廃止となる高校の関係者の見解には
非常に厳しいものがある。

６．再編計画（案）の問題点と課題
当然、問題点や課題も多い。最も大きな問題点
は、中学校卒業予定者数が減少するまで相当時間が
ある（湖北地域は、2012 年を起点とすると減少に転
じるまでに６年もあるし、湖東地域は７年もある）
にもかかわらず、滋賀県や滋賀県教育委員会はなぜ
この時期に統廃合を急ぐのか、再編基本計画（案）
を読んでも教育上の根拠がよく理解できないという
ことである（このことについては、彦根西高校と彦
根翔陽高校の統廃合についても同様である）。中学
校卒業予定者数の推移を見ると、いずれ減少期が訪
れることは高い確率で予測されることであり、それ
に伴い地域における高校の在り方も抜本的に見直す
必要性が生じてくる。高校の統廃合も教育改革の１
つの選択肢となりうることは十分に考えられるし、
私自身もそれを認めるものである。その意味では、
私は、高校の統廃合そのものに異議申し立てをして
いる訳ではない。私が現段階で主に問題としている
のは、その拙速さである。また、その拙速さが、こ
れまでの滋賀県教育委員会の進め方の粗略さと、県
民の支持や理解を得られない再編計画の内容を結果
していることに対して、私は異議申し立てをしてい
るのである。
再編基本計画（案）で、滋賀県教育委員会は再編
計画（案）を策定するに際して、諮問機関（「県立学
校のあり方検討委員会」
「滋賀県産業教育審議会」
）
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の「報告」や「答申」以外に、様々な形で県民や教
育関係者に対して説明し、また県民や教育関係者か
ら意見を聴いたことを強調している（p.1）。しかし
ながら、これらの説明会や「意見を聴く会」は、既
に指摘したことではあるが、その実態は滋賀県教育
委員会の一方的な「説得する会」であったことだ。
つまり、滋賀県教育委員会は、諮問機関の「報告」
や「答申」をベースに計画策定を進めることを既定
路線として位置づけ、方向性がそれから大きく逸れ
ることがない範囲で微調整を行うことを大前提とし
ていたのではないかと、私は考えている３）。また、
私は、滋賀県教育委員会が諮問機関の「報告」や
「答申」を尊重して教育改革を行おうとしたことそ
のものに対してというよりも、これらの諮問機関が
出した「報告」や「答申」が、長浜市および長浜教
育検討委員会が提出した第二次提言書で指摘してい
るように、
「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」
（p.1）であっ
たのかどうかということに対して疑念を持っている
のである。
県立高校に関する案件が主として滋賀県教育委員
会の専権事項であることは百も承知であるが、再編
基本計画（案）にも書かれているように、「子どもた
ちへ豊かな教育環境を提供することを第一として、
各学校における教育内容を充実させる」（p.1）ため
には、第１に、滋賀県教育委員会と学校現場の教職
員、保護者、関係自治体や企業、関係団体等とが真
剣に向き合い、高校改革に対して地域を巻き込んで
活発に議論する必要があることと、その仕組みが確
立されていること、第２に、基本計画と実施計画と
を同時に策定するのではなく、基本計画策定から実
施計画策定まで相応の時間をかけて、「地域の総意」
を踏まえた上での全県的視野に立った再編計画に練
り上げていく必要があるのではないか。そのために
も、全県一区制度の検証は必要不可欠である。検証
を抜きにして、再編計画の策定はあり得ないと私は
思っている。私は、全県一区制度そのものに異議申
し立てをしているのではなく、検証の必要性を主張
しているのである。同制度導入後、全県的に地殻変
動が起きており、特に湖北地域においてそれが著し
い。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」）によって、湖北地
域の進学校に大きな影響が出ている。高校再編を行

うのであれば、このような状況を踏まえて、まず全
県一区制度を検証することによって実態を把握し、
問題点を洗い出し、その上で是正措置を講じること
が必要である。その際、教育分野における「南高北
低」状態をこれ以上進展させないように、湖北地域
の特性や文化、あるいは地域の活性化等を踏まえ再
編計画を策定すべきであろう。
また、大きな課題の１つは定員数である。長浜
高校と長浜北高校の１学年当たりの学級数はそれ
ぞれ５で、合計 10 学級である。滋賀県教育委員会
は、募集定員について再編基本計画（案）で「地域
ごとの定員を確保」するとしているが、再編実施計
画（案）では、「長浜高等学校と長浜北高等学校を合
わせると、１学年 10 学級（平成 24 年度第１学年）の
ところ、新校は１学年８学級を想定していますが、
例えば虎姫高等学校等、同じ湖北地域の学校の学級
増を行うなど、地域ごとの中学校卒業予定者数や進
学志望の動向などを踏まえ、地域ごとの定員を確保
していきます」
（p.14）となっている。再編計画（案）
では、２学級分が宙に浮いているのである。滋賀県
教育委員会は、この２学級分を湖北地域のどの高校
に割り振るかということについて、重大な指摘をし
ている。つまり、「例えば虎姫高等学校等」という
ように、具体的に例示しているのである。これを文
字通りの例示として捉えることは、正しくない。こ
の言葉がもっと重い意味を持っているからである。
端的にいえば、虎姫高校の定員増を意味している。
現在の１学年４学級から６学級への増員である。こ
のことは、滋賀県教育委員会が示した統合新校のコ
ンセプト、すなわち、「大学等への進学指導に重点
を置く地域の中核的な普通科単独校」12）の形骸化を
意味する。これまで長浜北高校へ進学していた上位
２クラス分の生徒が、統合新校にではなく、より上
位の虎姫高校に進学することが容易に予測される。
もし、そのような事態を招くようなことになれば、
統合新校のコンセプトと実態とは相反するものにな
る。私は、その可能性が非常に高いと思っている。
生徒の流れは、北から南への「玉突き現象」だけで
なく、より上位の進学校への「玉突き現象」も起き
ていると考えられるからだ。
いま一つの大きな課題は、新校の校地問題であ
る。この件に関する藤井長浜市長の発言と滋賀県お
よび滋賀県教育委員会の対応については、既に別の
機会に言及した 13）。この市長発言を受けて、滋賀県
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教育委員会でも議題に上ったので、予算関係も含め
て、その部分を紹介しておきたい 14）。
［高橋委員長］
：色々と事前協議をやっていた中に、
突然長浜の方から新しい土地があると、これにつ
いて提案が出たのだが、それについてはどのよう
に考えているのか、聞かせてほしい。
［猪田教育企画室長］：新校の校地については、県
有地が基本であると考えている。長浜高校の校地
については、長浜市が提言されている駅から徒歩
圏内であるというロケーションにも合致するもの
と考えている。また、一から校舎を建てるという
ことになると、グランド整備とか、体育館を整備
しなければならないといった新たな投資も必要に
なってくる。それから県有地ということであれば
建設に向けてのスケジュール管理もしやすくなる
し、また県立高等学校には相当の土地が必要と
なってくるが、現校地を活用すればそのような心
配もなくなるということで、基本的に長浜高校校
地で進めてまいりたいと考えている。
［高橋委員長］：長浜市からの好意的な提案であっ
たわけなので、十分検討されたとは思うが、その
ことについて十分説明していく必要があるのでは
ないかとは思う。
［佐藤委員］
：学校規模を拡大するに当たっては、
増改築にかかる予算が関わってくるのではないか
と思うが、そのあたりはどうなるのか。
［木村教育総務課長］
：今回、湖北・湖東において、
生徒が集まるような学校を作りたいという思いで
新増築を計画している。また計画の詳細な詰めは
できていないが、予算的にかかることは確かであ
る。予算編成は知事部局が権限を持っているの
で、しっかりと考えを説明していきたい。
［高橋委員長］：予算をつけてもらえるということ
で、この計画を立てると考えて良いのか。
［木村教育総務課長］
：いくらでも予算が使えると
いうわけではない。もちろん我々で一定の精査も
しながら、ただし必要な部分はきっちりと説明す
るということで、これから詰めていくという話に
なる。何とか確保していきたい。
［佐藤委員］：具体的な財源があるということでは
ないのか。
［木村教育総務課長］：財源は、高等学校の場合は
国庫の補助等もないので、100 ％県費でやらなけ
ればならない。起債なども使わせてもらいながら
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詰めていくということになろうかと思う。
さて、この質疑応答から何がいえるのか。まず、
滋賀県教育委員会事務局の答弁に相当な違和感があ
るので、その点から見ていこう。第１に、新校の校
地を長浜高校校地としていることの理由についてで
ある。事務局はその理由として、①県有地が基本で
あること、②長浜市が提言している駅からの徒歩圏
内であるというロケーションにも合致すること、③
グランド整備、体育館整備などに新たな投資が不
要、④県有地のため建設に向けてのスケジュール管
理が容易、⑤県立高校を建設するには相当の土地が
必要で、現校地はそれを満たしている、を挙げてい
る。しかし、これらの理由にもそれぞれ問題があ
り、特に②については大きな疑義がある。
まず②について、その理由を説明しておこう。長
浜市および長浜教育検討委員会が提言書、とりわけ
第二次提言書で提示したＪＲ駅から徒歩圏内の場所
と事務局が教育委員の質問に答えた場所との間には
非常に大きな乖離がある。提言書にいう「利便性に
優れたＪＲ駅の徒歩圏内」というのは、具体的にＪ
Ｒ長浜駅から徒歩約５分のところに位置する企業遊
休地のことであって、事務局がいう長浜高校校地で
はない。事務局は長浜高校校地を駅から徒歩圏内と
しているが、ＪＲ長浜駅から約２キロメートルもあ
り、徒歩で約 30 分もかかる 15）。駅からの距離、そ
して在校生のほとんどが自転車通学している現状か
らして、実態的に徒歩圏内といえるか疑問である
し、少なくとも利便性に優れた場所とはとてもいえ
ない。また、事務局は、
「生徒が集まるような学校
を作りたい」ともいっているが、このような「不便
な」場所に新校ができても、湖北地域以外のところ
（南部）から生徒を呼び込むことは極めて厳しいこ
とは容易に察しがつくし、これまで長浜北高校へ自
転車通学していた地域の子どもたちにとっても通学
が非常に厳しくなる。これでは、滋賀県教育委員会
が「大学等への進学指導に重点を置く地域の中核的
な普通科単独校」という新校のコンセプトを掲げて
も、全く「絵に画いた餅」になる恐れがある。この
ような理由等を鑑みれば、新校の校地に関して、長
浜市および長浜教育検討委員会の提言書にいう「Ｊ
Ｒ駅の徒歩圏内」と事務局のいう徒歩圏内とは「合
致する」どころか、非常に大きな乖離があるといわ
ざるを得ない。端的にいえば、長浜市および長浜教
育検討委員会は、新校の校地として長浜高校校地を
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適地とは認めていないということである。
②に関連してもう１つ大きな問題は、10 月臨時
教育委員会会議録には記載されていないが、藤井長
浜市長が正式に提示した新校の用地提供案に対して
とった、嘉田知事や滋賀県教育委員会の対応であ
る。第二次提言書を提出した際に、藤井長浜市長は
新校の用地としてＪＲ長浜駅近くの企業遊休地を充
てることを正式に提案したが、嘉田知事は「湖岸で
は液状化の問題がある」として、また滋賀県教育委
員会も「一般論として液状化などの調査は必要」16）
として、この市長提案を受け入れなかった 17）。さ
て、その後の経緯を含めて見た場合、ここでいつか
の疑問が浮かび上がってくる。１つは、市長提案の
用地が湖岸にあり、それゆえ液状化の恐れがあるか
ら受け入れないということであるならば、滋賀県教
育委員会が新校の校地として位置づけている長浜高
校も湖岸の近くにあり、その意味では校地として必
ずしも適切とはいえないのではないのか。地震によ
る液状化現象の発生の怖れを、市長提案の受け入れ
を拒否する理由とするには説得力が乏しい。また、
滋賀県教育委員会は、「調査が必要」といいなが
ら、その後、調査どころか現地視察もすることもな
く、市長提案を一蹴している。さらにいえば、市長
が提案した用地は約４ヘクタールあり、長浜高校校
地（約 4.5 へクール）と面積において遜色はない（ち
なみに長浜北星高校は約４ヘクタールである）18）。
つまり、用地面積としては条件を満たしているとい
う点で、滋賀県教育委員会が、県有地である長浜高
校校地を新校と主張する絶対的根拠は崩れる。③の
主張であるが、これを財政上の問題として理解する
ならば、長浜高校校地を売却し（住宅地に立地して
いるので、相当な売却益が期待できるのではないか
と推測される）
、それを市長提案の場所での新校舎
建設・整備の財源の一部に充てることも可能であ
る。とすれば、この理由も絶対的なものではなくな
る。

７．新計画案の説明会と県民政策コメント
滋賀県教育委員会は、県立高校再編計画（案）の
発表後、説明会を開催したり県民政策コメントに
よって意見・情報収集を行ったりした。そして、保
護者や県民から寄せられた意見等に対して滋賀県教
育委員会の考え方を提示した。以下で、その概要に
ついて述べておきたい。

１）新計画案の説明会の開催状況
滋賀県教育委員会による保護者および県民一般を
対象とした新計画案の説明会は、2012 年 10 月から
11 月にかけて県内５市で開催され、合計 389 人が参
加した。内訳は次の通りである。彦根市では４会場
（ひこね市文化プラザ：10 月 17 日、稲枝地区公民館：
10 月 25 日、河瀬地区公民館：11 月２日、ひこね燦
ぱれす：11 月４日）で開催され、参加者は 108 人で
あった。長浜市でも４会場（木之本公民館：10 月 15
日、長浜勤労者総合福祉センター：10 月 29 日、長
浜市民交流センター：11 月 10 日、湖北文化ホール：
11 月 14 日）で開催され、参加者は 175 人であった。
米原市では 11 月６日に文化産業交流会館で開催さ
れ、26 人が参加した。甲賀市では２会場（信楽中央
公民館：10 月 31 日、サントピア水口：11 月 11 日）
で開催され、参加者は 69 人であった。大津市では
10 月 28 日に大津合同庁舎で開催され、11 人が参加
した 19）。
２）県民政策コメントの実施結果
滋賀県教育委員会は新計画案の説明会と並行し
て、滋賀県民政策コメント制度に関する要綱に基づ
き、
2012年10月２日から11月15日までの間、意見・
情報の募集を行った。その結果、96 人から延べ 286
件の意見・情報が寄せられた。主な意見・情報の内
訳は次の通りである。①基本計画では、「県立高等
学校再編の基本的な考え方」関係が 37 件（実意見数
38）、「県立高等学校の現状と課題」関係が 17 件（実
意見数 23）、「再編を進めるにあたって」関係が８
件（実意見数８）などであった。②実施計画では、
「長浜高等学校と長浜北高等学校の統合」関係が 41
件（実意見数 44）、「彦根西高等学校と彦根翔陽高等
学校の統合」関係が 34 件（実意見数 43）
、
「職業系専
門学科の改編等」関係が 19 件（実意見数 26）、「新
しいタイプの学校の設置」関係が 12 件（実意見数
13）、「総合学科の充実」関係が 10 件 ( 実意見数 13)
などであった。③その他として、「特別支援教育」
関係が 17 件（実意見数 17）
、
「全県一区制度」関係が
11 件（実意見数 13）などであった 20）。
この実施結果から、特に県立高校再編の基本的な
考え方や高校の統廃合に関する意見が多く寄せられ
ていることがわかる。それだけ、これらの課題に対
する県民の関心が高いことを伺い知ることができる。
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３）説明会および県民政策コメントにおける主な意
見等に対する滋賀県教育委員会の考え方
説明会や県民政策コメントで保護者や県民の関心
が特に高かったのは、統廃合を含む高校再編の必要
性、彦根および長浜における高校の統廃合、１学級
の適正規模の根拠、長浜新校の設置場所、福祉学科
の廃止、農業学科の学級減などである。ここでは、
これらの課題について滋賀県教育委員会が文書で見
解を述べている 21）ので、それらについて概観して
おきたい。
⑴ なぜ統合を含む再編が必要なのか
生徒の多様なニーズ等に応える学習内容等の充実
や様々な学習歴を持つ生徒に対応した取組が必要と
なっていること、規模の小さな学校が多くを占めて
いる地域があること等から、将来をも見据えた子ど
もたちの豊かな教育環境を整えるため、統合を含む
再編が必要と考えている。
教育内容を充実させ、教育活動を活発なものとす
るには、
「生徒自らの興味・関心、進路希望等に応
じた学習ができる学校」「学校行事や部活動などの
取組を活発に行うことができる学校」「多様な生徒
や教師との幅広い出会い、集団活動を通して互に刺
激し合うことができる学校」づくりが必要であると
考える。
⑵ なぜ彦根と長浜だけが統合の対象なのか
学校の教育力の向上と地域全体の学校活力の維持
向上を図るため、規模の小さな学校が多くを占めて
いる地域において、学校の配置バランス、学科の特
性、地理的条件などの地域性、学びの多様性の確保
等を考慮しながら、複数の学校が近接して設置され
ている都市部において統合を実施することとしたも
の。
⑶ なぜ長浜新校の校地は長浜高校なのか
新校の設置場所については、湖北地域全域、さら
には広く県内から生徒が通えること、冬の除雪等に
も配慮し、駅から徒歩で通える範囲とすることが望
ましいこと等を考慮したもの
⑷ 長浜高校福祉学科は公立高校で唯一介護福祉士
の受験資格が取れる高校であり、実績もあげている
のになぜ廃止するのか。長浜北星高校の総合学科に
福祉系列を設置し、介護福祉士の受験資格取得可能
な類型を設けるとのことだが、実現できるのか
長浜高校福祉学科については、法改正により介護
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福祉士試験の受験資格として必要な高等学校におけ
る学習の時間数が大幅に増加するとともに、医療系
ケアの学習も課せられ、夏休み中も実習や授業を行
う必要があることや、福祉科への入学希望者が第一
次志望調査では定員に満たない状況も見られるよう
になったことを踏まえ、産業教育審議会からの答申
を受けて、介護福祉士の国家試験合格を目指すこと
を重視してきた福祉科教育のあり方を見直し、基礎
的・基本的な学習に重点を置き、生徒の進路希望に
応じて上級学校に進学し、さらに福祉に関する学習
を深めることができる形に改めるもの。
併せて、柔軟な教育課程を組むことができる総合
学科の中に、福祉教育を取り込むことにより、福祉
の基礎を学ぼうとする生徒から、より専門的に福祉
教育を受けたい生徒までの幅広いニーズに対応した
福祉に関する学習の機会を確保するため、福祉学科
を総合学科の系列に改編するもの。
なお、様々な御意見等を踏まえ、長浜北星高校総
合学科の福祉系列では、介護福祉士の国家試験の受
験資格が取得できる類型についても設けていくこと
とし、着実に準備を進めていきたい。
⑸ ６学級から８学級を適正規模とする根拠はどこ
にあるのか
一定の学校規模が必要との考え方は、高等学校関
係者への聴き取りも踏まえた「県立学校のあり方検
討委員会」（学識経験者や高等学校関係者などから
構成）の報告において、多様な科目の開設など幅広
い教育課程の編成、生徒や教師との幅広い出会い、
学校行事や部活動などの集団活動の活性化などの観
点からその必要性が謳われているところである。
こうした報告等を踏まえ、１学年あたり概ね６学
級から８学級を標準としているが、これはあくまで
標準であり、必ずしも例外なく６学級から８学級で
なければならないと考えているものではない。
⑹ 彦根新校は、９学級規模の総合学科で運営がう
まくいくのか
規模のメリットを生かして、生徒一人ひとりが進
路希望・個性・能力などに応じた学習ができるよ
う、幅広い講座を提供するなど、新校のコンセプト
である「多様な学びの中から夢の実現を支援する学
校」「多様な生徒が集い、互に切磋琢磨しながら夢
を育み学ぶ学校」を目指していく。
また、県議会での予算の議決が前提であるが、普
通教室の増設や、家庭系列の実習施設、１学年 360
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人の生徒全員での一斉授業が可能な大講義室を含む
校舎を新増設するなど、１学年９学級規模の総合学
科での多様な学習の展開を可能にする必要かつ機能
的な教育環境を整備していきたいと考えている。
さらに、定員を確保して欲しいとの意見や要望を
ふまえたものである。
⑺ 農業学科は小学科改編後の学級数が１学級減と
なっているが、現状維持の学級数を要望する
様々な御意見等を踏まえ、農業学科については、
再編により学級数を減らすことはせず、生徒の志望
状況等を踏まえ、募集定員を策定する中で検討して
いくこととする。

８．まとめ
既に見たが、滋賀県教育委員会は、新計画案の説
明会や県民政策コメントにおける県民の意見等に対
する考え方を示すとともに、それに基づいて 2014
年 12 月 20 日に開催された滋賀県教育委員会 12 月臨
時教育委員会において、「滋賀県立高等学校再編基
本計画及び同実施計画」を全会一致で承認可決した。
滋賀県教育委員会が策定した県立高校再編計画
は、再編計画（原案）に比して大きく見直しがなさ
れているとともに、再編計画（案）の見直しも行わ
れている。詳細については別の機会に論じることに
するが、長浜市および長浜教育検討委員会が２度に
わたって滋賀県および滋賀県教育委員会に提出した
提言書の内容を踏まえてこれらの見直しがなされた
とするならば、私たちの活動も一定の役割を果たし
たといえるのではないか。
註
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（平成 24 年度教育委員会会議の概要に記載されて
いる各委員会の内容をホームページで確認）。
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『中日新聞』2012 年 10 月２日付。
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―滋賀県立高等学校再編実施計画―」
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、
p.13。
13）拙著「県立高校再編問題の新展開⑵―長浜市の
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16）
『京都新聞』2012 年９月 27 日付。
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論達意」
）では、次のように書かれている。「知事
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るのなら、県営施設の琵琶湖博物館や長浜ドーム
を湖岸から移設しなければならないのでは」。
18）
「第２回長浜の未来を拓く教育検討委員会資料
（参考５）」p.1。
19）
「滋賀県立高等学校再編計画 ( 案 ) 説明会の実施
状況について」p.1。なお、この資料は、2012 年
12 月 20 日に開催された滋賀県教育委員会 12 月臨
時教育委員会において配付されたものである。こ
の委員会で、
「滋賀県立高等学校再編基本計画及
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び同実施計画」が全会一致で承認可決された。
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委員会の考え方について」
（滋賀県教育委員会 12
月臨時教育委員会に配付された資料）
。
21）
「滋賀県立高等学校再編計画（案）に係る『説明
会』および『県民政策コメント』における意見等
に対する考え方」（滋賀県教育委員会 12 月臨時教
育委員会に配付された資料）
。

研究ノート

滋賀県における朝鮮人強制動員の記録⑶
─韓国における生存者の聞き取り調査より─

河

かおる

人間文化学部国際コミュニケーション学科

１．はじめに
本稿では、33 号、34 号に引きつづき、2012 年８
月末に実施した「対日抗争期強制動員被害調査およ
び国外強制動員被害者等支援委員会」との共同調査
による、滋賀県に強制動員されていた生存者の聞き
取り調査結果を報告する。
本号では、33 号掲載表２の４番の HY 氏への聞
き取り調査結果を報告する。

２．岡崎産業㈱
HY 氏については、岡崎産業㈱に「労務者」とし
て動員されていたと事前に知らされた。滋賀県内で
朝鮮人が労務動員された事業所としてこれまでに名
前を聞いたことがなかった事業所だったこともあ
り、岡崎産業㈱についてあらかじめ調査を行った。
岡崎産業㈱の前身は、1915 年に八日市町金屋に
設立された岡崎製織場で、帯などの織物の製造を
行っていた１。岡崎製織場は、その後、輸出用の絹
紬の生産を専門としていたが、戦時期に入り統制経
済となると、原材料の柞蚕糸の輸入や製品の輸出が
困難となったため、当時の経営者・岡崎耕平は軍需
工場への転換を決意し、1943 年に岡崎産業株式会
社と社名も改めた。三菱重工業株式会社の下請けと
して海軍の航空機の発動機部品の生産に転換したの
である２。
発動機製造のため外部から専門技術者を迎えると
ともに、軍需工場として、徴用や学徒動員された者
を従業員として働かせた。学徒としては八日市や日
野の国民学校高等科の生徒が動員されたという３。
後述するが、HY 氏は動員当時八日市国民学校高等
科の生徒であったといい、学徒として軍需工場と
なった岡崎産業の発動機製造工場に動員されたよう
である。
事前調査の段階で、岡崎産業㈱について知るため
に、滋賀県平和祈念館を訪れ、何か参考になる資料
は無いかと照会したところ、滋賀県民戦争体験談集
シリーズ『記憶の湖 第二巻 子どもたちと戦争』
（1998 年）に、当時岡崎産業に動員された八日市国
民学校高等科の生徒の担任をしていた深尾義三郎氏
の聞き書きが掲載されているとご教示いただいた。

後述するが、HY 氏もこの深尾義三郎氏の教え子
で、大変よく記憶していた。
聞き書きの概要は次のとおりである。
深尾義三郎氏は、1938 年に召集を受けて中国で
負傷して傷痍軍人となった。京都に開設された傷痍
軍人を教員に養成する機関４の１期生として１年間
学んだ後、八日市の尋常小学校に赴任した。
戦時中、八日市国民学校の高等科を担任していた
時、学校の近所の「岡崎という工場」に高等科生徒
が動員され、一緒に通った。月曜日から金曜日まで
働き、土曜日だけ学校で授業をするという生活が１
年間続いた。作業内容は、アルミの板で飯盒のフタ
を作ったり、金属のネジやナットを作ることだっ
た。作業中、教え子の一人が飯盒のフタをプレスす
る機械に指を挟んで切断されるという事故が起こっ
た。さらに不幸にも膀胱炎を併発して亡くなってし
まった。工場には防空壕があり、避難訓練もした。
こ の 聞 き 書 き 記 録 の ほ か、 渡 辺 守 順 編『 写 真
集 明治大正昭和 八日市』
（国書刊行会、1981 年）
から岡崎産業のほか戦前の八日市の様子がわかる写
真をコピーして調査時に持参した。

３．HY 氏への聞き取り調査結果概要
次に HY 氏への聞き取り調査結果を見ていく。調
査は、2012 年８月 30 日午前 10 時半から約２時間に
わたって、京畿道安養市にある HY 氏のご自宅で行
われた。調査者は、筆者のほか、委員会調査２課の
李姃垠氏、尹智炫氏、山村暁子氏（あすぱる甲賀）
である。質問は主に筆者が韓国語で直接行った。質
問項目は事前調査に基づき大まかに書き出してお
いたが、HY 氏には見せず、自由に話していただい
た。以下、話が重複・前後している部分等を時系列
に再構成し、HY 氏の述懐内容の概要を□で囲って
示した上で、補足説明などを加えていく。なお、地
名等、HY 氏が日本語で発言した用語（地名以外）は
カタカナで示し、（
）で漢字表記を補足するこ
ととした。
〔
〕は筆者による補足である。
１）出生から渡日まで
1929 年生まれです。慶尚北道盈徳郡寧海面に暮
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らしていました。1934 年頃、先に父が八日市に行
きました。沖野ヶ原飛行場に徴用で行ったんです。
私は寧海国民学校に一年通ったあと、1937 年４月、
母と兄弟と共に父のいる日本に渡り、八日市で暮ら
すようになりました。
1934年には国民徴用令は発動されていないため、
言葉の厳密な意味における「徴用」ではないと思わ
れるが、沖野ヶ原にある八日市飛行場の整備に関連
する仕事で父が日本に渡ったことが、八日市で一家
が生活する契機となったようである。
寧海国民学校は、1930 年代当時はまだ名称が寧
海公立普通学校だったと思われる。1910 年開校の
初等学校で、現在も寧海初等学校として存在してい
る。

が、どのあたりにどのぐらいの数の朝鮮人が住んで
いたのか、子どもだったから近所のこと以外はわか
らないとのことだった。

２）八日市での生活
八日市では大字小脇という所に住んでいました。
テンリキヨウ〔天理教〕の大きな教会の前です。私
たちの一家のほかに、Ｎ、Ｏと名乗っていた韓国人
の一家が、近所に暮らしていました。八日市に他に
どのぐらい韓国人がいたのかはわかりません。
両親は、戦時中はボロ、古着を自転車で集めてま
わって、アイロンをかけて縫って軍需工場に納品す
るという仕事をしていました。旋盤などを拭くのに
使ったようです。近所の韓国人Ｏさんが代表者で一
緒にやっていました。父は日本語がよくできました
が、母は日本語ができず、服装も韓服をいつも着て
いました。
食糧難の時は、軍靴を作る時に出るスグレ（ウシ
の皮）というのがあって、それを捨ててあるのを
拾ってきて、水でふやかして食べました。鉋屑に小

３）八日市国民学校
日本語がわからないので、日本に来て一年ほどし
てから、八日市国民学校に入りました。当時の校長
先生はニシムラサワマル先生、教頭先生はキタガワ
ヨシキチ先生です。
当時の校長、教頭の名前までスラスラ出て来るの
で、調査に行った一同がその記憶力に驚いている
と、
「当たり前じゃないですか」と笑っていた。
先述した深尾義三郎氏の聞き書きを「実はこうい
うものを持って来たのですが…」とお見せすると、
「深尾先生、懐かしいな…」と日本語で話して、し
ばらく文章に見入り、「生きているならお会いした
い」と言っておられた。
フカオギザブロウ先生は担任でした。戦争で目を
負傷されて片方の目が見えなかったんです。級友
でよく覚えているのは、Ａ、Ｋ、Ｉなどです。Ａ
と親しくて、絵が上手で、線路の近くに暮らして
いました。Ｉとはよく喧嘩もしました。「チョウセ
ン パープー ニンニククサイ」と言ってバカにさ
れました。
戦時中、米軍のグラマンをだますために、学生を
動員して木造の模型飛行機をつくってペンキを塗っ
たりもしました。ヒエイとかトリュウとかです。そ
の模型を並べて、本物の飛行機は隠すんです。その
作業の時や、見学の時は、飛行場に入れてもらえま
した。
1945 年１月から、B29 が来るようになって、沖縄

麦を少し混ぜて調理したりして食べました。そうい
う調理法は日本人は知らないですよね。オボン〔お
盆〕になると、盆カゴが流れて来るのを川下で捉え
て食べたりもしました。
琵琶湖まで自転車に乗って釣りにも行きました。
愛知川に鮎を採りに行ったとき、飛行機を森に隠す
のを見ました。格納庫に隠し切れないのを森に隠し
たんです。軍人におにぎりをもらって食べました。
延命山に阿賀の宮がありますよね、名所、有名で
すよ。
八日市の飛行場拡張工事に朝鮮人が多数従事して
いたことについて、何かご存知かと尋ねると、「拡
張工事はうちの両親も行っていた」とのことだった

から九州から比叡山を越えて名古屋を超えて東京ま
で行って、戻ってくるんですよ。それにヒエイがタ
イアタリ（体当たり）するんですよ。B29 が山の所
に落ちると、ガラスを拾いに行きました。燃えると
アルコールの匂いがするんですよ。
学校の運動場を畑にしてサツマイモを栽培してい
ました。
創氏改名はやりたくなかったけど、ナイセンイッ
タイ〔内鮮一体〕とかいって、仕方なく苗字が「大
村」になりました。苗字だけ変えて、下の名前は変
えませんでした。「大村」というのは何か祖先と関
係があるとかで父がつけました。
清水川に米英の国旗を並べて踏んづけて歩くよう
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なこともしました。清水川で溺れそうになったひと
を助けたこともありますよ。
４）岡崎産業への学徒動員
1945 年１月から敗戦までの八ヶ月間、学徒勤労
報国隊として八日市国民学校のすぐ横にある岡崎産
業で働いたんです。岡崎産業は、もともと岡崎織布
といって、布を作る工場で、社長がオカザキコウヘ
イ〔岡崎耕平〕と言いました。大きな会社ですよ。
軍需工場を任されて、飛行機の部品、軍で使う飯
盒、寝台な、水筒などをつくっていたんです。
八日市国民学校高等科の学徒は、家が皆近かった
ので、寄宿舎へは入らず、家から通いました。勤務
時間は朝八時半から夕方六時までです。
まず機械を扱う方法を教えてもらってから、私は
ハッシャクセンバン〔八尺旋盤〕の作業を担当して
いました。アラケズリ〔荒削り〕だけ我々がやっ
て、シアゲ〔仕上げ〕は学生は技術がなくてできな
いから、事務室で女性の従業員が受け取って、職人
さんがやっていました。
当時、油が無いじゃないですか。それで、八日市
中学校〔現八日市高校〕の横に油を絞るところがあ
るので、それをドラム缶に入れてリアカーに積んで
運んだりもしました。
〔深尾先生の聞き書きに出て来る〕亡くなった学
生は同じ班の学生でした。字がすごく上手でした。
空襲警報がなると建物の影に隠れたりして右往左往
していました。
勤労報国隊は賃金はありませんでした。
持参した岡崎産業の写真（写真１）をお見せする
と、
「よく覚えている、こちらが入り口だった」と
話された。他の、郵便局、新八日市駅、金屋通りの
写真なども大変懐かしがりながらご覧になった。特
に駅は今でも時々夢に出て来るという。

写真１ 旧岡崎製織場
出典：八日市市史編さん委員会編『八日市市史４
1987年、p.513

近現代』

５）帰郷
日本が戦争に負けると、軍需工場の仕事がなく
なったので、両親はシュロで箒をつくって売る仕事
をしてしばらく暮らしていました。私が学校に通っ
ていたので、八日市国民学校高等科を満 16 歳で卒
業するまで待って、1946 年 11 月に帰国しました。
何でも、申請すれば八日市から近江八幡まで出て
博多まで行く無料の切符がもらえたらしいです。八
日市町のほうで名簿か何かつくって。両親が手続き
をして順番待ちをしていたようでした。博多から大
きな船に乗って釜山へ行きました。
八日市で近所に住んでいた韓国人のＮさん一家は
お父さんが南方戦線に徴用されて安否がわからない
からもう少ししてから帰るといって、そのまま別れ
て今どうしているかわかりません。Ｏさんもしばら
くしてから帰ると言ってその後はわかりません。
釜山に着いたら、米軍に DDT かけられました。
寧海のほうに帰りましたが食べるものがなくて困り
ました。大豆の油を絞ったカスをたべたりしてしの
ぎました。
1948 年４月５日に韓国軍に志願して入隊しまし
た。朝鮮戦争が始まって、従軍し、休戦するまで３
年１ヶ月間戦いました。大変でしたよ。結局、軍隊
には 10 年間いて、
1957 年５月 31 日に除隊しました。
国家有功者として叙勲されました。
実は、Ｎさん一家は現在も八日市に在住している
ことが後日わかった（後述）
。
朝鮮戦争に従軍した話は、映画「ブラザーフッ
ド」さながらであった。
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４．「八日市国民学校時代を語る集い」
事前調査の段階で、滋賀県平和祈念館を訪れたこ
とは先述したが、そこで知り合った同館のボラン
ティアガイドで東近江戦争遺跡の会の真野生道氏
に、調査後に簡単に内容をお伝えした。そして真野
氏を通じて、八日市の歴史にも詳しい金念寺住職の
鈴木俊亮氏に、HY 氏が深尾義三郎氏や級友たちの
消息を知りたがっているとお伝えしたところ、2012
年 12 月９日に「八日市国民学校時代を語る集い」
を金念寺にて開催する運びとなった。
集いに先立ち、鈴木俊亮氏のご案内で、深尾義三
郎氏の墓所にお参りし、HY 氏が最も親しかったと
言っていたＡ氏の家と思われる家を訪ねた。すると
そこは確かにＡ氏の家であったが、戦後まもなく他
界していたことがわかった。
集いには、八日市国民学校の元教師や生徒など
20名ほどが集まった。事前に HY 氏の許諾を得て、
調査時に撮影した映像の一部に字幕を付けて編集し
たビデオを流し、簡単に説明した後、自己紹介や意
見交換を行った。すると、HY 氏の近所に住んでい
たＮ一家の一人で、現在も八日市にお住まいの方
や、HY 氏の話のなかで「いじめられた」として名
前があがっていたＩ氏などが来られていて驚いた。
翌 年（2013 年 ）３ 月、 渡 韓 す る 機 会 が あ っ た の
で、深尾氏とＡ氏の消息、ビデオと写真に収めた集
いの様子を携えて、再び HY 氏の元を訪れて、報告
した。当然のことながら、70 年近くの歳月を経て
元級友の顔を判別できるはずもなく、「これがＮ？
Ｉ？、全然わからないなぁ…。お互い歳を取ってし
まって…」と苦笑いしておられた。

５．おわりに
今回の HY 氏の事例は、「学徒勤労報国」の一貫
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として８ヶ月間、軍需工場で働かされたというケー
スであった。対日抗争期強制動員被害調査および国
外強制動員被害者等支援委員会においては労務者と
しての強制動員として認定されているが、一般的な
定義での強制連行、すなわち募集・官斡旋・徴用に
より行われた労務動員とは動員経緯が異なると言え
よう。
33 号、34 号で扱ったような、徴兵による強制動
員では、まとまった数の朝鮮人が組織的に滋賀県に
連れて来られ、軍の仕事に従事していたという事実
はわかるが、軍隊の外との接触は限られており、当
時の滋賀県の在日朝鮮人社会のことはあまりわから
ない。一方、今回の HY 氏の聞き取りでは、多くの
朝鮮人が仕事を求めて家族を伴って日本各地に渡っ
た 1930 年代に、八日市にも朝鮮人が住むようにな
り、古着回収などを生業として生活していたという
ことがわかった。
「集い」で知り合ったＮ氏へインタビューをし
て、戦後も含めた八日市における在日朝鮮人の歴史
をさらに調査したいと思いながら、まだ実現できて
いない。
【註】
１ 八 日 市 市 史 編 さ ん 委 員 会 編『 八 日 市 の 歴
史 近・現代４ 地場産業の変遷』
1984年、
p.229。
２ 八 日 市 市 史 編 さ ん 委 員 会 編『 八 日 市 市
史 ４ 近現代』1987 年、p.512。
３ 同前。
４ 1939 年５月に京都府師範学校に附設された、
傷痍軍人尋常小学校本科正教員養成所のことと思
われる。逸見勝亮「傷痍軍人小学校教員養成所の
設立」
『北海道大学教育学部紀要』
40、
1982年３月。

研究ノート

彦根市・荒神山をめぐる考古学的調査
─後期古墳と延寿寺所蔵遺物の調査─

大西遼・中川永・仲田周平・岡山仁美・荘林純・馬場将史・伊藤航貴
愛知県陶磁美術館・人間文化学研究科博士前期課程／日本学術振興会特別研究員 DC・人間文化学研究科博士後期課程／
豊岡市教育委員会／人間文化学部 4 回生／人間文化学部 4 回生／人間文化学部 4 回生／人間文化学部 3 回生

はじめに

１．後期古墳の調査―荒神山古墳群Ｈ号墳―

滋賀県立大学考古学研究室（定森秀夫・中井均研
究室）では、2011年度から2013年度にかけて彦根市・
荒神山の考古学的調査・研究を行った。この成果の
一部は、横穴式石室、古墳時代後期の単独墳・群集
墳、中世の採石地などいくつかの切り口から報告を
行ってきた（仲田周平・大西遼 2012、樫木規秀・大
西 2013、大西・樫木・谷口哲也・中川永・馬場将
史 2014）。
本稿では、2013 年度後半の調査成果の一部を報
告する。具体的には、荒神山内で特筆すべき後期古
墳の１基と、荒神山に関連した延寿寺所蔵遺物の中
で新たな知見を得たものに関する報告である。

（大西）

１）荒神山古墳群 H 号墳の立地と石室構造（図1・2）
荒神山古墳群 H 号墳（図１、以下「Ｈ号墳」とす
る）⑴ は、荒神山西側山麓の荒神山神社遥拝殿より

100

荒神山C号墳

南に約 200 ｍにある尾根の先端に位置する。横穴式
石室を持つ直径約 10 ｍ程度の円墳と考えられる。
石材の抜き取りや土砂の流出により墳丘、石室の残
存状況は良好ではない。周囲には墳丘状の高まりは
なく、単独で立地しているとみられる。
横穴式石室の主軸は磁北から 80 度東に振り、西
方向に開口する。石室石材は奥壁が１石、側壁は左
右それぞれ２石が確認される。しかし、左右側壁の
石材がそれぞれ原位置を保っていると仮定した場
合、平行に並んでいない。したがって、抜き取りや
崩落に伴い移動したと考えられ、現状では石室規模
を明らかにしがたい。
現状では、奥壁付近の両側壁の幅は 2.1 ｍを測
り、左側側壁では２石間の距離は 2.7 ｍであること
から、全長 2.7 ｍ以上、玄室幅２ｍ程度の規模が推
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図１

調査地と関連遺跡（樫木・大西 2013 を大幅に改変）

図２

2m
（S＝1/60）

Ｈ号墳横穴式石室
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図３

Ｈ号墳表採須恵器

定される。また、残存する石室石材は１ｍを超えな
いため、小型石材を用いて構築された可能性が考え
られる。
（仲田）
２）表採須恵器からみたＨ号墳
Ｈ号墳の石室内および開口方向の延長線上５ｍ程
度の範囲で、計 13 点の須恵器を表採した（図３）。
器種は杯蓋１点、杯身４点、無蓋高杯２点、壺・甕
６点である。
図３－１～４・７は蓋杯である。図３－７は杯蓋
で、口縁端部はにぶい段をなす。口縁部と天井部を
画する稜は残存していないが、欠損部直下において
強いナデから外反する様子がうかがえ、当初は稜な
いしは凹線がめぐっていたものと想定できる。
図３－１は杯身で、復元口径は 12.5 ㎝である。底
部外面は、残存部においてすべて回転ナデで仕上げ
られている。立ち上がりは内傾するが高く、端部は
丸く収める。図３－２は杯身で、復元口径は 14 ㎝
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である。底部外面は広く回転ナデで仕上げられてい
るが、欠損部直上では回転ヘラケズリが確認でき、
底部の２分の１程度をヘラケズリしていたことが
わかる。口縁部は内傾するが高く、端部は丸く収め
る。図３－３は杯身底部である。外面は広範囲を回
転ヘラ削りし、上部欠損部の直下は回転ヘラケズリ
を施す。
図３－４は杯身底部として復元したが、調整など
不自然な部分が目立ち、実際には異なる器種の可能
性も残る。底部中央は未調整（一部横ナデ）で平坦
であり、これよりも外側は回転ヘラケズリにより仕
上げられる。また、底部内面は回転ナデによるロク
ロ目が顕著である。
図３－５・６は無蓋高杯である。図３－５は半球
形の杯部を有し、口縁部は直線的に立ち上がる。復
元口径 10 ㎝である。体部の二条の凹線の間に５本
一単位の波状文を施すが、雑な印象である。図３－
６は図３－５とは異なり、杯蓋を反転したような杯
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部を有し、口縁部は外反する。復元口径は 13 ㎝で
ある。体部中ほどの屈曲部付近に２条一単位の凹線
文を配し、その上下に６本一単位と４本一単位の櫛
歯列点文を綾杉状に施している。
図３－８～ 13 は壺・甕である。図３－８は壺の
口縁部と考えられる破片である。直線的に立ち上が
ると思われる頸部から屈曲して口縁部に至り、口縁
部は特に装飾を施さない。図３－９は壺・甕の頸部
で、凹線および沈線のセットにより区画された上下
に12条一単位と７条一単位の波状文を施している。
図３－ 10 は壺体部として復元したが、具体的な器
形は不明であり、壺以外の器種の可能性もある。内
外面とも回転ナデにより仕上げられている。図３
－ 11 ～ 13 は壺・甕体部であり、図３－ 12 の外面は
磨滅のため不明ではあるが、３点とも外面平行タタ
キ・内面同心円当て具により成形されたものと考え
られる。
以上の須恵器は、大阪府陶邑古窯址群の編年（田
辺昭三 1981）と対比すると TK10 型式～ MT85 段階
に相当する。
（大西）
３）小結
今回報告したＨ号墳は石室構造に不明な点が多い
が、尾根上に立地し、小型石材を使用するという特
徴を持つ。荒神山古墳群では、これまでに 10 基の
横穴式石室の構造が判明している（彦根市史考古部
会 2004、仲田・大西 2012、樫木・大西 2012、大西・
樫木・谷口・中川・馬場 2014）。このなかで、もっ
とも古いとされる横穴式石室はＢ号墳とみられる。
尾根上に立地し、横穴式石室は玄室幅 1.9 ｍを測
る。Ｂ号墳の使用石材は大きいもので１ｍ程度を測
るが、奥壁に大型の鏡石を持つＣ号墳と比べると、
石材は小型で横長である。Ｈ号墳は、Ｂ号墳と立地
や使用石材、石室幅の点で類似することから、古い
段階の横穴式石室であると考えられる。
一方、Ｈ号墳で表採された須恵器は TK10 型式～
MT85 段階にあたり、６世紀中ごろの年代が考えら
れる。これらの須恵器は採集された位置より、古墳
に伴うものとみられ、築造された時期を示している
可能性が高い。
現在のところ、Ｈ号墳より型式的に古い石室は確
認されていない。したがって、荒神山古墳群では６
世紀中ごろに、横穴式石室の築造が開始されたと考
えられる。
（仲田）

２．延寿寺所蔵遺物の調査
１）伝荒神山古墳群出土遺物（
「西谷の古墳」出土
品）
⑴ 当資料の概略
ここでは、延寿寺所蔵遺物の中で伝荒神山古墳
群出土遺物とされているものを取り上げる。この
資料は 1929 年に中川泉三が『近江愛智郡志』の中
で紹介し（中川 1929、以下『郡志』とする）
、2004
年には早川圭によって当資料（主に須恵器）の資料
化・報告がなされ、『郡志』に記載されている資料
との対照や時期に関する検討がなされている（早川
2004）
。
本稿では、当資料の中でもこれまでに報告・検討
が十分になされてこなかった鉄器を中心に扱う⑵。
これらの資料は『郡志』の中でも「西谷の古墳」と
して紹介されているものと考えられる。特に直刀
（おそらく刀子も含む）や轡は、
『郡志』の文章およ
び写真から当古墳から出土したことは確実である。
また、鉄鏃と鎹は『郡志』の写真からは判別が難し
く、文章でも確認できないが、延寿寺での聞き取
りや、『郡志』の写真に小型の鉄器がいくつかまと
まってうつっている様子から、当古墳出土品と判断
した。以上の点から、当資料は荒神山古墳群関連遺
物の中でも、極めて一括性の高い貴重な資料である
と言える。
なお、
「西谷の古墳」は、
『郡志』の記述から「延
寿寺背後の山林」に所在していたことがわかる（中
川 1929）
。
（大西）
⑵

鉄鏃（図４－１）
図４－１は鉄鏃である。全長は現状で 7.6 ㎝であ

るが、茎の一部を欠損している。頸部関より先の鏃
身長は 6.0 ㎝、鏃身関より先の鏃身の刃部長は約 3.4
㎝、刃部幅は約 2.4 ㎝を測る。鏃身部の平面形は圭
頭形、断面は平造、鏃身関部はナデ関を呈し、頸部
関は角関、茎部断面は楕円を呈していることから、
水野敏典による古墳時代の鉄鏃編年（水野 2013）に
おける、古墳時代後期に属するナデ関三角形式（西
日本を中心に分布）に系譜づけられる西日本様式の
ものとみられる。
（岡山）
⑶

刀子（図４－２～４）
図４－２～４は刀子である。図４－２は切先およ
び茎尻の両方共に欠損しているため正確な全長は不
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図４－３は、全体的に

3

4

5

錆が著しく付着してい
る。切先が欠損している
ため、正確な全長は不明
であるが、残存部で全長
7.4 ㎝を測る。現存する
刀身長は 4.4 ㎝、刀厚 1.9
㎝ で 刃 関 式 で あ る。 茎
長 3.0 ㎝、茎幅 0.6 ㎝を呈
すことより、刀身部に対
して、茎部が貧弱な印象
を受ける。このように茎
のつくりが貧弱で短いも
のは、多量副葬のための
非実用品である可能性が
高い。年代推定は欠損部
分が大きいことから難し
い。
（荘林）
⑷

直刀
図４－５は直刀であ
る。現状は２振が貼り付
0
10 ㎝
いた状態で、刀身の途中
で折れている。茎部は途
（S＝1/3）
中で欠損している。残存
図４ 延寿寺所蔵伝荒神山古墳群関連遺物（「西谷の古墳」出土品）①
長 30.4 ㎝、刃部残存長 29
明であるが、残存部で 16.3 ㎝を測る。現存する刀身
㎝、刃部幅2.2㎝、刃部厚0.7㎝、茎部残存長1.4㎝、
長は 13.3 ㎝、茎長は 3.0 ㎝であり、延寿寺に保管さ
茎部幅 1.6 ㎝、茎部厚 0.5 ㎝を測る。関部は刃側に２
れている刀子では最大のものである。刀身部と茎部
㎜、棟側に４㎜の角関を持つ両関式である。
（大西）
の境目である関を刃側および棟側の両方に持つこと
により、両関式であり、刀身は直線状に伸びる。棟
⑸ 轡（図５）
より刃方向に 2 本の亀裂が確認できるが、亀裂を覆
図５は轡である。鏡板と引手がそれぞれ２点ず
う錆に痕跡が認められないことより、採集以前に
つ、銜が１点残存している。これらは一組の環状鏡
入った亀裂であると推定できる。両関式の刀子は
板付轡であると推測される（坂本 1989）。図５－１
TK208 型式期以降に出現する（渡邊 2010）。
の引手は、全長がおおよそ 17 ㎝で、先環の断面が
図４－４は、茎部はすべて残存するが切先が欠損
六角形であると思われる。図５－２も引手の先環と
する。そのため正確な全長は不明だが、残存部の全
思われ、断面が六角形をしている。図５－３の環状
長は 12.1 ㎝である。茎長は 5.9 ㎝をはかり、断面は
鏡板の立聞は、断面が方形で 0.5 ㎝を測る。素環部
反時計方向にねじれたようになっている。刃側にの
の断面は円形であり、1.2 ㎝を測る。図５－４は銜
み関を持つ刃関式であり、全体的に亀裂は見られな
の一部分であり、断面が六角形のようにみえる。レ
い。刀身部の錆に粗砂が付着していることより、砂
ントゲン写真から銜に耳環がついていることがわか
が多い地点で採集されたことが考えられる。刃関式
り、これについては後述する。図５－５は引手の
で茎部長が５㎝以上を呈するものは MT15 型式期
先環で、図５－６は引き手であり全長は 13.5 ㎝を測
より認められる（渡邊 2010）。
る。断面は菱形に近い円形であり、1.2 ㎝を測る。
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図５

延寿寺所蔵伝荒神山古墳群関連遺物（「西谷の古墳」出土品）②

図５－７・８は環状鏡板であり、図５－８の立聞断
面は方形で 0.5 ㎝を測り、素環部はおそらくほぼ円
形で、1.1 ㎝を測る。図５－７の断面もほぼ円形に
復元することができ、1.1 ㎝を測る。
当資料は、丸みを帯びた矩形の立聞を鍛接し、造
りつけてあるため、環状鏡板付轡のなかでも矩形立
聞造環状鏡板に分類することができよう。この矩形
立聞造環状鏡板は６世紀第３四半期から７世紀初頭
に比定できる（岡安 1984）。
（伊藤）

⑹

鎹（図６－１・２）
鎹が２点存在する。図６－１は完形で、渡りは長
さ 4.5 ㎝、爪は長さ 5.5 ～６㎝を測り、渡りに比べ爪
が長いコの字形を呈する。断面は、渡り・爪ともに
幅 1.1 ～ 1.3 ㎝、厚さ 0.8 ～１㎝の隅丸長方形を呈す
る。図６－２は渡りと爪の境界あたりで３つに折れ
ている。折れているため正確な数値は不明だが、渡
りは長さ５㎝程度、爪は長さ 5.3 ㎝を測り、渡りと
爪がほぼ同程度、あるいは爪がやや長いコ字形を呈
する。断面は、渡り・爪ともに幅 0.9 ～ 1.3 ㎝、厚
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図６

延寿寺所蔵伝荒神山古墳群関連遺物（「西谷の古墳」出土品）③、（4 は（早川 2004）より転載）
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さ 0.7 ～ 0.8 ㎝のほぼ長方形を呈する。
鎹は５世紀後半に出現し、６世紀前半から後半に
横穴式石室の普及に伴って普及し、６世紀末から７
世紀初頭には減少するという（田中 1978）。これと
他の延寿寺所蔵伝荒神山古墳群出土遺物の所属時期
を合わせて考えると、２点の鎹は普及期にあたる６
世紀前半から後半の所産と考えて差し支えないだろ
う。また、鎹は木棺の棺身と蒲鉾形の棺蓋の接合に
用いられる（田中 1978）ため、本資料を出土した古
墳が上記のような木棺を有する古墳であったことを
示す重要な資料であると言える。
（大西）
⑺

耳環（図６－３・４）
先述したとおり、今回レントゲン写真より、銜に
耳環が貼りついていることが分かった（図５－４）
。
図６－３はレントゲン写真をトレースし、耳環のみ
を抜き出したものである。長径 2.3 ㎝、短径 2.6 ㎝を
測り、ほぼ円形を呈する。開き部には隙間が確認で
きる。芯部の材質や断面形状などは、全体が錆に覆
われて肉眼では観察不可能である。
ここでは、早川によって報告されている銅芯に銀
箔を被せた耳環（図６－４、早川2004）も合わせて考
えたい。長径2.9㎝、短径 2.5 ㎝を測り、ほぼ円形を
呈する。断面は 0.7 ㎝の円形である。開き部は完全
に閉じており、隙間がない。銅芯であること、断面
が円形であることから、６世紀前半から６世紀後半
の所産であるといえる（松本 1991）。ここで今回紹
介した図６－３の耳環と比べると、錆に覆われてい
るため断面や芯の材質を比較することは困難である
が、法量が近似している点から、図６－３も図６－
４と同様の時期に比定できると思われる。また、こ
れら２点の耳環はセット関係にあったと推定でき
る。
（大西）
⑻

小結
以上、伝荒神山古墳群出土遺物の中でも、『郡志』
における「西谷の古墳」出土品と考えられる資料に
ついて報告・検討を行った。これを踏まえ、ここで
は簡単に「西谷の古墳」の評価を行いたい。まず埋
葬主体については、
『郡志』より当古墳は 10 数個の
石室墳が群集する中の一つであったことがわかる
（中川 1929）が、今回報告の鎹の存在より埋葬主体
には木棺を使用していたことが推定できた。
時期については、今回の遺物の検討作業により、
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当古墳の年代は古墳時代後期、中でも轡の年代より
６世紀中葉から後葉にかけての時期と考えられる。
これは、同じく現在延寿寺に所蔵されている須恵器
の年代とも齟齬がない。副葬品組成については、鉄
鏃・直刀・轡といった武器・馬具、刀子および現在
所在不明だが『郡志』に記述のある斧も含めた工具
類、耳環および現在所在不明だがこれも『郡志』に
記述のある管玉を含めた装身具、須恵器・土師器な
どの土器類といった、後期古墳から出土する遺物の
多くを備えている。新納泉は、大阪府塚原古墳群を
例に群集墳における武器の階層性をモデル化した
（新納 1983）。新納のモデルを参考にするならば、
直刀・馬具・鉄鏃を有する当古墳は、群集墳の中で
も頂点に位置付けられる装飾付大刀を持つ古墳に次
ぐ、有力古墳であったと言える。発掘調査事例が少
ない現状では時期尚早かもしれないが、現状で装飾
付大刀が出土していない荒神山古墳群において、当
古墳の被葬者が相当の力を有していたことがうかが
える。
（大西）
２）延寿寺関連遺物ほか⑶
⑴

有茎尖頭器（図７－１）
図７－１は有茎尖頭器である。先端部や縁辺に若
干の欠損がみられるが、摩滅は全く認められない。
現存長 8.3 ㎝、最大幅 2.7 ㎝、最大厚 1.3 ㎝を測る。
近畿地方の有茎尖頭器のほぼ全てがサヌカイトや
チャートを用いる（西口 1991）にもかかわらず、よ
り遠方でしか採取できない黒曜石を石材として用い
ている点で特異であると言える。
滋賀県下では有茎尖頭器は 27 例の出土が報告さ
れている（光石 2005）が、管見の限りでは黒曜石製
の有茎尖頭器が報告された例はなく、また黒曜石製
の石器も石鏃など小型のものしか確認されていな
い。つまり、現段階では県下最大級の黒曜石製石器
であると思われる。
有茎尖頭器の基部に着目した西口の型式分類によ
ると、近畿地方の有茎尖頭器はおおよそ６型式に分
類でき、この有茎尖頭器は基部と茎の境界が不明
瞭な舌基式に当たると思われる（西口 1991）。ただ
し、石材の性質によって剥離が左右されうる事を考
慮すると、サヌカイトやチャートが中心となる近畿
地方の型式分類に、黒曜石製の資料を単純に当ては
めてよいかどうかは一考の余地があるだろう。

（馬場）
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について記述したい。
口縁部は棒状もしくはヘラ状工具によ
る調整痕跡が認められる。また体部と頸
部とを接合した痕跡が明瞭に認められ、
これに伴い頸部外面には横方向ナデが、
体部内面には上方向ナデが認められる。
体部は全体に緻密なヘラミガキ調整を
施し、その後スリケシを行う部分もあ
る。ヘラミガキの詳細な単位等を確認す
ることは困難であるが、概ね横方向に施
され、一部では斜行するものもある。こ
の一連の調整によって、表面は光沢をも
ち堅緻な印象を受ける。
体部内面には、上部３分の１の範囲を
中心に、指頭圧痕もしくは無文当て具痕
が残る。また一部には不定方向ナデ調整
も認められる。
なお、体部の色調はにぶい黄橙色を基
調とするが、広く黒褐色から灰黄褐色の
黒班が認められる。範囲については、実
測図に一点鎖線で示した通りである。

（中川）

1

0

10 ㎝
（S＝1/2）

⑶

2

0

10 ㎝
（S＝1/3）

図７

⑵

延寿寺所蔵延寿寺関連遺物ほか①

朝鮮無文土器（図７－２）
図７－２はいわゆる朝鮮無文土器と考えられる

が⑷、筆者の見識では明確にし得ない。滋賀県下で
ほとんど類例がないことは確かであり、今後慎重
な検討が求められる。ここでは、実見で得た知見

奈良火鉢（図８－１）
奈良火鉢と考えられる破片が２点存在
し、おそらく同一個体と考えられる。そ
の内残存率の良いものを図化したが、図
化しなかった破片の方がスタンプ文の残
存がよかったため、スタンプ文はこちら
の破片を参考に図化した（図８－１）。
口縁部は内湾し、端部は隅丸方形を呈す
る。体部外面は磨滅が顕著で調整は不明
だが、内面は全体に粗い磨きを施し、炭
素を吸着している。平面は輪花状を呈
し、体部外面には菊花文を押捺してい
る。以上、平面輪花状で菊花文を押捺す
るという特徴から、立石堅志の浅鉢Ⅰに
相当し、14 世紀後半から 15 世紀後半の
所産と考えられる（立石 1995）
。（大西）

⑷

軒丸瓦（図８－２）
図８－２は複弁四弁蓮華文軒丸瓦である。中房は
高く突出し、磨滅によって蓮子の有無は明確ではな
い。花弁中に子葉２個を配し、外区と内区の間に圏
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面上に破線で示した。なお当資料は
焼成が極めて悪く、軽く手で触れた
だけでも粉状に剥離してしまう。特
に平瓦部凹面は、損傷が激しく詳細
な観察が不可能な状態であった。
当資料の性格について瓦当部の
文様から検討すると、近似するも
のが法隆寺出土瓦で確認できる（山
崎 2008）。これは軒瓦部の平瓦部凸
面に天文４年（1537）のヘラ描きが
2
あるものであるが、今回の資料と比
べると瓦当部の厚みや調整に差異が
あり、製作年代の違いを示すもの
と考えられる。これはコビキＢの
存在とも符合する。近畿地方での
コビキＢの出現については、天正
20 年（1592）までとされている（山崎
3
2008）
。一方で、当資料を所蔵する
延寿寺は織田信長の近江侵攻に伴う
焼き打ちを受け、江戸中期ごろに再
0
10 ㎝
建されたとされる。したがって、こ
（S＝1/3）
の瓦はコビキＢの存在から再建に伴
図８ 延寿寺所蔵延寿寺関連遺物ほか②
うものと推定できる。周辺の事例を
確認するに至っておらず、安易な議
線がめぐる。圏線と内区との間に珠紋を８個配し
論は避けねばならないが、再建段階において、奈良
ている。接合された丸瓦の先端幅は推定 11.1 ㎝を測
系の工人が動員されたのであろうか。天文年間とは
る。瓦当の厚さは約 1.5 ㎝を測る。全体的に磨滅が
時代に開きがあるなど、今後の課題が残る。
（中川）
著しく、細かな調整は不明である。胎土は細かい砂
粒を含み、焼成は軟質であること、丸瓦先端部の直
⑹ 小結
径が11.1㎝と小ぶりであること、内区の直径が約5.0
寺伝によると、延寿寺は行基が開いた近江四十九
㎝と瓦当直径に占める割合が小さめであること、珠
院の一つで、その後天正年間に焼亡し、江戸時代中
文の密度が比較的疎であること（松下 1974）、外区
ごろに再興されたとされる。この期間、いくつかの
は内縁と外縁に分けず殊文のみめぐらせていること
古文書に延寿寺の名が見られるものの、一方で考古
（森 2008）などから、平安時代末期から鎌倉時代の
学的検討は全く立ち遅れており、長い空白期間で
ものと推測される。同系統とみられる瓦当文様が、
あった。
京都市右京区の檀林寺跡出土と伝えられるものにあ
そうした中、今回提示した遺物のうち、軒丸瓦が
る（百瀬 1996）。
（岡山）
平安時代末期から鎌倉時代、奈良火鉢が 14 世紀後
半から 15 世紀後半と評価されるものであり、僅か
⑸ 軒平瓦（図８－３）
な点数ではあるが、この空白期間を埋める資料を提
図８－３は菊花唐草文軒平瓦である。瓦当部の一
示することができた。
部及び、平瓦部の一部を残し欠損する。製作技法に
地域の歴史を紐解くにあたって、寺社が果たした
ついては、平瓦部凸面ではコビキＢが看取され、瓦
役割が大きいのは言うまでもない。特に、人文科学
当貼り付けに伴うと考えられるヘラケズリ痕跡が残
諸分野の相互的検証は重要である。今回の報告が、
る。瓦当部では瓦当貼り付けの痕跡が確認でき、図
ささやかながらその一助になればと思う。 （中川）
1
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おわりに
以上、荒神山古墳群Ｈ号墳および延寿寺所蔵遺物
に関する検討を行った。Ｈ号墳と延寿寺所蔵「西谷
の古墳」出土遺物からは、荒神山古墳群を評価する
上での重要な知見が得られ、延寿寺所蔵延寿寺関連
遺物ほかからは、これまで古墳以外の考古資料から
の検討が少なかった荒神山をめぐる遺跡群の研究に
おいて、重要な知見を得ることができた。今後更な
る研究資料の蓄積・検討をもって、彦根市荒神山の
歴史的位置づけが深められることが期待される。

（大西）
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ための資料貸出、およびレントゲン写真撮影の承諾
など、延寿寺様に全面的なご協力をいただきまし
た。また、財団法人滋賀県文化財保護協会の中川正
人氏には、延寿寺所蔵遺物のレントゲン写真撮影に
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（以上五十音順）、滋光寺、清崎町自治会（以上
五十音順）

［調査期間・調査参加者］
（所属・学年は調査当時）
●Ｈ号墳分布調査
調査期間：2014 年１月 18 日～３月 18 日
調査参加者：中川永（日本学術振興会特別研究員
DC・Ｄ１）大西遼（Ｍ１）
、岡山仁美（３回生）
、
伊田匠（１回生）、仲田周平（岡山大学大学院Ｍ
２）
●Ｈ号墳表採須恵器実測・トレース
大西遼（Ｍ１）
●Ｈ号墳石室実測・トレース
仲田周平（岡山大学大学院Ｍ２）
●延寿寺所蔵遺物調査（実測含む）
調査期間：2013 年 10 月 20 日～ 2014 年８月 25 日
調査参加者：崔恩永（Ｄ３）
、李在桓（Ｄ２）
、中
川永（日本学術振興会特別研究員 DC・Ｄ１）、
大西遼、谷口哲也（以上Ｍ１）
、宇野里美、岡山
仁美、荘林純、馬場将史、黒田昂嗣（以上３回
生）
、伊藤航貴、中村健弥（以上２回生）
●延寿寺所蔵遺物トレース
中川永（日本学術振興会特別研究員 DC・Ｄ１）
、
大西遼（Ｍ１）、岡山仁美、荘林純、馬場将史（以
上３回生）
、伊藤航貴（２回生）
●延寿寺所蔵遺物に関する聞き取り
岡本仁美（３回生）

［註］
⑴ Ｈ号墳は、新発見の古墳として前稿（大西・樫
木・谷口・中川・馬場 2014）では位置のみを示し
ていたが、現地調査・整理が終了したので今回報

［参考文献］
・大西遼・樫木規秀・谷口哲也・中川永・馬場将史
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ン写真をコンピューター上でデジタルトレースし
た。
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にともなう彦根市内遺跡・遺物調査報告書』彦根
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・松下正司 1974「瓦の様式と伝播 古瓦の文様」『古

代史発掘９

埋もれた宮殿と寺』講談社

・松本百合子 1991
「Ｂ 耳飾」
『古墳時代の研究 第
８巻 古墳Ⅱ 副葬品』雄山閣
・水野敏典 2013「I 金属製品の型式学的研究 ⑤鉄鏃」
『古墳時代の考古学 ４ 副葬品の型式と編年』同
成社
・光石鳴巳 2005「本州西半部における縄文時代草
創期の様相」
『平成 14 ～ 16 年科学研究費補助金
（若手研究（B）
）研究成果報告書』明新社
・百瀬正恒 1996「26   檀林寺跡」『木村捷三郎収集
瓦図録』財団法人京都市埋蔵文化財研究所
・森郁夫 2008「３ 平安時代の瓦」
『日韓の瓦』帝塚
山大学出版会
・山崎信二 2008『近世瓦の研究』同成社
・渡邊可奈子 2010「畿内における古墳時代の刀子
―大和地方を中心に―」
『古代学研究』第 185 号
古代学研究会

Comment
定森

秀夫

人間文化学部地域文化学科教授

滋賀県立大学考古学研究室は、彦根市・荒神山所
在の遺跡群に対する分布調査・測量調査・実測調査
を 2011 年より断続的に実施してきた。その成果は
調査へ参加した大学院生・学部生が執筆して、『人
間文化』誌上に３編の研究ノートとして発表してい
る。
今回は、破壊古墳の調査と延寿寺所蔵資料の実測
調査に関する報告である。延寿寺所蔵資料に関して
は、その一部はすでに図化され公表されているが、
すべてが図化されているわけではなかった。今回、
図化されていない鉄器などを実測して公表できたの
はひとえに延寿寺の協力があればこそであった。今
回の実測調査で、朝鮮無文土器と判断される完形の
土器や黒曜石製有茎尖頭器などを確認することがで
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き、今後検討されるべき課題もでてきた。
荒神山所在遺跡の調査は、2014 年で一応の区切
りをつけることになった。本稿と次稿で約４年間に
わたる調査の概要報告を終え、来年には報告書を刊
行する予定である。調査に一応の区切りをつけたの
は、調査を主導する大学院生が就職し、また調査へ
積極的に参加する学部生が極端に減ったこともその
一因である。前稿のコメントで「頼もしい限りの」
としたが、調査の主体となる院生の不在は調査継続
にとっては痛い。考古学研究室の構成も変わり、現
状では調査を継続できる主体となる院生・学生が出
てきていない。考古学研究室の院生・学生に、この
ような沈滞状況を脱し荒神山所在遺跡の調査を継続
できるよう奮起を促したい。
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最新の成果と課題

紫香楽宮跡

（第 24 回）

─ 29 年間の調査成果から─



１．はじめに
紫香楽宮については、30 年余りの研究で、その
評価や規模が大きく異なることとなった。
この稿では、これまでの研究史を含め、遺跡の分
布や関連遺跡群の調査成果から明らかになり始めた
紫香楽宮の実態を紹介したい。

２．史料に表れる紫香楽宮
紫香楽宮に関連する文献史料は、『続日本紀』の
天平 14（742）年２月５日の条に恭仁宮から甲賀郡に
道が通じたとする記述を初見とするが、道が通じた
とあることから道路開削の着手はそれ以前であるこ
とが推測される。
また、同年８月 11 日の行幸の詔から実際の行幸
までの期間がわずか２週間しかないところを見る
と、早い段階で紫香楽宮造営が計画され、行幸まで
にはある程度の時間的余裕をもって計画が実行され
たことが考えられる。
その後、大仏造立の詔が出され、その寺院として
甲賀寺の造営工事が始められ、年末には恭仁宮の造
営を停止し、紫香楽宮の造営と甲賀寺での大仏造立
が進められた。
明けて天平 15（743）年は、大仏建立に国家の総力
を注ぎこんだことがうかがえる。この頃から宮号が
紫香楽宮から甲賀宮に変化し、離宮として造営され
た紫香楽宮の性格が変貌した可能性が指摘されてい
る。
天平 16（744）年から天平 17（745）年前半にかけ
て、聖武天皇は紫香楽宮での長期滞在を行う一方
で、都が恭仁宮から難波宮に遷され、混迷する政治
状況にあったことがうかがえる。
紫香楽においても、甲賀寺での大仏造立や紫香楽
宮での諸官衙の造営に力をいれ、「大安殿」「御在
所」
「朝堂」「市」
「朱雀門」などの諸施設が作られ
た。
天平 17（745）年の元旦には宮門に大楯槍を樹て、
事実上の首都として位置づけられた。
しかし、そのことを好ましくないと考える勢力も
あったようで、放火とみられる山火事が多発し、美
濃国での大地震の余震とみられる連続した地震を契
機に平城宮に還都された。
このように文献からみると、離宮として造営が開

甲賀市教育委員会

鈴 木 良 章

始された紫香楽宮は、やがて実質的な首都機能を担
い、一方で大仏の造営を開始するという大規模な造
営工事が実施されていたことが考えられる。また、
３年あまりという短期間であるが、宮殿や諸官衙の
施設整備もある程度進んでいたと考えられる。
さらに、宮の諸施設以外の記述として「宮の西北
の山」
、
「市の西山」
、
「寺の東山」
、
「宮城の東山」で
火災があり、天皇が「大丘野」に幸したことが記さ
れる。
このことから、紫香楽宮が山間に立地していたこ
とや宮と周辺の丘陵地は人々の生活に密接に関連し
ていたことが窺える。
また、他の都城遺跡では、京域周辺の地形に関す
る記録があまり残されていないことからも当時の宮
の立地や景観の様子を知る上で興味深い記述である。

３．紫香楽宮研究史
紫香楽宮については、甲賀市信楽町大字黄瀬・
牧の丘陵上に多くの礎石が遺存していることや古
瓦が出土することが江戸時代から知られ、貞享年
間（1684 ～ 1687）に書かれた『淡海温故録』に聖武
天皇の内裏および大仏殿として紹介されたのを初見
に、元禄２年（1689）の『淡海地志』にこの地を保
良宮とする説、享保 19 年（1734）の『近江與地志略』
で紫香楽宮跡として言及されてきた。
そして、この丘陵が「内裏野」と称されていたこ
とを踏まえて、大正 12 年（1923）黒板勝美氏の現地
視察を経て大正 15 年（1926）に「史跡紫香楽宮跡」
として国史跡に指定された。
しかし指定直後に遺構が寺院跡に類するという指
摘もあり、遺跡の全貌解明と宮跡研究史上のため一
層精密な調査を実施する必要があるとされ、昭和５
年（1930）に肥後和男氏を中心とした滋賀県保勝会
の手によって調査が実施された。
その結果、指定時に宮殿跡とされた礎石遺構が東
大寺の伽藍配置に類似していることが明確になり、
出土瓦が山城国分寺と同笵であることを勘案すると
現存の遺構を奈良時代の寺院跡とする見解が出され
た後、現存する遺構の性格と紫香楽宮の所在につい
て諸説が出されるようになった。
滋賀県保勝会の調査の後、水野正好氏（現、奈良
大学名誉教授）が遺構の検討（『史跡紫香楽宮跡保存
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施設事業報告書』1967）を、足利健亮氏が歴史地理
学の立場から紫香楽宮の立地を検討した「紫香楽宮
について」
（
『山間支谷の人文地理』1970）があった
が、検討材料が乏しい中、決定的な論証には至らな
かった。
この状況が大きく変化するのは、昭和 50 年後半
のことである。
第１に、昭和 55 年から３ヶ年計画で信楽町の遺
跡分布調査が実施され、史跡地周辺で奈良時代の遺
物が散布する遺跡が複数確認でき、その後の試掘や
分布調査で紫香楽宮関連遺跡の場所や範囲が拡大す
ることが判明した。（第１図）
第２に昭和 56 年（1981）になって史跡北方に所在
する宮町地区の民家に 3 本の大きな柱根が保管され
ていることを信楽町の嘱託調査員が発見したのが大
きな転機になる。
保管者や地域住民からの聞き取りで、柱根は昭和
44 年（1969）から始まった史跡周辺の圃場の農業基
盤整備工事に関連して、昭和 48 年（1973）頃から実
施された宮町中内地区での工事で土器等を伴い出土
していたことが判明した。さらに昭和 54 年頃には
地区内を流れる西出川の河川改修工事でも土器類が
出土し、宮町地区の広い範囲で遺物が散布している
ことが判明した。
（この遺物は、現在、町内の陶器
店が所有している。）
第３に昭和 58 年（1983）に、東京大学史料編纂所
の吉村武彦、石上英一、吉村康友氏等の文書調査
で、国史跡に指定される根拠の一つになっていた
「内裏野」地名の初見が、肥後氏の指摘どおり延宝
５年（1677）の黄瀬村差し出しの一札であったこと
を再確認した。さらに、寛文９年（1669）と延宝５
年の銘年がある黄瀬村絵図２枚に「寺野」・「寺野惣
山」と記載されていたことが新たに明らかになった。
このことを受けて、丘陵上の遺構を寺院跡と考え
ることや紫香楽宮の比定地として黄瀬・牧地区の丘
陵上の遺構だけでなく、宮町地区の水田地域にも官
衙的施設が想定されることとなり、県教育委員会の
指導を受け、信楽町が調査主体となり遺跡範囲確認
調査を昭和 59 年２月から開始している。

『続日本紀』の記述される「市」や『正倉院文書』
の藤原豊成邸の存在を考慮すると官衙域だけでなく
市街地をも想定する必要があり、広域な関連遺跡の
分布範囲は文献史料からも肯定できる。
さらに個々の遺跡の内容を精査すると、遺跡の分
布状況や採集遺物から鍛治屋敷遺跡南方の丘陵に
は、鍛治滓が多く出土していたという地元伝承があ
り、丘陵頂部も比較的平坦に削平を受け、宅地造成
に際して瓦等が出土していることから、史跡地内の
寺院遺構に伴う施設が配置されていたと考えられる
が、現状では市街地として開発されたため確認でき
ない。
さらに、いわゆる「恭仁東北道」と称される恭仁
宮から紫香楽宮に到る古代道路についても、京都
府側では「加茂町史」や「和束町史」でいくつか
のルートが想定され、滋賀県側についても信楽町に
よってルートの復元が試みられている。
道路という考古学的に検証の困難な遺構であるた
め断定はできないが、
「和束川」や「大戸川」
、
「信
楽川」の北岸を通ることによって、ほぼ河川を渡河
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４．紫香楽宮跡関連遺跡の分布
紫香楽宮跡関連遺跡の分布については、本稿を執
筆している現在、信楽谷の北部に限定され、その範
囲は南北約 3.8 ㎞、東西約 1.8 ㎞の範囲に９ヵ所が確
認されている。
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１ 宮町遺跡 ２ 新宮神社遺跡 ３ 鍛冶屋敷遺跡 ４ 北黄瀬遺跡
５ 東出遺跡 ６ 東山遺跡 ７ 内裏野廃寺 ８ 紫香楽宮東遺跡
９ 雲井遺跡
第１図

紫香楽宮跡関連遺跡の分布
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することなく直線的にルートが設定できる。
また高橋誠一氏は「紫香楽宮と方格地割」で、宮
町遺跡で確認できる方格地割が、遺跡の南方五キロ
メートルに所在する勅旨地区まで見られ、矮小な谷
であるがゆえ、条里地割がないとされてきた信楽谷
の方格地割が「恭仁東北道」のルートや紫香楽宮に
関連する可能性を指摘している。

５．宮町遺跡の概要
関連遺跡群の最北方に位置し、南中央の一角を除
き、四方を山に囲まれた１㎞四方の盆地に所在する。
これまでの発掘調査で、南側の新宮神社遺跡で二
条の大きな道路が確認され、宮域と寺域を結ぶ道路
の存在が確認されているが、近年、その東側にも昭
和 40 年代までかなりの道幅を持つ「シュラ道」と
呼ばれた南方の尾根越えの道路が存在していたと複
数の住民から情報が寄せられている。周辺の開発や
圃場整備で景観が大きく変貌し、現時点で、「シュ
ラ道」のルートは確定できないが、一見は独立した
ように見える盆地は、複数の幹線道路で南側の遺跡

西部

群と連結されていたようである。
遺跡は地形的に比較的高燥な北半と低湿な南半に
別れ、宮域の主要遺構は北半で確認される。さらに
盆地北半の発掘調査では、平坦地の中央を分断して
いた幅約 40 ｍ、深さ約１ｍの谷が紫香楽宮造営に
伴い埋め立てられ、北半全体では数万㎥の土砂を移
動させる大規模な整地工事が行なわれたことが判明
している。
天平 14 年８月の天皇行幸時には、宮の主要部分
は一定規模で使用できたと考えられ、紫香楽宮での
整地や建築工事において、宮町遺跡は南方に分布す
る他の遺跡群と比較すると、建物規模や出土遺物の
質量ともに圧倒的に優位な状況が認められる。
また、大量の出土木簡から王権に係る施設や中央
官衙の存在を類推することができ、紫香楽宮の宮殿
域であることが判明した。
現在、水田が広がる盆地中央に宮町区の集会所の
建物があり、発掘調査では、この建物を囲むよう
に「コ」字形に配された巨大な四面庇建物が確認さ
れ、その周辺に付属官衙と推定される建物群が見つ

中央部

東部

北辺区
五間門北区

西大溝
０

100m

五間門南区

南大溝

第２図

宮町遺跡北半の地区区分
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かっている。また、遺構群の南側と西側には、大溝
（西大溝、南大溝）が「Ｌ」字状に確認されている。
主要遺構は、盆地北半の約 500m 四方で確認さ
れ、建物規模や配置、出土遺物の検討から、「中央
部」
「東部」「西部」の遺構群にグループ分けができ
（第２図）、その西辺と南辺を「西大溝」「南大溝」
が取り巻く。
中央部
宮町盆地の中央に位置し、東西約 150m、南北約
350m の範囲にある遺構群である。他の都城遺跡の
主要殿舎に匹敵する大型建物が集中するため、紫香
楽宮の中枢部分と位置づけられる。
さらに「中央部」は建物配置から五間門とそれに
連なる東西方向の掘立柱塀跡を基準に、南を「五間
門南区」、北を「五間門北区」、北方を「北辺区」の
３地区に細分することができる（第２図、第３図）
① 五間門南区
当初、４棟の巨大な四面庇建物で計画された。
正面に東西９間×南北４間の正殿が位置し、正殿
南方の東西に南北 24 間以上の長大な脇殿が配置さ
れ、３棟が「コ」字形に配置される。さらに正殿の
北方には東西９間×南北４間の後殿が付属する計画
であったが、建設途中で後殿の位置に五間門と東西
方向の掘立柱塀が設置された結果、後殿は未完成に
なった。
これらは、建物の規模や配置から、国家レベルの
政務を行なうことを前提にして造営された施設で
あり、
『続日本紀』天平 17 年（745）１月７日の条に
「
（前略）…百官の主典以上に朝堂で饗を賜ふ。」と
みえる「朝堂」とよばれた施設に相当する可能性が
高い。
② 五間門北区
発掘調査で、「五間門南区」の後殿の掘形内には
柱穴がないことから建築途中であり、後殿と門の遺
構の重複関係から後殿の建設が中断され、五間門と
塀を配置したことが明らかになった。
後殿の南廂列に重複して五間門と東西方向の塀が
位置する。塀の約 10 ｍから 15 ｍ北側にこの区画の
中心建物として東西７間×南北５間の二面廂建物が
東西に並立する。
後殿の建設が中止され、門と塀に変更された事実
は、新たに北側に性格の異なる空間を新設する必要
に迫られたと理解できる。そして、大極殿閤門や朱

雀門に用いられる格式の高い五間門を採用したの
は、北側に極めて重要な施設を配置する意図があっ
たことを示している。
中心建物となる東西に並立した二面廂建物は、格
式を重視する建物身舎を３間とする特異な建築様式
が採用され、梁行を 50 尺とする例は大極殿や内裏
正殿など宮殿の主要建物に限られる。
したがって、この建物が五間門北区の中心と考え
られるが、問題は、同じ規模と構造をもつ建物が東
西に並立する配置である。同時期の唯一の類例であ
る恭仁宮の「内裏東地区」
、
「内裏西地区」との関連
が注目される。
③ 北辺区
「中央部」の中で最も北に位置し、
「五間門南区」
の中軸線上のわずか西寄りに推定東西９間×南北４
間の東西棟が確認されている。建物の西半分は、圃
場整備で削平されているが、建物規模では、「五間
門南区」の正殿に次ぎ、梁行長は「五間門北区」の
二面廂建物に次ぐ。
「五間門北区」が新設されるまでは、中心部の主
要施設であったと見られ、紫香楽宮の御在所的な区
画であったことが考えられる。
東部
「中央部」の東側に位置する遺構群で、東西約
北
辺
区

五
間
門
北
区

中
央
区
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第３図
宮域の造成に関わる流路等
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175m、南北約 100m の範囲を持つ。
この地区では、「中央地区」と同程度の太い柱を
使用した区画塀や廂付建物が数棟確認されている。
廂付建物には床張の痕跡を示す建物も認められる
ことから、上級官庁や皇族に関する施設であった可

能性がある。また、この地区でも遺構の重複関係や
ほぼ同位置で建替痕跡が認められることから、「中
央部」の変更に連動した建替えである可能性も考え
られる。

凡例
中心部の出土遺構
史跡範囲
遺跡範囲

0

400m
第４図

宮町遺跡の主要遺構と旧地形
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西部
「中央部」の西側に位置する遺構群で、東西約
100m、南北約 400m の範囲である。
この地区では、倉庫とみられる総柱建物などの小
規模な建物がみられ、実務的役割を持っていたこと
が考えられる。また、比較的低湿な地形のためか、
幅の狭い南北溝が数条確認され、地区内部はさらに
細分化されていた様子がうかがえる。
多数の出土遺物が認められ、地区内部の排水路と
みられる南北方向の溝から約 600 点の木簡が出土し
ている。中には中衛府を示すとみられる「中衛」と
記された木簡３点や延喜典薬式に記載のある「万病
膏」の墨書土器が出土している。また、土器の器種
構成は、大型食器類が減少し、煮沸器や貯蔵器が一
定量を占めるようになる。遺構と遺物の両面から実
務的官衙の様相が強い地区と考えられる。
西大溝・南大溝
「 西 部 」 の 西 辺 と 南 辺 を 流 れ る 流 路 で、 幅 約
10m、確認長約 120m を測る。
これらの大溝は、南側と西側を流れる「馬門川」
と「西出川」の旧流にあたると考えられるが、何れ
も流路が直線的で、方位も建物群方位と一致するこ
と、直角に合流した下流で方位を南西に変えること
から、自然河道をもとに人為的に造成した大溝と考
えられ、宮域の区画と基幹排水の２つの機能を担っ
たことが推測できる。
西大溝からは約 6000 点の木簡が出土し、木簡の
年紀から、少なくとも天平 17（745）年の初めまで機
能が維持され、溝全体に大量の太枝や根が投棄され
ていることから、人為的に短期間に埋め立てられて
終焉をむかえたと考えられる。
紫香楽宮中心部の造営プラン
これまでの調査で、宮町遺跡北半の遺構は複数の
区画に分かれることが判明してきた。
昭和 40 年代に圃場整備が実施されたため、現状
の地形をみてもその関連はわかりづらいが、圃場整
備前の地形図に遺構を重ねると、水田畦畔と遺構の
位置は多くの部分で重複していることがわかる。
（第４図）
この地形図に基づいて造営プランを検討したもの
が第５図である。
個々の遺構の方位にばらつきはあるが、西に方位
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を傾くことが紫香楽宮跡関連遺跡に共通する方位と
して考えられることから、その方位で「五間門南
区」の正殿を東西対称に分割する線を基準線と仮定
し、旧地形の畦畔を辿ると、四重の方形区画の存在
が推定できる。
最も内側のａｂｃｄは、「五間門南区」の中央の
広場を取り囲む建物配置の基準線となり、一辺が
360 尺方眼上に正殿と脇殿が配置され、後殿は正殿
から 90 尺北方に位置することになる。
次にＡＢＣＤは、中央部の東西脇殿の左右にある
南北水田畦畔を手掛かりに東西 480 尺、脇殿の南端
から 90 尺南側の東西畦畔を南辺とし、後殿から 180
尺北方までの南北 720 尺を「中央部南区」の規模と
推定した。
ＡＤＥＦは、「中央部北辺区」に相当し、水田畦
畔の位置から東西、南北とも 480 尺四方の区画であ
ることが推測できる。この規模なら後に新設される
「中央部北区」も南北 200 尺程度は確保でき、さら
に「中央部北辺区」を縮小すれば、倍程度の空間を
確保することも可能であったと推定できる。
ＧＨＩＪは、東西 1200 尺、南北 1380 尺と推定し
た。西辺には西大溝、南辺にも南大溝が推定線上に
位置し、東辺にも相応の水田畦畔が旧地形に認めら
れる。
また、ＫＬＭＮは、西大溝の西側の発掘調査でも
一定量の出土遺物や遺構が確認できることから、旧
地形を元に推定した東西 1800 尺、南北 1800 尺の区
画である。
宮町遺跡北半の造営プランを検討する中で興味深
いのは、推定区画の規模を律令規定の小尺で今回
表記しているが、ほぼ全ての場所で大尺（小尺の 1.2
倍）でも整数値が得られることである。平城宮をは
じめ、恭仁宮でも大尺による区画割が指摘されてい
るが、紫香楽宮においても、聖武朝の都城と同様の
基準を用いた造営が行われている可能性が出てきた。
現時点では外郭に対して十分な発掘調査が実施で
きていないため、地形図から推測した造営プランは
試案の域を出ないが、盆地の地形からも恭仁宮の東
西 540m ×南北 750m と宮域と比較してもやや小さ
くなることが推測できる。
また、「外西門籍」と記された木簡の出土は、複
数の「西門」が存在していたことを示し、紫香楽宮
の宮域が複郭であること推測させることから、この
点も紫香楽宮の造営プランを検討する上で重要な点
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になると考えられる。

平 14（742）年の年号が記載された付札各１点が含ま
れ、恭仁宮との間で物資の移動があったことを裏付
けている。
また、多数の木簡が出土した西大溝から、難波津
の歌とあさか山の歌が表裏に記された「歌木簡」が
出土している。この木簡の注目される点は２つある。
第１に、天平 17（745）年以降に成立したと考えら
れる 15 巻本の『万葉集』に収録されている歌と同
じ歌が紫香楽宮で出土したことである。『万葉集』
収録歌の出土は全国で３例だけで、この木簡が書か
れた天平 17 年の初めには、『万葉集』15 巻本は成立
していないことから、『万葉集』に収録されていた
歌には、当時流布していたものが収められたことが
判明した。
そして第２に、２つの歌を対として扱う事例は、
最古の勅撰和歌集である『古今和歌集』の仮名序に
記されているが、それが 150 年以上遡ることが明ら
かになったことである。今後の古典研究に一石を投
じることになった。

出土遺物
出土土器は、いわゆる都城型の土器構成や制作技
法が認められるが、一部の土器には在地産とみられ
るものも存在し、平城宮とは異なる供給産地があっ
たと推測される。これらの土器は、複数の遺構の柱
根等から得られた年輪年代測定法による実年代の時
期や遺物の出土状況、天平 15（743）年から天平 16
（744）年を中心とする紀年木簡の時期から、紫香楽
宮期の一括資料として取り扱うことができ、８世紀
中頃の土器編年の基準資料となる。
次に、木簡や墨書土器等の文字資料の出土点数は
これまでに 7100 点を超える。その大半は、官人の
実務によって生じた削屑であるが、墨書土器が 70
点、木簡 350 点あまりが出土している。
木簡のうち荷札については、税種として調・庸・
中男作物が、国名として東山、東海、北陸、山陽、
山陰、南海道の 20 ヶ国が確認している。また郡郷
名や税目がなく食材名だけが記載されたものも一定
量出土し、贄との関連が注目される。木簡の記載年
については、天平 15（743）年と天平 16（744）年に集
中するが、紫香楽宮造営以前の天平 13（741）年と天

６．新宮神社遺跡
宮町遺跡と内裏野遺跡のほぼ中間に位置し、丘陵
の張り出しと宮町から南流する「馬門川」によって
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Ｊ

Ｆ

Ｅ

Ｇ

600尺

300尺

480尺

Ｄ

推定朝堂軸線

Ａ

200尺

朝堂北塀

ｄ

（流路？）

ａ

宮町遺跡の推定区画
朝堂地区
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東西360尺×南北360尺
建物配置

西大溝
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Ｂ
Ｈ
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Ａ ＢＣＤ
東西480尺×南北720尺
中央部五間門南区
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Ｃ
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Ａ ＤＥＦ
東西480尺×南北1380尺
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第５図

紫香楽宮中心部の造営プラン試案

Ｇ ＨＩＪ
東西1200尺×南北1380尺
ＫＬ Ｍ Ｎ
東西1800尺×南北1800尺
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ｍ四方の橋脚遺構が検出され、橋脚と道路側溝位置
から、幅員 12 ｍ程度の道路と考えられた。
また、旧河道に廃棄されていた橋脚部材の年代測
定が天平 16（744）年の伐採年であることが明らかに
なったことや、出土遺物が紫香楽宮の時期と一致し
たことから紫香楽宮の主要道路と考えられる。
さらに、道路２は丘陵を回避し、馬門川の谷部を
通って宮町に至る道路で、東西側溝の位置から幅員
18 ｍ程度と考えられ、宮の中心が所在する宮町盆
地との通行に便が図られていた。
一方、出土遺物をみると、官衙的要素の強い大型
食器や転用硯が一定量出土し、土器産地についても
多様性が認められ、都城遺跡との共通点が指摘され
るが、宮殿のあった宮町遺跡に比較して、近江産の
土器が多く含まれることや出土木材の中でスギ材が
多く認められるなど異なる点も多く、紫香楽宮の官
衙の多様性を示しているとも考えられる。

橋脚

官衙建物
道路
井戸
道路

７．鍛治屋敷遺跡

0

100m

第６図

新宮神社遺跡遺構配置図

ロート状の地形形状を呈している。
新名神高速道路の工事の際に行われた発掘調査
で、掘立柱建物 3 棟と井戸１基からなる官衙と 8 世
紀中頃の土器や木製品を伴う河道
１条のほか、橋脚遺構と２本の道
路遺構を検出し、天平 16（744）年
の荷札木簡１点が出土している。
古代の橋脚跡の北側には切り通
し跡の地形も確認でき、橋脚跡の
幅員などから道路は幅員 12 ｍと
18 ｍ程度であり、「宮町遺跡」と
「内裏野廃寺」を結ぶ幹線道路と
考えられる。
建物は、方位を西に振る東西棟
１棟・南北棟２棟が「Ｌ」字型に
配置される実務的な官衙の色合い
をもつ建物配置であるが、その建
物規模は小さく、建物方位にもば
らつきが認められる。
0
また、２条の道路跡のうち東側
に所在する道路１の北方には 8.3
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「内裏野廃寺」から北東約 400 ｍに位置する「鍛
冶屋敷遺跡」については、明治頃に雲井村の住民の
手によって掘り出された１貫（3.75 ㎏）あまりある
金属塊が雲井小学校に保管されていたことが記され
ている。
新名神高速道路建設に伴う発掘調査で大規模な銅
鋳造関連遺構が発見され、紫香楽宮関連の遺構群が

官衙建物

銅製品鋳造遺構

100m

第７図

鍛冶屋敷遺跡遺構配置図
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広範囲にわたることが明らかとなった。
大仏建立のために造営された甲賀寺との関連が指
摘されているが、地区中央部の確認調査が実施され
ていないため全容の把握が十分でない。
銅鋳造関連遺構は、遺構の重複関係から３時期に
区分でき、各段階の遺構方位がほぼ踏襲され、各段
階の遺構の配列の異なりや重複はあるが、同一また
は類似の計画に基づいて構築された可能性が指摘さ
れている。
第１段階の遺構は、Ｌ字型配列をとる間口１間の
長大な建物で、約 80 ｍ西側でも南北に並立して配
置された２棟の東西棟建物が検出されている。
建物配置から、鋳造関連遺構との直接的な関連は
窺えないが、長大建物の桁行に長短がある構造は寺
院の僧房でも用いられる建築技法であり、礎石建物
では一般的で、掘立柱建物には珍しく 12 尺の柱間
寸法を多用していることから、寺院との関連が考え
られる。
第２段階から第３段階の銅鋳造関連遺構では、僧
尼の介在を示す鉄鉢形土器が一定量出土しているこ
とから、寺院関連の生産遺跡群であると推定される。
宮町遺跡などに共通する多様な産地の土器、工人
組織の一端を示す「二竈領」（にかまどのうながし）
《二番目の溶解炉を管理する責任者》の墨書土器や
漆付鉢等が、出土遺物として注目される。
一方、出土遺物は、第３段階になると近江産土器
の増加や使用木炭に針葉樹の比率が高まるなど、そ
の操業実態は、第２段階と明らかに異なることが指
摘されている。第３段階は、天平
17（745）年の平城還都以降を含め
た操業年代が想定されている。

置され、方形横板二段組みで内寸 1.8 ｍ四方の大型
井戸で、節のほとんどないヒノキの板材を手斧で丁
寧に削った上で組上げ、さらに槍鉋で仕上げた精緻
なものである。
井戸から溢れ出た排水処理用の溝は、途中で屈曲
させた上で、目隠塀を伴っていることから、覆屋内
部の作業を覗きにくくなるよう、覆屋には壁が巡ら
されていた可能性がある。この施設の特殊な構造と
して、井戸のすぐ西側には南北方向に３枚の大きな
板材を地下堰堤状に埋設され、透水層よりも深く埋
設されていることや上流側に井戸があることから、
井筒に代わって地下水を滞留させて井戸の水量を調
節した設備と考えられる。
井戸の規模や緻密な造作、井戸を中心とする施設
構造などから、平城宮跡の造酒司や大膳職のような
飲用水を大量に使用する官司に類似し、紫香楽宮に
関連した官司の可能性が高い。その一方で、出土遺
物の少なさや、井戸施設以外の建物が検出できな
かったことから、どの程度稼動していたか疑問であ
る。

９．内裏野廃寺
江戸時代から紫香楽宮の所在地として認識されて
いた場所である。
これまでは、この場所が史跡紫香楽宮跡とされて
いたため、正式な遺跡名をもたないが、この稿では
便宜上、土地の通称と寺院跡遺構を複合させた形で
遺跡名称とする。

８．北黄瀬遺跡
北黄瀬遺跡は、宮町遺跡から西
南西方向に約 1.2 ㎞離れた南向き
緩傾斜面に立地し、南北方向で
は、新宮神社遺跡に並列する。
方位を西に振る大型井戸を中心
とした紫香楽宮の実務官司と推測
される。出土した井戸関連材の年
輪年代測定では、天平 16（744）年
に伐採されたことが判明している。
井戸は、切妻造りの桁行３間×
梁行２間の掘立柱の覆屋の中に設

井戸･覆屋

0

100m

第８図

北黄瀬遺跡遺構配置図
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東大寺式の伽藍配置をもつ寺院跡であるが、現状
の遺構をどの寺院に比定するかで意見は大きく分か
れている。
１つは、聖武天皇が大仏建立のために寺地を開い
た甲賀寺とするもの、もう１つは、大仏建立が東大
寺に引き継がれた後、近江国分寺として再整備され
た寺院跡とするものである。
発掘調査の結果、主要
遺構のうち、金堂院回廊
から経楼にかけては、焼
土や炭の堆積、焼失瓦の
出土や礎石に被災の痕跡
がある一方、講堂や僧房
付近では、焼土や炭化物
はほとんど出土しておら
ず、堂塔全体が灰燼に帰
すような火災痕跡ではな
かったようである。
金堂院の西側の平坦地
の整地層から、奈良時代
の終りから平安時代初頭
の須恵器片が出土し、遺
構が確認されている東塔
院と対になる西塔院が計
画 さ れ た が、 実 現 し な
かった可能性が指摘され
ている。
軒丸瓦は３種類、軒平
瓦は２種類の出土が確認
されている。
軒丸瓦Ⅰ類は、恭仁宮
大極殿造営に際して新調
された軒丸瓦をモデル
に、山城国分寺の塔に用
いられた瓦と同笵である
が、異なる胎土の使用が
確認されている。
笵傷の比較から内裏野
廃寺出土瓦が先出し、山
城国分寺所用瓦が遅れて
生産されたことは明らか
で、恭仁宮との瓦当文様
の親縁性や製作技法の共
通点から、軒丸瓦Ⅰ類は
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甲賀寺造営に関連した生産瓦の可能性が考えられて
いる。
軒丸瓦Ⅱ類は、東大寺創建瓦と類似した瓦当文様
をもち、その作製年代は、平城宮還都後の東大寺造
営開始時期に近い年代が考えられている。
主に金堂付近を中心に軒丸瓦Ⅰ類と軒平瓦Ⅰ類の
組み合わせが出土し、講堂や廻廊付近を中心に軒丸

閼伽池

290

食堂

小子房

僧房

講堂

鐘楼
経楼
金堂
塔

中門

塔院中門

280

0

第９図

内裏野廃寺遺構配置図
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瓦Ⅱ類と軒平瓦Ⅱ類の組み合わせが出土する。した
がって、金堂と講堂及び廻廊との建立時期には若干
の時間差があると考えられている。
また、発掘調査や地形測量によって、伽藍の主軸
方位が東に約 1.5 度傾いていることが明らかになっ
ている。他の紫香楽宮関連遺跡群が西に傾く遺構方
位をとる一方で、内裏野廃寺だけが異なる方位をと
る点について、現在の地表に露出している礎石遺構
が、平城宮還都後に信楽で建立された近江国分寺跡
とする見方が有力になっている。しかし、下層遺構
の有無や内容についての確認調査が十分実施されて
いないため、露出遺構の下層に甲賀寺の遺構が存在
するか、判断材料が乏しく、今後の課題になってい
る。

10．おわりに
この 30 年余の発掘調査は、これまでの紫香楽宮
に対する認識を一変させた。
短期間の仮設の離宮と考えられていた都は、発掘
調査の結果、巨大な建物で構成される宮の中心部
と、広域に官司が配置され、その間を京域に類する
市街地が展開していたことを推測させるものと考え
られるようになった。
また、大量の土器や木簡の出土は、短期間ながら
も紫香楽宮が難波宮・恭仁宮と並んで都城として機
能していたことを示すことになった。
それに伴い、天平 12 年の平城宮から東国に行幸
し、恭仁宮遷都に始まる「彷徨の５年」に対して、
遷都そのものを積極的理由によるものと解釈するこ
とが、文献史でも大勢になってきた。
その意味でも、紫香楽宮の発掘調査は考古資料に
よって、これまでの通説を変える典型事例となった
といえよう。
一方で、考古資料の年代としては同時期と判断さ
れる遺構が、宮町遺跡や鍛冶屋敷遺跡では重複して
存在し、全体の土地の割り付け計画が継承された形
での建替えや機能や用途変更については、史料の精
緻な分析をなくしては、遺構の変遷を理解すること
もままならない状況にある。
幸いなことに、21 世紀に入って各分野から研究
が進められることになり、新しい見解も次々に出さ
れている。
現在、行政においても調査報告書刊行の準備を進
めているところであり、新しい資料を提供すること

で、さらなる研究が進むことを期待したい。
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■人間文化セミナー
☆演題☆

元朝秘史は、いつ、どこで、どのようにして、
なぜ書かれたのか？
─クレル・グ山信仰とモンケ・カーンの土着主義復興運動

"When, Where, How, and Why Was the Secret History of the
Mongols Written: The Kürel-Gü Cult and Möngke Qa’
an's
Nativist Revival Movement”
と

き：平成 26 年４月 18 日㈮ 10：40 〜 12：10

場

所：滋賀県立大学 A1 － 112 教室

対

象：学生・教職員および一般（参加無料）

講

師：Christopher P. Atwood 氏（アメリカ合州国インディアナ大学中央ユーラシア
学部准教授）

英語による講演（日本語による概要説明有）

クリストファー・アトウッド教授はアメリカを代
表するモンゴル研究者の一人である。彼の研究分野
は、モンゴル帝国史から現代モンゴル社会論、中モ
関係史、モンゴル高原における知の歴史や社会史な
ど多岐にわたる。今回は、彼が国立民族学博物館に
客員教授として滞在されていた機会を利用して元朝
秘史にまつわる講演をしていただいた。英語による
講演にもかかわらず、国際コミュニケーション学科
の学生やアメリカやカナダ籍の本学教員、一般の方
など多くの聴講者が来場された。まずは企画者とし
て来場者の皆さんに感謝申し上げたい。
『元朝秘史（モンゴル秘史）
』は、モンゴル史およ
びモンゴル文学史上、最初の、そして最も知られて
いる作品である。散文と詩、そしてすばらしい心
理学的洞察を織り交ぜながら、元朝秘史は、チン
ギス・カン（即位 1206 ～ 1227）とその息子オゴデイ
（即位 1229 ～ 1241）の身近な姿を今に伝える重要な
書物である。秘史はモンゴル語で書かれたのである
が、実は原典は残されていない。我々が知る元朝秘
史は、万葉仮名のように漢字でモンゴル語の音を転
写したバージョンのみである。幸い、漢語による翻
訳が横につけられているので、今日、我々はその内
容を知ることができる。しかし、この著書がいつ、
誰によって、どうして書かれたのかは全く不明であ
る。
このセミナーにおいてアトウッド氏は、古典的な
聖書研究で練り上げられてきた史料批判分析を武器
に、元朝秘史と同時期に書かれた他の史料の構造を
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比較することで非常に魅力的な仮説を提示された。
まずモンケ・カーン（四代目の大ハーン、即位
1251 ～ 1259）が、クレル・グ山（起輦谷、チンギス・
カンが埋葬されているとされる場所）において、動
物の供犠儀礼を毎年、行うことを定めたのである
が、この儀礼はチンギス・カンやその息子たちであ
るオゴデイやトゥルイに世襲的な位を付与するため
のものだった。アトウッド氏は、この儀礼のために
元朝秘史は 1252 年に書かれたのだとされる。
実は、元朝秘史は書かれた時期も不明であり諸
説に分かれる。唯一の手がかりは、この本の巻末
に「ネズミ年の 7 月にコデエ・アラルという場所で
オルド（大ハーンの移動式の巨大なテント宮殿）が
キャンプしているときに書き終わった」と書かれて
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いるのみである。従来の有力な説では、二代目大

される。

カーン、オゴデイ即位の前の年の 1228 年説、オゴ

まずは秘史のもつ「兄弟殺しのモチーフ」であ

デイの亡くなる前年の 1240 年説、1252 年説、1264

る。秘史には、３回兄弟殺しのモチーフが登場す

年説、1276 年説、1324 年説などがある。では、な

る。それは、チンギスによる弟ベグテル殺し、義兄

ぜアトウッド氏は 1252 年説をとられるのか。

弟ジャムカ殺し、オゴデイ・カーンによる弟トゥル

氏によると、元朝秘史はモンゴルの皇族たちの間
における内部抗争とモンケ・カーンの土着主義的な
復興運動の中で書かれたのだという。二代目の大
カーン、オゴデイが首都カラコルムにキリスト教寺
院やイスラーム寺院や道観をつくらせるほど、国際
的であったのに対し、四代目のモンケは、モンゴル
土着の文化を非常に重要視していた。では、いった
い、誰が何のために元朝秘史を書いたのか。
まず、こうした問いに答えるためにアトウッド氏
は、他の同時代の史料との比較が重要だと主張され
る。それは『聖武親征録』や『元史』、『集史』と
いった史料である。元史は明朝によって 1368 年に
編纂された歴史書であり、聖武親征録は、元の時代
に漢語で編纂された歴史書である。一方、集史は、
フビライ・ハーンの弟フレグが、現在のイランやイ
ラクに立てたイルハン朝の７代目ハン、ガザンの宰
相ラシッド・ウッディーンが 13 世紀にペルシャ語
で書いたものである。
比較を通して見えてきたのは、まず元朝秘史の基
本的な性格に関する４つの疑問だった。
ひとつは、
「チンギス・カンの栄光を称えるため
の英雄叙事詩」であるはずの元朝秘史が、なぜあま
り優秀な君主とはいえないオゴデイの最も問題を抱
えていた時代の話で物語を締めくくっているのか。
ふたつめは、モンゴル帝国の軍事的な歴史が非常
に簡潔にしか書かれていない点。三つめはモンゴル
の外国の地理的記述が非常に稚拙だという点。四つ
目が元朝秘史でもっともビビッドに描かれているの
が家族内の抗争だという点である。そこから、導き
出された結論は、元朝秘史の「著者」はモンゴル帝
国の宮廷内の女性だったのではないかというもの
だった。
次に元朝秘史の「文体」に関してもいくつかの疑
問があるとアトウッド氏は指摘される。英雄叙事
詩であるはずの「元朝秘史」は、そのほとんどが
「詩」の形ではなく散文体で書かれている点、モン
ゴル帝国の組織に関して冗長ともいえる記述がなさ
れている点、元朝秘史で描かれるチンギスがライバ
ルと行う力技比べが、ライバルをだますことで勝利
するという形で書かれている点などが指摘しうる。
そうした点を総合すると、この書物は、改変が加え
られたり、編集されたり、付け加えられている可能
性が高いことをアトウッド氏は指摘される。
そこで氏は、秘史の「一体性」を持ったテーマや
モチーフを検証するという新しいアプローチを提唱

イ殺しの三つである。「われわれは、他人が欲しが
るものを欲しがる」というルネ・ジラールの欲望の
模倣理論を援用することでアトウッド氏は、これら
の三つの殺しの階層が著者によって設定されて、そ
の結果殺された人物が聖なる人物として祭り上げら
れると考えられました。また、ミハイル・バフチン
のクロノトープ論を使って、元朝秘史が不可逆的な
家族のドラマの延長線上にモンゴル帝国の歴史が語
られている点、他のモンゴル帝国に関する史料と異
なり、秘史は遊牧民のゲルや宿営地といった日常生
活のクロノトープ（時空間）が鮮やかに描かれてい
ることを指摘された。さらに、そもそも英雄叙事詩
は一般大衆に対して語りかけるものなのに、秘史で
は大事なことがいつも語られていない。特に相撲に
よる力比べの真実は隠蔽されているのだという。ま
た、聖書と異なり、秘史は個人的価値観が述べられ
るだけで、道徳的価値などは提供されていない。こ
うした秘史の持つ性格をアトウッド氏は極めて「内
部性（interiority）
」が強い作品だと語る。
次に秘史の「テーマ」である。秘史は、冗長な系
譜と天の定めといった大きな物語で語り始められる
わりに、その中身は寡婦（夫に死なれた女性）の苦
労がテーマとされていたり、帝国の組織があたか
も、日本の幕府に家族がセットになったものといえ
るような構造や褒美の与え方がテーマとなっていた
りしている。さらにチンギスに対する女性のアドバ
イスが政治を正していくというテーマが描かれてい
ることは本質的である。その一方で対外的な征服戦
争に関しては、元朝秘史はほとんど描かれていない。
こうした指摘は、秘史の著者が宮廷内部の女性であ
るというアトウッド氏の仮説につながるものである
ことは言うまでもない。
確かに秘史は、何かしらの「原典」を元にして編
集されたり、改変されたりして成立した可能性が高
い。その「原典」とは、何だったのか。アトウッド
氏は、次の４つだと言う。
ひとつは、チンギス・カンの系譜、家系図であ
る。次に様々な弁明書の類である。三つ目に功績の
あった武将の自叙伝。最後に行政書類の類である。
これらを巧みに編集することで元朝秘史は書かれた
のだと氏は主張される。
ここで重要なのは、秘史は書かれた書物を原典と
する以上に聞き取りによって書かれた部分が非常に
多いと考えられるという点である。例えば、チンギ
スの子供のころの話であるとか、義兄弟ジャムハと
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の出会いやシャーマン、テブテンゲリの話といった

の復興政策によって生み出されたものだとアトウッ

ものである。こうしたエピソードは、他の史料では

ド氏は主張された。

見当たらない。

元朝秘史と叡宗実録は、モンケ・カーンの勅命で

では、その聞き取りの語り手は誰なのか。秘史で

書かれたものであり、この二つの作品は、寡婦を讃

は、一部の人々の活躍が誇張的に表現されている。

えるという点においても共通している。そこには当

その人物に近い人々が著者に語ったに違いないとア
トウッド氏は推測される。例えば、タタール族のシ
ギ・クトゥクやバーリン族のナヤアやチンギスの
弟、ジョチ・ハサルといった人々である。ここで注
意したいのは、集史の著者、ラッシド・ウッディー
ンによると、これらの人々あるいはその妻が四代目
の大ハーン、モンケ・カーンの時代まで生きていた
ことである。秘史の著者はモンケの時代にまで生き
ていた彼らにインタビューをしたにちがいないとア
トウッド氏は語る。
そうなると、モンケ・カーンの時代（在位 1251 年
～ 1259 年）が元朝秘史の有力な成立時期となってく
るわけである。この時期でネズミ年は 1252 年のみ
である。
なぜ 1252 年なのか。1252 年８月、モンケ・カー
ンは、チンギス・カンが埋葬されたクレル・グ山に
おいて、天の神に対して供犠儀礼を行っている。さ
らにモンケは 1251 年から 1252 年にかけて正式にチ
ンギス、オゴデイ、トゥルイを大ハーンとして祭祀
することで帝国の系統の正典化を図っている。この
儀礼に参加した中国の官吏の記録によると、モンケ
は、モンゴル的な価値観を強く抱いており、オゴデ
イのように非モンゴル的な理念に心惹かれることは
なかったそうである。これに対して、オゴデイはキ
リスト教やイスラーム寺院を首都カラコルムに作ら
せたことで知られている。
さらに元朝秘史 103 章には、チンギスが「毎朝、
私は動物のいけにえをささげて、毎日、ブルカン岳
に祈りをささげる。わが子孫たちも同じくせよ」と
記されている。しかし、このような儀礼を毎年行う
ようになったのは、モンケ・カーンの時代の 1252
年である。すなわち、モンケこそが、チンギスの遺
言を最初に実行した子孫であるといえよう。言い換
えるならば、この「遺言」はモンケの行動にあわせ
るために元朝秘史に書かれたというわけである。
これと似た内容が元史のトゥルイに関する部分
「叡宗実録」にも書かれている。すなわち、「秘史」
と「叡宗実録」は 1252 年ごろに同時期に書かれた
のであり、モンケ・カーンによるモンゴル土着主義

時亡くなったばかりのモンケの母ソルカグタニ・ベ
キの姿が暗示的に示されていると、アトウッド氏は
指摘される。事実、ソルカクタニ・ベキは、義理の
兄、オゴデイ・カーンによって夫トゥルイを殺され
た「寡婦」であった。
結論として、アトウッド氏は、第一に秘史の「著
者」は、この作品の冒頭を歴史で始めていないこ
とから、著者の正体は、シギ・クトゥクやナヤア
といった秘史の中で誇張されて賞賛されている人物
ではないとされる。また秘史は、外国の地誌情報
が乏しく、誤りも多いことから、「著者」は明らか
にモンゴル外部の世界の地理に関する知識のない人
物であると同時に戦争に参加した経験のほどんどな
い人物であるとされた。さらに、元朝秘史は、その
ストーリーの中で女性に対して過大な役割を担わせ
ている。こうした痕跡から浮かび上がってくる可能
性、それはモンゴル初にして最も偉大なる文学作品
は女性の手によって書かれたのではないか―これが
アトウッド氏の結論であった。
話の最後に世界最古の小説「源氏物語」が紫式部
という宮中の女性の手によって書かれたことにも言
及されながら、講演を締めくくられたことも印象的
であった。
今回の講演は人間文化セミナーでは珍しい、英語
によるものであった。専門性の高い内容であったこ
とから、学生諸君にとってきちっと理解することは
難しかったかもしれない。しかし、彼らにとって本
場の英語による講義を聞ける機会を提供できたので
はないかと思っている。気をつけなければならない
のは、英語を「目的」として勉強しても、何も新
しい知見は広がらないということだ。むしろ英語
を「道具」にして新しい知見を得ていくことこそが
重要なのである。そんなことを感じてもらえたなら
ば、それだけでも有意義な会だったのではなかろう
か。
最後に斯学の最先端を走るトップランナーである
にもかかわらず、未発表の「新ネタ」を本学という
場で開陳してくださったアトウッド教授に心より感
謝申し上げたい。
（文責：島村一平）
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☆演題☆

管理栄養士に必要な人間栄養学の知識と技術：入門編
と

き：平成 26 年 7 月 7 日㈪ 16 時 30 分～ 18 時

場

所：A2 − 202 教室

対

象：学生、教職員、一般

講

師：佐々木敏先生（東京大学大学院医学系研究科教授）

東京大学大学院医学研究科より佐々木敏教授をお
迎えし、『管理栄養士に必要な人間栄養学の知識と
技術：入門編』というテーマでご講演いただきまし
た。佐々木先生は、1981 年に京都大学工学部を卒
業後、1989 年には大阪大学医学部卒業（医師）し、
さらに 1994 年には大阪大学大学院医学系研究科博
士課程およびルーベン大学大学院医学研究科博士課
程を修了しました（どちらも医学博士）。その後、
名古屋市立大学医学部公衆衛生学教室助手、国立が
んセンター研究所支所臨床疫学研究部室長、独立行
政法人国立健康・栄養研究所栄養疫学プログラム
リーダーを経て、2007 年より現職で、日本の人間
栄養学・栄養疫学の第一人者です。日本人の食習慣
を把握するための自記式食事歴法を開発し、300 編
を超える査読付き英語論文を発表しています。
セミナーは、管理栄養士はモノ（食品）からヒト
まで広く扱う専門職であり、特に、近年は後者が関
連する職務に就く管理栄養士における人間栄養学教
育の重要性が高まっている、という視点から進めら
れました。そして、その基盤となる「人間栄養学
の研究成果（エビデンス）」の重要性が特に強調さ

れ、研究成果を理解するためには、感情を交えずに
データ（観察結果）を冷徹に評価することのたいせ
つさが説かれました。
人間栄養学は広い学問ですが、その基礎となる学
問は栄養疫学です。栄養疫学には、食べるもの・食
べているものを知るための測定方法（＝食事アセス
メント法）に関する基礎的な方法論も含まれるし、
栄養素・食品摂取量や栄養関連行動・知識・意識な
どと健康状態との関連を探る分析疫学的な研究も含
まれ、さらには、食育・栄養指導などの効果判定に
関する研究も含まれ、一人の人間がこれらすべてを
網羅する必要はなく、逆に「この分野だけは誰にも
負けない」という武器になるものを学生のうちに探
し出して、その分野のエキスパートになってほし
い、ということでした。
90 分の講義は本当にあっという間で、たくさん
の学生が普段にも増して熱心に聴講している姿が印
象的でした。非常に有意義なセミナーになったと思
います。最後に、ご講演いただいた佐々木先生、本
当にどうもありがとうございました。

（文責：村上健太郎）
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■新任教員メッセージ
「赴任に際して」

横 田 尚 美
人間文化学部生活デザイン学科

生活デザイン学科服飾分野の担当として赴任致し
ました。ご挨拶、並びに自己紹介させて頂きます。
子供の頃からファッションが大好きで、大学卒業
後に当時大人気だったデザイナーズブランドの会社
に就職しました。夜は服飾専門学校で服作りを学
び、卒業後から小さな服飾専門学校で働くことにな
ります。しかし教えるほどの知識がないことに気付
き、西洋服装史を学ぶべく 30 歳を前に家政学の修
士課程に入学しましたが、なぜか服装社会学を専攻
することになります。修士論文では、親子の服装観
について、聞き書き調査によって研究しました。
その間に縁があり、修了後は京都服飾文化研究財
団の学芸員となります。その後世界を巡回すること
になる「モードのジャポニスム」展のために、４年
間調査研究に打ち込みました。こうして研究の世界
に足を踏み入れます。現存する服飾と文献資料を組
み合わせて研究する楽しさがありました。
展覧会に併せて国際博物館会議のコスチューム部
会を開催することになり、その準備と運営を担当
し、当時はファックスで世界とやり取りしたことも
良い思い出です。それ以外にも様々な展覧会のため
の調査研究から展示や運営、また多くの出版業務な
どに携わりましたが、６年で東京に戻ることになり
ます。
卒業した専門学校で、西洋服装史の講義を担当し
つつ、同学園が発行する日本で一番古いファッショ
ン雑誌に寄稿していました。家庭科にファッション
消費の分野が導入されることになると、横浜国立大
学で家庭科教員を目指す学生向けに「ファッショ
ンと家庭科」という講義を行い、『ファッションを
考える』
（編著）を出版しました。NHK のアニメー
ション「名探偵ポワロとマープル」の衣装考証をし
たり、『読売ウィークリー』にサラリーマン向けの
ファッションコラムを連載したりしました。
父が 2003 年秋に脳梗塞で倒れ、後遺症の高次脳
機能障害のため、記憶と時間や場所の認知ができな
くなり、実家のある静岡県沼津市との二重生活が始
まります。介護をきっかけに雇用形態を切り下げら
れ、父の介護は存分にできましたが、その傍ら 50
歳を前に博士後期課程に進学することにしました。
パリに 1855 年に開店したルーヴル百貨店の通信
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販売カタロ
グとの出会
いに背中を
押されたの
です。それ
まで西洋服
飾に関す
る史料を
数多く目
にしてきま
したが、こ
の通販カタ
ログは今ま
でにないも
のでした。
西洋服装史
の研究対象
は、もっぱ
ルーヴル百貨店 1863 年夏のファッション
ら数少ない イラストアルバム コートとコンフェクショ
現存資料と ン 21 番 （個人蔵）
絵画資料、
ファッション雑誌です。通販カタログも使われます
が、古くても 19 世紀末で、生活用品全てが掲載さ
れています。この百貨店の資料は 1863 年からと古
く、女性服に特化しており、アイテムごとに数多く
の商品が紹介され、情報も多彩です。通説通りな
ら、百貨店が普及させたという女性既製服の実態が
明らかになるはずです。
調べてみると、パリには少なからぬカタログが現
存しながら詳しい研究はされていませんでした。介
護の中で時間をつくり、年に一度一週間ほどのペー
スでパリに足を運び、やっと研究がまとまりました。
そして、従来既製服と捉えられてきた confection と
いう単語で示された服が、女性服については既製服
ではなかったことがわかりました。テーラードスー
ツに定型化してしまった男性服は、既製服化が進み
ます。けれど女性服は、女性の立場を表すコルセッ
トとスカートを広げる道具による旧態然とした構造
が、既製服化を妨げました。百貨店ビジネスの新し
さとは、既製服ではなくデザインを売ることだった
のです。
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実は学部では日本民俗学を専攻していました。西

出版するなど、現在までの服飾文化史を守備範囲と

洋服装史の研究や執筆をしながら、この 10 年ほど

して、都市民俗学の執筆などもしており、また別の
大学ではポップカルチャー論を担当しております。

新潟県南魚沼市六日町地区の民俗調査に関わってい
ます。洋服の知識をもってわかる民俗服の特徴とい
うこともあるのです。これが縁で、博物館学展示論
の講義を他大学で担当することになりました。
2013 年には『20 世紀からのファッション史』を

「赴任に際して」

共通点は、人間の文化を、古今東西問わず誰もが
身につけている服飾から考えるということです。
何とぞ末永く宜しくお願い申し上げます。

山 田

歩

人間文化学部生活デザイン学科

本年度より、人間文化学部生活デザイン学科に赴
任しました山田歩（やまだあゆみ）と申します。ど
うぞよろしくお願い申し上げます。間違われやすい
名前です。女性的な名前なので子供のころから、初
対面の方からはしばしば「女性だと思い込んでいた
のでびっくりしました」と言われたり、何度も会っ
たことがある方からもしばしば「あゆむ」や「わた
る」などと呼ばれたりしてきました。どういうわけ
か「田中」と呼ばれることも少なくないのですが、
この短文を機会に「山田歩（やまだあゆみ）」を覚
えてくださると嬉しく思います。
学部で心理学を専攻して以来、ヒトの選好判断や
選択行動に関する領域を専門に、好みや選択の背景
にあるメカニズムを解明することに取り組んできま
した。具体的には、消費者が商品の好き嫌いをどの
ように判断しているのか、どのように商品を選択し
ているのかといった問題に焦点をあて、日常生活で
の消費者の振る舞いをよりよく理解・予測すること
に取り組んできました。バックボーンは心理学です
ので、実験や調査によって、これらの問題に関わる
データを集め、計量的な解析を行い、消費者の行動
傾向を調べていきます。特に最近は、ヒトの行動が
意識的な認知システムと無意識的な認知システムか
ら成り立つと考える行動経済学的なアプローチに基
づいて、家庭用洗濯洗剤や清涼飲料水などの材料を
用いて、それら商品への評価や選択行動がどのよう
に行われるかを実験的に検証することで、消費者の
意識的な情報処理過程と無意識的な情報処理過程の
性質を明らかにすることに取り組んでいます。
また、消費者行動を解析することを通して、企業
のマーケティング活動を支援することにも取り組ん
できました。広告の露出回数と消費者の商品への好
みの関係を調べたり、プロダクト・テストに関する
評価を行ったり、企業が進めているマーケティン
グ・キャンペーンを補強するための科学的エビデン

ス作りに関わったりしてきました。広告や製品の効
果、効能、機能についての科学的な根拠を明らかに
する方法を考え、実験や調査により検証を行うこと
になります。商品の化学的な特性ではなく、商品を
使用する消費者の心理や行動を調べることが仕事の
中心になります。実験や調査から得られた行動科学
的な知見を企業のマーケティングに活用するといっ
たところでしょうか。
人々の行動を観察して面白いと思うのは、多くの
人は、不幸になるためではなく、快適にあるいは幸
福になるために、日々さまざまな選択を行うように
努めているにもかかわらず、日常生活の中で実際に
行われる選択はしばしば本人にとって最善とはいえ
ない結果をもたらしている、といったことです。消
費や健康といった事柄について、問題を抱えていな
い人は多くないのではないでしょうか。日常生活で
みられる選択・決定の失敗は近年、人間がもともと
備えている選択傾向と関連させて、その原因の解明
が目指されています。たとえば、健康診断などの公
共サービスの利用者を増やしたいとき、その案内を
どのような形で行えばよいのかについて調べられて
います（例 . 行政側が検診日を指定する形式と利用
者が指定する形式のどちらが受診率をあげることが
できるか）。これはサービスを利用できる機会を用
意しても、それを必要とする人たちが利用しないこ
とがあるからです。生活者・消費者にとってよりよ
い決定・選択を促す環境を作り上げることの重要さ
がさまざまな領域で指摘され始めています。なお、
こうした流れは、道具や装置の使用でみられる事故
や不便を防ぎ、ユーザーにとって使いやすい、安全
なモノ作りをめざす人間工学の発想と同じ方向にあ
ります。道具や装置の使用だけでなく、人々の社会
行動をよりよくデザインしようという流れです。
生活デザイン学科では、人間とモノの関係に注目
し、望ましい生活環境を形作っていくことを目指し
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ていますが、その中で、私は、生活者や消費者の感

て学んでもらうことを通して、生活デザイン学科で

性や行動のメカニズムに目を向けながら、よりよい

の学習・制作活動を応援していきたいと思っていま

決定や選択を支援するためにどんな環境を設計すべ

す。

きかという問題を掘り下げて考えていけたらと思っ
ています。そして、生活デザイン学科の学生たちに
は、生活者の心と行動についての理解を深めるこ
と、また、マーケティングや商品企画の手法につい

「赴任に際して」

皆様、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げま
す。

村

上

健太郎

人間文化学部生活栄養学科

本年度より、人間文化学部生活栄養学科に赴任い
たしました村上健太郎と申します。どうぞよろしく
お願い申し上げます。このたび、ごあいさつの機会
をいただきましたので、自己紹介としてこれまでの
経歴を書かせていただこうと思います。
出身は北海道小樽市ですが、４歳までしかいな
かったので、記憶はほとんどありません。その後
は、父の仕事の関係で、神奈川県川崎市、大阪府吹
田市、北海道札幌市で育ちました。大学は北海道大
学教育学部に進みました。ですが、誰に教えられ
たわけでもないのに（わるい先輩に教えられたのを
覚えていないだけかもしれません）
「大学は遊ぶと
ころだ」と思い込んでいたようで、最初の３年間は
まったくと言っていいほど勉強しませんでした。講
義を選ぶ基準も、①１限ではなく、②らくに単位が
取れそうで、③興味がないわけではないもの、とい
うかんじで、本当にふまじめな（よく言えばまじめ
に遊ぶ）学生でした。とにかく単位を最低限そろえ
さえすればよい、と考えていた節があります。
でも、
「研究者になろう（というかサラリーマン
はむりだ）」という認識は持っていたので、もうす
ぐ４年生になろうという春、指導教官に大学院に進
むつもりだと伝えました。このときの指導教官の対

栄養疫学です）。どれも初めて勉強することだし、
英語もよくわからないし、田舎過ぎて遊ぶところも
ないし…で、最初の３か月間は本当に大変でした。
もう二度と経験したくないというレベルです。その
後も、課題をこなしていくことに精一杯の日々でし
たが、通算 10 か月の滞在で無事に research project
も完成しましたし、人生においてかけがえのない経
験をたくさん積むことができました。本当にラッ
キーだったと思います。
北大卒業後は、静岡県立大学大学院生活健康科学
研究科食品栄養科学専攻の修士課程に進みました。
当時は、日本には人間栄養学・栄養疫学を学べる土
壌がなかった（現在も、でしょうか？）ので、学内
ではなく学外で学ぶという戦略をとりました。具体
的には、論文を投稿しました。査読者から学ぼうと
いうわけです。M １の春に人生で最初の英語論文
を執筆し、学術雑誌に投稿しました（これは M2 の
夏に出版されました）。M １の冬には修論が完成し
た（これも修了間際に受理されました）ので、M ２
の１年間は、当時、国立健康・栄養研究所におられ
た憧れの佐々木敏先生にお願いして、共同研究（論
文執筆）をしました。佐々木先生は当時の日本では
唯一と言ってよいヨーロッパ流の栄養疫学者でし

応はすばらしかったと思います（ぜひ見習いたいで
す）
。
「交換留学でアルスター大学に行って、そこで
卒論を書いてきたらいいですよ」
というわけで、北アイルランドのコールレインと
いう小さな町にあるアルスター大学で、ぼくの研究
生活はスタートしました。ちなみに北アイルランド
は、いわゆるイギリス United Kingdom を構成する
地域の一つで、アイルランド島の北東部に位置する
６州で構成されています（それ以外はアイルランド
です。ややこしい）
。最初の学期は、食事調査方法
論や統計学の講義を受けつつ、research project の
テーマについて supervisors と相談しながら決め、
そのテーマについての総説を書く、という内容でし
た（申し遅れましたが、ぼくの専門は人間栄養学・

た。佐々木先生といっしょに研究するのは本当に楽
しかったです（今もしていますが）。よい思い出で
す。
修士課程修了後はその流れで、栄研で研究する
ことになりました（ただし身分はバイト並みでし
た）。栄養学のトップジャーナルである American
Journal of Clinical Nutrition にも論文を掲載するこ
とができましたし、乗りに乗っている時代でした。
栄研には２年間いましたが、いやなことはほとんど
思い出せないくらいです。
その後は国立国際医療センター（半年）を経て、
東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻の助
教として研究をつづけました。１か月に１本のペー
スで論文を書いていた時期もあります。たまった論
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文をもとに、静岡県立大学で博士の学位を取ること

けれど晴れたらとんでもなくきれいな空と草原、

もできました。順風満帆というやつだと思います。

同僚のおかげで格安で借りられたテラス・ハウス、

このころには、「もう一度留学したい」という思

こちらも（同僚の夫のおかげで）格安で手に入った

いがかなり募っていました。そこで、日本学術振興

Ford Fiesta、信号がなく１時間に 100 キロは進め

会の海外特別研究員に応募して、幸いなことに採

る道路、アイルランド一周ドライブ旅行、ほぼ月１

用されることになりました。行き先は、再びアル
スター大学にしました。コールレインはすでにぼ
くの心のふるさとになっていただけでなく、憧れ
の Barbara Livingstone 教授（食事調査方法論の世
界的権威）といっしょに研究したいとの思いからで
す。ありがたいことに、Barbara は快くぼくを受け
入れてくれました。
コールレインでの２年間は、最高の日々でした。
まさしく、人生の華でした。いつもは曇っている

の海外旅行（ダブリン、ロンドン、エディンバラ、
パリ、ベルン、バーゼル、ジブラルタル、コッツ
ウォルズ、クラクフ、ミュンヘン、バルセロナ…）
、
Causeway Coast の贅沢なジョギングコース（もち
ろん研究もしました。論文は８本書いたので）。
Barbara は、今では共同研究者かつメル友です。
ここ彦根でも、今までと同じように、すばらしい
研究生活が送れることを心から願っています。

「赴任に際して」

小

澤

惠

子

人間文化学部生活栄養学科

本年５月より、人間文化学部生活栄養学科に赴任
いたしました小澤惠子です。どうぞよろしくお願い
申し上げます。
当大学の前身、滋賀県立短期大学家政部食物科を
卒業し、近江八幡市のヴォーリズ記念病院を出発点
に、病院栄養士として臨床の現場のみで 40 年近く
の歳月を重ねてきました。就職当時は、ライセンス
の多い「病院」という組織の中で、ただひたすら
“縁の下の力持ち”として頑張るのが、栄養士の求
められる姿勢でした。それでも、関わる患者の病態
変化に一喜一憂しながら、自分の仕事に手ごたえと
生きがいを見つけようと奮闘していた若かりし頃が
懐かしく思い出されます。入院当初から関わった肝
臓がんの患者と、膠原病の患者が相次いで亡くなら
れたとき、あまりにも「死」が近いことに心が痛ん
だあのころの感傷は、数え切れない「生と死」を見
てきた今でも、忘れないようにしたいと思っていま
す。
病院における、NST（Nutrition Support Team）
の重要性がいわれ始めて十年余になります。臨床の
現場で、
「栄養」がこんなに注目され、重要視され
たのはかつてなかったのではないでしょうか。「僕
たちは、学生時代あまり栄養については学習してな
いから。
」と、珍しく医師の先生方が、栄養士の専
門性に期待をかけて下さったのです（すべての医師
ではありませんが）。「栄養」という言葉がついたお
かげで、縁の下にいた私たち栄養士は、いきなり表
舞台に立たされ、メーンキャストの一人としてライ
トを浴びることになりました。私自身、勤務先の病
院では、チェアマンである医師のアシスタントとし

て NST の立ち上げに、最も大きな力になったひと
りだと自負しています。そんな中、長期療養型や介
護病棟を持つ私の所属したケアミックスの病院で、
最も力を注ぎ研究のテーマとしたのが高齢者の栄養
です。特に、寝たきりとなった患者の栄養管理は、
人生の終焉をどう迎えるかにつなぐ大変重要なテー
マだと考えています。胃瘻の是非について、この２
～３年、さまざまな意見が新聞をはじめ多くのメ
ディアに取り上げられました。生きながらえるため
だけの、人の尊厳を無視した栄養管理法だといわ
れ、国会議員の中には「まるでエイリアンだ」と言
い放つ方までありました。「1 日も長く何とかして
生きてほしいと思って、夫に胃瘻を作ったけれど、
新聞やテレビであんなふうに言われると、私は夫に
対し、とても悪いことをしたようで、胃瘻を作った
ことが世間で言えなくなりました。」とおっしゃる
奥さん。次の治療に向けて体力維持のための胃瘻
を勧める医師に、「あんな酷いことはしてほしくな
い。
」と、にべもなく拒否されるご家族。経管栄養
管理の９割近くまであった胃瘻の症例が、７割を切
るまで減少したのはこの時期でした。「ともかく生
きていてくれさえいれば、私たちはうれしいんで
す。」と、全く意思の疎通も出来なくなったおじい
ちゃん・おばあちゃんに対し、いとおしそうに髪
を撫で付けながら微笑みかけるご家族の姿を見る
と、「尊厳」云々で第三者が勝手にボーダーライン
を引くものではないと痛切に感じます。とはいって
も「口から食べる」ということは生きていく上で非
常に重要な役割を果たし、まさに生甲斐そのもので
す。加齢とともに変化する嚥下機能に合わせ、最
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後まで安全に「食」を楽しんでいただけるよう、

を通して「食」を考えるようになっていることに気

医師・歯科医師・看護師・歯科衛生士・PT・OT・

がつきました。

ST・介護施設職員・ヘルパー・ケースワーカーな

臨床から離れた今、少し寂しい気もしますが、こ

ど他職種とともに、専門性を生かした支援を自身の

れから巣立つ若い人たちが、あらゆるライフステー

ライフワークとして取り組んでいます。

ジの中で、食のプロフェッショナルとして活躍し、

患者の手を取り、足をなで、瘻孔を覗き込み、い
つしか「食」を通して人を見てきた自分が、「人」

喜びのある人生への支援が出来る栄養士を目指し、
共に学んでいきたいと思っています。

「赴任に際して」

杉

浦 由香里

人間文化学部人間関係学科

この春より、人間文化学部人間関係学科に赴任い
たしました杉浦由香里と申します。どうぞよろしく
お願い申し上げます。自己紹介として、私のこれま
での経歴と研究内容を簡単に述べさせていただこう
と思います。
私は、愛知県刈谷市の出身です。愛知といえば管
理教育の呼び声が高いところで、学校教育にはあま
りいい思い出がありません。小学生のときに、担任
の先生が「お前たちの学年はバカだから担任のなり
手がいない」と言い放った言葉をいまでも覚えてい
ます。中学校や高校の生徒管理も厳しく、息苦しさ
を覚えながら学校に通っていました。なぜ学校に通
わなくてはならないのか。学校とは何のために、誰
のためにあるのか。これが私の学校教育の原体験で
あり、教育学研究の出発点です。
既存の学校教育に疑問を抱きつつ、愛知県立大学
文学部児童教育学科に進学した私は、教育学の世界
に触れながら学校教育の可能性にも目を向けるよう
になりました。とくに、恩師といえる故近藤郁夫先
生との出会いは、私自身の自己形成に大きな影響を
与えたように思います。教育実践は「人間的呼応の
営み」だと述べた近藤先生の教えは、いまも胸に深
く刻まれています。

ない教育の専門性に対する疑念が生じました。
教育の専門性と素人統制または民衆統制とは一体
どのように結びつきうるのか。実際の教育現場では
しばしば対立を引き起こし、父母参加や地域参加ま
してや子ども参加は一筋縄でいかないのが現実で
す。このような困難を乗り越えるためにはどのよう
な条件が必要なのかを明らかにするために、学校教
育や教育行政の本質そのものを歴史的視点から問い
直したいと考えるようになりました。
その後、名古屋大学大学院の博士課程に進学し、
近代教育制度の歴史的研究に取り組むことに決めま
した。博士論文では、近代教育行政が成立していく
過程に焦点を当てて、教育行政の諸概念すなわち教
育行政の独立や教育の専門性、および民衆統制また
は素人統制等が歴史的にどのように問われつつあっ
たのか、その関係構造を究明しようと試みました。
ここで指摘しておきたいのは、教育行政の独立およ
び教育の専門性は、その歴史的性格において権力統
制的側面を内包するものであったとみられることで
す。すなわち、民衆と結び合わなければ教育の専門
性は容易に権力統制へと転化していく恐れを孕んで
いるのであり、それゆえ教育の専門性と民衆統制を
統一するための一条件として教育行政の独立が制度

こうしたなかで、私は子どもや父母の願いにもと
づいた学校教育を実現するための条件を明らかにし
たいと考えるようになりました。そこで、卒業論文
のテーマに 1950 年代における斎藤喜博の学校づく
りを選びました。
「社会を改造しない限り、学校教
育だけをやっていても子どもはよくならない」と授
業を核に据え、ありのままの子どもの姿に即して討
議するリアリズムの徹底により父母の利己的要求を
解体し、父母を集団として組織していった斎藤喜博
の学校づくり実践から多くのことを学びました。し
かし他方で、斎藤喜博の学校づくりは、授業づくり
へと特化していくなかで次第に父母と乖離していき
ます。
「学校がどんどん進んでしまい、私は遅れて
しまった」と嘆く母親たちの姿に、父母と結び合わ

的に担保されなければならないことが明らかとなり
ました。
しかしながら、博士論文をまとめる過程で痛感し
たのは、実際のところ教育の専門性と民衆統制は実
践的にしか統一しえないのではないかということで
す。周知のように、戦後教育基本法は第十条第一項
で「教育は、不当な支配に服することなく、国民全
体に対し直接に責任を負つて行われるべきものであ
る」と謳っていましたが、教育の専門性が民衆と結
びつくための条件として直接責任制の具体化は大変
重要な課題であったのだと認識を新たにしたところ
です。
それゆえ、今後は、直接責任制の具体化を展望す
るための理論構築と制度設計を研究の柱の一つに据
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えていきたいと考えております。幸いなことに、滋

子どもや父母の願いにもとづいた学校教育の実現を

賀県立大学に赴任してから日々教育実践に奮闘して

目指して研究および教育に努めてまいりたいと思い

いらっしゃる学校現場の先生方と知り合う機会に恵

ます。

まれてきました。これらの先生方と交流しながら、

「赴任に際して」

小

熊

猛

人間文化学部国際コミュニケーション学科

本年度より、人間文化学部国際コミュニケーショ
ン学科に赴任しました小熊猛です。どうぞよろしく
お願い申し上げます。前任校の宮崎大学では、教育
文化学部（英語教育講座）および同大学院研究科に
おいて教育・研究活動に携わって参りました。言語
学関連専門科目および語学関連科目のより充実した
カリキュラム環境で、英語をはじめとする言語その
ものに関心が高い学生の教育に携わりたいという気
持ちが深まっていた折、滋賀県立大学・人間文化学
部・国際コミュニケーション学科にご縁をいただき
ました。
これまでの教育実践および認知言語学の枠組みに
よる日英対照研究の経験を活かし、社会に通用する
英語力・言語コミュニケーション運用能力、論理的
で豊かな思考力と表現力を身につけた人材の育成に
貢献したいと考えております。
私は石川県金沢市の出身です。故郷金沢と彦根
は、風情のある街並みの城下町、冬に見られる雪景
色、豊かな自然と共通点が多く、着任するにあたり
不思議な縁を感じました。自己紹介を兼ねて、私の
経歴および教育・研究テーマを紹介させていただき
ます。
中央大学文学部を卒業と同時に、石川県に英語科
教諭として採用され、９年間、工業高校、定時制高
校、普通科高校と多岐にわたる公立高等学校の英語
教育に携わりました。この間、定時制高校在任中
に金沢大学大学院教育学研究科にすすみ教育学（英
語教育専攻）を学び、研究への一歩を踏み出しまし
た。その後に勤務した国立石川工業高等専門学校在
任中に、文部科学省若手在外研究員（平成 12 年９月
～平成13年８月）として認知文法の提唱者である R・
ラネカー教授（カリフォルニア州立大学サンディエ
ゴ校）のもとで研究する機会をいただき、これを機
に、認知文法という理論に母語である日本語の分析
研究を通して貢献したく思うようになり、日本語の
連体修飾節内で生じる格助詞交替（ガ・ノ交替）に
関して研究を行い、平成 19 年３月金沢大学より博
士（文学）の学位を取得しました。13 年間の国立高
等専門学校勤務を経て、平成 24 年より今年３月ま
で宮崎大学教育文化学部にて教育・研究に携わり、

この度、滋賀県立大学人間文化学部国際コミュニ
ケーション学科に着任いたしました。
国際コミュニケーション学科における英語基礎科
目につきましては、希望者を対象にした２年次後期
以降の留学を念頭に、基礎的英語力（語彙と文法）
の確実な定着を図ると同時に、社会に通用する英語
力・言語コミュニケーションに必要な実践的運用能
力育成に務めたいと考えております。学科専門科目
「英語学概論」および「現代英文法」では、学校文
法のみでは答えに窮してしまうような学生からの素
朴な疑問に、英語学、言語学の研究成果がどのよう
な説明を与えるのかを紹介しつつ、英語と日本語の
類似点や相違点を浮き彫りにし、学生のより深い英
語理解に繋げたいと考えています。
卒業論文およびそれに繋がる授業科目において
は、言語分析を通して、英語能力そのものの育成に
加えて、自ら研究課題を見つける観察力、論理的手
順を踏んで解決策を見いだす分析能力と、その研究
成果を効果的に伝えるプレゼンテーション能力を養
うことを目指す所存です。
研究につきましては、「人間が自らと関わるもの
を自らとの関連で意味づけるという主体的捉え方を
含めた総体が〈意味〉である」という認知文法で提
唱されている言語観に基づき、英語、日本語を主た
る対象言語に据え、構文研究をテーマに言語研究を
行っています。語彙的要素とは対照的に、構文は認
知主体（話し手）の事態把握（状況理解の在り方）を
反映するという観点に立脚し、命題内容レベルでは
同一視される様々な類似表現間の意味的差異に理論
的に迫ることを目指しています。
最近の研究テーマは、〈場面内視点〉の言語表現
への反映であり、主観性・主体性の観点から日英両
言語の表面接触動詞の生じる構文表現を手がかり
に、他言語の接触動詞構文も射程に入れた認知類型
論的研究を行っています。現在は、英語の Have a
N(verbal-stem) 構文の分析をもとに、事態解釈とそ
の言語形式に関する類型論的研究の一環として再帰
的受益者主語構文をテーマに研究を進めております。
英語をはじめとする言語や海外の文化に対する知
的関心が豊かな学生と、多様な文化的背景を持つ留
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学生が共に学ぶ滋賀県立大学の恵まれた環境のもと

教育・研究に邁進する所存です。

で働けることを誇り思い、これまでの経験を活かし

「赴任に際して」

橋

本

周

子

人間文化学部国際コミュニケーション学科

本年度４月より、人間文化学部国際コミュニケー
ション学科に赴任致しました橋本周子（はしもとち
かこ）と申します。とても素晴らしい環境の大学に
くることができて、大変うれしく思っております。
毎日、電車からバスから美しい滋賀の自然を眺め
て、季節や人々の暮らしの些細な変化を見つけては
喜んでいます。専任教員としての経験はこれまでに
なく、分からないことだらけですが、どうぞよろし
くお願い申し上げます。この場をお借りして、これ
までの経歴や専門についてごく簡単にご紹介させて
いただきます。
いつの頃からか、白いコックコートに身を包む
料理人の姿にあこがれを抱くようになりました。
とはいえ高校生の私にとって、“大学”という自由
な、魅惑的な場を知らずに世に出てしまうというの
は、あまりに覚悟のいることでした。いろいろと考
えたあげく、京都大学文学部でフランス文学を専攻
することにしました。大学在学時は、勉学よりもむ
しろ雑多な社会経験ばかり（もっともそれらはきわ
めて貴重な体験であったと思っていますが）に精を
出し、気づくと、あっというまに４年間が過ぎ去っ
ていました。誰よりもたくさん経験を積んだつもり
になっていましたが、大学から放り出されてはじめ
て、まだ自分が何も「学問」を経験していないとい
うことを思い知りました。一年弱の社会人経験を経
て、人間・環境学研究科へ進学し、すっかり心を入
れ替えて勉強を再開しました。研究主題は迷わず
「フランスの美食」としました。学問的背景も何も
知らない状況でしたが、ただ、ずっと抱き続けてき
た料理への関心だけが私の原動力でした。
意外に思われるかもしれませんが、日本におい
て、フランスの食を専門とする研究者はいまのとこ
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ろほとんど存在しません。正確に言えば、フラン
スの食について書かれた書物はいくつも存在するの
ですが、それらの著者らはいずれも、文学であれ
社会学であれ歴史であれ、何らかの専門分野でそれ
ぞれの専門研究を行ったうえで、その方法論を少し
応用して、あるいはエッセイ的なものとして、そう
した書物を著しているのが現状です。そうしている
限り、〈美食〉という主題に関する研究はそれぞれ
の分野における〈亜流〉であるか、あるいは代替可
能なテーマの一つであるにとどまってしまう。そう
ではない方法で〈美食〉──単にぜいたくな食事を
することというよりも、人間が〈よく〉食べるこ
と──に迫る方法はないものか。そのような問題意
識で取り組んだ一連の成果は、結果として、一人の
美食家に関する研究として結実しました。そしてそ
れはただフランス文化の一側面を明らかにする仕事
というよりは、私というごく凡庸な一人の人間の内
面を冒険し、明らかにする過程でもありました。
最近、この研究にもちょうど区切りがつき、それ
と本当に驚くほど同時に、本学への赴任の時期が重
なりました。いまが、いよいよ居心地のよい巣を離
れて、次へ進むときなのだと感じました。これまで
自分は、この研究を通じて長く学生（あるいは学生
「ダッシュ」くらい）としての立場において、様々
な人々と出会い、教えられ、助けられてきました。
しかし、いつのまにか、
「先生」と「学生」の対話
は上から下への垂直な関係から、互いにやりとりを
交わし合う水平は関係へと変化し、気づくと恩師は
私を「仲間」と呼ぶようになっていました。今後、
ひとりの教員として、そのような関係のなかで互い
に学べるような環境づくりに励んでいきたいと思い
ます。
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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■
『人間文化』の予算削減により、ご投稿の全てを掲
載することのできない状態が続いていましたが、本号
では幸いにもそうした事態にはならず、全ての原稿を
掲載することが叶いました。しかし、予算削減に関わ
る問題が解消されたわけではなく、次号以降へ向けた
対策を早急に打ち出す必要が生じています。
こうしたことから、編集委員会では『人間文化』の
学内配布先、並びに学外送付先を見直すなどをして発
行部数の縮小を行い、経費削減に努め、予算確保を行っ

高島市朽木古屋は朽木の本谷からさらに西側に入った山奥の
集落である。現在では過疎化が進んでいるが、盆行事に特色の
ある地域である。８月13日に近くの柴刈りをする共有山（ホト
ラ山）で松明（マント火）を燃やし、そのあと寺の住職が各家の
棚まいりをするとき家にご先祖さまが帰ってくるという。この
とき玄関先に牛のえさとなる草を積み上げておき、これを仏様
の腰掛けと称した。また14日には各家を六齋念仏が回っていた。
マント火・六齋念仏・仏の腰掛けなどはいずれも興味深い民俗
行事であるが、現在では行われなくなっている。また15日の朝
から川原に各家で砂利を集めて島のようなものを作り、その上
に石を積み重ねたものを６体たてる。これを川原仏といい、積
み重ねた石は六体地蔵を意味すると地元の人は言う。その日、
深夜12時を回ると、各家ではローソクを持って川原仏に参拝す
るが、これで先祖様はまたあの世に帰るのだという。山や川、
柴や牛のえさなど、自然環境や生業と盆行事の関連をうかがう
事ができる行事であろう。

市 川 秀 之

ていく予定です。これからも、より多くのご投稿が掲
載できますよう、ご理解とご協力を賜れましたら幸い
に存じます。また次号へも、多くの方からご投稿を頂
きますよう、お願い申し上げます。
尚、
『人間文化』12 号より連載してまいりました、
「滋賀県の考古学」は今回をもちまして終了させてい
ただきます。毎回、滋賀県の考古学の最新成果を紹介
することができました。長らくご愛読を賜りましてあ
りがとうございました。
（藤木庸介）
編集委員■
石川慎治・佐野光枝・藤木庸介・松嶋秀明・ジョン リピー
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