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紀要発刊のご挨拶
1993 年の愛知みずほ大学開学以来、投稿された先生によっては数年または十数
年間、また瀬木学園コミュニティーの諸先生方の中には数十年間蓄積された教育
研究活動を基盤に創出された論文等の、第 1 回の集約が終了し、ここに学園紀要
第 1 号が出版されることになり、大変うれしく思います。幅広い分野での教育研
究活動がこの紀要を媒体として知性と感性のこもったメッセージが学園内外へ向
けて発信され、広い視野でこれからの教育研究を通して人間科学の諸課題解決へ
向けての推進に寄与できればと願っています。
「健への探究」をモットーとして
私の尊敬する詩人・哲学者、また芸術家でもある
レバノン人のケイヒル ギブラン（Kahill

Gibran）が

彼の詩集“The Prophet”の中で知識について次のように述べています。

Say not，“Ｉhave found the truth，” but
rather, “I have found a truth，”
これからの教育研究はこの精神に支えられて初めて発展し、人々は未来に向か
って人間の生き方のシナリオを綴り続けていくことができるのでしょう。
ここに掲げられた論文等を読みながら、このような視点で一人ひとりの“ここ
ろの風景”の動画をじっと見つめてみたいと思います。
最後にこの紀要の発刊にあたって多大な尽力をいただいた國井・土田（廣）両
教授はじめ紀要委員の方々、また協力を惜しまず支えてくださった諸先生方、職
員の方々、そして特に瀬木学園コミュニティーの短期大学と、高等学校から投稿
をいただいた諸先生方に心から感謝の意を表します。
これからもお互いに顔を背けることなく、このコミュニティーのメンバーとし
て教育研究の課題と正面から取り組むことができる体制づくりに力を貸していた
だきたいと願っています。この紀要が瀬木学園が大切な組織体として発展するた
めの糧になればと思っています。
私達の生活文化を未来に向かって護り抜くために。
ガイアの悲痛な叫びに耳を傾けながら。

（冨田輝司）

総論

進化的パーソナリティ論
安念 保昌
愛知みずほ大学人間科学部人間科学科

An Evolutional Perspective on Personality
Yasumasa ANNEN
Division of Human Sciences, Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College
A series of studies on the Tsukuba High- and Low-Emotional strains (THE and TLE) of rats (Rattus norvegicus)
was summarized roughly, finding that these strain differences caused differences in social structure: THE has
complicated and strict social structure, on the other hand TLE has no clear male-ranking, which caused a population
crash in TLE out-field society. The essence of these differences was thought to have originated in the dimension of
Eysenck-like extroversion and introversion. In order to investigate the difference between social structures of
extroversive and introversive human group, 18 anonymous participants were divided into the extravert and introvert
group by YG test, and were asked to build a virtual story society in computer network by e-mail. The results indicate
that the introvert group made more complicated story structure than the extroverts. It was discussed that extroversion,
as one of the big five factors in the personality theory, has an evolutional meaning and has game-theoretical strategy
which is evolutionally stable in the ecological constraints. However, these five factors might be exposed to the present
ecological selective pressure, and might be only a dimension that carries out distinction among individuals.
Key words: ecological constraints; autopoiesis; Tsukuba Emotional Strains of rats; game theory; relay novels.

この小論は、心理学において一般に捉えられている

の源流に遡ってみると、2 世紀のギリシャにおいて、ガレ

パーソナリティを、ラットの選択交配を通じて得られた結

ノスが分類した、4 種の体液説に行き当たる。体内に血

論と、人のリレー小説で得られた事例をもとに、進化生

液、胆汁、黒胆汁、粘液のどれかが優勢になるかによっ

態学的な生命論によって捉え直すことを目的とする。

て、快活・世話好きな多血質、せっかち・興奮しやすい
胆汁質、用心深く悲観的な憂鬱質、勤勉・粘り強い粘液

1. 性格心理学の流れ

質の４つの気質が表れるとした考えである。

人が家族の中で暮らしていれば、常に話題になるの

その後、戦乱や宗教的抑圧などで、さしたる進歩もな

は、子供たちのちょっとしたしぐさが、どの家系由来なの

く、20 世紀に入ると、クレッチマーは、精神医学の立場

か、どの地域の由来なのかということである。また、他人

から、体質研究は相関研究であるという視点で、統合失

の振る舞いを見て、自分と同じか、どの部分が違ってい

調症と躁鬱病の病像の生気を遺伝に規定された特定

るかなど、常に、何らかの評価をしている。そうした関わ

体質の心身両域にわたる表現として捉え、『体格と性

りが、深くなればなるほど、「あの人は、こういう人なの

格』(1921)、『闘士型体格者の人格』(1939)を著した。こ

だ」と、第三者に語れるくらいになる。人は生来の性格

うして、精神病と体型の関係が健常者における体型と性

心理学者だといってもいいのかもしれない。
１）類型論

格(気質)の関係にも当てはまるとして、躁鬱、分裂、粘

最初に人の性格に言及したのは、紀元

着の 3 つの気質を分類した。シェルドンは、その直感的

前 3 世紀のギリシャにおけるテオフラストスであると言わ

な体型推定ではなく、身体の各部位を測定して統計的

れている。貪欲、猫かぶり、おせっかい、臆病、けちなど

に内・中・外胚葉形に分類し、それに対応する気質とし

のさまざまな人々を『人さまざま』に描いている。心理学

て、内臓緊張型、身体緊張型、頭脳緊張型に分けた。
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一方、ユングは、リビドーの方向性によって、外界の刺

た、パーソナリティの心理・生物学的要因を身体・知能・

激に影響を受けやすい外向型と内面にエネルギーが向

気質の 3 つの側面に分け、それら上記とあわせて、サイ

かい自己に関心が集まりやすい内向型に、性格を分け

コグラフを作成したのである。 「人格特性(personality

た。その他、社会体制による性格形成を分類したフロム

trait)」とは、オルポートによれば、パーソナリティの基本

や、対人関係において依存型、攻撃型、離反型に分け

となるもので、状況に左右されることのない一般的な反

た、ホーナイ、10 種類の精神病質人格を類型化した

応傾向で、また、それは直接観察できない構成概念で

シュナイダーなど、多くの類型論者が欧州大陸の医学・

あり、一人一人のパーソナリティは、操作的に定義され

心理学の世界で展開されていった。

た特性の測定値の総和として表現される、としたのであ

類型論は、それぞれの分野で、詳細に分かる研究者

る。

がその独自の視点で、人間の性格を類型化したわけで、

そこに、多変量解析技術が加わって、因子分析手法

その分野の目的に合えば、それらの類型の中間型や、

を駆使したキャッテルは、オルポートの共通特性と独自

いくつかの類型を併せ持つ型は、埒外に置かれてもか

特性を第 1 の階層として、そこから第 2 の階層として表

まわなかったのであろう。しかし、その類型が本人の全

面特性と根源特性を抽出した。キャッテルは、オルポー

人格的代表とみなされてしまう点で、血液型類型論とあ

トの 4500 の特性語を再吟味し、同義語を分類して、160

まり変わらない欠陥を持つといえるのかもしれない(血液

語にまとめた。さらに表面特性を記述する 11 語を加え、

の凝固反応に限定されるなら、重要な類型であるが)。

35 個の特性群にまとめ、208 人の成人男子に因子分析

これに対して、米英心理学の世界では、

を行い、12 の根源特性を抽出した。後に質問紙固有の

特性論が主流を成していった。人が様々な状況で一貫

２）特性論

因子を 4 つ加え 16 性格因子質問紙を 1968 年に完成さ

して持っている振る舞いの仕方が存在する。例えば、ど

せている。表面特性は臨床医学的な症候群に相当し、

んな状況でも、新奇な方に関心を示す、怒りっぽく応対

その分析から、根源特性が抽出され、その背後には、

するといった、行動の傾向やまとまりを特性(trait)と呼び、

遺伝によって決定される体質的特性と、環境形成特性

パーソナリティの最小構成単位として、その組み合わせ

が存在し、さらにそれらは、力動・能力・気質特性によっ

から、パーソナリティを説明しようとするのである。

て、構造化されるとしたのである。

この起源を遡ると、古代ギリシャ哲学における名前に

類型論的な発想を特性論に加え、究極のパーソナリ

関わる本性説と規約説に辿り着く。本性説は事物とその

ティ次元を見出そうとしたのが、アイゼンクで、ヴントの気

名前には本質的な関係があるとするのに対し、規約説

質を情緒の速度と強度の 2 次元で記述できる説をもとに、

は恣意的な対応関係しかないとする。それは中世の普

強度を安定性に、速度を外向性に置き換えることで心

遍論争を経て、様々な学説の基底をなしていく。本性説

理テストを構成した。ヴントの元をたどれば、カント、さら

は実在論に繋がって、普遍的概念の実在性を主張し、

にギリシャ時代の 4 気質説にたどり着く。しかし、アイゼ

類、種、種差などの普遍は個物から独立し、個物に先

ンクは、因子分析の手法の元、キャッテルの目標とする

立って実在するとするプラトン主義的実念論である。一

特性レベルの上位に、類型をおき、特性の下には、習

方の規約説は、唯名論、又は名目論に繋がり、個物の

慣的反応、個別的反応の 4 層構造を考えた。そして、1

み実在し、類・種などの普遍は実在せず、ただ人間の

万人の健常者と神経症患者のデータから、内-外向性、

精神の中で個物の後にのみ生じるというものである。

神経症的傾向と、さらに、精神病質の因子を抽出した。

人とは何かを考えるとき、それは、言葉によってしか表

３）主要５因子説

その後、フィスクが、キャッテルの

せないと考えると、それらどちらの説に立つにしても、人

35 対の特性用語から評価尺度を作り直し、因子分析の

を表現する言葉の研究からはじめるしかないであろう。

結果、５因子を見出し、また、タペスとクリスタルもキャッ

２０世紀に入り、オルポートは、オドバートとともに、ウェ

テルの形容詞 35 対を大規模な空軍士官学校生の被験

ブスターの辞書 4 万語から、人間行動や態度の特徴に

者集団に適用して、同じ様な５因子を抽出した。また、

関する形容詞を 17953 語取り出し、次の４群に分けた。

ノーマンもタペスとクリスタの特性用語 20 語から、同じ様

第１群は、攻撃的、内向的、社交的など実際的特性を

な５因子を見出したが、さらに、オルポートとオドバート

表す語(25%)。第２群は、赤面・狂乱など活動や心の一

の研究に立ち戻り、彼らのリストに付け加えて、18125 語

時的状態を表す語(25%)。第３群は、価値ある、重要で

から、適当でない語を除き、安定した 1631 語を 5 因子の

ない、好ましいなど評価を表す語(29%)。第４群はそれ

両端の 10 の意味次元に分類した。この仕事が、ゴール

以外の特性用語(21%)であった。これらの内、第１群が

ドバーグの研究に受け継がれ、幾つかのレベルでクラス

比較的恒常的な一般行動傾向を表すものとして重要視

ターに分けられた形容詞群のどれにおいても、５つの因

し、さらに、表面的特性と態度的特性からなる共通特性

子が現れることを見出し、形容詞 70 語を対にしたチェッ

(common trait)と、独自特性(unique trait)に分類した。ま

クリストを開発した(Goldberg, 1992)。
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こうして現在、特性論の定説として、特性 5 因子モデ

的な構造から議論されていることから、性格の機構につ

ル(Five Factor Model)が主流となって、現在最も広く採

いての研究といえるかもしれない。特性論では、言葉を

用 さ れ て い る の は 、 マ ッ ク レ ー と コ ス タ (1992) に よ る

介して、日常の生態系において性格がどの様な構造か

NEO-PI-R(Revised NEO Personality Inventory)で、５因

らなっているのかを明らかにしようとしていることや、遺伝

子が、6 個の下位特性から構成される。それは、外向性、

的背景との対応を意識した Cloninger, et.al.(1993)の７因

調和性、誠実性、神経症傾向、開放性の５つである。

子理論も機構の研究といえるであろう。心理・行動学的

日本においてもほぼ同じ因子が見出されている。辻ら

な他の場面との対応関係を見ることで、初めて機能の研

は、アイゼンクの性格検査の日本版の FFPQ を作成して、

究に進むことができる（安念・永田, 2004） 。しかし、多く

５因子モデルの重要性を唱え(辻・加納・新野邊, 1990)、

の心理学のそうした研究は、質問紙による、個人内での

辻(1998)は、さらに 930 名の大学生のデータを元に標準

過去の記憶を元にデータが採られているだけで、真に

化し、５因子を確認した。また、NEO-PI-R が日本語に翻

生態系における意味を探った研究は皆無であろう。

訳され、大学生 245 人、老人 232 人で標準化され、同じ

性格の発達に関して言えば、フロイトによる、リビドー

因子構造が見出された(下仲・中里・権藤・高山,1998)。

発達の固着と自我の防衛機制から、性格傾向が成立し

この他、和田(1996)は、474 名に 60 項目の形容詞から５

てゆくという精神分析理論に始まって、ユングを経て、エ

因子を見出し、村上・村上(1997)は、ゴールドバーグの

リクソンのライフサイクルの中で、遺伝や環境問題と絡み

リストを元に 60 項目の検査を 1166 名の幅広い年齢層の

ながら、自我同一性をなすためのパーソナリティの適応

日本人に行い、５因子を抽出・標準化している。

問題が考えられるようになっている。しかし、多くのこうし

こうして、日々、心理学の世界では、日常言語の研究

た理論は、心あるいは自我のモデルを人間特有の、宗

として、新たな心理テストが、次々に生み出されてきてい

教や文化的背景の強い形で、作り上げられたいわば独

る（堀, 2001 を参照）。しかし、そうした統計を駆使した特

自の生態系での話である。

性論の研究は、いわば、人が使う表面的な言葉の研究

しかし、それでは、そこに起きている現象を単にその通

であるかもしれない。では、性格とはいったい何なのか。

りに受け止めているだけで、なぜそうならざるを得ないの
か、その性格はなぜ存在せざるを得ないのかというとい

2. ｗｈｙ問題としての性格論

う視点は生まれてこない。ｗｈｙ問題として、心理学にお
ける人の性格論のあり方を議論してみよう。

Tinbergen(1966)による問題の設定の仕方に立ち戻っ
てみよう。生物の研究には、４つの問題の建て方がある。
生物が生きていくための直接的な問題は２つあり、まず、

3. 動物の選択交配研究

機構(mechanism)に関する問題設定である。性格が生じ

その問題は、ヒトを他種との比較の中で相対化しない

る構造について調べ、最終的には、生理的な操作や、

と解決できないであろう。そこに、動物研究の意味が存

生理学的構造として説明される。もう一つは、発達

在する。動物の行動特性に関する選択交配研究を、こ

(development)に関する問題設定で、性格が成長ととも

うした文脈で、再考察してみる。取り上げるのは、藤田に

に、変化してゆく姿を捉え、そこに至るには、どのような

よるラットの情動性に関する選択交配研究である(Fujita,

過程を経てゆくのか、どんな、構造的な変化が前提とな

Annen, & Kitaoka, 1996)。時間をおいて測られた性格

るのかを問題とする。これらの問題は、How Question と

特性因子が一貫して現れ、得点の相関が高いことが、

も呼ばれる。一方、生物が生き残ってきた遠因に関する

性格特性論の研究では用いられるが、それは、質問紙

問題、すなわち Why Question にも、２つあり、その一つ

に対する反応が一貫しているだけのことであって、ヒトの

が機能(function)に関する問題設定である。性格が生態

生態系における様々な状況・場面で一貫していることを

系の中で、どの様な意味＝機能を持っているのか、そ

保証していない。ならば、動物をある状況においたとき

れが起こってくる背景の構造は何があるのか、について

の行動を一つ取り上げて、そこを出発点にした方が、確

説明しようとする。もう一つが、進化(evolution)であり、そ

実な性格論研究が成り立つと言えるかもしれない。

れは、なぜそのような性格が必要だったのか、そのよう

１）選択交配

ラットは、夜行性で、殆どグルーミング

な性格が生じる進化的圧力の背景は何で、その様に振

して過ごすが、ちょっとした物音に敏感に反応し、物陰

る舞わせたものは何なのかを説明しようとする。

に隠れようとする。その様は、人から見ると、臆病に見え

これまでに見てきた、性格に関する研究の流れは、こ

る。そこで、藤田は、この臆病さという特性（=情動性）を、

の４つの設定においてどう位置づけられるだろうか。心

操作的に、25cm 四方の狭く暗い空間に閉じこめて、３０

理学は、はじめから人には性格が存在して、それを如何

秒後に、ギロチンドアを開けてから、５分間でどの程度

に分類するのか、それをどう判定評価するのかに終始し

外に出ないかと定義し、ラット(ウィスター今道系)の母集

ていたといってよい。類型論において、一部、体の生理

団の平均を測った。６０日齢で５分ずつ３日間連続測定
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し 、 合 計 距 離 換 算 、 雄 で 、 8m20cm 程 度 、 雌 で 、

は、どちらも、同じ様な複雑な地下経路を構築し、餌の

17m80cm 程度であった。これを起点として、その移動距

貯蔵所や、子供の飼育室、寝室といった構造化された

離（実際の選択基準はその測定装置であるランウェイの

地下空間を持っていたことが確認されたのである。

通過区画数）の多い家系同士、少ない家系同士を兄妹
交配しながら、それを 35 世代まで続けて、できあがった
のが、筑波情動系ラットである。因みに、20 世代をすぎ
ると、殆どの遺伝子座がホモの形になる近交系が誕生
することになる。つまり、遺伝子型のばらつきがほとんど
無い、均質な動物が、2 系統できたことになる。こうした
動物が、行動特性に関して両極でできあがることは、性
図１ TLE 系が作った地上の巣

格論を考える上で、有益な手段を手に入れたことになる。
もし、同じ系統の中で、性格の異なるネズミが生じたとす

３）攻撃行動

れば、それは、遺伝ではなく、環境や学習によるもので

ホームケージや、屋内コロニー場面

で、侵入者テスト（よそ者の雄ネズミを入れて、行動観察

あると断言できるし、系統内のばらつきは少なくて、その
二つの系統間である特性指標に関して異なっていると

するテスト）を行うと、雄ラットにおいては、TLE が圧倒的

すれば、こうした人為的な選択交配の結果、遺伝的に

に激しく侵入雄に攻撃するが、さらに、交雑第１世代で

原因として異なっていると言うことができるのである。進

は、選択基準である通過区画数においては中間遺伝し

化的な議論として、生態系に、２つの異なる選択圧が存

たのに対し、ホームケージ侵入者テストの攻撃頻度は、

在して、こうなったと言うことすらできる。

殆ど THE と同じで、劣性遺伝をすることが分かった。交

この筑波情動系を使った、多くの系

雑第２世代では、攻撃をよくする TLE 型と全くしない

統比較研究が行われてきた。一つの選択圧が、他面発

THE 型の比率は、１：３となり、主動単一遺伝子による劣

現し、様々な場面での行動傾向の差となって現れること

性遺伝が考えられた(Annen & Fujita, 1984)。こうして、

が示された。例えば、開眼日齢は、THE の方が早いが、

交雑第１世代も、遺伝的には均一な動物であっても、少

歩き出すのは、TLE の方が早い。脳内のカテコールアミ

なくとも、選択基準の情動性と攻撃性は異なった遺伝子

ン系の伝達物質濃度は、TLE の方が高く、海馬や、皮

に乗っており、さらに、ラットという種がこれまでに経てき

質後部、尾状核、線状体等でのアセチルコリン系の活

た進化的圧力として、臆病さは、極端にどちらにも触れ

性は、THE の方が高かった。こうした生理的構造を反映

ないようにバランスされてきたが、攻撃性は、抑制方向

して、脳を損傷させた効果が違うことが分かった。辺縁

に進化圧を受けてきている可能性が見えた。この本当

系の中隔野を損傷すると、TLE では、攻撃性が高まり、

の意味が分かるには、後数年必要であった。

２）系統比較

４）社会構造

TLE では、攻撃は、完全消失したのである(Annen &

屋内コロニー研究では、侵入者への

攻撃頻度によ る優劣順位ができるが、その構造が、

Fujita, 1985)。行動的には、夜間の活動性、穴蔵での夜
間活動性は TLE の方が THE に比べて高く、一方、ホー

THE と TLE では全く異なっていることが分かった(安念,

ムケージでの活動性や、排便の数、飲料頻度、日中の

1986)。侵入雄を攻撃する行動の細目を、推移系列分

活動性には差がないことも分かった。穴を掘る頻度は、

析によって、文法構造化して調べてみると、THE 優位雄

THE が高く、早く穴を掘って、すぐに穴蔵に隠れてしま

も TLE 優位雄と頻度は異なるがほぼ同じ構造を持った

うのは、選択基準そのものが反映されているとも言える。

攻撃をしているが、THE 劣位雄は、攻撃行動の頻度も

ラットにとって新規な場面での移動活動量は、例えば、

圧倒的に少ない上に、その構造が全く壊れていて、

オープンフィールドや高架式走路において圧倒的に

TLE の劣位雄がほぼ優位雄と同じ構造を持っているの

TLE の方が高く、THE の方は、屋内のオープンフィール

と対照的である(安念 a, 1988; 安念, 1989)。その違いが

ドでは、脱糞数が多かった。THE は、新奇な場面では

なぜ生じたかは、侵入雄のいない日常的コロニー場面

全く動けずに、恐怖のあまり、糞尿を漏らしてしまう。そ

の観察や、ラットの体表の傷を調べることで、その理由

れは、屋外の 3.6m 四方の広い空間でも同じで、暗くな

が分かった。THE の優位雄は、侵入者という新奇なもの

るまで、数時間、THE は全く動けなかったが、夜間の内

には手が出せないのに対して、劣位雄には、よく知った

に隅に穴を掘りはじめ、翌朝には、その窪みに身を潜め

相手であるため、非常に激しい攻撃を示したのである。

た。一方、TLE は、なかなか穴を掘らずに、枯れ枝を集

体表の傷も、TLE 劣位雄には全く見られないのに対し

めてきて、地上に鳥の巣の様な窪みを作って、塒にして

て、THE 劣位雄には、多くの瘡蓋傷が発見されたので

いた(図１参照)。しかし、少なくとも２週間後には、両系と

ある。こうして、THE は非常に厳格な集団内の順位構造

も、地下に穴を掘って暮らし始め、石膏による型取りで

を作るのに対し、TLE は、対等で緩い社会構造を作るこ
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とが分かった(安念・藤田, 1983; 1984)。当初これは単な

為的に作られているので、集団が過密になる前に、飛

る社会構造の差ぐらいにしか考えていなかった。

び出していっていたはずである（図３参照）。そうすれば、
多くの雄が発情雌に群がることが起きずに、クラッシュは

しかし、先ほどの屋外の放飼フィールド(3.6ｍ四方の
区画４つずつ)に、THE、TLE 雄雌を放し飼いにして、ど

防げたであろう。

の様な社会を作るか観察していたとき、３年目に、非常

一方、THE は、屋外のフィールドは新奇な場面で

に変わった現象が確認され始めた(安念 b, 1988; 藤田・

あった(120 年以上自然を知らないラットにとって、数百

安念・北岡・中津山・加藤, 1991)。それは、TLE のフィー

世代ぶりの屋外環境である）が、慣れるにつれ、よく慣

ルドにおいて、１匹の発情雌がそのフィールド中の雄を

れ親しんだ構成員に対して、親密なものをさらに分化し

引き連れて動き回る現象である。ロードシスをたびたび

て親密になるという行動として、優位雄による劣位雄へ

示し、先頭の雄集団の中で順繰りにマウントされながら

の関心の高さがみられた。それは、劣位雄の行動の意

移動し、雌の移動が止まると、その周囲に同心円状の

図まで推測して、心の理論を持っているように見られた。

雄で取り巻かれてしまう光景が繰り広げられた。ラットの

THE コロニーでは、侵入者に劣位雄が近づいただけで、

雌は発情すると、発情フェロモンで雄を引きつけるが、こ

優位雄には何もしていないにも拘わらず、優位雄は、侵

れが最も高まるのが、出産した直後で、社会的順位構

入者を放っておいて、その劣位雄を攻撃し出すのであ

造がしっかりしていれば、全ての雄が集まることなく、短

る。こうした行動の結果として、順位構造が厳格となり、

いサイクルで、優位雄が次の子孫を残すのに適した行

TLE 様のクラッシュを防げたのかもしれない。

動である。しかし、屋内のコロニーの研究で先にも述べ
たように、TLE の雄には、優位雄が劣位雄を攻撃すると
いう明確な順位が無く、全ての雄が、発情雌を取り囲ん
でしまうのである（図２参照）。そうなると、出産直後の授
乳養育を行えなくなり、赤子は、フィールドの中で、四散
してしまうことになる。こうして、体温が下がって肉の塊に
なってしまうと、成体に食べられてしまい、次世代が生き
残らなくなってしまったのである。そして、疲弊した雌が
先に全て死亡し、残された成体の雄達だけが残って、
放飼開始後ちょうど４年目で、TLE 集団はクラッシュして

図３ TLE 系雄の季節を超えた、新たな空間へのまなざし

しまった。一方、THE は、厳格な社会構造に守られて、
その後も安定した個体数を維持できたのである(藤田・

本来、THE と TLE は、同じ母集団から、分離せられて

加藤・安念・増井・北岡・中津山,1990)。

きた動物で、自然界においては、同じ個体の中で、ある
いは、集団内部で均一に混ざり合っているはずである。
その中で、何らかの集団への危機が迫ると、TLE 型の
個体群が、集団を飛び出し、新たな集団を形成する。し
かし、その場所で安定した構造を維持するためには、
THE 型の個体が必要になってくる。これら、THE 型と
TLE 型が別の個体であるわけではなく、同じ個体の中
で、その遺伝子の配分によって、環境から意味をくみ取
る仕方が違っているだけである(安念, 2001) 。
これが、性格の持つ進化的意味である。ここで見てき
た THE と TLE の違いが、人の性格論の中で対応を見
出そうとするなら、アイゼンクが見出した３つの次元の内

図２ 発情雌に群がる TLE 系雄たち

の外向性-内向性の次元であろう。Eysenck Personality
Inventory(EPI)では、外向性のことを、次の様に述べて

4. 行動特性の進化的意味

いる。『典型的な外向性は、社交的でパーティを好み、

飼育ケージに比べたら、52 平米の空間は、広いとは

話をする相手が必要であり、読書や一人で勉強するな

いえ、金網で囲ってあるわけで、完全な自然環境では

どと言ったことを好まない。この様な人は、大騒ぎをした

ない。TLE には、恐らくその広さでも不適応だったので

り、時間にかりたたせられるように振る舞い衝動的である。

あろう。TLE の雄達は、親密な互いの社会的関係には

また一カ所にじっとしておらず、常に何かを行っており、

全く関心がなく、新奇な環境へと飛び出していくように人
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攻撃的な傾向を持ち、平静さを失いやすい。感情は

土地にとどまる戦略として、根の周りから、他の植物を寄

しっかりと制御されておらず、必ずしも信頼の置ける人と

せ付けない忌避物質を出し、自分の植生態を守ろうと

いうわけではない。』と。また、内向性については、『典

するものがあるのに対し、様々なやり方で種を遠くに拡

型的な内向性の人は、静かで引っ込み思案。内省的で

散させようとする戦略も存在する。そして、どの動植物に

人と一緒にいるより読書などを好む。親しい友人以外と

おいても、この二つの戦略は、どちらかが他を常に圧倒

は、距離を保つ。計画を立ててから行動する傾向があり、

するわけではなく、それは状況によって決まってきたで

一時的な衝動を信用していない。大騒ぎをするようなこ

あろうし、多くの場合は、戦略が同居しているのである。

とは好まず、まじめに日々を暮らし、秩序だった生活を
好む。感情は、しっかり制御されていて、めったに攻撃

5. 探索的研究：構成員の外向性と物語構造

的な行動をとらず、平静さを失わない。信頼は置けるが、

これまでに予備的に、コンピュータネットワーク上に仮

多少悲観的であり、倫理的な基準にとても価値をおい

想の物語を構築させた生態系を作り出し、情報と情動

ている。』と、述べている(アイゼンク, 1965)。

の絡みや性格との関連を調べて来た (安念・吉田・遠

アイゼンクは、ユングやクレッチマーの明確に分離さ

藤・加藤, 1995; 安念・平野, 1995; 平野・安念・白石,

れたグループに分類した類型論を批判し、特にユング

1995) 。そこで、筑波情動系ラットと同じ様な質的な差

の内・外向性については、完全な内向性、外向性の人

異が、人についても見出されないかを探索的に探るた

は存在せず、普通の人々は、この両方の側面を持ち合

めに、以下の実験を行った。

わせており、内向性と外向性の非連続性の仮定は一切

上記アイゼンクの性格理論に影響を与えたのは、ギル

されていない点を強調している。アイゼンクは、類型と特

フォードの研究であった。ギルフォードははじめて因子

性の区別はその分布にあるのではなく、実験的に規定

分析手法を使って、性格因子を探求し、STDCR 因子性

された相対的な包含性にあると考えており、類型レベル

格検査、GAMIN 因子性格検査、I 因子性格検査を作

を頂点として、特性レベル、習慣的反応のレベル、個別

成した(アルファベットは、性格因子の頭文字)。それを

的反応のレベルの４層からなるパーソナリティの階層構

元に、矢田部達郎らが日本人に適合するように項目を

造を提唱したのである（上里・山本,1989)。その話で言

選択して、12 の性格特性を表す尺度を YG 検査として

えば、筑波情動系ラットは、最下層の個別的反応レベ

完成させた（村上・村上, 1999)。その検査の外向性因子

ルの一つだけ（狭く暗い部屋からの脱出）を取り出して、

を使用することにした。すなわち、人において選択交配

両方向に無理やり分け、遺伝的に固定化したことによっ

はできないので、この検査を使って、外向性の高い人と

て、上位の階層レベルも同調するように変化したわけで、

内向性の高い人を選び出し、どのような社会を構築する

結局、アイゼンクの言うところのユング的な類型ができあ

かを見ることが目的となる。しかし、人をラットと同じ様に

がったと言えるのかもしれない。

集めて集団にしようとすると、様々な問題が出てくること

THE の劣位雄への厳しい締め付けは、アイゼンクの言

になる。そうした場所や時間、そして様々な諸経費のほ

う内向性には見あたらないように見える。むしろ似ている

かに、互いの知り合い度や性別など、社会認知的な問

ことの意味を考えるべきであろう。ラットの場合、狭い部

題が噴出する。そして、何を指標にするのかという最大

屋に閉じ込めて、どれくらい外に出てくるのかという明確

の問題がある。そこで、インターネットでのみ知り合った

な選択基準が存在したが、人にはなかったのである。し

知人の中から協力者を募り、3 人グループで、リレー小

かし、なぜに似てくるのか。それは、人への進化の流れ

説を書いてもらい、どのようなシナリオを展開するのかの

の中で、様々な場面で、それと同じ状況が出現していた

分析を行うことにした。3 人の小集団を考えたのは、対

からではないだろうか。洞窟に暮らしていて、何かの物

人関係の中に第三者が入りうる形の最小の社会を 3 人

音に気づいて飛び出す場合、敵襲にあって殺されてい

なら構成できるからである(安念, 2005)。

たかもしれない。しかし、いつまでも閉じこもっていたの

目的： 外向的と、内向的な 3 人集団で、メールを

では、飢え死にしたか、あるいは、山崩れが起きて、す

使って共同で、物語を構築してもらうと、どのような構造

ぐに飛び出したものだけが助かっていたのかもしれない。

的差異が見出されるのかを見出すことを目的とした。

さらに、社会的な仕組みが出来上がった以降では、物

方法： 被験者: 匿名条件で、メールによって、物語

理的な空間だけでなく、その確立した仕組みの中で留

を構築してもらう旨了解してもらい、呼びかけに答えてく

まるのか、飛び出して新たな仕組みを作るのか、既存の

れた人に YG 性格検査を行った。インターネット上で知

概念に留まるのか、あるいは新たな概念を作り上げて戦

りあった中から実験に参加を了承してもらった内の 18 名

うのか、というように、この閉じ込められた状況から、飛び

（平均自称年齢 23.4 歳、性別不詳）。その後、３名は、

出すのかとどまるのかというスキーマは、生き物全般に

返事がこなくなったりなどして、データ化できなくなった。

言えるものであるかもしれない。植物においても、その

手続き: リレー小説は、最小の社会集団である３人に
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よって行った。メールにて YG 性格検査を送り返してもら

集団の構成員の持つ性格特性のうち、少なくとも、外向

い、それに基づいて群分けを行った｡外向群 3 人､内向

性が物語構造に大きな意味を持っていることが示唆さ

群 3 人､統制群として平均群 3 人､混在群 1:外向 2､内向

れた。

1 人､混在群 2:外向 1､内向 2 に振り分けた。リレー小説

ラットと人を単純に比較することは不可能である。しか

は、すべて、メールにて、物語を繋いでゆく順番を固定

し、重要なことは、人が物語を作るに当たっても、場所の

して、行った。個人が特定されるような情報はハンドル

設定は重要であるが、内向群の人たちは、時間や概念

ネームに至るまで細かく注意を与えた。最初の出だしの

の推移ほどは空間的推移を複雑にしなかった点である。

文章は、研究 1,2 ともすべて同じで､それに話を繋いで､

内向群に、ラットと同じ様な厳格な社会構造は生まれな

5 行以上 40 行以下を目安に 1 週間以内に書いてもらう

かった。それは、匿名が保たれた物語空間の登場人物

よう依頼した｡リレー小説が回っている期間は約 2 ヶ月間

に、厳格な上下関係を期待できないためで、しかし、物

であった。

語自体が親密な空間であるため、それをさらに複雑化し

内容分析：各群の終了した物語から､時間､場所､物

ていったことは、１事例にせよ、言えることかもしれない。

語内容の概念において､大きく分けた共通のカテゴリを
抜き出した｡ 場所について､共通した割合が 36%の 10
個､時間において､8 個､物語内容の概念について､共通
した割合が 11%の 14 個のカテゴリをそれぞれ決め､推
2
移分析を行った。周辺度数から決まる期待値よりχ 検
定によって、有意に異なる推移をグラフ化した。
共通カテゴリ：時間の推移：ミリ秒、秒、分、時、日、週、
年。場所の推移：家、部屋、職場、チャットルーム、町、
乗り物内、公共の場所・店、自然、特別な場所、未知世

図６ 外向群の時間構造

界。物語内容：呟き、沈黙、提案、返答、同意、反論、確
認、質問疑問、依頼、方向性、感情、行動、過去、設定。

図７ 内向群の時間構造

しかし、逆に、外向群が空間の推移を複雑にしなかっ

これらのカテゴリは、研究協力者と協議して決めたあと、

たのは、なぜだろうか。それは、外向群の人たちが、新

別個に抽出し、再度協議を重ねて決定した。

奇な空間をさらに複雑に分化させるために、現実空間

結果と考察： 物語内容のカテゴリの出入り合計数を
ノードの大きさとし、χ 2 検定で有意となった推移の大き

を探索するように、テキストに向かわなかっただけなのか
もしれない。時間的にも、概念的にも、テキストの世界に

さをリンクの太さとする推移図を図４，５に示した。それぞ

こもるよりは、実際の行動として探索する方に向かうため、

れ単一事例ではあるが、外向群よりも、内向群の方が、

物語には反映されなかったと解釈されるべきであろう。

ノードも大きく、リンクも複雑であることが分かる。

いずれにせよ、完全匿名で、人を取り巻くあらゆ
る制約が解き放たれた環境を作り出せるリレー小
説による小集団社会の形成の研究手法は、今後
次の様な観点から、有用な道具になると期待され
る： ①心理テストが単語や単文でのやりとりである
のに対する、対局として、長い時間をかけ、テキスト
の世界を構築させ、個人の持つ様々な側面を、時
間をかけて引き出せる手段になりうる。 ②現実自
己と、登場人物のパーソナリティを比較することで、
物語世界の自己を統御している様子を推測するこ

図４ 外向群の物語構造

とができる。 ③我々ができる対人認知は、物語空間登

図５ 内向群の物語構造

場している登場人物像に対してだけというメタ認知をも
たらす。 ④匿名性の条件、制約条件を変えることで、

これは、時間の推移でも同じ事が言えた(図６, ７)が、

物語構造の変化を観察できる。 ⑤物語を語ること自体

空間の推移では、内向群が複雑とは言えなかった。また、

が何らかの治療的意味を持ちうる可能性。

混合群や、平均群の推移の複雑さは、ほぼその中間に
位置していた。これらのことから、内向群は、外向群に

6. 進化生態学的なパーソナリティ論

比べて、空間の推移を抑えながら、時間的な広がりを

１）生命論

持って、物語を複雑な空間に広げている可能性があり、
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れた結論と、人のリレー小説で得られた事例を汲んで、

決めてゆく。その行為の前には、内部も外部もないので、

心理学において一般に捉えられている性格を、進化生

入力も、出力も有り得ない。行為の中で、身体の要素の

態学的な生命論によって捉え直してみよう。

集合が決まっていく。行為のために閉鎖系になっている

先ず、心理学を成り立たせている基本に立ち返って、

のではなく、動的に閉鎖系に見えるだけなのである。

なぜそうなのかを考えてみる。それは、生きていることに

生成プロセスのネットワークが、多様な構成要素を産

関わっているからで、死者には性格は存在しないので

出する（自己複雑化）。この構成要素が、再びその生成

ある。生きていることは、マトゥラーナとヴァレラ(1987,

プロセスに組み込まれて再起動されるか（自己適応）、

1991)によって、オートポイエーシス(autopoiesis:自己創

不適応なものは除外されてしまい、新たな別の生成プロ

出組織）という用語によってその本質が述べられている。

セスが起動してくることになる。この多様性を生み出す

生命の有機構成とは何かという問いを続けてきて、リスト

複雑化の要因は、環境の変動を含めて環境との相互作

をあげてゆくことはできるが、そのリストはどれくらいの長

用や、生成プロセス自体の持つ揺らぎが原因である。

さで、いつになれば完成するのか、適応、進化、発生、

この動的に閉鎖した円環プロセスは、オートポイエー

分化についてかたり、自然選択によってどのように結び

シスが続く限り持続し、再取り込みするか、除外するかと

ついているかを示すことはできたが、生命システムの固

いう文脈（＝歴史的継続体）が生まれてくることになる。

有の特徴の問いはもとに戻るだけであった。不十分なも

そして更に、オートポイエーシスは、協調関係を造りな

のを除外してゆくと、その困難さは、認識論的なもので

がら、複雑な構造体を形成するとともに、空間的な広が

あると同時に、言語的なものであるためであることに、突

りを持って、生態系を構成してゆくのである。その中で、

き当たったのである。そのリストをあげてゆく作業は、環

生き残るものと消えてゆくものが出てきて、重層な歴史

境によって規定される開放系についてのことであり、そ

的継続体が構築されてゆく。

れをアロポイエーシス、即ち、コンテキストに言及するこ

２）性格の進化生態学的な意味

これらの流れの中

とでしか特徴づけることのできないシステムで、コンテキ

に、性格とは本質的に何なのかが見えてくる。単一の

ストとの関連からそれらのシステムは単位体として規定さ

オートポイエーシスレベルにおいて、自己複雑化して生

れるとして、生きている本質ではないとした。生きている

成した多様な自己の構成要素のどれを次の自己生成

ことは、閉鎖した自律的実体であり、そこには、目的や

に残し、どれを捨てるのかという選択過程そのものが、

機能といった概念は相関概念として除外され、自らに言

性格を構成しているのである。例えば、筑波高情動系

及する以外に特徴づけることのできないシステム、即ち、

ラット(THE)は、放っておいての良さそうなことなのに、親

オートポイエーシスで、生命システムそれ自身との関係

密なもの、社会的な劣位な個体に何らかの攻撃行動を

から必然的、構成的に規定され、絶えず自己を産出し

加えることで、監視下におき、親密さを更に複雑化して

続ける存在としたのである。

いるし、筑波低情動系ラット(TLE)は、新奇な空間を探

そうしたオートポイエーシスの有機構成から導かれる

索しテリトリー化してしまうと新奇さが低下するので、更

特徴は、次の５つあるという(マトゥラーナ・ヴァレラ, 1991)。

に複雑な空間的新奇さを求め、新奇さの低下してしまっ

①自律的：その過程の中でどのように形態を変えようとも、

ている社会的な関係には一切見向きもしないのである

全変化をその有機構成の維持へと統御する。②個体

(安念, 2001)。これらは、自己複雑化したものを再取り込

性：絶えず産出を行い、有機構成を不変に保つことに

みする過程で、次の複雑さを生む過程の中に、性格の

よって、同一性を保持する。③単位体：その自己産出の

本質があり、そうして、生き残っていった歴史的継続体

過程の中でみずからの境界を決定し、その境界面に囲

が、生態系をボトムアップ的に構築して行くのである。

まれた単位体をなす。④入出力がない：オートポイエー

しかし、その生態系が形成されると、今度は、トップダ

シスとは無関係な出来事によって撹乱が生じることがあ

ウン的に、このオートポイエーシスの生き残りに制約を

るが、どの様な変化が連続しようとも、これらの変化は、

課してゆくことになる。こうして、オートポイエーシスの性

オートポイエーシスを規定する条件である有機構成の

格は、どの様な制約が課されてきたかを反映しながら、

維持に常に関わっている。従って、これらの変化と撹乱

そこでも、自己複雑化と、自己適応、再取り込みの動的

との関係は、記述の問題である。⑤目的論不要：目的は、

閉鎖過程の中で表現されてゆくのである。しかし、どの

生きているシステムを構成するものではなく、観察者が、

様な性格も生き残れるわけではなく、生態系の制約の

そのシステムへの入力と出力の関係をそのコンテキスト

下、ゲーム理論的に、いくつかの性格の戦略だけが生

に関係づけるための記述の領域に属するものである。

き残れることになるのかもしれない。

この中で、④の考えは、ギブソン(1985)のアフォーダ

３）主要５因子の起源

最初に見てきたように、現在

ンス論とも繋がってくる話になる。オートポイエーシスは、

の性格論において、主要５因子説が主流となっているこ

自分の行為によって、その都度自分の身体（内と外）を

とは既に、述べた通りである(詫摩・瀧本・鈴木・松井,
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1990; 村上・村上, 1999)。では、その５因子がここで述

れるためには情緒的に安定していることが要求される。

べてきたことと関連づけるとどうなるのであろうか。

しかし、ここで、問題となるのは、その反対の、情緒的不

動物が生きて行くためには、食べて行かねばならない。

安定な戦略が生き残れるかどうかという点である。これは、

どこに暮らしてその回りにはどの様な食物が手にはいる

一つの可能性であるが、確立した社会は閉塞して、自

かによって、生きざまが異なってくることになる。他の動

己多様性を失ってしまうかもしれない。完成されすぎて、

物を食べるからには、食べられる側が存在し、こうして、

多様性を失った社会は、非常に脆く、ちょっとした外敵

食物連鎖のどこにいるかによって、食べられてしまう危

の侵入で崩壊してしまうだろう。それを打開する側面が

険性と、子孫をどの程度残して行くのかという動物の基

必要になってくるのかもしれない。そこで、情緒不安定

本的な戦略が決定される。つまり、捕食者などの危険性

戦略は、生まれた途端、そのほとんどは、除去されるが、

をかえりみずに、自らの捕食行動を進めるか、慎重にな

ほんのわずか残った戦略が新たな社会構造の流動性

るのかという側面が、性格を構成する第１の側面になる。

を導き、社会の頑健さを磨き上げることができ、そのいく

そのことが、筑波情動系ラットの選択基準とも何らかの

つかは、社会の中で再取り込みされ、多様性を生み出

関連を持ち、ユングやアイゼンクにおいても性格の第１

すための装置として温存されてゆくのかもしれない。

要素に位置づけられた、内向・外向性である。
ついで、如何に食物を探すかという第２の側面が出て

7. 結語

くる。様々なことに興味を広げて、新たな食べ物に関心

このように、進化論的に考えると、深い根にある性格因

を持てるかどうかが、生き残ってゆくことに重要となる。そ

子は気付けないことになる（ばらつきがないから、因子

れに関係しているのが、開放性であろう。新しい食物は

分析には現れてこない）が、今語られている性格の主要

採取も、危険である上、毒であることの方が多いので、

５因子は、まさに環境からの様々な制約のもと選択圧に

危険を冒さない戦略は当然生き残ることになる。

曝されて、他者を認知する、即ち、自分も含めて、同種

オートポイエーシス論に立ち戻ると、オートポイエーシ

個体を区別するための手段として表面的に出てきてい

ス単体が、互いに協調して更に高次なオートポイエーシ

るに過ぎないのかもしれない。これに関連して、

スになっていったことで、現在の多細胞生物が存在して

Isaka(1990)は、対人評価の場面で、日常的な言葉を書

いる。進化の様々な段階で、この協調性は重要な意味

き出してもらうことで、対人認知の５因子を見出したが、

を持っているであろう。開放性の進化とともに、個体を超

それは、ほぼ、主要５因子と同じものであったのである。

えた社会的関係を作り上げる社会的動物となってゆくの

性格とはなんぞやという疑問から出発して、ここまで考

である。ここにおいても、まさにゲーム理論の中心的

えてくると、人という種全体が持っている、隠れた性格因

テーマである、協調性の進化の議論にあるように、常に

子が存在しているかもしれないことに気づかさせられる

協調するだけの戦略は生き残らない。また、裏切りだけ

のである。そして、その種レベルの隠れた性格因子が基

の戦略も生き残らない。アクセルロッド(1987)は、２度世

盤となり、その種の生態学的な制約から、現在語られて

界中の研究者に呼び掛け、様々な戦略プログラムを対

いる表面的な性格因子が生み出されているのかもしれ

戦させた結果、TIT FOR TAT（初回は協調するが、それ

ない。生態系からの制約と選択圧は、もちろん個体レベ

以降は前回の相手の手を覚えておいてそれを返してや

ルで効いているが、長い進化の歴史において、それは

るだけの戦略）が２度とも優勝したのであるが、どの様な

最終的には種レベルで効いてくることになる。であるなら、

戦略を進化させるのかは、その生物の置かれた生態系

この、ヒトの隠れた性格因子に気づき、さらに、隠された

の制約が決めることであり、いくつかの戦略が生き残っ

制約を知ることが、パーソナリティを含めた、人間理解の

てゆくことになる。

近道であるのかもしれない。

他方、食が足りたとしても、次世代を残すためには、配
偶者選びをうまく行わなければならない。きちんとした巣

謝辞 5.は、安念(2005)を元にしているが、その発表

を作り、真面目であるかどうかが、重要な側面になってく

の一部は本学平成 10 年度卒論 梅田(森)亜希子『物

る。それが、誠実性と絡んでくるのかもしれない。完全な

語空間における人間関係の形成』のデータを元に、

不誠実な戦略は生き残れないが、完全な誠実な戦略も、

本人の了解を得て、再吟味したものである。ここに

コストの面から生き残れず、生態系の制約に依存して、

記して、謝意を述べる。

場面ごとに、種にとって最適な誠実レベルが決定される
のであろう。上記の協調性が、完全に保証された世界で
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博物学研究

その１

～いろいろな博物学資料～
川瀬 基弘
愛知みずほ大学人間科学部人間環境情報学科

１．幅広い分野をあつかう博物学

からくり展示館，明治村，リトルワールド，犬山城，

愛知みずほ大学では，平成 14 年度より博物館学芸

オルゴール博物館，信用金庫資料館，家康館，八丁

員課程が認可され博物館学芸員資格を取得するコー

味噌の郷，三菱オートギャラリー，こども美術博物

スが開講されています．学芸員とは，資料収集・調

館，リサイクルプラザ，ハニワの館，道風記念館，

査研究などを行う博物館の専門職員のことです．そ

生命の海科学館，ファンタジー館，海のシルクロー

れでは博物館とはどのような施設でしょうか．文字

ド館，キリンビヤパーク，問屋記念館，アンコール

通り“博物(学)”をあつかう施設ということですが，

ミュージアム，ヨコタ博物館，県民の森，陶磁資料

例えば岩波書店の広辞苑によれば，博物館とは「古

館，養蜂博物館，招き猫ミュージアム，かわら美術

今東西にわたって考古学資料・美術品・歴史的遺物

館，まつり会館，やしの実博物館，タイル博物館，

その他の学術的資料をひろく蒐集・保管し，これを

ロボット館，でんきの科学館，デザインミュージア

組織的に陳列して公衆に展覧する施設．また，その

ム，名古屋城天守閣，歯の博物館，産業技術記念館，

蒐集品などの調査・研究を行う機関(museum)．」と

市政資料館，日本独楽博物館，ゲーム博物館，明治

記載されています．とても端的に示されています．

記念館，鉄道資料館，オルゴール博物館などがあり

しかし実際には，この記載中の“その他の学術的資

ます．

料”という箇所に膨大な種類の分野が含まれていま

上述した博物館は愛知県に実在する博物館のほん

すし，博物館の業務についてもこれ以外に実に様々

の一部に過ぎません．実際には愛知県だけで 250 ほ

な仕事があります．その膨大な分野をおおまかに網

どの博物館があります．もちろんこの中にはテーマ

羅している学問こそが「博物学」なのです．学術的

パークやギャラリーのようにアミューズメント要素

資料といっても難しいものばかりではありません．

の強い施設もあります．愛知県だけでこれだけの種

玩具や雑貨なども系統的に展示されれば立派な学術

類と数がありますので日本中さらには世界中に多種

的価値をもちます．

多様な博物館(ミュージアム)が存在することは言う

同じく広辞苑によれば，博物学とは「動植物や鉱

までもありません．

物・地質などの自然物の記載や分類などを行った総

ここまで述べただけでも博物館，そして博物学の

合的な学問分野．これから独立して生物学・植物学

取り扱う分野やその範囲がいかに莫大であるかを理

などが生まれる前の呼称．明治期に natural history の

解いただけたと思います．そしてこれらすべてにつ

誤訳に用いられた．中国では本草学として古くから

いて詳しく紹介することは不可能です．そこで今回

発達．」と記されています．

は，私の担当する博物館実習と選択を含めた博物館

一般に博物館と言うと，歴史・文化資料や自然資

関連の自然・環境系の授業で用いる教材，さらには

料を展示する施設というイメージが強いようです

個人的興味で集めた収集品を博物学資料としていく

が，世界の博物館には様々な分野の博物館が存在し

つか紹介したいと思います．かなり内容的に偏りが

ます．大きく分類すれば，歴史博物館，自然博物館，

あることを承知の上で，著者の独断で選んだ資料を

民族博物館，科学館，美術館，動物園，植物園や水

写真と併せて紹介します．

族館などがあげられます．
さらに愛知県を例にとって存在する個々の博物館

２．博物学教材の紹介

名を列挙すると，郷土資料室，文化財資料倉庫，歴

①薬用標本・漢方薬：中国で始まった本草学は，

史民俗資料室，埋蔵文化財センター，デンパーク，

奈良時代には既に日本に伝わり，これが江戸時代に

そうめん資料館，樫の木文化資料館，下水道科学館，

発展したものが，薬品会，物産会，本草会，博物会(以
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下，代表して博物会とする)などと呼ばれていまし

期頃までの古い貨幣です．現在では使用することは

た．出品内容も様々で，薬用・食用になる天然の物

出来ませんが，記念切手や記念硬貨と並んで古銭の

産(動物，植物，岩石・鉱物など)，貝殻細工や菊人

コレクターも多く，学術的・博物学的価値が高いと

形のような作り物，人魚やカッパのミイラといった

言えます．もちろん単なるコレクションとしても楽

希品・珍獣など，学術的なもの，見せ物見物的なも

しめますが，古銭を通して得られる歴史に関する情

のから骨董展のようなものまで実に様々でした．江

報量はたくさんあります．金，銀，銅，鉄やアルミ

戸時代に発達したこのような多様な博物会こそが，

ニウムなどの素材からは金属資源の産出量，藩や政

現代の博物館(ミュージアム)の始まりであると言っ

府の財政力を知ることがきます．金属貨幣の完成度

ても過言ではないでしょう．当時の資料をもとに博

からは鋳造技術の変遷を知ることができ，流通貨幣

物会に出品されていたと考えられる標本を図１に示

に刻まれた文字は社会的な承認の証でもあり，偽造

しました．おもに薬用として珍重されていた動植物

防止とみられる複雑な形態をとるなどの工夫がみら

です．生きている動植物はもちろんのこと，竜骨と

れます．同様に古銭に描かれた人物，動植物や建造

呼ばれる哺乳類や恐竜の歯や骨の化石，燕石と呼ば

物などは当時の文化や思想までをも反映しているこ

れる腕足類の化石など絶滅した生物も含まれていま

とがあります．本学の関連授業では，写真や映像ま

す．これらの大部分は現在でも漢方薬として高価な

たは博物館で古銭をながめるだけではなく，実物を

ものがほとんどです．単にながめているだけでも興

選別・分類し，インターネットや文献資料を活用し

味をひかれるものが沢山ありますが，これらを薬と

て，古銭に関する情報を収集する演習をしています．

して使用するためには多くの研究がなされてきたに

④食玩：食玩とは，玩具付きの食品，または，お

違いありません．動植物自体の研究に始まり，生物

菓子，飲料などのおまけとして玩具が付いたものを

体が含む化学成分の薬としての効能といったよう

いいます．10 年ほど前から食玩ブームとなりコンビ

に，現代の薬学の基盤と言えるでしょう．

ニエンスストアやスーパーでは食玩のコーナーが設

②やきもの：図２はバラバラに壊れた陶器の破片

けられていることがあります．おまけのジャンルは

です．これだけでは単なる不燃物でしかありません

多様で，アニメなどのキャラクター，飛行機や戦車

が，これらは，すべて鎌倉時代から室町時代に生産

などの乗り物，鳥や哺乳類などの動物，歴史や神話

された陶器類です．時代が古いというだけでも歴史

に登場するものの模型などがあります．図４に示し

的価値があります．さらにこれらはすべて愛知県瀬

たカメなどの模型は，食玩として購入したものです．

戸市で発掘された古瀬戸と呼ばれる遺物です．この

最近の模型(フィギュア)は非常に精巧に作られてお

ように時代と出土場所が明確な陶磁器の破片は，も

り，それぞれの分野の専門家が監修した解説書が添

はやゴミではなく文化財としての価値をもちます．

付されている場合があります．模型とはいえここま

時には重要文化財，国宝として扱われることさえあ

で精巧に作られていれば，充分に学術的な価値を持

ります．例えば図２に示された資料(標本)は，それ

つのではないでしょうか．もちろん博物館，動物園，

ぞれ形，色や土が異なります．このような違いから，

資料館などで本物を観察することには及びません

破片であっても元の形を復元することが出来ます．

が，珍しい動物などは簡単に本物を観察したり触れ

それが出来れば当時の人々の生活の様子まで見えて

たりすることは困難ですし，歴史的資料など文化財

きます．やきもの(窯業)の歴史も理解できます．今

級のものは入手不可能なことがあります．しかし，

日のやきものの代名詞として全国で通用する「せと

このようなものが模型として安価に得られますの

もの」とは愛知県瀬戸市の地名に由来します．猿投・

で，博物学の教材として充分に通用します．仮に模

瀬戸地区は今日の施釉陶器の発祥地として全国的に

型であっても手にとって触れて見るという作業には

有名であり，このような歴史は図２に示したような

強いインパクトがあります．このような様々な模型

出土物から研究が進められています．ここでは近隣

も関連授業において活用されています．

の瀬戸の焼物を例に挙げましたが，焼物の歴史は長

⑤自然科学：自然科学とは，自然に属する諸対象

く，古いものでは縄文土器や弥生土器が有名です．

を取り扱い，その法則性を明らかにする学問です．

全国的には伊万里，備前，唐津，萩，信楽などが知

一般的には，天文学，物理学，化学，地学，生物学

られています．本学の関連授業では，愛知県陶磁資

などに分けられます．総称的な表現ですが，博物学

料館，名古屋市博物館や瑞浪市陶磁資料館などの見

の多くの分野をカバーしている学問です．図５は主

学をしたり，古陶磁器資料を手にとって調べる実習

に愛知県矢作川水系の淡水貝類の標本です．特定地

などがあります．

域のカワニナやタニシなど淡水貝類相を解明するこ

③古銭：図３は時代劇に登場する小判から昭和初

とは，生物学の一分野であり，さらに発展させて生
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態系の研究，水質環境の生物指標的研究や分類学な

ガラスと呼ばれ，ガラス製品の歴史を知る上で貴重

どと幅を広げることが可能です．図６は，一見する

な資料です．図 12 は主に江戸時代に使われていた矢

と単なるイノシシの死骸に過ぎませんが，骨格だけ

立(やたて)です．筆と墨壷を組み合わせた携帯用の

でも形態学や解剖学へと発展できます．図７は，岩

筆記用具で，先端の丸い部分の蓋を開けると墨が入

石や鉱物の標本です．自然に放置された状態では単

っており，取っ手の中には筆が入っています．図 13

なる石ころかもしれませんが，系統的に収集して調

は昭和初期に作られた土人形です．土人形の生産は

査すれば，岩石学・鉱物学など地学分野の研究に繋

江戸初期に始まり江戸末期には最盛期を迎えます．

がります．生物学や地学に関する標本を例に挙げま

単なる飾り物や玩具としてだけではなく，厄除けの

したが，これらは現代の自然科学であり，博物学そ

意味もあったと言われています．福岡県の博多人形

のものでもあります．このような見方をすることに

の元である古博多人形(図 14)も土人形の一種です．

より，身の回りに存在するあらゆる自然物(草，木，

図 15 は昭和初期の掛け時計です．時計は今日では電

花，虫，鳥，土，水，空気など)を博物学の対象とし

波時計が主流になりつつあるようで，時刻の調整を

てあつかうことができます．このような自然科学・

する必要すらなくなりました．太陽電池や乾電池の

環境に関する講義や実習授業は，本学の一般教養や

なかった時代はゼンマイ式時計でした．更にゼンマ

人間環境情報学科のカリキュラム中に多数ありま

イ式時計以前には，鎖に金属のおもりをつけてその

す．

重みで歯車を回転させていました．時刻(針の回転速

⑥古民具・古民芸：本学の博物館実習の講義科目

度)の調節は，振子のおもりの位置を手動で調整しま

は仏教美術を専門としています．しかし館務実習や

す．図 15 は鎖巻きの振り子時計でミミズクの目が振

見学実習では，美術館，動物園，民芸館などの幅広

子の動きに合わせて左右に動きます．ほかにも，昭

い分野の博物館を対象としています．引率見学の一

和時代の凧(図 16)や配置薬(図 17)，江戸時代の薬研

つとして，大学に隣接する豊田市民芸館の見学およ

(図 18)や櫛(図 19)，
西洋アンティークの電話(図 20)

びレポート作成を毎年行っています．単に見学して

など，時代を問わず様々なジャンルの古民具・古民

レポートを作成するのではなく，事前に見学課題を

芸に興味・関心をもたせ，豊田市民芸館の見学をよ

充分に解説し，民芸館では手に取ることの出来ない

り充実したものに出来るような工夫をしています．

資料を実際に手に持たせることにより，見ただけで
は分からない，質感，重量感，温度感などを事前知

３．おわりに

識として理解してもらいます．この２点をすること

いろいろな博物学資料の一部を紹介しましたが，

で，見学実習の考察力を高めることが出来ます．こ

博物館のあつかう博物学の分野がいかに広いかとい

れらを手に取ることは歴史資料・古美術品の取り扱

うことを多少なりとも理解いただければ幸いです．

いの練習にもなります．本学の博物館実習授業では，

そしてここで紹介した資料は，数あるジャンルのほ

それらの資料の一部として，次のような古民具・古

んの一部に過ぎません．博物資料は私たちの身の回

民芸品を用意しております．古民具とはひとくちで

りにも沢山あります．言い方を変えれば，それを博

いえば昔の民衆の日常生活道具の総称です．ときに

物資料とするか否かは，それを見たり手に取ったり

は日常雑貨を含めて扱うこともあります．古民芸と

した人自身の価値観やセンスなのかもしれません．

は，昔の庶民の生活の中から生まれた郷土的な工芸

博物資料は動植物をはじめとする自然物や古い歴史

のことで，実用性と素朴な美とが愛好されています．

資料ばかりではありません．割り箸の包み紙を集め

図８の油壺は，江戸～明治時代に女性の髪を整える

てみるのも良いでしょうし，ペットボトルの容器を

ための髪油(椿油)を入れていた化粧道具です．現在

なべてみるのも面白いかもしれません．衣食住をみ

のワックスの容れ物といったところです．江戸期に

わたせば，資料は無限にあふれています．それを系

行灯などの灯具の燃料となる油を入れておく壺をさ

統的に収集して体系化できるか否かにより，学術

すこともあります．図９の行燈皿は，油皿とも呼ば

的・博物学的資料となるか否かが決定すると言って

れ行燈灯の下の台として置き，灯明皿から落ちる油

も過言ではありません．そしてこのような能力を身

を受けるためのものです．図 10 の炭火アイロンは，

につけることは，本学の博物館実習の目的の１つで

金属製の容器に炭火を入れ，その熱と容器の重みで

もあります．

布のしわをのばすアイロンのことです．今は電気ア

今回は私の独断で選んだ様々な博物資料を広く浅

イロンの時代ですが，炭火アイロンは昭和 30 年頃ま

く紹介しました．次回からはジャンル別に詳しく紹

で使われていたようです．図 11 のガラスコンポート

介するとともに，それらの資料の学術的な面も解説

は，大正時代の脚付きの果物をもる食器です．大正

したいと考えております．

15

総論

図１．薬用標本・漢方薬
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図２．古瀬戸の陶片
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図３．江戸時代から昭和時代初期頃の古銭
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図４．食玩
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図５．矢作川水系の淡水貝類

図６．イノシシの頭骨

図７．岩石・鉱物標本

図８．江戸時代の油壺

20

総論

図９．江戸期の行灯皿

図 10．昭和初期の炭火アイロン

図 11．大正時代のコンポート

図 12．江戸時代の筆記用具
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図 13．昭和初期の土人形

図 15．鎖巻き掛け時計

図 14．古博多人形

図 16．昭和時代中期の凧
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図 17．昭和時代の配置薬

図 19．江戸時代の櫛

図 18．江戸時代の薬研(やげん)

図 20．西洋アンティーク電話
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The Effects of Cognitive Awareness
on Learning Less Transparent Idioms in English

Takao IMAI
Division of Human Sciences, Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College

The current study tests the author’s hypothesis that EFL students may profit from learning about the cognitive
process which the native speakers of English subconsciously possess. This may be particularly true of grammar,
vocabulary, and idiomatic expressions. This study focuses on idioms, especially less transparent ones, the meanings of
which are hard to guess from the components of the idioms. The meanings of some idioms are the results of the
extension of the literal meaning through the process of metaphor or metonymy, because language ability is one of the
embodiments of human cognitive abilities. Helping learners become aware of the cognitive processes of native
speakers may enhance their learning efficiency. An experiment to test this hypothesis was conducted in order to
investigate the effects of cognitive awareness of less transparent idiomatic expressions in English. Seventy-seven
Japanese-speaking learners of English participated in the experiment as part of a class activity. The result of the
experiment led the author to conclude that teaching or learning about the cognitive awareness of the idiomatic
expressions will stimulate learners’ acquisition of the idioms and also provide motivation for language learning.

Keyword: cognitive linguistics; idioms; TEFL (Teaching English as a Foreign Language)

teaching and learning English in places where

Introduction
The importance of English as a global

English is not used as a means of daily

language has been increasingly emphasized in

communication. One reason for this is that the

recent years. A different manner of teaching or

processes of learning a new language through either

learning English, however, should be conducted

ESL or EFL will differ widely. ESL follows the

according to the context of the two different

process which is similar to native-like language

learning environments: English as a second

acquisition in that learners are more likely to be

language (ESL) and English as a foreign language

exposed to English outside the classroom. In an

(EFL). In this paper, ESL exclusively refers to the

EFL context, on the other hand, learners rarely have

process of learning English as a second language in

chances to use English outside the classroom. Thus,

English-speaking countries, while EFL refers to

in teaching English in Japan, original and more
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effective ways of instruction or learning should be

subconsciously is sometimes very useful if it can

developed, bearing in mind that it is conducted in an

help learners understand or produce the target

EFL context. Importing the teaching or learning

language. Let us consider this point more

methods of an ESL context is helpful, but doing that

concretely.

alone is not enough.

In the traditional “school grammar” approach,

What then is effective in an EFL context? The

language structures or expressions are simply

author strongly believes that there are two

categorized and given technical terms. Language

indispensable things to be taken into consideration:

ability is regarded as an independent system, not

(a) Learning about the cognitive processes that

affected by cognitive ability. This kind of grammar

native speakers of English subconsciously possess.

learning is not considered “learning grammar,” but

(b) Absorbing basic structures and collocations of

“learning about grammar.” In the author’s view,

English by listening and reading aloud repeatedly.

traditional approach is not only unnecessary, but

This study deals with factor (a). Japanese and

sometimes it is even harmful, if it prevents learners

Americans construe things in entirely different ways.

from learning the target language. A new approach

The differences should be embodied in language.

based on the concept of cognitive linguistics, on the

From the viewpoint of cognitive linguistics,

other hand, considers language ability to be

language

be

motivated by cognitive ability. Language structures

motivated by the process of cognition, while at the

or expressions are explained by human cognition,

same time they are restricted by rules of language to

that is, how people construe things. The latter

some extent. This observation is supported by

approach seems to shed more light on learning and

Matsumoto (2004: 163). The author believes that

teaching EFL than the former one. Let us consider

the above generalization is true of vocabulary,

the differences between the two approaches by

syntactic structures, and idioms.

observing an example of more transparent idioms.

1. A brief review on the new concept of learning

(1) I’m looking forward to skiing in Canada.

expressions

are

considered

to

English grammar
Many scholars agree that learning English is

In the traditional approach, the expression, “look

one thing, and learning about it is another. In other

forward to doing” in (1) is explained as this: since

words, acquiring the grammar of English is

the “to” in (1) is not an infinitive but a preposition,

indispensable, but knowing technical terms of

then the gerund form, not the base-form is followed.

grammar is rather a hindrance for learning the target

Can this way of explanation be thought of as useful

language. The author shares this view, but as it

for learners of EFL? In this approach, the same

stands it may cause misunderstanding. Learning

doing-form is categorized into two different items:

grammar and learning about grammar are not

gerund and progressive. This is an example of

necessarily mutually exclusive. Dichotomy is not

teaching about grammar. Whether we can see the

helpful here. The most important point when

doing-form is a gerund or a progressive has nothing

teaching or learning grammar is to confirm whether

to do with understanding the meaning of the

the explanation will be helpful for learners or not.

sentences. This is similar to the Japanese grammar

The author believes that learning what native

which native-speaking Japanese are taught in

speakers do not think about consciously but “know”

middle school.
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Let us reconsider the matter from the

of course, picture (b) in their mind, but they also use

perspective of cognitive linguistics. The core image

the doing-form because people around them use it.

of the doing-form is that “something is on the way.”

This is the point where language is motivated by

Progressive and gerund do not have to be dealt with

cognition, and at the same time, restricted by the

as two different items. The underlying idea here is

language itself. That is why “to” is followed by

that if the form changes, the meaning also changes.

doing-form. This approach explains why the

(Cf. Bolinger, 1977) In this case, since the form is

doing-form is used in example (1), while the

the same, both forms should share the same core

traditional approach does not provide an adequate

meaning. The author explains the sentence (1) based

explanation. In the new approach, learners can

on a cognitive way of thinking: The meaning of

understand the relationship between form and

“looking” is “turning your eyes.” The basic image

meaning, while in the traditional approach they do

of “forward” is “moving, looking, or pointing in a

nothing more than rote memorization.

particular direction.” The core image of “to” is a

Particular note should be given to Kawakami

goal. In this example, the

(1996: 50), who contends that cognitive motivation

speaker is thinking about the

is not what can be predicted–that is, the relationship

future, so “looking forward

between the prototype and the extensions cannot be

Figure 1
Here, two manners of construal can be possible, as

foreseen. Rather, we should try to understand the

in figure-ground segregation. In Figure 1, this

native speakers and why the expressions have come

picture can be construed as a rabbit or a duck. This

to be used habitually.

to” is used metaphorically.

reasons why such extensions are made by some

is one of the basic cognitive abilities: figure /

Native speakers of English acquire grammar

ground segregation. If this ability is applied to

and vocabulary by hearing the same expressions

language, two ways of construal will be possible. If

repeatedly, and they do not seem to possess this

we are “looking,” something which is happening in

kind of knowledge consciously, but they do have it

the future has to be seen or pictured in the speaker’s

subconsciously. If the reason is explained, the

mind. The “doing” form indicates that something is

author believes it will help Japanese-speaking

happening. In this example, skiing in Canada is

learners of English to learn grammar or vocabulary.

pictured in the speaker’s mind.
By contrast, the base form is used to indicate

2. The nature of idioms

something which has not happened yet. Consider

In Japan, there are many expressions that are

the fact that it is used in the imperative mood or

taught as “idioms” in senior high level English

after verbs of suggestion, order, request, and so on.

language classes. What is called “idioms” in high

If we construed sentence (1) as “skiing in Canada”

school, however, seems to include two categories:

will happen in the future, the base form would

collocations and idioms. Collocations are literal,

follow “to.” When we are anticipating something,

while idioms are figurative. Some examples of the

which aspect do people usually focus on: (a)

collocations are “buy insurance,” “wear beard,”

something that is happening or (b) something that

“build a road,” and so on. Instances of idioms, on

has not happened yet? Most people, the author

the other hand, are such as the following: “listen

thinks, will probably choose the former. That is why

to,” “look forward to,” “kick the bucket,” “hit the

most people picture (a) in their mind. Some people,

sack,” “pig out,” and so on. The author thinks,

27

原著

however, dichotomy does not always work well in

Take “kick the bucket” and “spill the beans” for

distinguishing between the two categories. These

examples. The expression, “kick the bucket,” came

two categories may be seen as occupying opposite

from the practice of hanging a criminal by having

ends of a continuum. Language expressions which

him stand on a bucket, putting a noose around his

are called “idioms” in Japanese high schools should

neck, and then kicking the bucket out from under

be somewhere between the two extremes, according

him. “Kick the bucket” used to refer to this act, but

to a standard of transparency. That is, when a

the meaning of this expression was expanded

statement is literal, such as “depend on,” “put on,”

metonymically. In this construe, if someone kicks a

the meaning of the expression can be guessed from

bucket, then the person above it will die by hanging.

the meaning of each component; while when it is

The act of kicking the bucket is construed as the

figurative, such as “kick the bucket,” “spill the

reference point1 of dying. In other words, referring

beans,” the meaning of the idioms cannot be

to the act of kicking a bucket can mean that

guessed, even if we know the meaning of all the

“someone dies.” Today this expression can be

components. It is a problem of transparency or

applied to any manner of death. This is a typical

analyzability of idioms; the meanings of some

example of metonymy2. “Spill the beans,” on the

idioms are easy to guess, while others are difficult

other hand, is an example of extension of the

to predict the meaning. Gestalt psychology says that

meaning by metaphor2. If information in the brain is

the whole is not merely the sum of the parts, but in

compared to beans in a bag, the meaning of this

cognitive linguistics almost all “idioms” are just

idiomatic expression can be guessed easily.

that of their parts.

Information leaks out of the brain, like beans spill

Consider “turn toward.” This is

out of the bag accidentally.

an example of more transparent idioms. If learners
know the meaning of “turn” and “toward,” they can

Most native speakers of English, in fact, do

easily guess the meaning of “He turned toward me.”

not consciously perceive the motivation of the

Then they can also tell the difference between “He

idiomatic expressions, but the knowledge seems to

turned towards me,” and “He turned on me.” The

lie subconsciously somewhere in their brain. If EFL

core image of “toward” is “in the direction of

learners are instructed with this kind of knowledge,

something,” while that of “on” is one thing

it may facilitate the learning process of idioms, as

contacting another. If two things contact, there

the experiment described below was designed to

should be pressure. This is a peripheral meaning of

demonstrate.

“on,” in other words, an extended meaning. Then
the meaning of “turn on” can be seen as “to attack

3. Method

or criticize someone suddenly and unexpectedly.”

3.1 Participants
Seventy-seven Japanese-speaking learners of

Even with less transparent idioms, however, it
is possible to guess the whole meaning from each

English participated in the experiment.

component. In other words, we can guess the

them were Spanish majors at a public university.

meaning of an “idiomatic expression” from the

Forty-one were freshmen, and thirty-six were

words which the expression consists of, if we know

sophomores. The experiment was conducted as part

the meaning of each component of the idioms. That

of class activities in July, 2005.

is possible because language expressions are
3.2 Materials and Procedures

motivated by the cognitive process of human being.
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The experiment was conducted over a

3.4 Hypothesis

two-week period in classes that met once a week. In

Based on the preceding discussion, it is

3

the first week, 20 idioms , all of which were

hypothesized that giving learners the motivation for

categorized into less transparent idioms, were dealt

each

with during the class. The 20 idioms were divided

remember these expressions.

less-transparent

idiom

will

help

them

into two groups: group A (GA) and group B (GB).
In the freshmen class, students received an

3.5 Results

4

explanation about the motivation for each of the 10

The results of the questionnaire are presented

GA idioms, along with the Japanese equivalent and

in Table 1. Question (a) asked the subjects how

an example sentence; for the GB idioms, however,

useful the D-Level Learning was for them. More

students received only the Japanese equivalent and

than 80% of the subjects answered that the D-Level

an example sentence. The author designated the

Learning was useful or very useful. Question (b)

5

former style as D-Level Learning and the latter as

asked the subjects what percentage of the idioms

5

S-Level learning . For the sophomore class, GA and

presented in the study they had already known

GB idioms were reversed, that is, those in GA were

before the lecture was given. Most said they had

dealt with by S-Level Learning, while those in GB

known very few of the idioms before this study was

by D-Level learning.

conducted. This leads to the conclusion that the

In the second week, a questionnaire and a pop
quiz

were

conducted

for

30

minutes.

D-Level Learning was helpful for idiom-learning.

The

questionnaire asked the subjects two questions: One

Table 1. The results of the questionnaire

was to let the subjects answer whether they felt the

(a) How useful was the instruction on idioms for

explanation given a week before was beneficial or

you?

not. The other was to let them answer what

Q.1

Very

percentage of the idioms they had known before

Useful

OK

useful

Less

Not

useful

useful

they were presented in the class. The subjects were

N=72

25

35

10

1

1

asked to give their answers to each question on a

%

34.72

48.61

13.88

1.38

1.38

scale of 5. The pop quiz consisted of two tasks:
Section A was to let the subjects choose the

(b) What percentage of the idioms had you known

definition of each of the 20 idioms. The definition

before the lecture was given?

was written in English. Section B was to let the

Q.2

subjects make their own sentence by choosing

0～

30～

50～

70～

90%

30%

49%

69%

89%

or

among the 20 idioms presented on the quiz.

more

3.3 Experimental Design

N=69

64

4

0

1

0

%

92.75

5.79

0

1.44

0

The independent variable of this study was
D-Level Learning and S-Level Learning, and the

Table 2 presents the descriptive statistics for

dependent variable was the pop quiz score.

section A of the pop quiz. Note that one point is

“One-way within” Analysis of Variance (ANOVA)

given for each correct answer and no point was

was employed where D/S-Level Learning was the

given for a wrong answer. There being twenty

“within-subject” factor.

questions in section A, the maximum score for the
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quiz amounted to 20.

Table 4. Mean scores for section B of the pop quiz:
D-Level Learning

S-Level Learning

(N=40)

(N=40)

Table 2. Mean scores for section A of the pop quiz
regarding D-Level Learning and S-Level learning:
D-Level Learning

S-Level Learning

(N=77)

(N=77)

Mean

SD

Mean

Section B

SD

SD

Mean

SD

1.38

1

0.58

1

Table 5 presents the results of ANOVA. The

Section
A

Mean

main effect of D-Level Learning was significant
2.6

1.9635

1.6

1.4328

(F=13.79, df=1/39, p<.01). Findings revealed that
the idioms most likely to be used by the learners to

Table 3 shows the results of ANOVA. The

make their own sentences were those they had

main effect of D-Level Learning was significant

learned through D-Level Learning.

(F=22.89, df=1/76, p<.01). The average test score
for the idioms learned by D-Level Learning proved

Table 5. ANOVA results for section B of the pop

to be higher than that for idioms learned by S-Level

quiz:

Learning.

SV

SS

Df

MS

Sub

20.9500

39

0.5371

12.8000

1

Table 3. ANOVA results for section A of the pop
quiz regarding D-Level Learning and S-Level

A

Learning:
SV

SS

Df

MS

Sub

340.0390

76

4.4742

34.6039

1

A

F

114.8961

76

Total

489.5390

153

36.2000

39

Total

69.9500

79

**

0.9282

**p<.01
22.89

34.6039

SxA

13.79
12.8000

SxA

F

**

4. Discussion

1.5118

The reported results generally confirmed the
prediction of this study: Learning and teaching

**p<.01

about the motivation of idioms can facilitate the
language-learning process. First, Table 1 shows that

Table 4 presents the descriptive statistics for

most learners feel the explanation given here to be

section B of the pop quiz. The subjects were asked

very useful or useful. Second, Table 2-5 indicates

to make their own sentences by choosing some of

that D-Level Learning helped learners remember the

the 20 idioms given in the pop quiz. Of the 77

idiomatic expressions. Although some participants

subjects, 40 made one sentence or more, and

did not make their own sentences because of time

analysis was conducted on the responses of those

constraints, most who did make sentences were

subjects. The number of the sentences each subject

more likely to use the idioms given by D-Level

made with the idioms learned by D-Level Learning

Learning.

and S-Level Learning was counted respectively.

The

author

has

been

studying

the

effectiveness of instructing learners in the cognitive
process of native speakers. This paper has focused
on less transparent idioms, such as “hit the sack,”
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“spill the beans,” “have a bone to pick with

motivated learners, as is shown in table 1 (b).

somebody,” etc., because the main purpose of this

Regarding the items learners have not learned

study is to investigate whether the approach the

before, even the current test method can be useful in

author applies to English language teaching and

proving the effect of D-Level Learning. Some

learning will be effective with motivated learners.

critiques will recommend that this experiment be

Some expert scholars and English teachers, however,

conducted for lower-level learners, because those

contend that it may not be necessary to know

learners do not even know more-transparent idioms.

less-transparent idioms from the viewpoint of

Lower-level learners are those who have been

English for global communication, because such

below average in English since they were in middle

idioms are useful only when communicating with

school. No teaching or learning method is likely to

native speakers of English. In other words, these

be effective for learners who do not want to learn.

expressions cannot always be understood when

That is the reason why less-transparent idioms are

communicating with EFL or ESL learners from all

chosen in this study.

over the world. What the experts say makes sense
from the standpoint of teaching and learning. The
author,

however,

did

not

choose

5. Conclusion and Final Comments

grammar,

The present study has shown that teaching

vocabulary, or more transparent idioms, but less

and learning about the cognitive motivations of less

transparent idioms for this study.

transparent idioms can help learners acquire

In an earlier study, the author tried to prove

idiomatic expressions and that most learners made

the effect of cognitive awareness on poly-semantic

gains through the teaching methods proposed by the

vocabulary and grammar, but the main effect of

author.

learning about cognitive motivation was not

less-transparent idioms dealt with here do not have

significant (Annen & Imai 2005, Imai 2004). The

to be learned or taught in an EFL context. What

learners stated, however, it was very helpful to

they say, in a sense, is true. All learners do not have

know the core meaning of a word and the

to learn these idioms. It is also the case that such

motivation of grammar rules as discussed in chapter

idioms are indispensable for upper-intermediate or

1 above. One reason for this result is that almost all

advanced level motivated learners who would like

motivated learners at university level already have

to understand and engage in conversations among

enough knowledge of vocabulary, syntactic rules,

native speakers of English or who would like to

and more transparent idioms. Another reason is that

understand dramas and movies without Japanese

current test methods are not necessarily suitable for

subtitles. In addition, the study found that learners

measuring D-Level Learning ability. Regardless of

are interested in knowing about the motivation of

whether they understand the idioms in D-Level or in

idioms, which is very important from the viewpoint

S-Level, learners can answer the questions on such

of

tests. That is why the effect of D-Level Learning

Learning about idioms can be a powerful incentive

cannot be reflected in raw scores. That is also why

for many already motivated learners.

Some

English

scholars

education.

point

out

Consequently,

that

the

D-Level

grammar, vocabulary, and more-transparent idioms

In a future study, the author intends to

do not necessarily help for the purpose of proving

investigate the effect of learning the core image of a

the effectiveness of the author’s approach. Less

word and learning grammar in a cognitive way as

transparent idioms, however, are unfamiliar even to

introduced in chapter 1. In order to realize these
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ambitions, however, a major problem remains to be

drink last night. (“drink” refers specifically to

solved before undertaking the study. A new test

drinking alcohol) 2) How do you like your eggs

method which makes it possible to measure the

– fried or boiled? (“eggs” refers to chicken

effect of D-Level Learning should be developed

eggs)

first.

are some examples of synecdoche. These words

3) Walkman, Kleenex, xerox, hoover,

originally meant a particular product, but they
are now used to refer to things or acts which

Acknowledgements
This paper is a part of the joint research

have similar functions.

(c) Metonymy: one

project with Prof. Yasumasa Annen at Aichi Mizuho

entity or thing is used to indicate, or provide

College, to whom I am grateful for his helping me

mental access to, another entity. This is based

with the statistic analysis. I would also thank Prof.

on reference-point ability (Langacker 1993).

Laurence M. Dryden at NIT and Prof. Harry Wray

[Ex]

at AMC for proofreading this paper.

(“Shakespeare” refers to any of Shakespeare’s

1)

I’m

reading

Shakespeare.

works.) 2) America doesn’t want another Pearl
Notes

Harbor. (“Pearl Harbor” refers to the attack

1.

that happened there.)

This is the term used by Langacker, R.W.
(1993).

It is the ability to involve the

conception of one entity for purposes of

3.

The less transparent idioms used in this

establishing mental contact with another.

experiment were as follows: [GA] keep your

Metonymy is based on this conceptual ability.

shirt on / let sleeping dogs lie / place [put / lay]

We can also see a similar example in Japanese.

one’s cards on the table / fish out of water / let

“Ote-arai”(lavatory) is used for “ben-jo”(toilet).

off steam / go fly a kite / kick the bucket / hit

In this case, ote-arai serves as a reference point

the spot / ring a bell / spill the beans; [GB] hit

of ben-jo.

the ceiling /give you [take] a rain check / born
with a silver spoon in your mouth / go to the

2.

Metaphor, metonymy, and synecdoche are three

dogs / pie in the sky / hit the hay / have a bone

typical examples of figurative uses of language.

to pick with you / let the cat out of the bag /

In cognitive linguistics, they are regarded as a

shake a leg / carry the ball.

component of human cognitive ability.

(a)

Metaphor: Understanding one entity or thing in

4.

The cognitive motivation discussed in Chapter

terms of another, based on some similarities

3, taking “kick the bucket” and “spill the

between two entities or things. The cognitive

beans” for examples, was given for each idiom.

ability of comparing one thing with another

Some of the explanations given in this study

underlies metaphor. [Ex] 1) I’m at a crossroads

were based on Marvin, T. (1996) and were

in my life. 2) The matter has been discussed

arranged by the author.

over the years.

(b) Synecdoche: Using the

specific for the general, or the general for the

5.

D-Level Learning and S-Level Learning are

specific. This is based on the cognitive ability

terms invented by the author. D and S here

of construing an entity or a thing at a different

means “deep” and “surface” respectively. In

level: precisely or roughly. [Ex] 1) I didn’t

D-Level Learning, learners are more likely to
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understand the meaning of the idioms in
relation to the cognitive process. In S-Level
Learning,

by

contrast,

learners

simply

remember the Japanese equivalents for the
idioms.
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アクエンアテンの都
王都アケトアテンに見るその政治と神学
森際

眞知子

愛知みずほ大学人間科学部人間情報学科

古代エジプト第 18 王朝のアクエンアテン王は、政を忘れ信仰生活に埋没し、王国が荒廃するにまかせた
「異端王」として知られるが、はたしてそうであろうか。実態は逆に第 18 王朝における王による親政政治路
線の完成者であり、優れた政治的センスの持ち主であると同時に神学的天才であったとも考えられる。王都
アケトアテンとその建築物は、残された碑文などと共に、王の才能と限界を物語るものと解釈できる。
【キーワード】

第 18 王朝、正統性、アクエンアテン、アケトアテン、アテン神、アメン神、異端王、アメ

ン神官団、官僚制、神学、宗教政策、アテン大神殿、都市計画、境界碑、アテン讃歌

第 18 王朝のアクエンアテンは、政を忘れ信仰生

的天才であったと主張する。王都アケトアテンとそ

活に埋没し、王国が荒廃するにまかせた「異端王」

の建築物は、残された碑文などと共に、王のこの才

として後世の人たちに知られているが、はたしてそ

能と、その限界を物語ると考える。

れは正確な人物像であろうか。本稿は、第 18 王朝の
正統性構造に関わる筆者の一連の論考で明らかにし
てきたことがらに基づき、アクエンアテンは第 18
王朝歴代帝王の悲願である帝王親政を実現した、優
れた政治的センスをもった名君であると同時に神学
ト第 18 王朝を没落に導いた 3 変人、異端とされる。
第1節
第1項

異端王説の検討

はたしてこのようなアクエンアテン像は正確なので

問題の提起

あろうか。アクエンアテンは狂信家にすぎなかった

エジプト学の著名文献はアクエンアテンを「異

のであろうか。

端王」と呼び、その統治ぶりを一代限りの、あだ花

この観点から関係文献を改めてよく見ると、た

のような治世として哀れむ。1 王はアメン・ラーを中

とえ彼が狂信家であったとしても、それは政治的無

心としたそれまでの伝統信仰を廃し、アテン神を唯

能ないし無関心を意味するのではなく、政治的才能

一の神とする、後のキリスト教を思わせる一神教を

と両立する、と考えるエジプト学者もいる。4 本稿は

奉じ、民衆の支持基盤を持たぬ上からの宗教改革を

このような見方がより正確であると捉え、さらに一

断行した無謀な君主として描かれる。この王は、ア

歩を進め、アクエンアテンその人がどのような自己

テン神を祭ることにうつつを抜かし、政治には無関

理解をしていたとしても、客観的には、宗教改革を

心となり、シリア-パレスチナの属領からの救援依頼

通して第 18 王朝歴代帝王の悲願であった帝王親政

も無視し、2 国の内外が荒廃し、栄華を誇ったエジプ

を完成させる、という歴史的役割を担ったものと捉
える。すなわち、政治的才能との両立が可能性では
なく必然であり、それがあってこそ宗教政策が手段

* 本稿執筆にあたって John Baines, 屋形禎亮、森際康友
の三氏から教示を受けた。記して感謝する。
1
Redford1984, p. 233. 同書名が 『アクエンアテン--異端
王』である。Cf. Hari1985, pp. 16-19.
2
なかでもグブラ(ビブロス)侯リブ・アディは 65 通の書簡
を送っている。参照 森際 1981，57-59 頁。

3

次王トゥトアンクアメンの「信仰復興碑」に伝統宗教に
復帰した理由として説明されている。参照 森際 近刊 c.
4
Cf. Kemp 1989, pp.262-266., Reeves 2001, pp.103-106.,
Aldred 1988, pp. 303-306.
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として、帝王親政システムを創造する機能を持ちえ

多くの有力者の利害にとって多大の影響を与える遷

た、と主張するのである。

都といった事業が実現可能であろうか。それは有力

このような見方の積極的論拠については次章以

で有能であったことを誰も争わないトトメス 4 世や

降で提示することとし、本節では対抗学説である異

アメンヘテプ 3 世など、第 18 王朝歴代の帝王もでき

端王説の批判的検討を行う。

なかったことである。そのような大事業が政治的関
心や能力に問題がある王にできることなのであろう

第2項

異端王説の矛盾

か。遷都という事実が異端王説の破綻を何よりも雄

まず、異端王説の矛盾のいくつかを指摘してお

弁に物語ると考える。
第 4 に、この観点から改めて異端王説を検討し

きたい。この学説を要約すれば、王アクエンアテン
はこれまでの国教であったアメン・ラー信仰を捨て、

てみると、すでに「異端王」という表現自体が矛盾

独自のアテン信仰を行うために、首都を捨て、もっ

に満ちた表現であることに気づかざるを得ない。
「異

ぱらアテン神を祭るために新都を作り遷都し、そこ

端」という表現の簡単な考察が既に明らかにしたよ

に籠もって日々の礼拝を中心とする信仰生活に家族

うに、王の権威を持つ者が異端となることは極めて

ぐるみで入り、他を顧みなくなった。5 百歩譲り、こ

困難である。王が異端であると認められるような状

れが真実だとすれば、それはすでに極めて奇妙な異

態では、その王はすでに王としての権威を失ってい

端生活であることを指摘したい。

るはずである。逆に、王がその権威を保っている限

第 1 に、異端者が自ら、あるいは、家族だけを

り、王権を用いて異端と呼びきることができない状

連れて隠遁するのならば理解できる。が、首都を移

態を作り出しているはずである。

すというのは隠遁者にふさわしい態度であろうか。

たとえば、異端王説の代表格であるレッドフォ

それはもはや異端を自認する者の態度ではなく、正

ードは、アクエンアテンの独裁者ぶりを非難してそ

統派になろうとする者の行動であろう。アクエンア

の著を結んでいる 8 が、もしそこまでの威令を発揮で

テンはまさにそのような行動をとった。宗教改革を

きるのであれば、王の信仰は異端であると多くの人

行ったのである。これは彼を「異端王」と呼ぶ論者

に信じられていたとしても、王の権力は面従腹背を

6

自らが認めるところである。 であるとすれば、すで

強いて、その信仰は表面的には正統信仰、国家宗教

に、
「異端」という表現が適切でないことは明かであ

として妥当していたと言わざるを得ないであろう。

ろう。

そこまで認めるのであれば、つまり、王が政治的手

第 2 に、確かに、
「異端」という表現自体は直接

段を用いて布教しその信仰を強制した、というので

「隠遁」という言葉とは結びつかないだろう。たと

あれば、王が政治には無関心であるとの主張は取り

えば、アリウス派キリスト教の信者などは、異端と

下げるべきであろう。

されつつも活動的で、自分たちが主流派となる共同

第 5 に、この明らかな矛盾を避けることは可能

体を作り維持していた。では、アクエンアテンはこ

であろうか。レッドフォード自身は次のように言う。

のような意味で、すなわち、部分社会で優勢な勢力

9

の一員としての異端であったろうか。それですらな

その他の内政や外交には無関心であった、と。これ

い、というのが史実である。アクエンアテンはエジ

も一見問題のない説明のように見えるが、はたして

プト全土の改宗を試みたのである。

そうか。まず、この点を認めるならば、彼が政治的

アクエンアテンは、宗教政策だけは熱心に行ったが、

第 3 に、
「異端」という言葉は＜政治的無関心＞

に無関心であった、という断言は撤回し、
「但書」を

や＜政治的センスの欠如＞とも結びつけられること

添えねばならない。添えた途端に、なぜ但書にすぎ

があり、異端王説の論者は、一代で終末を迎えたこ

ない部分を以て、彼が万事につき独裁者であったと

とをもって、アクエンアテンについてもこれが当て

言えるようになるのか、を説明しなければならない。

はまるとしているようである。が、はたしてそうで

ここまで来たならば、そもそも独裁ができるほどに

あろうか。アクエンアテンの場合にはこの想定は妥

実力がある者が、どうして宗教事項を除く内政外交

当しない、というのが本稿の主張である。

に無頓着であり得たか、という問題が出てくるはず

7

異端王説の論者自身が述べるように、アクエン

である。

アテンはエジプト全土に及ぶ宗教改革を断行し、遷

以上から、無理をすることなく、矛盾を犯すこ

都まで行っているのである。政治的実力を欠く者に

となく、アクエンアテンを異端王とすることはでき

5
6
7

Redford 1988, pp. 142-153, Hari 1985, pp.7-9.
Redford 1988, pp.157-181.
ibid.

8
9
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ない、と主張する。このことが示されれば、この章

配に比べると、その制度化は不徹底なものであり、

の目的は果たした。

その分、王位の権威も崩壊しやすいものであった。

なお、これは異端王という想定がまったく無理

したがって、第 18 王朝の正統性戦略は、王家の権威

である、との主張を意味するものではない。異端王

を積み上げつつも、各王個人の神格性および人格的

が言えるとすれば、それはアクエンアテンのように

魅力によって常に補わねばならないものであった。

宗教改革と遷都を断行し得た者についてではない。

11

それはむしろ最初から、王の権威が頼りなく、その

この戦略にとって、必須の存在でありながら、

信仰が異端として葬り去られるのが時間の問題であ

最大の障碍ともなったのが、アメン神官団である。

るトゥトアンクアテン、のちのトゥトアンクアメン

この団体は、王の祭礼活動を輔弼し代替することに

のような王のことをいうのであろう。

10

よって王の神格性の確保と強化にとって必須の存在
であると同時に、古代的なものであれ、官僚として、

第2節

代替説の提示

少なくとも王家の神事に関する事務万端を所掌し、

異端王でなければ、アクエンアテンはいかなる

日々の宗教活動の円滑な運営を保障していた。

王であったのか。それに代替する学説はどのような

第 18 王朝の正統性戦略は、アメン神官団を手足

ものであれ、当時の社会と人間について信頼ができ

として使いこなすことによって王による親政体制を

る想定の下で史実を説明できるものでなくてはなら

完成させることであった。ところが、歴代帝王によ

ない。説明すべき史実として、第 1 に彼の宗教改革、

る戦略推進が成功すればするほど、手足として働く

第 2 に遷都という事実がある。第 3 に、その治世に

はずの機関がときには事実上の選帝権限をもつに至

おける内政と外交がある。そして、その説明の信頼

るなど、頭脳の役割を果たそうとするにいたる。王

性を確保するためには、彼が狂信的とも思える宗教

の支配の正統性の重要な部分が、アメンの息子とし

改革を断行したにもかかわらず、また内政外交をな

ての神格性に存し、アメン神官がアメンを祭る権能

いがしろにしたと非難されるような治世であったに

を持つ限り、それは不可避であった。アクエンアテ

もかかわらず、なぜ人々は新たに都市を建立してま

ンの父アメンヘテプ 3 世の治世に至り、この正統性

で彼に従っていったのか、これを納得できる形で説

戦略にとって神官団の有効な制御と利用は最大の課

明できなければならない。言い換えれば、彼の支配

題となった。この王は自らの政治的才覚を用いて現

の正統性構造が了解可能な形で説得力をもって提示

体制で最大限可能な神官団制御を行ったと評しうる

されなければならない。

であろう。 12

筆者のこれまでの第 18 王朝の正統性戦略を巡

アクエンアテンの治世においては、父の路線を

る論考を用いてこの課題にあたりたい。

どのように受け継ぐかがあれかこれかの極限的な形
で問われた。一つは、父と同様のカリスマ的支配を

第1項

短い答え

神官団に対して行い、基本的に父と同様の支配を行

以下で述べることがらについて、全体の見取り

うことである。今ひとつは、アメン神官団に依存し

図を与えるべく、ここで議論のあらましを述べてお

ない、より純粋な親政を行うことである。それは、

きたい。

第 18 王朝の正統性戦略の完成状態と思われたアメ

第 18 王朝の歴代帝王はその権威を王の神格性

ンヘテプ 3 世の支配をさらに一歩進める、想像を超
えた親政支配の純化であった。 13

と軍人・政治家としての力量に裏打ちされたカリス
マ性に負っていた。王位自体がもつ権威は、王朝支

それは、第 1 に、アメン神官団から神を祭る権

配が制度化されればされるほど、向上した。それは、

限を奪うことから始まる。祭祀権を王専属、王固有

制度化が、王家の繁栄が自己の利害に一致する有力

の権限とするのである。そのために、アメン神から

者の数が増え、構造化していくこと、また、第 18

アテン神へと国教の対象を変更し、さらにアテン信

王朝による支配の正統性イデオロギーの社会的浸透

仰の教義を王にのみ祭祀権を認めることを中心とす

の成功を意味したからである。しかし、近代官僚制

るものへと仕上げることが必要であった。アテンを

と立憲制を柱とする近代国家における法治主義的支

冥界をも含め唯一の神とし、その祭祀権能をエジプ
ト内外において王のみに認めることを主軸とするア
テン神学は、まさにその注文に応えるものであった。

10

王の名称自体の変遷がその事情を物語る。すなわち、ト
ゥトアンクアテン(＝アテンのいきた似姿)からトゥトア
ンクアメン（＝アメンの生きた似姿）に王名を変更するこ
とは王がアテン信仰を捨てアメン信仰に戻ったこと、即ち
国家神をアテンからアメンに変えたことを意味する。

11
12
13
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参照 森際 1996，3-10 頁。
参照 森際 2003a 16-21 頁。
参照 森際 2003b 231-237 頁。
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アクエンアテンは、自らの名前をアメンヘテプ

占する、実質的親政を手中にするための政策枠組みであ

4 世からアクエンアテンに変え、14 このような教義を

る。すなわち、アメン神官団を中心とする国内政治勢力

もつアテン神学の実践を内容とする宗教改革を断行

との妥協からそれへの対抗、そしてその排除にいたる過

した。

程、戦争から外交へといたる国際関係構築を通して、一

さらに、通信交通手段の限られた古代社会にあ

貫して目指されていたものとして実質的親政を捉え、

って、遷都を断行することにで、アメン神官団を物

折々の統治政策をこの戦略実現の方策と見ていく枠組

理的に隔離することにも成功した。

みである。 15

こうしてアクエンアテンは、第 18 王朝の正統性

この戦略の展開において取りわけて重要な役割

戦略をその極限まで進めることに成功した。しかし、

を担ったのが、アクエンアテンの父アメンヘテプ 3

それはこの戦略遂行の成功をも意味するものではな

世である。

い。というのは、戦略自体の成功を語るためには、
その完成形態の持続性、システム的安定性が不可欠

アメンヘテプ３世の宗教政策をみるためには、自己

であるからである。

の王としての正統性を確保するために、いかなる手段を

史実が示すように、アクエンアテンの築いた支

用いたのかということを検証する必要がある。その治世

配システムは短命であった。
「異端王」という矛盾に

は、まれにみる政治的・経済的な繁栄を特徴とした統治

満ちた汚名に甘んじなければならぬほど、短命であ

であったから、これまでの１８王朝の正統性戦略で動員

った。システム的安定を確保できなかったことには

された正統性根拠のうちの有力なものはすべてフルに

多くの理由を挙げることができよう。本稿では、そ

使われていたということが予想される。本稿の仮説が正

のうちアメン神官団に代替する神官組織、行政事務

しければ、その中でも、彼は、個人のカリスマ性に比重

を司る官僚組織、常備軍の機能と位置づけ、といっ

を置く立場から宗教を重視する立場へ移っていったは

た国家組織の主要問題について後に言及することが

ずである。すると、宗教的な要素が自己の正統性のベー

できるにすぎない。本稿の主たる努力は、新首都ア

スになっていくのであるから、自らの宗教的地位の向上

ケトアテンの都市構造とその建築、およびそこで発

とその広範な承認、これらが重要な政策目標となるはず

生した様式の政治学的考察に注がれる。そこでこれ

である。 16

らの問題に対してどのような対応が行われたかを検

その宗教政策の内実であるが、

証し、宗教改革下の王朝支配システムの安定につい
てどのような施策が行われたかを検討することにな

そのような傾向はすでに先王トトメス 4 世、アメン

る。

ヘテプ 2 世においても見られるであろうが、アメンヘテ

本項を結ぶにあたって強調しておきたい。ここ

プ３世における特徴は、単にそういった人事権といった

で問題にしているのは、決して道を外れた異端王に

舞台裏、事務局レベルでの宗教政策だけではなく、具体

よる惑いの軌跡などではなく、古代社会における宗

的な教義内容に関しても王権に有利なものを紹介し、実

教のもつ政治的意義を最大限発揮させ、第 18 王朝に

施し始めているということである。具体的にはラー神に

よる支配の正統性戦略をその極限状態にまでもたら

対する信仰のウェイトを上げていき、かつラー神との関

した政治的天才の業績であり、新王国時代における

係における王の特別な存在性格、アクエンアテンにおけ

文字通り王道を歩んだ者の足跡である。

る「公共的」かつ専権的に神の声を聞く神格へと至る
様々な試みがなされているということである。この点は、

第2項

第 18 王朝の正統性戦略

資料的には次のように跡付けることができるだろう。ア

本項では、先項で述べた第 18 王朝の正統性戦略

メンヘテプ３世治世代に見られるラー神とアメンヘテ

について、筆者のこれまでの論考を用いてより詳細

プ３世の関係を強調した図像・碑文、アメン以外の伝統

に述べ、アクエンアテンの戦略的課題を鮮明にする。

的なエジプトの神々とラー神との関係を強調した図

まず、
「第 18 王朝の正統性戦略」の定義である。

像・碑文、などである。こうして、１８王朝の正統性戦
略において宗教政策というものを前面に出すべき時代

それは、１８王朝に関する一連の論考でその内実を

になっていたこと、そのさらなる展開を、アクエンアテ

明らかにしつつある、１８王朝の王が神意の解釈権を独

ンが現にしたような形で進めることも可能な状態にま
でアメンヘテプ３世の治世は到達していたことを看て

14

テーベで即位したアメンヘテプ(アメン神は満足した
もう)4 世はアクエンアテン(アテン神にとって有用なも
の)に王名を変更することでアメン信仰との決別とアテン
神を国家神にすることを明示した。

15
16

38
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成功した宗教改革と遷都に伴い、アクエンアテ

取ることができる。 17

ンはかつてない親政の体制を組み上げることができ
第3項

アクエンアテンの宗教改革の意義

たはずである。しかし、その制度については、王朝

では、このような動きを受け、アクエンアテン

の歴史から彼を抹殺する動きがあったため、 21 詳細

の宗教改革は、これに比べてどのような特質をもつ

はほとんどわからない。にもかかわらず、
「信仰復興

ことになるのであろうか。

碑」 22 に引き摺られ、そのシステムは否定的に評価
されがちである。その間の事情について、筆者はか

アクエンアテンの宗教改革は、アメンヘテプ３世の一

つて次のように述べた。 23

見完成したかに見えた集権作業をさらに進め、権力を王権
の下に集中する方策があることを明らかにした。神意の解

アクエンアテンの治世代は、内政・外交ともに破綻

釈権を独占するためには、すなわち神官団の最も重要な機

した、と「信仰復興碑」には記されている。確かに、ア

能を奪取し、それを本来あるべきところに戻すためには、

クエンアテンの統治に不満があった勢力、とくにアメン

自身が神になるか神に最も近い存在になることが重要な

の神官たちはそのように受け取ったであろう。また、ア

のである。それにはアメン神に対抗できる神が必要であり、

クエンアテンに代わって統治する勢力は、そう言わねば

それがアテン神であった。 18

ならなかったであろう。しかし、これは文字通りに受け

したがって、その宗教改革の意義は次のように

取ってはなるまい。というのは、アクエンアテンは、と

まとめうる。

にもかくにもこれだけの怨嗟を生む宗教改革と遷都と

アクエンアテンは、父王アメンヘテプ３世にいたる歴

を実現したからである。この点を忘れてはなるまい。こ

代の王の宗教政策が路線を引いた、太陽神を中心とした宗

のような観点から改めてその「失政」に目を向けると、

教を、その路線に忠実に引き継いだ。その点では、彼は、

彼は内政に情熱がなかったわけではなく、むしろ関心が

王朝正統性戦略の愚直なほど忠実な継承者であった。彼を

強かったために混乱した、と言うべきであろう。すなわ

して今ひとつの経過点たることに甘んじさせず、頂点を極

ち、宗教的な事業が内政において他を圧倒する優先順位

めさせたのは、この路線上に存在しつつもそれが実践され

に置かれたため、経済をないがしろにする方向に社会変

るまでは構想することすらできなかった根底的な改革を

動が生じ、それを自己利害に反すると判断したものが多

彼が実践したからである。これは予想を超えたことではあ

数発生したと考えられる。

ったが、この路線上、ありえないことであるどころか、一
端現実化してみれば、常に既にそこにあった、当然に展開

しかし、このようなスクリーニングがあったに

しうる一つの選択肢であった。この意味で、アクエンアテ

もかかわらず、アマルナ時代の反乱その他について

ンの改革には恣意性は存在しない。 19

の記録の欠如を見れば、全土で実効的な支配が行わ

さらに、この改革の政治的意義に目を向けると、

れていたと考えるのが自然ではないか。ここに、そ

宗教を中心とする国政を敷くと、アメン神官団その他

の祭政一致の政治、およびより日常的な行政につい
て、知られている僅かな断片を集めておこう。

の宗教勢力が絶大な権力を持ってしまうかのように思わ

ヴァン・ディークは次のように述べる。 24

れるが、アテン信仰の教理はそれを不可能にした。彼、ア
クエンアテンのみが神の意志を理解でき、伝えることがで

アマルナ時代 25 の殆どの情報は王が遷都する以前

きるという宗教上の大変革を行うことによって、宗教の比

のテーベとアケトアテンから得られた情報である。それ

重が強まれば強まるほど、唯一の神意解釈者としての自己

以外の国内の情勢は殆ど分からない。ただアクエンアテ

の権力が強まり、逆に神意を解釈できないアメン神官団等、

ンはアケトアテン以外の地域にも赴いたはずだ。境界碑

それができなければほぼ存在意義がない神官団の権力は

には、たとえ他のどの地で亡くなっても彼の遺体はアケ

どんどん弱体化する、このような性格を持つ政策を彼はと

トアテンに埋葬されねばならない、とある。／アテン神

ることができたのだ。この発想の持つ究極的性格は、神々

殿はヌビアやメンフィス・ヘリオポリス以外の他の土地

の多様化と共存を基本としたアメンヘテプ３世の宗教政

でも建設されていたに違いない。遷都以降もアマルナ外

策と対比すれば一際明確であろう。相対化ではなく、絶対

での建設は行われていたはずだ。

化による他者の影響力排除という究極性である。 20

第4項
17
18
19
20

21
第 19 王朝セティ 1 世，アビュドス王名碑には彼をはじ
めアマルナ時代の王 4 名の名はない。
22
注 3 参照。
23
森際 2003a , 236 頁。
24
Van Dijk 2000, p.291.
25
アケトアテンに首都があった時代。遺跡の現代名にちな
んでアマルナ時代と呼ぶ。

遷都後の政治と行政

森際 2003b, 17 頁.
森際 2003b, 17 頁.
森際 2003b, 18-19 頁.
森際 2003b, 19 頁.
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ここで注意しておきたいのは、アクエンアテン

アテンを支えていた官僚であった。彼らはアクエンアテ

がその王都に籠もりきりだったのではなく、その用

ンの死後、直ちに彼を裏切り、権力を簒奪し、トゥトア

務は明かではないが、少なくともアテン神殿建設と

ンクアメンを動かして再度の遷都を行ったではないか」

それに伴う祭祀のため、すなわち広義の布教活動の

との反論が想定される。しかし、既述のように、彼らは

ためにその領土を巡っていた、と推察されることで

アクエンアテンの生前には反旗を翻すことができなか

ある。

った、彼らをして忍従せしめるだけの力がアクエンアテ

このような巡幸が行われないときにあっても、

ンにあったことに注目したい。確かに、面従腹背してい

秩序維持が行われていたとすると、当然に問題にな

た者を選んだというのは彼の限界かもしれない。しかし、

るのは、いかにして支配が可能であったか、という

別の見方をすれば、後に王の地位を襲い、新たな王朝を

ことである。すなわち、アメン神官団を排除した後、

建てるまでの力量を持つ人間たちを選び、さらに、自ら

アメン神官団が担っていたであろう種々の宗教行政

の治世にあってはその実力を自分のために使った訳で

事務をアクエンアテンのどのようなスタッフが担っ

あるから、それを人事の失敗というのは不適切ではない

26

たのか、という問題である。屋形によれば、 人材

か、との再反論も可能である。

の職務内容は宗教改革に応じて変わったが、人材自
第3節

体は変わらなかった。アテン大司祭は、アメン神を

新都アケトアテンが示すもの略説

第1項

捨て王のアテン信仰に従いアケトアテンに移住し、

王都の概要

アクエンアテンはアメンヘテプ 4 世としてテー

王の日常を支えたと考えられる。その墓には王のア
テン神への礼拝儀式を描いている。 27

ベで即位した後、テーベにアテン神殿を建設した。

では、宗教行政とは異なった、古代エジプトの

さらに遷都の決定、王名変更、アメン神からアテン

ノモス単位の行政を束ねて、日常の徴税から配給ま

神への国家神の変更と、彼の宗教政策を着々と現実

でを行う機関についてはどうか。これについては、

のものとする。この王の宗教政策の具体的実現、ア

宗教改革による影響はなかったであろう、というの

テン神のために建設された新都はアケトアテン(ア

が識者の推測である。たとえば、
「新王国時代の殆ど

テンの地平線)と名付けられた。31 アケトアテンはど

の時代を通じて行政の中心地は北のメンフィスであ

のような首都であったのか、トロイ 32 の記述に準拠

った」
。 「アクエンアテンは宗教・国家信仰上の首

しつつ、境界碑 33 ・貴族の墓に残された碑文・壁画

都テーベをアケトアテンに換えたが、行政の中心地

等の史料と発掘報告書に見られる都市プラン、当時

メンフィスは」機能し続けたようである。
「二人の宰

の生活を物語る出土遺物に基づきアケトアテンの様

相のうち一人はアケトアテンに居住したが、彼の北

子を素描し、その上で、政治学的観点からその意義

の同僚はそのままメンフィスに駐在した。この都市

を検証する。

28

アケトアテンはおよそ 16 x 13 kmで、主たる建

はアマルナ時代を通じて国家行政の中心地であり続
けたようだ。
」

29

築物はナイル川東岸にあり、西岸はこの都市の食料

また、その宮廷における宰相クラスの人事につ

を供給したであろう耕地である。その 162 km²と見

いては、 30

積もられる耕地面積から、人口は 2 万から 5 万人出
会ったと推定される。 34

アクエンアテンは、自分の手足となる官僚たちの選

王都は新王国時代の都市がそうであるように、周

抜についても、人を見る目がなかった、という批判もあ

壁がなく、東岸は川に沿って南北約 5 キロメートル、幅

る。しかし、事実が示しているように、遷都を行うだけ

約 1 キロメートルにわたって拡がっていた。都市の中央

の行政手腕をもつ者を現に彼は選んでいるのである。政

には広大な屋根のないアテン信仰の神殿複合体が集

治に無能・無関心な者が遷都と宗教改革を行うために必

中している（図 1 参照）。35 儀式上重要なので、しば

要な人間を動かし、このような大改革を遂行したとは考
え難い。

31

治世 4 年の日付のある境界碑 X,K,M に、遷都決定と新都
の命名，新都の境界を決める儀式、アテン神への大量の供
物、建設予定主要建築物が記されている。
参照 Davies, 2004(1908), Rock Tombs El Amarna V.
32
Troy 2003, pp. 33-36.
33
砂漠断崖崖面を彫り込んで作られた。首都に属す土地の
境界を示す。西岸 3 基、東岸 11 基が確認。
34
Kemp 1989b, p.269.
35
Pendlebury 1951, pl. I; Kemp & Garfi 1993, pp. 28ff., sheets
4-5; cf. Mallinson in Kemp 1995a, pp. 169ff.

この主張に対し、「アイやホルエムヘブはアクエン
26

屋形 1989, 72-73 頁。
例えば、北の墓地に墓があるアテン大司祭、メリラー1
世。図２ 参照。
27

28

Van Dijk 2000, p. 291

29

Van Dijk 2000, pp. 286-7．
森際 2003a, 236-237 頁。
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都市である。わずか 2 年の短期間にピラミッドを作
る技術を持つ文明にあって速やかにつくられていっ
たものである。その境界碑は正確に都市の規模を規
定している。42 リーブスによれば 43 、東西に延びるア
テン大神殿の東端をまっすぐ進めば、アクエンアテ
ンとその家族の墓所に至る。王家の谷がテーベの西
側にあるのと比べれば、東の崖の縁にあることは何
を意味するのであろうか。
ひとつは、その配置がアテン信仰の 3 つの特徴
に合致していることである。アテン信仰はそれまで
のアメン信仰と同様、ヘリオポリスの太陽神(ラー)
信仰の影響を強く受けている。ラー神と集合し、太
陽神として自らが天地創造神であると主張した。 44
アメン信仰と異なる教義は次の 3 点である。すなわ
ち、①神託を受けられるのは王のみである、②アテ

図１ アケトアテン中心部
しば墓壁浮き彫りに描かれている「王の道」は南北

ンは冥界をも司る、③王を含め人々は太陽と共に目

に走っている。神殿複合体が道の東側にあるのに対

覚め(復活し)、太陽が沈むと眠りにつく(死ぬ) 45 。

し、大王宮と北の王宮はこの道の西側に位置しナイ

この考えによれば、東から昇り西に沈む太陽の道に

ル川に面している。この道には橋が架かっており、

設けられたアテン大神殿の東、太陽が昇る淵源に唯

王はそれをバルコニーとして利用し、そこで人々に

一の神意解釈者であるアクエンアテン王が死んだ後

姿を見せたと考えられる。大王宮では行政と儀式が

に眠る墓所があるのは理屈に適っている。王は毎日

36

ともに行われたと考えられ、 それはこの橋によっ

太陽と共に復活し、沈んだ太陽とともに翌朝に備え、

て、アテン小神殿や私的な「王の邸宅」 37 と連結し

東の崖の麓に戻るのであろう。

ていた。

第 2 に、アケトアテンがこのようにアテン神学
に適った構造に設計されているとすれば、それは当

何千もの供物用パンを生産するパン焼き釜など、
神殿の活動に必要な生産施設 38 や、王の外交書簡が
39

然に、墓所に眠る前の、生きて王としてアテン神を

40

収納されていた公文書保管所 も、この中央区 にあ

まつるアクエンアテンにとって合理的にできている

った。

はずである。本稿は、アクエンアテンがついにアメ

中央区の南北には、大邸宅や小住宅からなる賑

ン神官団から自由に親政を行いうるに至ったと主張

やかな居住地域が隣接していた 41 。有名なアクエン

する。であるならば、親政の実を挙げるために、ア

アテンの王妃ネフェルティティの頭像が発見された

クエンアテンはどのような統治を行うであろうか。

彫刻師トトメスの家が発見されたのもここである。

それは完成した親政統治システムの安定化・シ

さらに南に行くと宰相ナクトの大邸宅もあり、中央

ステム化である。そのためには、親政を制度として

政府の宰相クラスが市内に住んでいたことがわかる。

安定させることが必要で、制度が定着するには多く
の条件が満たされなければならない。それについて

第２項

筆者はかつて次のように述べた。 46

王都の分析

では、ここからアクエンアテンの支配の特質と

これは単に、統治を可能とする軍事・政治・祭祀の体制

その安定性についてどのようなことが分析できるで

だけではない。それらを安定的に維持する財政システム、ま

あろうか。

た、王の意志を絶対のものとする専制的秩序観とそれを正

第 1 に、アケトアテンは計画的に造られた人工

統のものとしてその維持発展を自己の利害とする官僚たち、
そしてそれらのもとでの生活を幸福で名誉あるものとして観

36
37
38

39

Pendlebury 1951, pp. 33.
Pendlebury 1951, pp. 87ff.
Cf. Kemp 6 Garfi 1993, pp. 52ff., Fig. 11 p. 51.
Pendlebury 1951, pp. 113ff.; Kemp & Garfi 1993, pp. 61ff.,

42

境界碑 S,治世 6 年の日付がある。参照 Davies,
2004(1908), Rock Tombs El Amarna V.
43
Reeves 2001, pp. 115-119.
44
屋形 1989, 72-74.
45
アテン讃歌 参照 森際 近刊 b.; Davies, 2004(1908), Rock
Tombs El Amarna VI.
46
森際 2003a, p.233.

fig. 12, p.60.
40

Cf. Fig. 3. Pendlebury, J. D. S. 1951, pl. I. 参照 図１
Cf. Frankfort & Pendlebuty 1933, pp. 1ff.; Kemp &Garfi
1993, pp. 4a6ff., 73ff., sheets 3.8, pp. 82ff.
41

41
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念させるイデオロギーと象徴体系を含む。これらが全体とし

形でしか彼らは存在証明ができなかったのである。

て一つの生活体系をなし、王権の正統性と相補的な関係に

このような矛盾を抱えつつも、王はその治世に

あること。私たちが王の親政の完成した姿を想像すれば、そ

おいて兵士の忠誠を勝ち取ることができた。それは

れはこれらの条件が満たされている状態であろう。この秩序

いかにして可能であったのか。ひとつは、公文書保

の安定の秘密は、それが王権を中心とし、王の専制を支え

管所出土のアマルナ文書にある平和攻勢を基調とし

るという形を取りながらも、それを支える人間たちにとっても、

つつも、兵士たちを喜ばせることも視野に入れた遠

自己利害の維持発展をもたらすシステムとなっている点にあ

征隊を時折派遣することである。 49 今ひとつは、そ

る。王のわがままは必ずしも自己の利害に反するわけでは

の身分的利害を忘れさせて兵士を包み込むような壮

なく、むしろ、それを促進することが多いからである。

大な宇宙論・人生論の創造と実践であり、アテン神
学はまさにそのようなナラティブ、イデオロギーの

すなわちアケトアテンの生活においても、アテ

提供である。当時の宗教は、今日のような私的な問

ン信仰の定着発展への協力が、宰相たち自身の生活

題ではなく、政治神学であったことを忘れてはなら

の安定と繁栄をもたらし、少なくとも都市住民にも

ない。

より少ない度合いであれ、よい生活をもたらす、と

親政システムの制度化へ向けて、このように

いうことである。宰相クラスの邸宅や市民の小住宅

着々と手が打たれていた。アクエンアテンは政治に

が確保され、生活を楽しむことができた様子が市中

疎いのではなく、政治神学の天才的才能の持ち主で

心部とその隣接南北地域の様子から窺えるとすれば、

あった、との本稿の主張はここにも現れている。し

それはそのような条件が整っていたことを推察させ

かし、アマルナ発掘の成功にもかかわらず、アケト

る。

アテンの都市生活についてはあまりにもわかってい

アケトアテンに遷都したアクエンアテンは、供

ないことが多い。それは、ゴミや汚物処理をどうし

物に満ちたアテン大神殿で家族とともに、毎日昇り

ていたか、衛生・医療はどうなっていたのか、都市

来るアテン神に礼拝し、人々はそのアクエンアテン

行政に必要な費用はどのように賄われていたのか、

を拝んだ。(図２上段 1 右端を参照。)

など、いわゆる都市問題に関わることがらだけでは

それは神学的理解としては、唯一神意を理解で

ない。

きる存在を通して神に礼拝することを意味するであ

より重要なのは、都市財政も含めた国家財政、

ろう。が、それは同時に、豊かな供物が象徴する、

そしてこの都市を根拠地に国家の政治・行政・教育

物資の豊富な生活をもたらす王に対する感謝の表現

がどのように行われていたか、という観点からの発

とも解釈しうる。それは、アケトアテンの都市生活

掘調査データの分析である。恐らく、都市行政も「国

が、
（供物となる）大量のパンの生産がもたらす収入

家公務員」が兼ねていたと思われるが、その場合、

と同時に、
（都市住民自身が）地方や対岸に所有する

神官団の書記たちがこの公務員に相当するのか。彼

土地からの収入によって、豊かな生活を彼らにもた

らとメンフィスの行政担当者との職掌の分担、相互

らしていたことを推察させるのである。 47

関係はどうであったのか。

行政官や生産者市民についてはこのような利害の

第 3 に、アテンの神官団がその内部でアテン神

一致があるとして、微妙なのは、王の幼友達であり、忠

学の教育研究を行っていたと考えられるが、彼らは

誠を尽くす職業軍人たちである。彼らの住居は戦略的

王に危険視されると同時に信頼されていたはずであ

必要からも都心にあるが、それは明らかに単なる兵

る。というのは、親政の制度化に不可欠なのは、親

舎に過ぎず、豊かな生活の分け前に与っているとは

政を実際に行う後継者を養成するシステムであり、

言い難い。しかも、別稿で述べた 48 ように、時代は

系統的発展的神学教育はその中心をなすはずである

軍事から平和攻勢を行う外交へと移っていたので、

から。アクエンアテンはついに適切な後継者を育て

職業軍人の対外的活躍の機会はアクエンアテンのも

られず、この親政システムは一代で瓦解した。しか

とでは期待できなかった。首都の防衛と治安という

し、仮に後継者を得たとしても、その教育訓練が制
度化されていなければ、このシステムの安定は得ら

47

Troy 2003, p. 28. 「推測によれば、これらの家々にすむ
官僚の俸給は、その富の一部に過ぎない。借り入れか相続
で得た土地保有の形をとった私有財産がその収入を補っ
たと考えられる。これらの保有は、都市の西岸に新規に設
けられた、アテン教団の領地と先祖代々の地方の土地とか
らなる。…このような財産関係が地方と都市に密接な関係
をもたらした。」
48
森際 2003a, p.236.

れなかったはずである。このとき必要なのは、一人
のプリンスとその帝王学だけではない。そこにその
プリンスを支えることが自らの利害に一致し、かつ
そこに生きがいを見出す多くの支配層エリートを
49

42

森際 1981, p.57-59.
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図２ 上段１・２

アテン大神殿での祭儀の様子 50

図３ 下段

アテン大神殿の復元平面図 51

創出するエリート養成機関なのである。この親政シ

たりの結論は、それは第 18 王朝の親政システムの制

ステムの短命の原因はこの意味での教育問題の軽視

度化に必要な多くの要素を備えていた可能性がある、

にあるのではないだろうか。教育施設の欠如が象徴

ということである。その要素がどのようなものであ

する教育制度の軽視。それが、豊かな計画都市アケ

ったのか、以下に確認する。

トアテンのもっとも貧しい点ではなかったか。
第4節

18 王朝の王権の権威は、王の親政を実質化する秩
序の中心的要素である。この権威は神学的世界観と世俗

むすびと残された課題

的正統性の両要素を含む。親政体系は、これを中心とし

20 年に満たずして棄てられたアケトアテンは

つつ、自らの祭政にわたる活動によってこれらのイデオ

どういう首都だったのか。それは支配に必要な組織

ロギーを再生産しつつ、それがもたらす有形無形の利益

と思想を欠く都市だったのだろうか。本稿のさしあ

を享受する王のカリスマ性によって、また王と利害を共
有する神官・軍人および役人たちの実務遂行によって支

50
51

Pendlebury, 1951, pl. V.
Pendlebury 1951, pl. IV.
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えられていた。 52

Murnane, W. J. 2000, “Imperial Egypt and the Limits of Power”
in R. Cohen and R. Westbook (eds.), Amarna Diplomacy,

それはここでは、王や臣下の活動と生活を支え

Baltimore & London.

る都市システムの諸要素を意味する。では、ここに

Peet, T. E. & C. L. Wooley. 1923, The City of Akhenaten, I,

は何が欠けていたのか。それは、このような王や臣

London.

下を（支えるのではなく）生み出すシステム、すな

Pendlebury, J. D. S. 1935, Tell el-Amarna, London.

わち後継候補とそれを支援するエリートを養成する

Pendlebury, J. D. S. 1951, The City of Akhenaten, III, London.

ための制度、である。が、その答えを詳細に検討す

Petrie, W. M. F. 1894, Tell el-Amarna, London.

るためには、アマルナ期の王室経営を支える国家経

Redford, D. B. 1984, Akhenaten, the Heretic King, Princeton

営の実態のさらなる探究が必要である。とくに、そ

Redford, D.B. 1995, “The Concept of Kingship during the

の財政に関わる資料発見がまたれる。

Eighteenth Dynasty” in: D. O’Conner and D. P. Silverman
(eds.), Ancient Egyptian Kingship. Leiden & New York.
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Akhenaten’s Capital
An Analysis of the Politics and Theology Practiced by Akhenaten as
Attested in the Plan and Architecture of His Capital Akhetaten

MORIGIWA Machiko
Division of Human Environmental Informatics, Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College
Haiwa, Hiratobashi, Toyota 470-0394, Japan

Akhenaten, the prominent pharaoh of the 18th Dynasty of the ancient Egyptian Empire, is
known as “the heretic king.” Was he really a heretic, oblivious of his responsibilities as the ruler of
Egypt, estranging himself from the traditional gods, immersing himself in his world of the newly
found deity Aten? I propose that there are good reasons to believe he was a shrewd statesman as well
as a theological genius, fulfilling the mandate of the royal family his forbearers had painstakingly
developed: the pure personal rule of the pharaoh. The plan and architecture of his capital city
Akhetaten can be interpreted as a narrative of the pharaoh’s talent and his limitations.
Keyword: 18th Dynasty; legitimacy; Akhenaten; Akhetaten; Aten; Amen; heretic king; Amen
priesthood; bureaucracy; theology; religious policy; the Great Aten Temple; urban planning;
boundary stelae; Hymn to the Aten.
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ピエロ・デラ・フランチェスカのフレスコ画を日本画
の素材（絹本・岩彩・墨・金泥）で表現する

Works by K.Matsui with Japanese Traditional
materials ( iwaenogu, sumi and kindei ) using
motifs of a fresco of Piero della Francesca

松井 和弘

47
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「Crocifisso-Arezzo,S,Francesco」 276.0×182.0 創画展

1998 年

東京都美術館・京都市美術館・愛知県美術館８Ｆギャラリー
呉市美術巻・博多大丸・弘前市立博物館
48

49

1999 年

博多大丸・クリエート浜松・高岡市美術館

東京都美術館・京都市美術館・愛知県美術館８Ｆギャラリー

聖フランチェスコ聖堂主礼拝堂」 182.0×3643.0 創画展

原著

50

2000 年
東京都美術館・京都市美術館・愛知県美術館８Ｆギャラリー

「宙仰」 182.0×364.0 創画展

原著

51

2001 年

ヤマトヤシキ（加古川）・博多大丸・静岡グランショップ

東京都美術館・京都市美術館・愛知県美術館８Ｆギャラリー

「マグダラのマリア」 182.0×273.0 創画展

原著

52

2002 年
東京都美術館・京都市美術館・愛知県美術館８Ｆギャラリー

「モンテルキの聖母」 182.0×273.0 創画展

原著

53

東京都美術館・京都市美術館・愛知県美術館８Ｆギャラリー

「ピエロのキリストの復活がある部屋」 182.0×273.0 創画展

2003 年

原著

原著

「テンピオ・マラテスティアーノ」 273.0×182.0 創画展

2004 年

東京都美術館・京都市美術館・愛知県美術館８Ｆギャラリー

54

55

2005 年

東京都美術館・京都市美術館・愛知県美術館８Ｆギャラリー

182.0×187.0 創画展

「コンスタンティヌスの勝利(部分) アレッツオ、サン・フランシスコ」

2006 年
東京都美術館・京都市美術館・愛知県美術館８Ｆギャラリー

182.0×187.0 創画展

「コンスタンティヌスの勝利(部分) アレッツオ、サン・フランシスコ」
原著

原著

「黒いキリスト・コンスタンティヌス帝の夢」 116.7×90.9

春季創画展

1999 年

日本橋高島屋８階ホール・京都市美術館・名古屋松坂屋美術館

「黄いろいキリスト・受胎告知」 116.7×90.9

春季創画展

2000 年

日本橋高島屋８階ホール・京都市美術館・名古屋松坂屋美術館
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「藍い宙」 116.7×116.7

春季創画展

2001 年

日本橋高島屋８階ホール・京都市美術館・名古屋松坂屋美術館

「マグダラのマリア」 116.7×116.7

春季創画展

2002 年

日本橋高島屋８階ホール・京都市美術館・名古屋松坂屋美術館
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「Madonna del Parto」 114.6×114.6 春季創画展 2003 年

日本橋高島屋８階ホール・京都市美術館・名古屋松坂屋美術館

「San Giuliano」 116.7×90.9 春季創画展 2004 年

日本橋高島屋８階ホール・京都市美術館・名古屋松坂屋美術館
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シジスモンド・マラテスタ 116.7×90.9

春季創画展

2005 年

日本橋高島屋８階ホール・京都市美術館・新潟総合テレビギャラリー・名古屋松坂屋美術館

コンスタンティヌスの勝利（部分）アレッツオ、サン・フランチェスコ聖堂

116.7×116.7

春季創画展

2006 年

日本橋高島屋８階ホール・京都市美術館・新潟総合テレビギャラリー・名古屋松坂屋美術館
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「古浄瑠璃」の語義小考
――原義から転義へ――

鈴木

光保

愛知みずほ大学非常勤講師

は

じ

め

に

第二に、『外題年鑑』と『声曲類纂』から引用され

「古浄瑠璃」なる用語は、今日においては携帯版の

た用例が、はたして「竹本義太夫と近松門左衛門の提

国語辞書にも採録され、必ずしも文学史あるいは浄瑠

携以前の浄瑠璃の総称。」とする語釈の冒頭部を裏づ

璃史の専門用語ともいえない趣である（注 1）。その

けるものか、私見では甚だ疑問とするところである。

一例を『旺文社国語辞典』（昭和 61、改定新版）に求

本稿は改めて「古浄瑠璃」の原義を確認し、その転義

めると、次のような語釈が示されている。

の過程を探ろうとする試みである。

こじょうるり

古浄瑠璃

義太夫節より前の浄瑠

璃。金平節・播磨節など。

１

やや簡に過ぎる感は否めず、これを携帯版の制約に

「古浄瑠璃」の原義の検証
まず、「古浄瑠璃」の原義の用例と思われるものを、

よるとしても、『広辞苑』（昭和 61、第三版）などの

西沢一鳳軒の『伝奇作書初編』から引く。中の巻、「新

語釈も、次に見るように挙例が多いだけの差に留まる。

浄瑠璃本読の話」の冒頭部である。引用は新群書類従

こじょうるり

古浄瑠璃

義太夫節以前の浄瑠

本により、私の句読を一字空きで示し、並立の中黒点

璃。薩摩節・金平節・近江節・播磨節・嘉太夫節・

を加えることにする。（以下、同本からの引用には同

文弥節などの総称。

じ処置を加える。）

最新の第五版（1998）は、これに「多くは一代限り

享和・文化の年間に豊竹麓太夫が大当りせし浄る

で衰退し、いずれも江戸中期以降は伝承されない。」

りは

が付加されたのみである。

作者は長町河四郎といへる宿屋（割注略）の主也

これらより後出の国語中辞典では、「出世景清初演

蝶花形と絵本太功記・八陣守護城等也

七五三助と熟魂にて古浄瑠璃を能記憶して

（1685 年）以前の浄瑠璃を主にさす」（注 2）といっ

此
そこ

ここ添削して若竹笛躬・中村魚眼・近松柳等に筆

た、浄瑠璃史に踏み込んだ語釈を施す傾向が見られる

を採せり

が、用例を挙げて語釈の裏づけとするのは、『日本国

以下、麓太夫が新浄瑠璃の本読みの席にいつも我が

語大辞典』（昭和 47～、小学館。以下『大辞典』と略

女房を伴い、段切まで読み終えるとその顔色に反応を

記）が現在のところ唯一と思われる。元来この『大辞

窺って作者に注文をつけたことをいう。

典』は、編集方針の第一として、「日本語の意味用法

上にいう麓太夫の大当りした浄瑠璃のうち、「蝶花

などを、文献に徴して、歴史的に記述しようとする」

形」と「太功記」の２作は、『音曲高名集』にも同太

（凡例）旨を掲げている。

夫の「生涯評判うけたる浄るり戯題」６曲の内に見出

しかしながら、その「古浄瑠璃」の項については、

され、何れもその初演時の持ち場が注記される。そこ

大きく二つの疑問がある。第一は語釈に関して、記述

に「守護城」が見えぬのは、『音曲高名集』の刊行が

が詳しくなりながら歴史的なそれになっていないこ

その初演の前年に当る文化３年と序文から推定される

と、つまり小・中国語辞典と同じく転義の記述に終始

（注 3）事情によろう。

して、原義に言及のないことである。角田一郎のいう

さて、引用部の「古浄瑠璃」は、文脈に即する限り、

ごとく、「『古浄瑠璃』という用語は、もともと徳川

今日通用の語義では解けない。標題の「新浄瑠璃」が

時代では新作に対して旧作を意味することばであっ

麓太夫のための新作を意味するのは、後文から明白で

た」（「古浄瑠璃」、『岩波講座日本文学史』第七巻

あり、当期の操芝居番付に「新浄瑠璃」と表示するの

所収、昭和 33）とすれば、それを原義として記述すべ

も、等しく「新作浄瑠璃」を意味する（注 4）。それ

きであろう。

との対応からして、ここでの「古浄瑠璃」は、やはり
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「新作に対して旧作を意味する」（前出）と解すべき

る。」（『松竹関西演劇誌』所収本）とあるのを見れ

である。この期の新作浄瑠璃に先行作の趣向なり局面

ば、歌国には拠るべき資料があったかと思われる。そ

を取り込むことは多くあることで、「蝶花形」八冊目

の当否を別にしても、歌国が「古浄瑠璃」を旧作の浄

小坂部館は「前例も少からぬ脚色」（『日本文学大辞

瑠璃の意で用いていることは、明らかであろう。義太

典』）とされ、「八陣守護城」は「『近江源氏先陣館』

夫節の太夫が、その成立以前のいわゆる古浄瑠璃を演

系統の諸作に影響された所が多い。」（『同前』）と

ずるのは、ありえないことである。

指摘される。そうした先行作の取り込みが文辞の利用

これら近世後期の劇界に身を置いた２人の用例から

にまで及ぶことは自然のことで、例えば次に見るよう

すれば、『大辞典』の挙げる用例も、改めて検証を要

に（ただし、文字譜・読み仮名は省略）、「太功記」

するところである。

十段目尼崎の段の皐月の詞が、「出世握虎稚物語」三
段目の木下兵吉の母のそれによるとする指摘がある

２

（注 5）。

『外題年鑑』・『声曲類纂』の用例
さて検証すべき『大辞典』の引用は次の２例である。

不義の富貴は浮べる雲。主君を討って高名顔。天

＊外題年鑑―当流竹本筑後掾「大坂道頓堀にて、芝

子将軍に成た迚。野末の小屋の非人にも。おとり

居興行の始めは、貞享二年乙丑の二月なり。最初

しとは知らざるか。主に背かず親に仕へ。仁義忠

の浄瑠璃は、世継曽我。次は藍染川。其の次はい

孝の道さへ立ば。もつそう飯の切米も。百万石に

ろは物語。此三番は加賀掾方の古物。其の次に井

増さるぞや

上氏方の賢女手習鏡・頼朝七騎落。以上五替りは、

―太功記（日本古典文学大系本）

仮令国郡の主となるとも、不義の富貴は浮かべる

先師達の語られし古浄るりにて仕廻、同三年寅の

雲、何のそれが高名手柄、主に背かず親に仕へ、

春より、近松門左衛門京都より新物を作り越さ

仁義忠孝の道さへ立てば、物相食の切米も、百万
石に勝るぞや

る。」

―稚物語（日本戯曲大全本）

＊声曲類纂―二「宝暦三酉年の春より京都に竹本の

こうした例が、前記の『伝奇作書』にいう「古浄瑠

操芝居興行す。大方大坂の古浄瑠璃なり。」

璃を能記憶してそこここ添削し」たものとみるべきで

この後の例は、明和版以降の『外題年鑑』諸版に付

あって、それをいわゆる古浄瑠璃に求めることは、迂

加された、「京都竹本義太芝居」の記事、「宝暦三酉

遠という他ない。

春より、多分大坂本家の浄るりなり」を踏まえた叙述

『伝奇作書初編』末尾には、「時天保癸卯（14）歳

であり、これを宝暦版の「宝暦三年酉の春より始る。

晩春」と記されるが、「文化十酉の春より三十余年の

当座は、大坂表の太夫達入替りて勤らる。勿論、大坂

此のかた戯場に遊び

伝奇脚色する事十万言に過た

本家芝居の浄るりを勤る故、新作はなし。」と対照す

り」（跋文）と回想する著者の用法として、重んずべ

るとき、『声曲類纂』にいう「古浄瑠璃」が、大坂竹

きであろう。

本座で初演された演目の再演、即ち新作に対する旧作

一鳳軒と同じく戯場と縁の深かった浜松歌国の『南

の意であることは明白である。

水漫遊拾遺』から今１例を引く。

前の例についても、文脈に即して読めば、「（加賀

宝暦年中堀江の阿弥陀池門前の新芝居にて

初め

掾の）古物」と「（先師達の語られし）古浄るり」が

て操を十文にてみせたり（出演者略）是より浄瑠

同義であり、それらが「新物」の対語をなしていると

璃の風儀おとろへ初め

解するほかないであろう。さらに後文の「世継曽我」

道頓堀東の芝居も明和二

年八月晦日限にて相続難相成
の為

同四年豊竹座再興

の注に、「宇治加賀掾方の古浄るり也」とあるを見れ

四月八日より古浄瑠璃一段づつ札銭十文宛

ば、「古物」と「古浄瑠璃」とを同義に用いているの

の追出し芝居となり

（新群書類従本）

は疑うべくもない。

文中の「道頓堀東の芝居」は、いうまでもなく豊竹

このように、当『大辞典』の挙げる用例は「古浄瑠

座であり、同座が退転の年の 11 月には姉川菊八座の歌

璃」の語釈と相容れない、換言すれば出典の読解を誤

舞伎芝居となり、翌々明和 4 年の正月 3 日から豊竹座

ったものと考えられるが、同様の錯誤が後刊の日本文

再興を掲げて「星兜弓勢鑑」を興行した経緯は、役者

学史の叙述にも見られる。学燈社版『日本文学全史 ４

評判記・番付類などに知られる（注 6）。ただし、同

近世』（昭和 53）がその例で、次のようである。

年 4 月 8 日からの追出し芝居については他に徴すべき

さて、『出世景清』は昔から古浄瑠璃に対する新

資料を欠くようで、『義太夫年表 近世篇』にも立項さ

浄瑠璃のはじまりとみなされてきた。（中略）こ

れていない。しかし同じ歌国の編になる『摂陽年鑑』

の「古浄瑠璃」「新浄瑠璃」の概念は、「先師達

の明和 4 年の項にも、「正月道頓堀豊竹若太夫座再興

（播磨掾・加賀掾をさす）の語られし古浄るり」

同四月より古浄るり一段づつ札銭十文追出し芝居と成

（宝暦版『外題年鑑』）、「是京宇治加賀掾古浄
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瑠璃也」（『浄瑠璃譜』寛政頃成）―これらは『世

る。同年鑑の「宇治加賀掾並門弟衆の部」の末尾の例

継曽我』等をさしている―と、「是近松門左衛門

を挙げれば、「（前略）就中、富松氏は四条宇治加太

竹本儀太夫の新浄瑠璃の作はじめ也」（『浄瑠璃

夫定芝居にて、宇治宮内等と同座にて、永々勤められ

譜』やそれを承けた「新浄るり作の初なり」（明

し中は、大坂竹本豊竹座の新浄るり共を替る替る語ら

和版『外題年鑑』）―ともに『出世景清』をさし

れし故、自分の新作すくなし」（同前所収本）のごと

ている―などの記事から世に広まったものであ

くで、文脈に即すれば、「新浄るり」が竹豊両座の新

る。

作を意味するのは言うまでもなく、「当流の浄瑠璃す

―第四章 １ 浄瑠璃の大成と近松門左衛門

（注 7）

なわち新浄瑠璃という概念」は引き出すべくもない。

これらの引用は文脈を離れた断章であり、今日の「古

ここにいう富松薩摩の語った竹豊両座の演目は、その

浄瑠璃」の概念を前提にして解釈を下したものという

段物集に知られるところである（注 9）。

ほかない。宝暦版『外題年鑑』における「古浄瑠璃」

『増補改訂日本文学大辞典』（昭和 25、新潮社）に、

が「古物（旧作）」の意であることは、前述の通りで

「古浄瑠璃の称が、一般用語として通ずるやうになっ

あり、その行文を下敷きにした『浄瑠璃譜』における

たのは宝暦の頃であらう。」（「古浄瑠璃」の項）と

「世継曽我」の注、「是京宇治加賀掾古浄瑠璃也」も、

あるが、以上の検証から、それは「旧作の浄瑠璃」の

同義に解すべきは当然である。とすれば、「古浄瑠璃

意味で用いられたと理解しなければならない。

（旧作）」に対置された「新浄瑠璃」は、新作の浄瑠
璃の意に解さるべきである。上の引用のごとき解釈に

３ 「古浄瑠璃」の転義

立つならば、『浄瑠璃譜』の次の一節の「新浄瑠璃」

以上のように、宝暦期の『外題年鑑』、寛政期の『浄

をどう解釈するかである。

瑠璃譜』、化政期の『南水漫遊初編』、天保期の『伝

儀太夫操り興行より近松が新浄瑠璃凡三十番に

奇作書初編』、嘉永期の『声曲類纂』を通じて、「古

て、又是よりの新浄瑠璃、数々あり。

浄瑠璃」の用例に今日の文学史ないし浄瑠璃史で用い

―竹本芝居之部、百日曽我の項

（日本庶民

られる語義・用法を見出すことはできない。正しく角

文化史料集成本）

田のいう「徳川時代では新作に対して旧作を意味する

この反復された「新浄瑠璃」を、今日の「古浄瑠璃」

ことばであった」（前出）のである。この角田説によ

の概念に対置して解釈するときは、近松による「古浄

る叙述も無くはなく、気づいた１例が吉川英士の『日

瑠璃」との訣別が二度にわたることになりかねない。

本音楽の歴史』（昭和 40、創元社）で、第五章第一期

これらは、近松が義太夫のために執筆した新作の浄瑠

三の「浄瑠璃」の注（1）に次のように叙される。

璃と解して、文意が素直に通ずるところである。なお、

古浄瑠璃という名称は、江戸時代には新作に対す

「凡三十番」と一旦括ったのは、恐らく次に掲げる「〇

る旧作という意味に過ぎなかった。

日本王代記〇曽根崎心中」を画期として、それ以前の

ただいずれれも、その転義の過程ないし時期につい

新作の概数を示したのであろう（注 8）。

ては具体的に触れることなく、角田は単に「今日では」

『外題年鑑』に戻して言えば、安永・寛政の両版に

とし、吉川も「浄瑠璃の研究が盛んになってから」の

見られる「襤褸錦今様織留」（天明元年 9 月堀江西之

表現に終わっている。

芝居初演）についての注記が、「古浄瑠璃」の原義を

近年では、鎌倉恵子氏の、「新作に対して古作を古

示す好例であろう。元文元年初演の「敵討襤褸錦」を、

浄瑠璃と呼んだこともあり、当時（筆者注、いわゆる

次のごとく「古浄るり」としているのは、旧作の意で

古浄瑠璃の時代）の人にとっては『古』ではなかった」

あること明白この上ない。

（『岩波講座日本文学通史』第 7 巻、平成８）として、

（前略）此浄瑠璃は先に古浄るり敵討つづれの錦

その注に原道生氏による「人形浄瑠璃研究の現段階―

興行の所、古今の大あたりに付、大安寺堤の段よ

古浄瑠璃研究を中心としてー」（「国学院雑誌」92 巻

り先増補にて丸新作也

第 1 号）を挙げる。その原氏の論は、古浄瑠璃研究の

（帝国文庫『近松世話

浄瑠璃集』本）

姿勢を説くのが主眼であって、「『古浄瑠璃』という

なお言えば、前記『日本文学全史』の引用部に続い

名称は、今更断るまでもなく、後代になってから名づ

て、「『外題年鑑』目録に見られるように古流と当流

けられたものであって、（中略）当期の人形浄瑠璃関

を分かつ意識があった。」として、その本文に２箇所

係者が（中略）常にその時点における最新の舞台を創

「大坂竹本豊竹両座の新浄るり共」とあるのを、「演

りだすことにのみ専心していた」ことを受け止める自

劇的な当流の浄瑠璃（義太夫節）すなわち新浄瑠璃と

覚を説くにある。したがって、「古浄瑠璃」の名づけ

いう概念が宝暦期には成立していたわけである。」と

は、「後代になってから」という以上には言及されて

する。この記述も文脈を離れた解釈の誤りを冒してい

いないし、原義についても触れられていない。
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よって以下、自分なりに「古浄瑠璃」の転義の跡づ

然りとすれば、先行するその『浄瑠璃史』において、

けを試みようとするのも、それが単に用語の問題に留

古浄瑠璃の明確な規定・把握がないのも、むしろ納得

まるものではなく、浄瑠璃研究史に関わることとして、

のゆくところである。

検証する必要を思うからある。

これら両著に次ぐ浄瑠璃史としては、佐々の『近世

さて近代に入って、近松の「出世景清」を浄瑠璃史

文学史』に後れる、小山龍之輔『日本浄瑠璃史』（大

の画期として、それ以前の作を「古浄瑠璃」と呼ぶよ

正 3、アカキ叢書）と水谷不倒『絵入浄瑠璃史』（大

うになるのは、次の記述からすれば明治 44 年以前のこ

正 5、精華書院）を待たなくてはならない。それも、

ととなる。

前者は啓蒙的な通史に留まり、「古浄瑠璃」の用語な

普通この二人（筆者注、近松と義太夫）の協力し

く、後者は今日言うところの絵入り古浄瑠璃本の史的

た貞享二年以前の浄瑠璃を古浄瑠璃と称する。

研究の開拓でありながら、ついに「古浄瑠璃」の語を

――

用いず、修訂版『新修絵入浄瑠璃史』（昭和 11、大洋

佐々政一『近世国文学史』（明治 44、７）

冒頭の「普通」は、明らかに「古浄瑠璃と称する。」

社）においても同じくである。ただし、水谷には「古

に係る措辞であるから、｢古浄瑠璃｣を今日の語義で用

浄瑠璃研究」（新潮社「日本文学講座」第 7･8 巻、昭

いるのが当時すでに一般化していたと解される。同著

和 2）・「寛永正保の古浄瑠璃について」（「演芸月

は三訂版（大正 12）まで出されたが、この叙述に訂正

刊」第 4 輯、昭和 4）などの論述がありながら、新修

はみられない。著者は俳号醒雪、主著『連俳小史』が

版にも「古浄瑠璃」を用いなかったのは、その書誌面

知られるが、業績は江戸文学一般にわたり、『近松評

の記述に重点を置く立場を貫いたともいえる（注 11）。

釈 天の網嶋』（明治 34、明治書院）には、当時にあ

ただ、前記の寺山による『浄瑠璃史』が刊行された

って独自の本文整定がされている（注 9）。そうした

明治 20 年代に、今日の「古浄瑠璃」の用法が全く見ら

著者による、この叙述は看過できない。

れないかといえば、次のような例がある。それは、い

それで、それ以前の浄瑠璃史、また近松研究史の中

わゆる武蔵屋本の一冊で奥付に「戯曲叢書第十五冊」

に「古浄瑠璃」の転義の跡を探り、それが文学史の叙

とある、三世二河白道と八百屋お七の合本（明治 25）

述にどう取り込まれたかを見ることにする。

の広告に見られる。「近松時代物傑作浄瑠璃既刊書目」

近代における浄瑠璃の史的叙述は、寺山星川と高野

に続けて、「諸名家傑作戯曲小説類」として掲出する

辰之による同名の著述『浄瑠璃史』を先駆とする。寺

『新編大和文範』（原本未見）の目次に「〇古浄瑠璃

山のそれが明治 26 年刊で浄瑠璃の音楽性を重視する

金平法門言争」とあるのがそれである。「〇御所桜堀川

のに対し、高野のは各太夫の正本に基づく上演史に重

夜討〇新版歌祭文〇鎌倉三代記〇男達五雁金〇仁徳天

点が置かれ、上演年表を付して、同 33 年に刊行された。

皇万年車」を作者名とともに列挙した後の、この「古

著述の態度・方法には差異がありながら、両著とも「古

浄瑠璃」は「作者不詳」（注 12）に代えて用いたとし

浄瑠璃」の語を用いることが無かった。後出の高野の

ても、原義の「旧作」よりは今日通用の意味に解する

著作で言えば、竹本座設立の項で、「宇治加賀掾が近

のが穏当であろう。ただそれが、明確な浄瑠璃史の認

松より得たる世継曽我をとりて興行」とか、「宇治の

識に立った用法かは、単に目次の上のことであるので

浄瑠璃、藍染川をとりて語る」とか叙し、出世景清の

定かでない。しかし「丸本翻刻の本家」（合本『三世

項は、「同年（筆者注、貞享 3 年）、義太夫縁を近松

二河白道・八百屋お七』所引「東京新報」記事）とも

門左衛門に求め、出世景清の作を得て興行せり。これ

評された武蔵屋叢書閣の出版であるからには、一定の

近松が義太夫の為めに作れる初作なりとす。」と叙す

史的観点によったと思われ、一顧されてよい用例では

るのみで、「次で源氏徒移祝を興行」へと進む。つま

あろう。

りは、｢出世景清｣を以って浄瑠璃史の画期とし、それ
４

以前の作品を古浄瑠璃とする把握が、まだ見られない

明治 2,30 年代の近松研究から

のである。これは後年の『近松門左衛門全集』全 10

前項で言及した武蔵屋叢書閣による近松戯曲の翻刻

巻（大正 11～、春陽堂）・『近世邦楽年表義太夫節之

が、明治 20 年代の「擬古典主義」（吉田精一『明治大

部』（昭和２、六合館）の編纂に当った高野にしては

正文学史』）とも呼ばれる文学思潮に相応じて、近松

意外な感がする。

研究熱を促したのは疑われず、例えば明治 25 年発行の

しかし、高野の主著『日本歌謡史』（大正 15、春秋

『堀川波の鼓・心中万年草』合冊本の巻末広告に「近

社）には、古浄瑠璃の項を立てながらも、「竹本義太

松翁の世話浄瑠璃」として掲げる 24 曲が、今日でも近

夫・宇治嘉太夫以前に行はれた十二段草子以下の浄瑠

松の世話物の全曲とされていることに、武蔵屋本の功

璃を称して古浄瑠璃と呼ぶ者がある。」との行文に留

績が認められよう（注 1３）。

まり、古浄瑠璃の規定を自ら積極的に提示していない。

この武蔵屋に追随するごとく、東京の三三文房から
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明治 24 年に「文学資料」の名で『天鼓』（資料第一巻）

曽我」、或いは「弓継・ふせや」などの類を指すこと

以下『平家女護島』・『椛狩剣本地』が発刊され、翌

は言うまでもなく、例２・３は、その修飾語、またそ

年には大阪市の中村芳松が『源氏烏帽子折』・『国性

の叙述の展開において、疑いなく例１と同義に解され

爺合戦』などを発行している。坪内逍遥によって近松

る。ただし、何を以って古浄瑠璃と呼ぶかの規定はま

研究会が発足したのは、そうした出版界の動きを背景

だ示されておらず、それは次章の叙述を待って読み取

とする明治 27 年であった。

られる。

当研究会による成果の纏めが同 33 年 11 月発行の『近

用例４

是（筆者注、延宝 9 年の『つれづれ草』）

松之研究』（春陽堂）となる。この研究会は、近松作

より貞享三年義太夫の為めに『出世景清』を作る

品の講読、合評を主体とし、世話物に重点を置いた個

まで、六年間の作は、大方古浄瑠璃の模倣にして、

別的研究が主流であったため、その伝記面とか史的位

――第三章

置づけなどは手薄である。つまりは、出世景清論なく、

生涯の著作

これは、著者が加賀掾の現存正本の大半を近松の作

また古浄瑠璃の用語も見られない。

と推測し、仮に『つれづれ草』を以ってその処女作と

近松研究会の活動開始と同じ時期に、塚越芳太郎著

すれば（注 15）、との前提つきの立論であるが、『出

『近松門左衛門』（明治 27）と、その付録「近松門左

世景清』以前の作を古浄瑠璃とする基本見解が窺い知

衛門著作一斑」を拡充した『近松著作一斑』（同 28）

られる。ただ、用例１～３からの叙述の流れからする

とが民友社から刊行された。前著は近松の伝記・著作・

と、転義の用法が一定の了解を得るまでになっていた

文体・人間観など総合的に分析を試み、近代における

と見るのが自然であろう。

最初の纏まった近松研究とされるが、「古浄瑠璃」の

次いで、竹本座興行の年代順に作品解題に及ぶと、

用例はやはり見出せない。

次のような一連の用例が見られる。

この塚越の著作に 10 年後れて、藤井乙男の『近松門

用例５

左衛門』が、佐々政一の発企になる近代文学叢書の第

ア

一篇として発刊された（注 14）。その間に佐々自身『日

貞享二年二月一日

世継曽我

宇治加賀掾の

古浄瑠璃にて、大体の筋は（下略）

本文学史要』（明治 31、内外出版協会）を刊行してい

イ

るが、150 ページばかりの小冊ではあり、浄瑠璃につ

貞享三年正月二日

頼朝七騎落（源氏移徒祝）

井上播磨掾の古浄瑠璃なり

いての叙述も簡略で、「古浄瑠璃」の用語は見出せな

ウ

貞享三年二月四日

出世景清

竹本義太夫の

い。この明治 30 年代には、中学教程の「日本文学史」

為に新浄瑠璃を作る始にて（中略）一段の起句

の編述・刊行が相次いだ中に、森林太郎（鴎外）によ

毎に「さてもその後」「さる程に」（中略）の

る博文館「帝国百科全書」の１冊は全 340 ページの厚

套語を置き、さもなき人の動作を叙するに「給

さで、その 10 ページ余を浄瑠璃の叙述に宛てたが、つ

ふ」の敬語を用ひたるなど、古浄瑠璃の型を踏

いに「古浄瑠璃」の語を用いなかった。

襲したれど、人物の応答言語は既に旧来の物語

そうした中で、この藤井の著述に「古浄瑠璃」の用

風を離れ活動の勢あり。

例が 10 箇所余も見られるのは注意される。しかも、そ

これら３作の初演年次については、今日訂正されて

れらが原義から転義への過程を暗示するかに思われる

いるが、今は触れないでおく。問題は、ア・イにおけ

ので、以下具体的に検討を試みたい。

る「古浄瑠璃」の用法で、それが近松の作品として掲

用例１

要するに舞の本、御伽草子をそのまま浄瑠

出されている前提からすれば、加賀掾また播磨掾によ

璃に語りきといふ確証はなけれど、今日現存する

って既に上演された旧作の意を負わなくてはならない

同名の古浄瑠璃が、殆ど其趣向文句に於て、原書

ところである。行文そのものが前に引いた『外題年鑑』

と大差なきより推測すれば（下略）

と同趣であり、「古浄瑠璃」をその原義にも解しうる。

――第一章

総説

これら竹本座上演作の解題の前に置かれた、「竹本

時間空間の遷移についても極めて無貪着に

座興行以外の作」の項では、「加賀掾（また播磨掾）

て（中略）鎌倉より馬を馳せて忽ち京師に到るが

の為に作れる曲」とか、「加賀掾方の浄瑠璃」といっ

如き、物語ぶりなる古浄瑠璃さながらにて―同前

た記述で、「古浄瑠璃」の語を用いていない。これは

用例２

用例３

古浄瑠璃がひたすら事件の進行を説きて、

近松作の初演として解題することによると考えられ

言語の緩急、動作の疾徐を生動活躍せしむる用意

る。とすれば、前記のア・イの「古浄瑠璃」の用例は

なく、

やはり原義の名残を留めているものと解される。

――第二章

伝記及び逸話

先ずこの３例についてみれば、「古浄瑠璃」を今日

それが用例ウでは転義に解する他なく、引用部に続

の語義で解すべきは自明であろう。用例１にいう「舞

いて「従前の諸作に比して、頗る進歩の著しきをみる。」

の本・御伽草子と同名の古浄瑠璃」が、「高館・小袖

と、「出世景清」の画期性を指摘している。

65

原著

以上に見るような本著における「古浄瑠璃」の用法

日吉丸書房）の第６編第７節古浄瑠璃の項の末尾に、

の二重性ないし揺れ（注 16）は、その原義から転義へ

「この間の創作或は改作を総称して古浄瑠璃をと呼

の過渡的な様相を示すものであろう。これを、本著の

び、やがて天才近松門左衛門によりて試みられたる元

前後に刊行された文学史の叙述と対照してみたい。

禄の諸作を新浄瑠璃と呼ぶを例とす。」とし、その前
文では「（近松が）大阪に居をトせしより以来は、頻

５

文学史における「古浄瑠璃」と「新浄瑠璃」

に義太夫の為に新作を出し、」と、別に「新作」の語

日本文学史の著作は、明治２３年刊行の三上参次・

を用いているのが根拠となる。

高津鍬太郎による上下２冊（全 991 ページ）が嚆矢と

この「新浄瑠璃」の用法は前項で引用した藤井の著

される。同２６年には「教科適応」版（上下、全４９

書にも見られるところで、「出世景清」を「竹本義太

０ページ）が出されたが、これが同３０年代の相次ぐ

夫の為に新浄瑠璃を作る始」としながら、元禄 14 年初

中等学校用の文学史教科書の先導となった。『教程日

演の「蝉丸」を「（義太夫が）受領せし名弘めの祝儀

本文学小史』（明治 30、3

に新作したるもの」と、二語を使い分けるのに通じる。

中等学科教授法研究会）

の緒言がそうした流れを窺わせるようである。

このように同じ 37 年刊行の文学史と近松研究の著

中等教育に於て、文学史を課することの必要なる

作に、「古浄瑠璃」の転義とともにその対語としての

は、世すでに定論あり。然るに、これにあつる教

「新浄瑠璃」の用法が見られるが、翌年刊行の森鴎外

科書には、未だ適当のものを見ず。一二先輩の著

による『日本文学史』にその用例のないことは既述の

書ありといへども、之を、現今の中等学校に於け

通りである（第 4 節）。博覧強記の鴎外にして、しか

る、国語教授の時間に配当する時は、未だ以て過

も学生時代に浄瑠璃「生写朝顔日記」を漢訳するなど

当を免るゝこと能はず。

（岩波旧版「「鴎外全集」月報７」、浄曲に親しんだ

この見地から同書は和装本 65 丁の、表題どおりの小

身で、1 年前に刊行された藤井の著述を目にしなかっ

史となったが、この後の類書も多くが 150 ページ前後

たとは考えがたく、それに倣って「古浄瑠璃」の語を

で編集された。記述は簡明ならざるを得ず、浄瑠璃ま

用いなかったのは、その転義の用法がまだ十分定着し

た近松の研究レベルと相俟って、この年代の文学史教

ていなかったためかと思われる。先に見た藤井の用例

科書類に、「古浄瑠璃」の用語は見出しがたい。高名

に窺われる語意の揺れは、その定着度の裏返しとも考

な藤岡作太郎の『日本文学史教科書』（明治３４）は

えられる。

100 ページに過ぎず、これに『同書備考』（同３５）

それが明治４０年代に入ると、次項で取り上げる古

159 ページを添えて教授者の資としたが、やはり「古

浄瑠璃本の纏まった翻刻が進められ（明治 39・40）、

浄瑠璃」への言及は見られない。

その校訂者の一人、水谷不倒編の『近松傑作全集』（明

教科書外についてみれば、大和田建樹の『日本大文

治４3

早稲田大学出版部）に寄せられた諸家の序論に

学史』（明治 32～33、５分冊）が１千ページを超える

は、転義による「古浄瑠璃」の明確な用例が見られる

ものの、「浄瑠璃の著作」の章では小野のお通による

に至る。先に引く鈴木暢幸の『大日本文学史』が「古

十二段草子を浄瑠璃の起源と説くや直ちに近松に及

浄瑠璃」の節を設けたのと時期を同じくする。佐々の

び、いわゆる古浄瑠璃時代の記述を欠く。

『近世文学史』における古浄瑠璃記述の前提は整って

それより４年後に刊行の鈴木暢幸著『日本文学史論』

いたといえる。

（明治 37、3 冨山房）に古浄瑠璃の用例が見出される。

尤も、それには、藤井の『近松門左衛門』も大きく

宇治加賀掾の為に筆を取った近松の作品を、まだその

与かったものと思われる。それは二人の親密な関係、

「特色が表れませんので、此等は古浄瑠璃の部に属せ

すなわち東京帝大文科大学国文科の同窓であるばかり

しむべきものであります。」とし、竹本義太夫がその

でなく、既述のごとく当の『近松門左衛門』が当時金

修行中は「井上播磨にも接して、従来の古浄瑠璃を語

港堂にあって『文芸界』を編集した佐々の企画による

って居りました。」と述べる２箇所がその全てである。

「近代文芸叢書」の第一巻として刊行された事情を汲

「古浄瑠璃」を規定する叙述はないが、すでに転義の

んでの推測である。

用法であるのは文脈からして明らかである。
それに続いて、「（義太夫が）根城を大阪に構へて、

６

浄瑠璃の古流と当流

正々堂々と打って出づるに至っては、大詩人近松門左

藤井の『近松門左衛門』と佐々の『近世国文学史』

工門の筆に成れる新浄瑠璃を語り、」と述べるのは、

刊行の間に、いわゆる古浄瑠璃の注目すべき活字化が

「新浄瑠璃」を原義の「新作」の意味ではなく、「古

あった。国書刊行会による『新群書類従』全 10 巻に

浄瑠璃」の転義の対として用いていると解釈される。

「歌曲」の２冊が宛てられ、水谷不倒校訂の第五（明

それは、同じ著者による『大日本文学史』（明治 42,12

治 39）には土佐浄瑠璃 13 曲を含む古浄瑠璃 33 曲、幸
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田露伴校訂の第九（明治 40）には金平本 39 本が収め

こうした「当流」の元来の語義・用法が薄れて、「古

られた。本書所収本によって、関東大震災で焼亡した

流」に対置されるに到ったと考えられる。近代の浄瑠

原本の面影を辛くも知りうる例も少なくないが、その

璃研究が｢古浄瑠璃｣に転義をもたらしたごとく、宝暦

貴重さは暫く措くとして、その例言によって「古浄瑠

期における義太夫節への嗜好・関心の高まりが、「当

璃」の規定をまず見ておきたい。

流」の語義・用法の転機となったとしてよいであろう。

（前略）近松はさながら浄瑠璃の今古を分割すべ
き境界線なりしなり。されば古浄瑠璃といへば、

お

近松以前のものを数ふ。本巻また此意義によりて、

わ

り

に

残る課題の一つに読みの問題がある。今日「古浄瑠

材料を選択せり。

璃」を「こじょうるり」と読んで何の疑問も持たれな
いが、『大言海』はそれを空見出しとして「ふるじょ

作品「出世景清」ではなく作者近松を以って、浄瑠

うるり（原仮名遣い＝ふるじやうルリ）」の見出しで

璃史を画する把握である。
他方、冒頭部では次のように古流と当流の別をいう。

転義のみの語釈を施す。この読みを採る国語辞書を他

義太夫節の流行を極むるや、世人これを当流と称

に知らず（注 20）、何か拠るところがあるのであろう

し、それより以前行はれたる諸派の浄瑠璃を目す

が、今は心覚えに暗示的な次の抄録２例を挙げておき

るに古流をもってせり。蓋し当時にありては、義

たい。

太夫節は最も現代趣味に適し、他は既に時代後れ

例１

貞享二年丑二月より道頓堀にて芝居興行あり

て

最初は宇治加賀掾の古物世継曽我・藍染川・

となりたればなるべし。
ここにいう「古流」と「当流」は、宝暦期の『竹豊

いろは物語

故事』・『外題年鑑』などに見られ、正しく浄瑠璃の

朝七騎落

井上播磨掾の古もの賢女手習鏡・頼

以上五替り

最盛期における用例であり、流派によって浄瑠璃の今

―南水漫遊拾遺（新群書類従本）

古を分かつ用語である。

例２

そもそも義太夫が大阪道頓堀に芝居を興行せ

こうした作者（あるいは作品）によるのと、太夫（あ

しは、貞享二年二月にて、其時の浄瑠璃は宇治の古物

るいは流派）によるのと、いずれも２期区分といえる

『世継曽我』を語り、それより二三回はいづれも古浄

が、その対応関係にいくらか明確さを欠く。前引の角

瑠璃なりしが、

田による「古浄瑠璃」では、これを一歩進めて３区分

―傑作近松全集（「出世景清」解題）

とし、「戯曲史または作家史上の近松以前と近松時代

例２の「古物」は例Ⅰの「古もの」より推して「ふ

と近松以後」と「流派史上の古浄瑠璃の時代と古浄瑠

るもの」と読ませたと思われ、また「古浄瑠璃」は文

璃義太夫併行時代と義太夫節に統一された時代」とが

脈上からその「古物」と同義でなくてはならず、とす

大観すれば大体は対応するとした。

れば「古浄瑠璃」も「ふるじょうるり」と読むのが、

この３区分法によって、「併行期に古流で初演され

「ふるもの」と相応じて落着くように思われるが、い

た作品は、その期における古浄瑠璃として扱われる」

かがであろうか。『南水漫遊拾遺』を収める『新群書

という規定が明確なものになり、従うべきである。

類従第二』（明治 39）は例２の執筆者水谷不倒の校訂

ただしかし、古流と当流とが言わば対の概念、ある

になり、また前項で述べたごとく、当時「古浄瑠璃」

いは用語となるのは、先の例言に見るように宝暦期の

が原義から転義へと移行を遂げる時期にあったことを

浄瑠璃最盛期を背景にしたものであって、義太夫以外

思えば、強ちな推測とも言われないであろう。

でも一流を語り出した太夫が、自負を込めて自流を「当

れ、『古浄瑠璃』が原義（旧作）では「ふるじょうる

流」と称したのを見落してはならないであろう。

り」と読まれ、転義に伴い「こじょうるり」と訓じら

とま

れるようになった可能性も、今後の検討課題として残

義太夫が自流を「当流」と称した例が元禄末年頃刊

しながら拙稿を閉じる。

行とされる段物集『浄瑠璃当流小百番』の序（注 17）

（平成 18,12,27 初稿）

であるが、『外題年鑑』に古流とする都太夫一中の正
注１

本「伝授小町」（注 18）の内題に「当流」を冠したり、

本学の図書館に配架される携帯版国語辞書で、

同じく宇治加賀掾門下の豊松派段物集『音曲大和言葉』

「古浄瑠璃」を立項するのは、『角川新国語辞典』

(注 19)の序に、「当流と持なす一ふしとは当時流布豊

（1991 角川書店）・『旺文社国語辞典』（1998

松の一流（下略）」と称したりする例がある。

文社）、逆に立項しない例では、『新明解国語辞

これらの用例からすれば、「当流」の対語は「他流」

典』第５版（2000

となる訳で、「竹本筑後掾門弟教訓並連盟状」（宝永

第６版（2002

7）の一条に「他流他人之浄瑠璃をそしり（中略）申間

２

舗候御事」とあるのがその例証である。

三省堂）・『岩波国語辞典』

岩波書店）など全５種を数える。

引用は『大辞林』第３版（2006

る。『大辞泉』増補新装版（1998
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「竹本義太夫が近松門左衛門と提携して義太夫節

（明治 41）した。

を完成する以前の各派の総称。」と記述される。

15

藤井は本作を「巣林子が初期の筆力文体を観察

３

『日本庶民文化史料集成 第七巻』解題参照。

すべき恰好の資料」として、前注の『巣林子評釈

４

例えば、享和元年 12 月の道頓堀東芝居の「豊応

に付載するほどであったが、今日では近松作と認

丸万歳艤諷」初演番付、文化 2 年 10 月の北新地芝

定されていない。

居の「会稽宮城野錦繍」初演番付に、「新浄るり」

16

執筆者の意図はともかくとして、読解の上で不

と刻される。（『義太夫年表 近世篇』参照。）

統一・揺れを認めざるを得ないであろう。

５ 『浄瑠璃作品要説 8 錦文流ほか篇 』所収「絵本

17

とさかしめんと

「星兜弓勢鑑」の興行を以って直ちに豊竹座再興

して

とはみなされず、その後も再興の複雑な経緯があ

ぬ

６

った。拙稿「豊竹座再興の一道程」（「名古屋大

18

學国語国文学 第 76 号 」参照。
７

本節は、松崎仁氏の執筆になり、後に「近松に

既に三帖とな

当流浄瑠璃小百番とえぼし名づけをハん

」（日本庶民文化史料集成本）
上田市立図書館飯島文庫所蔵本が唯一の伝本

雄編『一中節の基礎的研究 第一巻』解題参照（平
成 11、勉誠出版）。

浄瑠璃・ことば』（平成６、八木書店））に収め

19 天理図書館・大阪大学忍頂寺文庫所蔵。元文初

られたが、右の引用部分については修訂されてい

年刊行か（古典文庫『加賀掾段物集』参照）。

ない。
８

人のこゝろの花

せちに望まれて

で、拙稿で初めて紹介した。諏訪春雄・小俣喜久

よる浄瑠璃戯曲の形成」と改題して著書『歌舞伎・

９

「（前略）桜木にちりばめて

太功記」解説参照。

20

辞書以外で「ふるじょうるり」の訓を付した例
として、小山

岩波書店版『近松全集』は、「出世景清」以後

正著『浄曲の新研究』の第２章

「曽根崎心中」以前の 27 作を近松作品と認定して

第２節で「こじょうるり」と併記した箇所があ

収める。

る（ｐ１３）。

富松薩摩の段物集として、天理図書館の『富松
補記１

時計草』・『薩摩模様音曲縫小袖』が知られ、何

国会図書館所蔵の明治期の日本文学史に

れも享保年間の版行と推定される（信多純一氏「宇

ついては、大方を愛知県図書館所有のマイク

治加賀掾年譜」、『加賀掾段物集』所収、昭和 33、

ロフイルムの利用で通覧したが、補充調査で

古典文庫）。『時計草』では所収 18 曲中の 14 曲

『国立国会図書館所蔵明治期刊行図書目録』と

が、改題を含め竹豊両座の何れかで初演されてい

端末機による検索結果との間に一部出入り

る。

があると知った。またその何れにも検出され
ない、境野正著・芳賀矢一校閲『日本文学史』

なお、家蔵の『時計草』は天理本に 3 曲３段（道
行越路の女なみ・栗の段夢物ぐるひ・よじ兵衛あ

（明治 38,9

づま道行）を増補した、同じ山本九兵衛版である。

市鶴舞中央図書館に所蔵される例もあり、

10 ７行本を本文とし、右傍に１０行本による校異

第3版

吉川弘文館）が名古屋

なお精査の要がある。
２

と漢字表記を補い、文字譜は簡略化している。

成稿後に、「藤井乙男著作集」全９巻が本

11 新修版は、旧版との間に刊行した『珍書大観金

年２月末日にクレス出版から刊行予定と知

平本全集』の解題を増補した他は、旧版とほぼ同

った。その収載書目に本稿の補強あるいは補

じ構成である（『水谷不倒著作集 第四巻』編集後

正に資すると思われるものがある。

記参照）。
12 本作には上方版と江戸版とがあり、いずれによ
る翻刻かは活字本未見のため不明。『金平浄瑠璃
正本集 第二』所収本解題参照。
13 饗庭篁村校訂の『近松世話浄瑠璃』（帝国文庫
第五拾編、明治 30）では、武蔵屋本とは異なる選
定をしており、全２９曲の中で共通するのは１７
曲である。なお、武蔵屋本により近松世話物を２
４篇とする通説には、批判も提出されている。
14 当時佐々は金港堂にあって「文芸界」編集に任
じ、藤井は同誌に「曽根崎心中」「冥土の飛脚」
の評釈を発表し、後に『巣林子評釈』として刊行
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異文化受容における「情趣」の働き
日本人のキリスト教受容形態考察

樫内 久義
愛知みずほ大学瑞穂高等学校

日本人の異文化受容の特徴を生じさせる様々な要因のうち、
「気風」
「気分」
、
とも言える情趣の働きに注目し、
それと文化形成における関係について考察する。対象は世界宗教であり、異文化の代表格でもあるキリスト
教である。それが日本人によってどのように受容されたのかを、折口信夫と谷崎潤一郎という明治から昭和
にかけて活躍した知識人の日本文化に関する見識を参考に考察する。
折口は古典の魅力について述べながらも、伝統文化が引き継がれる現象には情趣が関わっていることを指
摘する。また、谷崎は日本人の気質と西洋人の気質との相違を述べた上で、キリスト教的精神が日本人に受
け容れがたいものであることを指摘する。
キリスト教は日本文化において確固たる位置を占めているが、本来の信仰対象としては日本人の人口の
１％に満たない信者を有するのみという状況である。確かにキリシタン時代の弾圧をはじめ、歴史的背景が
キリスト教布教にとって好ましくないものであったという事実はあるが、
日本人の宗教観がキリスト教の
「神
観」と馴染まないことが、その根本的な原因であると考えられる。それでは、日本人の宗教観とはどのよう
なものであるかを、日本人の宗教観を培った日本の風土について触れながら、キリスト教を独自の宗教観に
よって本来のものとは全く違うものに変容させてしまったカクレキリシタンと呼ばれる人々の信仰形態から
考える。

はじめに

せずに見られたと考えられるからである。当時の

日本文化についての研究に取り組んでいる。現

知識人の見識として具体的には谷崎潤一郎と折口

在のところ、宗教と異文化に対する日本人の対応

信夫の見識を採り上げ、本稿における考察の下敷

の仕方についての考察を中心に研究を展開してい

きにする。日本文化について考えるにあたって両

る。具体的には「日本文化としてのキリスト教」

者から重要な示唆が得られることは言うまでもな

というテーマで、日本人にとってのキリスト教お

いが、今回敢えて注目する所以は、両者の文化事

よび、それによって垣間見られる日本人の宗教意

象に対する極めて繊細かつ感覚的な視点から齎さ

識、異文化に対する態度についての研究に取り組

れる文化事象に対する深い洞察力に注目するから

んでいる。

である。

これまでキリシタン時代のキリスト教受容、
「カ
クレキリシタン」の信仰形態、現代社会における

文化形成と情趣

キリスト教の位置について論考を試みた。
今回は、

文化事象は突き詰めること人の営みである。人

それらから得られた見解に明治 20 年代から昭和

の営みである以上、それは文化を形成する集団を

30 年代まで活躍した知識人の日本文化について

構成する個々人の個性に最終的には収斂される。

の見識を加えて日本文化について小考してみたい。

但し、文化を形成する以上、個人間にある程度の

明治 20 年代から昭和 30 年代までを採り上げる理

共通認識が存在しなければならない。年中行事に

由は、その時期が西洋文化の移入とともに近代以

しろ人生儀礼にしろ、広くは民族単位から狭きは

前の伝統的な日本文化が未だ日常生活の中で色褪

地域、血縁集団、家族間の共通認識を土台として
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執り行われる。それゆえ、最小のものとしては家

生命に関わる根源的な感情、
「憤怒」
、
「悲嘆」
、
「憎

庭から始まり、地区、地域、地方というような単

悪」
、
「狂喜」等の極めて激しい感情を指さない。

位での調査が可能となる。対象範囲が拡大されれ

また、その生じさせるのに明確な起因を必要とし

ばされるほど、文化の独自性が明確となると言え

ない。極めて曖昧であるが、捨てがたい感情とで

よう。関東、関西といった括り方を考えれば容易

も言えるべき性質の感覚を指す。何かしらの行動

に理解され得るだろう。言語から始まって各種風

の動機を尋ねられたときに、
「何となく」とか「何

俗に見られる相違は明らかであり、そこに気質ま

処となく」とでも表現できる心理状態である。例

たは気風と呼ばれる住民たちの文化事象に関する

えば、マイカーを購入する際の状況を例に採って

認識の相違が確認される。更に民族または「国」

みよう。車を購入する際には、様々な条件が関わ

（国家）という単位で見れば、元旦の初日の出を

ってくる。まずは、経済的なもの。次に、それに

心待ちに待つ人々の姿から元日を迎える心情及び

見合う性能。そして何より好み。
「情趣」という心

日の出という現象に対する日本人の独特な共通認

理的要因は、この「好み」に分類される。経済的

識というものの存在を疑うことは困難であろう。

に魅力的で、それに十分すぎるほどの性能、他に

文化を研究対象としている上で重要な視点とし

も自然環境に優しい機能が備えられているとか、

て位置づけているものに「情趣」がある。文化を

数年間、修理や部品交換の費用が無料であるとか

形成する要因としては様々なものが考えられよう。

の何かしらの特典がついている商品でも、最終的

歴史的、地理的、政治的、経済的、心理的、それ

に色が気に入らなかったり、形に満足が行かなか

を眺める角度、捉え方によって様々な要因、視点

ったりする場合には購入を諦めるか、購入するに

を存在せしめることになる。しかし、それらの中

しても「妥協」という形をとる。販売員に購入し

で不可欠と考えられるものが心理的な要因である。

ない理由を訪ねられた客は、
「色が何となく違う」

言うまでもなく、
「情趣」は、その心理的要因に含

とか、
「形が何処となく好みと異なる」というもの

まれる。

ではなかろうか。もちろん、もう少し明確な理由

文化を形成する様々な要因を、その地域性を中

を挙げるかも知れない。だが、その場合も、どの

心として考えるとき、
「風土」という用語が最も包

ようであれば自分の好みにぴったりと合致するか

括的な概念として採り上げられよう。
「風土」は単

を説明することは難しいのではないか。やはり、

に地理的なものではなく、他の多くの文化形成要

そこにも「何となく違う」というような感覚が残

因を含む上に、それらの要因から生じた更に細分

る。他にも、特に理由もないのに、買い物等に誘

化した要因をもが、言わば有機的に関係し合った

われた場合にも、
「何となく気分が乗らないから」

文化形成の土壌として捉えられる環境である。日

という理由が聞かれることも少なくないだろう。

本のモンスーン気候を背景とした豊かで穏かな自

人が何らかの行動を起こす場合に、
「気分」という

然環境を例に挙げてみよう。四季の変化に富み、

表現されるような情趣的な動機は見逃せない。何

豊かな森林とそれらを育む河川、高峻な山地の景

故なら、そのような場合は日常生活において頻繁

観と、恵まれた海洋資源、見渡す限り続く広大な

に見受けられるということもあるが、最も注目す

平野等の自然環境が日本には存在する。そして、

べきは、妥協が許されないからである。いくら客

それを一次的要因として生じた生活様式、例えば

観的に挙げられる明確な理由がいくつも存在して

稲作文化、それを二次的要因として生まれた衣・

も、
「気分」という主観的な理由ひとつによって妨

食・住を基に生まれた生活習俗、更に、それを要

げられたり、躊躇されたりといった行為は枚挙に

因として様々な文化事象が生まれるというような

暇がない。そこに文化形成、特に異文化受容にお

流れをもって日本の「風土」は形成される。例え

ける重要な要素があると考えられるからである。

ば、日本の宗教事情として、しばしば指摘される
日本において絶対的一神教が育ちにくい要因とし

折口と谷崎の見解

て、その自然環境を中心とした「風土」が挙げら

折口信夫は、
「生活の古典」というものを述べる

れるが、それは単なる自然環境ではなく、日本の

にあたって次のように記している。

地理的条件から派生した文化形成のあらゆる要因
がお互いに関係し合った複雑な様相を呈している。

明治中葉の
「開化」
の生活が後ずさりをして、

文化を形成する心理的な要因も、いくつもの要

今のあり様に落ちついたのには、訣がある。

因が関係し合った「風土」と密接な関係を持って

古典の魅力が、私どもの思想を単純化し、よ

いる。
「情趣」は、その心理的要因の中で、ときに

なげて清新にすると同様、私どもの生活は、

70

原著

、

化形成においては、
「気分」と呼ばれる情趣が深く

、

功利の目的のついて廻らぬ、謂は仮ゞむ だ と

関わっていると言えよう。
さて、明治、昭和に活躍したもう一人の知識人

し きた

も思はれる様式の、由来不明なる「為 来 り」

である谷崎潤一郎は、言うまでもなく文学界にお

によつて、純粋にせられる事が多い。其多く

ける重鎮である。彼は作家として小説の他にも数

は、家庭生活を優雅にし、しなやかな力を与

多くの優れた随筆を残している。
「陰翳礼賛」
等は、

た

、

その代表作であり、日本人の気風や美的感覚を見

、、 、

へる。門松を樹てた後の心持ちのや す らひを

事に描出しており、それは日本文化を考える上で

考へて見ればよい。日の丸の国旗を軒に出し

は非常に参考となる作品である。彼は「懶惰の説」
という随筆で次のように述べている。

シタ ヱ

た時とは、心の底の「歓び」――下 笑ましさ
とでも言ふか――の度が違ふ。所謂「異教」

たとえば基督教の運動に「救世軍」というも

の国人の私どもには、何の掛り合ひもないく

のがある。私はその事業なりそれに携わる

りすますの宵の燈に胸の躍るを感じるのは、

人々に対して敬意をこそ抱け、決して反感や

古風な生活の誘惑に過ぎまい。

悪意を蔵する者ではない。しかしその動機の

くりすますの木も、さんた・くろうすも、実

如何にかかわらず、ああいう風に街頭に立っ

はやはり、昔の耶蘇教徒が異教の人々の「生

て、激越な、早口な、性急な口調で説教した

、

、

、

、

、

り、自由廃業の援助に奔走したり、貧民窟を

、

活の古典」のみ や び や か さ を見棄てる気に

軒並みに叩いて慰問品を贈ったり、一人々々

なれないで、とり込んだものであつたのであ

行人の袂を捉えて慈善鍋への寄附をすすめビ

る。

ラを配るというような、せせこましい、瑣々

（折口信夫『古代生活の研究

常世の国』

屑々たる遣り方は、不幸にして甚だ東洋人の

『新学社近代浪漫派文庫 24 折口信夫』新学

気風に合わない。それは理窟を超越した肌合

社 2005 年 97・98 頁）

いの問題であって、東洋人にはお互いに解っ
ているはずの心理である。ああいう運動を見

この引用箇所における折口の意図は、古からの

せられると、われわれは足元から追い立てら
れるように忙しい気持がするばかりで、少し

し きた

「由来不明」な「為 来 り」が現代（執筆当時の）

、

、

、

、

生活の中で生活を優雅にするというところの「生

もし ん み り した同情心や信仰心が湧いて来

活の古典」の存在そのものに焦点が当てられてい

ない。
人はよく仏教徒の布教や救済の方法が、

、

基督教に比べて退嬰的なのを攻めるけれども、

、、 、

るが、ここでは、それにより齎された「や す らひ

実はあの方が終局において国民性に叶ってい

」や「くりすますの宵の燈に胸の躍る」という、

るのである。

その「胸の躍り」に注目したい。また、この箇所

（谷崎潤一郎「懶惰の説」 篠田一士編『谷

には、本稿で採り上げるキリスト教についての重

崎潤一郎随筆集』岩波文庫 2005 年 22・23

要な他のテーマも含んでいるので、また後ほど触

頁）

れたいと思う。
門松を立てた際の心持ちや、
「くりすますの宵の

ここでは、キリスト教プロテスタントの一派で

燈に胸の躍る」気持ち、すなわち、
「気分」は折口

ある Salvation Army の支部が 1895 年（明治 28

の言う通り、功利とは無関係のものである。折口

年）に日本に設けられて以来行われていた「救世

は、別の箇所で、その気分を齎す「生活の古典」

軍」の「社会鍋」または「慈善鍋」と呼ばれてい

と名づけた古典の魅力は、ときには生活の倫理内

た募金活動が採り上げられ、それに対する感想が

容にまで及ぶと述べ、突き詰めて行くと、信仰に

述べられている。折口の場合には、キリスト教の

まで行き着くことを指摘しているが、そこまで追

風習は日本人の情趣に好ましいものとして採り上

究せずとも（それはそれでまた興味深い指摘であ

げられているが、この場合には「理窟を超越した

るが）
、門松を立てるという行為、また、クリスマ

肌合いの問題」としながら、
「気風に合わない」も

スの風習に共感を覚えるという心情を抱くには明

のとして記されている。
2004 年の夏（2004 年 6 月 9 日から 2004 年 8

確な理由、目的は存在しないという点において文
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月 31 日まで）に東海地方の 18 歳以上の住民に対

信仰の問題

して任意記名方式、選択、記入併用形式でキリス

信仰の問題は突き詰めれば、
個人の問題である。

ト教についての意識調査を行い、548 名から貴重

普遍的なものではなく、極めて個人的と言えるも

な回答を得た。そこではキリスト教についてのい

のである。信教はあくまでも自由であり、信仰に

くつかのイメージを尋ねたが、そのイメージの中

おける帰着点は個人である。この場合の自由とは

に、キリスト教の「正しさ」と「好感度」につい

個人の権利が法的に認められ、保護されていると

て尋ねたものがある。それらの項目について「正

いった性質を言うのではない。権利とは阻害され

しくない」
、
「嫌いだ」と答えた回答者が挙げた理

る恐れがある場合に用いられるべき性質の言葉で

由に次のようなものがあった。

あり、信仰内容は本人に、それを変える意思が無

「子供をつれた物売りはよくない。
（
」
「正しくな

い場合、たとえ外圧をかけられたとしても、それ

い」の回答）
・
「訪問販売みたいに怪しく押しかけ

に左右されるものではない。たとえ何らかの圧力

てくる人がいるから。イラク戦争を始める原因に

によって外面的な信仰の様式を変えたとしても、

も思えるから。宗教戦争を起こしやすい宗教とい

個人の内的信仰まで影響が及んでいるかについて

うイメージがあるから。
」
「イエス・キリスト自体

は量ることはできない。キリシタン探索のために

には、好感度があるのですが、だいぶ昔に子供を

施した古の絵踏みにおいても、キリシタンの行動

一緒に連れて、各家庭をまわる布教活動を行って

が内的信仰を全て表出したものとは限らないので

いたのに出合ったので、子供を使うことに抵抗を

ある。聖影に足掛ける信徒は棄教どころか、更に

感じています。ルール違反だと思います。
」
（とも

重い十字架を背負っていかなければならなくなる

に「嫌いだ」の回答）

場合がある。彼においては、救いのために、かの

ここには救世軍の慈善鍋の活動は見られないが、

宗教にすがるしかなくなる場合もある。朝日に手

布教のために各家庭を「子供をつれた物売り」や

を合わせる者に、
罷りならぬと禁止したとしても、

「訪問販売みたいに」
「押しかけ」たりするという

曙に特別な思いを馳せる彼の心情を禁ずることが

一部のキリスト教派の強引とも思われる積極的な

できるだろうか。また、信仰は極めて個人的であ

布教活動が正しくない行為、または不快なものと

るがゆえ、世界宗教といわれる類の宗教において

して挙げられている。そこには、キリスト教徒の

も、その教義が信者すべてに同一に受け容れられ

押し付けがましい布教方法が日本人（東洋人）に

ているとも期待できない。もちろん、世界宗教の

は受け容れがたいという谷崎の指摘と重なるもの

場合には、すでに、国の違い、民族の違いによる

がある。もちろん、谷崎の注目するところとアン

文化の相違から生じる変容を来たしていることが

ケートの回答内容とはコンテキストが異なる。谷

考えられるが、それに加えて個人レベルでの変容

崎は、西洋人は極めて行動的であり、かつまた、

も待ち受けている。食材は同一でも、それぞれの

そのことを善しとするが、東洋人は「物臭さ」
、
「億

消化能力によって吸収度に差が出るのにも似てい

劫がり」という性質を特色として有しており、そ

ようか。学問や他の文化において、その立場や形

れを悪しとはしないという文脈においてキリスト

態は多様であり、相対的であるが、信仰の問題に

教徒の布教方法を採り上げている。そして、アン

ついても、それは例外ではない。現代の学問は文

ケートの回答の場合には、訪問販売と思われる行

化相対主義であるとも言える。これは、それぞれ

為や子供を利用していると思われる行為が反発の

には、優れているところもあれば、そうでないと

中心である。しかし、それらに共通して見られる

ころも当然存在するという考え方であり、絶対的

のは、やはり、キリスト教の布教方法が日本人の

なものはないという立場である。ゆえに、その優

気風に合わず、受け容れがたいものであるという

劣に関する基準については相対的、個人的なもの

ことである。

である。

以上、折口と谷口の日本人の気質についての見

信仰の問題の場合、極めて個人的な問題である

識を引用しながら文化形成、または異文化受容に

ことについては既に述べたが、それでも、個人の

ついて、
「気風」や「気分」とも呼べる情趣が見逃

枠を超えた、民族性、国民性による信仰形態、特

せないものであることについて見てきたが、文化

徴が実際には存在する。この民族性、国民性によ

の中でも、特に宗教、信仰という精神的分野にお

る特性の存在は、見方を変えれば、当然、民族性、

いては、この情趣が重要な要因となる。次に信仰

国民性によって固有の信仰形態があってもいいと

の問題について述べてみたい。

いう考え方である。具体的に言えば、
「聖書の理解
の仕方はアングロサクソン人と日本人とは違って
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いてもいい」（山折哲雄『日本の心、日本人の心

虚で純真なる心での祈り無くしては、その行為、

下』日本放送出版協会 2004 年 22 頁）という考え

心情は信仰ではあり得ないと考えている。

方である。

神学者をはじめとして、キリスト教関係者は、

人は社会的な生き物であり、複数の人から成る

日本でキリスト教信者が一向に増えないことにつ

社会の枠の中で生活している。当然、社会は文化

いて憂慮し、その原因を探ろうと様々な思考をめ

を生み出し、その文化は、その社会の枠の中では

ぐらして来た。私は、キリスト教に限らず、宗教

共通となる。この文化は人と人との結びつきが強

という文化事象が、グローバル世界を迎え、相対

いほどその社会の各構成員に及ぼす影響度は強く

的な価値観こそが重視される現代、特に、合理化

なる。例えば、小規模なコミュニティーや単一民

と常に最新の科学技術でもって発展してきた日本

族による国家などでは生活様式をはじめとして文

においては、まず、大した価値は見出され得ない

化は極めて似通ったものとなる。

と考える。それは、宗教から、信仰、
「祈り」が失

価値観は、多様極まりなく、個人の数だけ存在

われてしまったからではなかろうか。

するといっても過言ではないが、この価値観は人

現代は、上記で紹介した「祈り」に基づく信仰

格が形成される社会背景と密接に繋がっている。

心が持ちにくい時代となってしまったのではない

すなわち、社会の様相が似通ったものであれば、

だろうか。宗教からは「祈り」を中心とした信仰

かなりの共通性を持った価値観が形成されること

が欠落し、それは、目的を達成するために、その

になるのである。それゆえ、信仰のような極めて

教えや理論を利用する手段となってしまった部分

個人的な問題でも民族性、国民性といったものか

が大きいのではないか。

らは逃れ難く、そのような視点からの捉え方が可

そのような状況では、現代の日本においては宗

能となる。

教に絶対的な価値を見出すこと自体が難しいこと

代表的なカトリック作家である奥村一郎の著作、

をまず指摘しておくが、見方を変えてみると、
「祈

『祈り』に次のような一節がある。

り」無くしては信仰心は持てず、宗教は見向きも
されないものか、
「宗教」とは名ばかりの信仰以外

小学校三年生のころだったと思う。家に神棚

の目的が求められる形骸化された存在になってし

と仏壇があり、いつのまにか父母にならって、

まうということである。

学校に出かけるまえ、ちょっと手を合わせて
拝んでいく習慣がついていた。ある日のこと、

キリスト教に対する反応

父が「おまえ、何を祈ってるのか？」と尋ね

宗教に、祈り、信仰心という精神的な分野が欠

た。とっさのことで、すぐにことばが浮かば

かせないものであれば、そこには、やはり、
「気分」

なかったのか、
「ウウン、ナンニモ……」と首

や「気風」という言葉で表現される心の働き、す

をヨコに振りながら答えた。
「そうか、それで

なわち、情趣が深く関わって来ることになる。そ

いい」気の抜けたようなわたしの答えを意外

の情趣は、個人的なものとは言え、既に繰り返し

に思う様子もなく、父はことばを足した。
「神

述べているように社会環境、特に「風土」と呼ば

さまの前で、一日のうち何分かでもいい。き

れる、人を囲むあらゆる要因が有機的に関係し合

れいな心で立ちさえすれば、それでいい」父

って形成された環境の影響を強く受ける。それゆ

はもうそのことを覚えていないようだが、わ

え、西洋人にとっては積極的、行動的なキリスト

たしには不思議なほど鮮明に、もう四十年近

教の精神は好まれるが、ときに物臭さや億劫さま

くまえになる、その朝のことが思い出される。

でもが善しとされる日本人には敬遠されるという

（奥村一郎『祈り』女子パウロ会 2004 年

ことも十分あり得るのである。

188・189 頁）

では、キリスト教は、日本人に全く受け容れら
れなかったのであろうか。答えは「否」である。

信仰とは何か。様々に定義することが可能だろ

現在、総人口の 1％に満たない数であるが、洗礼

う。しかし、祈り無くしての信仰があり得るだろ

を受けた信者は存在している。また、数字という

うか。キリスト教信者だけでなく、自らの信じる

明らかな形では示せないが、例え受洗していなく

「神」を持つ人々はひょっとすると、奥村が指摘

ても信仰している者も少なくはないだろう
（最も、

するような「きれいな心」で「神さま」に向かう

仏教をはじめ、
「洗礼」というイニシエーションを

心を忘れてしまっている場面があるのではないだ

伴わない宗教では、その信者数は明確には把握で

ろうか。私は、
「きれいな心」
、言い換えれば、謙

きないが）
。ただ、信者の数が増えないのには、現
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代の宗教離れを別にしても、キリスト教にとって

の基になる聖書自体も、諸文化の福音化を呼びか

は歴史的に不幸とも言える環境の中に殆どあると

けている反面、そのメッセージがインカルチュレ

言ってもよい。それについては、本稿では詳しく

ーションの実例であることが問題にされる場合も

述べられないが、簡単に紹介すると、キリシタン

ある。

時代の禁教と迫害、戦争による迫害、明治以降の

すなわち、キリスト教は、仏教等と同様に、諸

都市と印刷物を中心とした、偏った布教方法、閉

文化の影響を受け、その姿を変えつつ教圏を拡大

塞的で現代の実情に合わない教会の在り方等であ

していったのである。また、空間的な問題だけで

る。それらは外的なものもあれば、教会そのもの

はなく、時間的な問題、すなわち、時代性にも、

の問題もある。

影響を受ける。特に現代では、それは著しい。そ

また、キリスト教は宗教としてではなく、文化

れは、キリスト教の本質までもが揺るがされる程

としては、日本人に大いに受け容れられている。

のものである。その背景にあるのは言うまでもな

折口の文章にも見られたが、
「クリスマス」はもは

く科学技術の目覚ましい進歩である。もはや科学

や日本の年中行事のひとつとして定着し、日本文

技術の進歩は神の領域であった生命創造の分野に

化において欠かせない存在になっているといって

まで及んでいるのである。

も過言ではない。それは、
「くりすますの宵の燈に

話が時代性にまで及んでしまったが、キリスト

胸の躍る」という情趣的な面を除いても、経済効

教は、
決して不変な存在ではなく、
異文化の影響、

果等の面においても日本において重要な位置を占

更には時代の影響を受け、変化する存在なのであ

めている。

る。キリスト教は変わるべきではないという普遍
性が求められる一方で、時代に合わすべきだとい

キリスト教の性質

う要望にも応えなくてはならない立場にある。そ

ここで、折口の「生活の古典」の中に述べられ

れは、何も、現代だけに言えることではない。

ていたキリスト教と異文化との関係について少し
述べてみたい。
それはキリスト教が日本をはじめ、

カクレキリシタンの信仰生活

非キリスト教圏の人々にどのように受け容れられ

このように宗教としても、ひとつの文化として

たか、
また、
受け容れる側の非キリスト教圏の人々

も日本において独自の位置を占めているキリスト

によってキリスト教自体がどのように変容するか

教であるが、
次に、
それが日本人の
「手にかかる」
、

を垣間見ることができるからである。

すなわち、宣教師や西洋人の指導者抜きに日本人

異文化が接触するときには様々な現象が起きる

だけの手に委ねられると、どのような存在となる

が、文化形成は極めてサイバネティックな現象で

かについて考えてみたい。それは、日本人の情趣

あるため、その程度に差はあれ、異文化間に双方

が異文化受容にどのように関わるかを検証するの

向性の作用が生じる。
この相互作用を考えるには、

に極めて適していると考えられるからである。

宗教の問題であれば、グノーシス現象やシンクレ

1644 年（正保元年）に最後の宣教師である小西

ティズム（宗教混交）
、インカルチュレーションと

マンショが殉教してからキリシタンたちは宣教師

いう様々な観点がある。なお、グノーシス現象に

による指導が受けられなくなった。そんなキリシ

ついては後で述べる。

タンたちは 1873 年（明治 6 年）に禁教が解かれ

折口は、古のキリスト教徒が、異教徒の伝統文

るまでの約 230 年間は「潜伏キリシタン」として

化を、その「みやびさ」ゆえ捨て切れず、キリス

自分たち信徒たちだけで信仰生活を送らなければ

ト教文化の中に取り入れたと述べているが、見方

ならなかった。その期間は全く日本人の手に信仰

を変えてみると、キリスト教が非キリスト教圏の

活動が委ねられることになったのである。それも

人々の伝統文化を取り入れたとも解釈できる。後

教会の指導者抜きの状態であるので、その信仰生

者の方が、世界宗教となるべく布教を拡大してい

活は日本人の宗教意識、道徳観等の「素」なる日

く意図が存在するとすれば、むしろ、妥当性を持

本人気質の影響をまともに受けることになったの

つかも知れない。実際、キリスト教教会には、布

である。

教先の文化を受け容れ、積極的に入り込んで行こ

ある特殊な信仰形態を持つ一部の人々を指す

うという動きもある。いずれにしても、キリスト

「カクレキリシタン」という名称がある。
「キリシ

教が布教を拡大していくにつれて、その姿が変化

タン」とか「カクレ」とあるので、あたかも禁教

していく現象が見られることを表している。歴史

下の「潜伏キリシタン」や「隠れキリシタン」を

的に見ても、それは確かであり、キリスト教精神

指しているように思われるが、別のものである。
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「カクレキリシタン」とは、その研究者である長

の観点において指摘している。それらは、
「重層信

崎純心大学教授である宮崎賢太郎氏が用い始めた

仰」
、
「祖先崇拝」
、
「現世利益主義」
、
「儀礼中心主

名称である。
それは、
どのような人々を指すのか、

義」であるが、全てについて紹介する余裕がない

宮崎氏本人の文章を用いて紹介する。

ので、初めの２つについて紹介したい。
「重層信仰」は、弾圧の歴史的な事情により隠

現在のカクレは、歴史的にはフランシスコ・

れ蓑としていた仏教、神道の要素が完全に信仰生

ザビエルによって日本に伝えられたロー

活の一部となってしまった信仰形態を指している。

マ・カトリックに由来するものであることは

例えば、カクレキリシタンが住む長崎県の生月の

明らかであるが、二五〇年あまりにわたり江

家庭では、玄関や台所に火の神様・竈の神様であ

戸幕府の弾圧をこうむり、また明治以降一〇

る荒神様を祀った祭壇があり、座敷には立派な神

〇年以上の時を経て、カトリック的特質を消

棚が祀られており、居間には位牌が並んだ仏壇が

失し、きわめて日本的な民俗宗教のひとつに

ある。更に、昔は納戸と呼ばれていた奥まった日

変容していることは言を俟たない。

当たりの悪い部屋に、カクレの神様が祀られてい

こんにちカクレの呼称をめぐって少なから

るし、最近では、お大師様やお不動様を祀る祭壇

ず混乱を招いているのは、江戸時代の、仏教

を設けている家庭があること、また、裏庭のお稲

や神道を隠れみのとするのでなければ生き延

荷様を祀る祠、島に漂流して命を落とした身元不

びていくことのできなかった人々と、一八七

明者の霊を弔う「死霊様」と呼ばれる祠がある家

三年（明治六）に禁教令がとりさげられ、も

庭も多いこと等を、その例として宮崎氏は挙げて

はや隠れみのを必要とせず、公に信仰を明ら

いる。

かにすることが可能になったにもかかわらず、

「祖先崇拝」についてだが、これは日本の民俗

隠さなければ生きていけなかった時代の信仰

宗教の宗教観の基層を形成するものであり、カク

形態を継承している人々を区別することなく、

レキリシタンたちも例外ではなく、先祖に対して

一般的に「隠れキリシタン」とよびならわし

強い思いを抱き、殉教者となった身近な祖先を一

ていることにある。両者は厳密に区別される

種の聖人として祀り、その行いを可能な限り変更

必要がある。それは単に時代的な差異のみな

せずに維持していくという信仰形態を指す。例え

らず、本質的にそれらの信仰の間には大きな

ば、カクレの人々が「御前様」と呼び、祀ってい

差異があり、
「隠れキリシタン」という呼称で

る掛け軸があるが、
そこにはキリストや、
デウス、

ひとつにくくることはまったくもって実態と

マリアというキリスト教的なモチーフの他に丁髷

はかけはなれた、
不適切なものだからである。

を結い、和服を着た人物で、その地区の中心的な

潜伏時代の隠さねば生きていけなかった江

指導者でさえ、その人物が誰なのか分からないと

戸時代のキリシタンの信徒を、キリシタン史

いうような人物像が描かれたものもある。
恐らく、

研究の創始者姉崎正治に従って「潜伏キリシ

その地区の殉教者と思われるが、宮崎氏は、その

タン」とよび、一八七三年以降の隠す必要が

ような明確に誰と認識されない人物像が、次第に

なくなったにもかかわらず、再渡来したカト

先祖のイメージを持って祀られたとしても不思議

リック教会に戻ることなく、潜伏時代の信仰

はないとし、
「目に見えない神よりも、身近に接し

形態を基本的に取り続けている人々を「カク

た自分たちの血につながる殉教者（聖人）たちの

レキリシタン」とよびわけることを提唱した

言葉、行いを学び、それに対する崇敬を示すこと

い。
（宮崎賢太郎『カクレキリシタンの信仰世

の方が大切とされていったのである。
（
」
『カクレキ

界』 東京大学出版会 1999 年 30・31 頁）

リシタンの信仰生活』 192 頁）と述べている。
他にも、本来のカトリックの祈祷とは全く異な

すなわち、
「カクレキリシタン」とは、禁教令解

り、意味すら不明な独自の「オラショ」
（祈り）が

除後の、信仰を「隠す必要がなくなったにもかか

存在し、それを継承し続けていることや、その内

わらず、再渡来したカトリック教会に戻ることな

容に多神教を思わせる「神寄せ」と呼ばれるもの

く、潜伏時代の信仰形態を基本的に取り続けてい

が見られる等、カクレキリシタンの信仰形態は実

る人々」を指す名称である。

に特異で、
キリスト教を起源にはしているものの、

宮崎氏は、それをキリスト教であるカトリック

宮崎氏の指摘する通り、キリスト教とは全く異な

が変容した「日本的な民俗宗教のひとつ」である

る民俗宗教のひとつと言えるものである。このよ

と規定している。そして、その信仰の特色を４つ

うに特殊な歴史的背景が存在したという理由もあ
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るが、日本人の手に委ねられ、日本という「風土」

化受容形態と、その基底にある日本人の情趣につ

では、普遍的とされ、世界宗教の代表とも言える

いて考えて来たが、カクレキリシタンの信仰形態

キリスト教でさえ、大きく変容されてしまうこと

の「重層主義」にも見られた日本人の多神教的「神

もあるのである。このことは既に 1960 年代に遠

観」を生み出す背景となった日本の地理的風土に

藤周作によって『沈黙』の中で描かれてもいる。

ついても触れておく。

この変容を齎したものこそが、日本人独自の精神
世界なのである。

日本の風土と宗教観

「グノーシス主義」や「グノーシス現象」とい

国際日本文化センター所長の山折哲雄氏は、イ

う用語がある。グノーシスとは、元来、
「知識」を

スラエルを旅して、エルサレムに入ったときの印

表す言葉であったが、異文化間の関係を表すため

象を、それは、まるで砂漠のなかの廃墟のような

に使用される用語である。イザヤ・ベンダサンこ

趣であったと述べた上で、そこは、ユダヤ教、キ

と山本七平氏のグノーシス主義、グノーシス現象

リスト教、イスラム教という世界の三大一神教の

についての解釈を基にカクレキリシタンの存在に

聖地であると紹介した上で次のように述べている。

ついて少し考えてみたい。
山本氏はひとつの伝統的文化が他文化に接した

なぜ三つもの厳格な一神教の聖地が、よりに

とき起こるほぼ共通した型の現象のことを「グノ

よってこの狭い地域にひしめいているのでし

ーシス現象」と呼び、次のように述べている。

ょうか。その答えは、風土にあります。イス
ラエルではどこに行ってもどこを眺めても、

グノーシス主義は、キリスト教史において

荒涼たる砂漠しか目に入ってきません。この

「異端」の代名詞に使われるほど強く排撃さ

地上に頼るべきものは一つもない、というこ

れたが、さて、世界史においてキリシタンと

とが実感として迫ってくるのです。とすれば、

最もよく似たものを探していくと、実はグノ

唯一の絶対的な価値はどこに求めればいいの

ーシス主義なのである。ではグノーシス現象

か。最終的には、天上のはるか彼方に求める

とは何か。グノーシスとは元来は「知識」
「認

以外にないのです。
一神教の成立する背景は、

識」の意味で、この場合は、自己の伝統的な

まさにこの砂漠にあるということを、私は理

思想を「輸入の思想・宗教」に仮託して客体

屈においてではなく、実感したのです。

化し、それによって「知識」として再認識し

そんな体験をしてイスラエルから帰国し、日

なおす現象、ともいえよう。そしてこういう

本列島の風土にふれたとき、私は本当にほっ

現象を起こすという点では、もちろん、日本

としました。あの安堵感は、ちょっと言葉に

人も例外ではない。例外といえる点があるな

ならないくらいです。地上には山々がなだら

らば、通常この現象は最終的には相互作用と

かな稜線を見せている。そこに緑したたる樹

なり、例えば、キリシタン思想が遂にロー

木が生い茂っている。豊かな海がある。きれ

マ・カトリック自体に強い影響を与え始める

いな川が流れている。魚が泳いでいる。草木

という形になっていくので、異端として排撃

は四季それぞれに花を咲かせ、葉を茂らせる。

され、激烈な闘争を起こすという経過をたど

そんな日本列島が、私には極楽にも浄土にも

るわけだが、日本教は常にこの現象を起こさ

見えました。

ないという点である。（Ｉ・ベンダサン『日

このような風土のなかに住んでいた昔の日本

本教徒』文藝春秋 1997 年 34 頁）

列島人は、荒涼たる砂漠に住む民とはちがっ
て、何も絶対的な価値の源泉を天空のかなた

山本氏はキリシタンをも本来のキリスト教では

に求める必要はありませんでした。地上その

なくグノーシス現象を起こした別の宗教として捉

ものが仏の住む世界であり、神の住む世界で

えている。そのことから見れば、カクレキリシタ

あり、人間の住む世界であり、そしてご先祖

ンはまさにキリスト教とは全く別物の宗教と言え

様が息づいている世界だったからです。これ

る。それは「異端」ともなり得なかった。なぜな

が、まさに万葉人が生き、そして信仰してい

らキリスト教に何らかの影響を齎す存在ではなか

た世界です。今も山川草木に豊かさと安らぎ

ったからである。

をおぼえるわれわれの感覚は、日本の風土が

以上、カクレキリシタンを対象として、異文化

万葉の時代から千数百年たっても基本的には

を独自のものとして変容してしまう日本人の異文

そう変わってはいないこと、そして、そこに
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われわれの精神的な核があるということを、

Ｇ・ベイトソンは、文化の特性を「○○的」な

示しています。
（山折哲雄『日本の心、日本人

どの項目（カテゴリー・タイプ）に分類できると

の心』日本放送出版協会 2003 年 10・11 頁）

思うのは誤りであり、個々の文化特性が単一の機
能を持つという考え方からは
「文化というものは、

「山川草木」の日本の風土は、豊かな恵みを日

いくつかの『制度』に細分できる、そして一つの

本列島に住む人々に与え続けて来た。豊かな恵み

制度をつくる特性群の主要な機能はみな同等だ」

を与えてくれる森や川、山は、全て感謝の対象と

という考えに陥るのは避けがたいと指摘する

なる。また、そこには絶望がない。そこに生きる

（Ｇ・ベイトソン・佐藤良明訳『精神の生態学』

人々は、この世に絶望感を抱かなかった。それに

2000 年新思索社「文化接触と分裂生成」120・121

対して、
「荒涼たる砂漠」の風土では、そこに住む

頁）
。そして更に、文化特性を「経済的」
・
「宗教的」
・

人々は、この世に絶望感しか抱けなかった。彼ら

「構造的」などの項目に割りふってすますことは

は、救済を求めるが、現実の世の中は絶望の世界

できない。ひとつの特性が、いずれかの観点から

でしかないので、それを、はるか天上に求めた。

眺めれば、そのものになり、どのような文化的特

自分の生きる時代に救われなかったならば、次の

性であっても、それが提供され、受容され、拒絶

世代には救われることを、また、その世代に救わ

される現象には、いくつもの原因が一度にはたら

れなかったなら、また、次の世代に救われること

いていると考えるべきであると述べる。彼は、
「○

を祈ったのである。その祈りは切実であった。そ

○的」
・
「△△的」というカテゴリーは文化そのも

れに比べて、豊かな風土に暮らす「日本列島人」

のに実在するのではなく、文化を言葉で記述する

は、この世の恵みに感謝するばかりであった。彼

ために、研究者が考案した抽象観念であり、それ

らの祈りは、感謝の祈りであり、砂漠の民の絶望

らは文化のなかに現象として存在するのではなく、

感に満ちた現実からの救済を祈るというような切

研究者が文化を観察する様々な覗き窓につけた名

実なものではなかったのであろう。

前である。したがって、抽象概念を操作するとき

また、山川草木に囲まれた風土では、恵みを与

は何よりも「具象性の誤認」
（ホワイトヘッド）に

えてくれる「神」は、森に、川に、山に住んでい

陥らないようにすることが肝要であると指摘する。

た。更に、そこには、やがて、
「仏」も住むように

確かに示唆に富んだ指摘ではあるが、冒頭でも述

なったが、それら、
「神」や「仏」が住む世界は、

べたように、あらゆる文化事象は突き詰めれば人

先祖が暮らしていた世界でもある。そして、今、

の営みであり、学問ですら例外ではない以上、研

自分たちが暮らしている世界でもある。日本風土

究者の観念が研究を進めるにあたって介入するこ

を基底とする、そのような生活を通して生まれた

とは避けられず、また、それこそが人の営みたる

「神観」は、
「唯一」という概念ではなかった。豊

文化について考えるに必要不可欠な視点となるの

かな風土には、諸処に「神」が存在した。そして、

ではないか。もちろん、具象性を見誤らないこと

自分たちを産み、養ってくれた先祖たちは、
「神」

の重要性は言うまでもないが。

と同じ世界に存在したことにより、神格化される

以上、折口信夫や谷崎潤一郎が指摘する日本人

ことにもなる。豊かな自然も、先祖たちも、
「神」

の情趣を引用し、その異文化受容における影響力

となり得るという「神観」が、古の日本人の心の

を中心に日本文化についての小考を試みた。終わ

中に知らず知らずのうちに育まれ、それが、現在

りにあたって文化研究についての私見を述べさせ

の日本人に特に意識されない形、まるで、遺伝子

ていただいたが、今後も、風土や情趣が深く関わ

に刷り込まれたような形で受け継がれて来たので

る「人の営み」として文化研究に取り組んで行き

はないか。

たいと思う。最後に論者の見識の浅さと紙面の都

山折氏の指摘する日本の風土が日本人に絶対的

合で十分な考察ができなかったことをお詫びし、

唯一の神を求めさせなかったのかも知れない。ま

本稿を閉じたいと思う。

た、万葉の時代から現代に至るまで基本的に変わ
っていない日本の風土に培われた日本人の情趣は、
その「神観」や宗教観だけでなく、日本のあらゆ
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The effect of '' Joshu'' on different cultures acceptance
How does Japanese accept Christianity?
Hisayoshi

KASHIUCHI

Aichi Mizuho College Mizuho Senior High School

I consider the effect of ''Joshu'' which is understood as mood or feeling, on the cultural construction. It
would be one of the factors causing the Japanese characteristics of different cultures acceptance. I
consider how Christianity was adapted by Japanese, referring to the viewing of Origuchi and Tanizaki.
Origuchi says that ''Joshu'' affect inheritance of cultures. Tanizaki says that the characteristics of the
Japanese are different from those of the European, and it is hard for the Japanese to accept Christianity.
In terms of culture, the Japanese can partly accept Christianity. The proportion of Christian in Japan,
however, is really low. Certainly, the historical background in Japan prevented the Christianity from
being expanded. But the main reason would be that Japanese religious ideas are unfamiliar to the
Christian vision for God.
The Japanese unique religious ideas let ''kakurekirishitan'' out.

They transformed the original

religious ideas of Christianity into their own ideas. Then I consider Japanese religious ideas with their
own style of religion.
Keywords: ''Joshu''; acceptance of different cultures; Japanese religious ideas; ''kakurekirishitan''
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人間を見る‘新しい眼’
―― レイチェル・ナオミ・リーメンに学ぶ ――
木全

幹夫

愛知みずほ大学瑞穂高等学校

抄録
今日、我々教師は、学生・生徒とのより深く正しい関わり方を切に求めている。より深く関わるためには、
何よりも学生・生徒の‘いのち’を正しく理解することが必要である。言い換えれば、今までとは違う‘新
しい眼 new eyes’が必要であると言いたい。この‘新しい眼’ということについて、筆者は教育とは異なる
医療の職域に生きる女医Ｒ．Ｎ．リーメン博士の経験に深く教えられるところがあった。４歳のとき彼女は、
祖父から「土の入った紙コップ」をプレゼントされた。
「毎日水をやるように」と言われ、それに従ったとき、
３週間後、土の中からみずみずしい若芽の誕生を見た。「‘いのち’はどこにでも隠れている」、「その‘いの
ち’が育つ秘訣は、単に‘水をやる’という物質面の行為だけではなく、
‘毎日やる忠実さ’という心の姿勢
である」ということを、彼女は４歳にして学んだのである。この体験は、長じて医師の生活に入ったときの
土台となった。それは、鬱になったある有能な外科医に対して、リーメンの行ったカウンセリングに見るこ
とができる。リーメンは、この外科医に患者を見る‘新しい眼’――患者の‘症状’ だけでなく‘人生のス
トーリー’を見る眼――を発見するすべを示した。彼がそれに従ったとき、この外科医に新しい感動の人生
がはじまったのである。このことは、日ごと、学生・生徒に接する我々教師に大きな示唆を与えている。
キーワード： いのち、忠実、我－汝、新しい眼、新しい人生、人生のストーリー

はじめに

に取り組みたい。そこで、リーメンがどのような環境

教育は‘いのち’と関わることである。それならば

で育てられ、そしてどのようにして医療の道に進んだ

よい教育のあり方は‘いのち’をどのように深く正し

かをまず紹介したい。

く理解するかにかかっていることになる。筆者は 30
年余り瑞穂高校の教壇に立ちつつ、いよいよこの感を

リーメンの経歴

強くしてきた。さて、この‘いのち’と関わるもう一

レイチェル・ナオミ・リーメンは 1938 年、東欧か

つの重要な職域として医療がある。
筆者は 20 数年前か

ら逃れたユダヤ系家族に生まれた。祖父はカバラの研

ら臨床の看護師たちと終末期医療における精神面のケ

究に沈潜する静かな生活の中で彼女が 7 歳のときに亡

アの事例研究会に参加し、終末期において人はそれま

くなったが、それまでに幼いレイチェルに与えた影響

で見せなかった深い本心ともいうべきものを顕わにす

（薫育）は驚くほど大きい。彼女は幼いころはラビ（ユ

る事実を数多く見た。そしてその中で‘人間のいのち

ダヤ教の教師）になろうと思ったこともあったが、親

の深さ’を学んできた。さらにその会に出席を続ける

族に医療関係者が多い環境から医師の道も考えた。し

間に、教育と医療は‘いのち’の理解とそれへの関わ

かし大学では哲学を専攻した。15 歳でクローン病を発

りについて共通基盤に立っていることを痛感した。こ

病、昏睡状態から奇跡的に回復した。40 歳までの命と

こに同じく終末期の患者と親しく接してケアを重ねて

言われたとき、医師になる決意を固め、コーネル大学

きた女医リーメンに出会った。そこで筆者は、彼女の

メディカルスクールに入学、多くの男子学生に伍し

体験から著された書物から人間の‘いのちの深さ’を

1962 年 24 歳で同大学を卒業した。その後ニューヨー

学び、
ますます理解が深まった感がある。
本論文では、

ク病院コーネル医療センターで小児科の研修を受けた。

リーメンから学んだものを手がかりにして上記の問題

その後、1965 年から 67 年までスタンフォード医療セ
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ンターで小児科代謝病の研究員 Fellow として勤務、

まで、いろいろ答え方が出てくるはずであった。しか

1967 年から 74 年までスタンフォード大学の助教授職

しこのときは、なぜか、
『あなたが大声で叫ぶから、私

と小児科臨床の助教授、小児科診療所の副所長を勤め

怖かったの』と言ってしまった。そのとたん、私はナ

た。この間とりわけ癌などで苦しむ子どもをケアする

ースたちからの無言の強い非難を感じた。その朝、ま

中で、だんだんと患者の精神面のケアの重要性、言い

もなく看護指導者から呼び出され言われた。
『自分の言

換えれば全人的医療・看護の重要性に気づきはじめた

ったことが分かっているの？ 子どもに弱さを見せる

のである。特に女性ということで‘泣いている患者’

なんて！ 子どもは私たちの強さが唯一の頼りなのよ。

の世話を頼まれたりするうちに、患者の‘人生のスト

先生たちへの信頼まで傷つけたのよ。プロのすること

ーリー、やがて魂のストーリー’に聴き入るようにな

じゃないわよ。看護部長に報告するわよ』と。私は答

り、人間の精神面の深さに魅せられ、自然科学とは異

えようがなかった。弁解もしなかった。弁解する気に

なる人間理解の方法を深め実践するようになった。
（そ

ならせない何かがあった。

の基盤には、幼少時、難民としてアメリカ合衆国に渡

数日後、デイヴィドがまた４人のナースに付き添わ

ったユダヤ教のラビであった祖父から受けた深い精神

れて、処置室に現れた。しかし、前回とは様子が全然

的薫陶がある）。やがて 35 歳のとき、スタンフォード

違っていた。少年は手を振ってナースたちを退かせる

大学付属小児科診療所の副所長の職を辞し、マウン

と、自分で処置台に登り、手を伸ばして言った。
『今日

ト・ザイオンの病院勤務を経て自立、Commonweal

は、僕、
あなたを怖がらせないよ』。そしてこの朝以後、

という独自な医療活動団体を設立し、癌患者の精神面

彼は二度と私を怖がらせることがなかった」
。

の援助など、カウンセリング活動を展開した。なお 15

リーメンはこの体験について次のように述べている。

歳のときのクローン病発病以来手術を繰り返し、治療

「デイヴィドは私の最初の本物の教師だった。彼は私

を続け、60 歳を超える今、ストーマをつけながらの精

に‘人間扱いされない怖さ’と‘注射針の怖さ’を区

力 的 な 活 動 を 展 開 し て い る 。 主 な 著 書 は 、 The

別することを教えてくれたのだ。私は自分が弱い人間
．．．
であるということを（医学教育に反して）本能的にさ

Masculine Principle，the Feminine Principle and
Humanistic Medicine(1974) 、 The Kitchen Table
Wisdom(1996)、My Grandfather`s Blessings(2000)

らけ出すことで、二人は（医師と患者でなく）人間同
士であるという本当の関係を認めたのであった。彼と

である。

私は二人とも強く、力があり、かつ、本心を譲れない

次に、挙げる事例は彼女がメディカルスクール卒業

人間であったのだ。彼は弱く頼りないどころか、わた

後、研修医となって小児科病棟での研修の第一週目の

しを‘怖がらせる’ことができたし、私も彼を‘怖が

ものである。

らせる’ことができたのだ。だから私たちは相互に相
手を人間として尊敬する責任があり、実際尊敬したの

白血病の５歳の少年デイビッド（１）

であった」と。

その時の体験をリーメンはこのように記している。

考察

「癌を病む子どもたちに、毎朝早くから採血が行な

（１）ナースの態度とリーメンの態度

われていた。子どもたちはそれを怖がっていた。ある

リーメンは少年の問「手が震えているよ。なぜな

朝、４人のナースが白血病の５歳の少年デイヴィドを

の？」に、「あなたが大声で叫ぶから、私怖かったの」

台の上に持ち上げると、いきなり大声で『足を抑えた？

と言ってしまった。なぜか？ ここに「
‘いのち’をど

手は抑えたわよ』
、
『気をつけて！ 噛み付くわよ』と大

のように理解するか」、という問題についての一つの手

変な騒ぎ。私は青くなった。こんなときどうするか？

がかりが見られる。

医学部では習っていなかった！ 実は、
この少年は入院

そこで、リーメンの姿勢とナースたちの姿勢とを対

９回目で、これはずっとお決まりの騒ぎだった。ナー

比して考えてみる。ナースたちの姿勢は、とにかく患

スのたくさんの腕の中から突き出た小さい腕を見定め

者を自分たちの計画（採血）どおりに管理支配しよう

て、私はやっと採血をした。ナースたちは汗を拭き拭

とする姿勢であった。その彼女たちの目から見れば、

き少年から離れた。台の上で一人になった少年は静か

患者は「針を刺される痛みを逃げたがる生き物」であ

になり、私を見ていた。私は手がひどく震えるので注

り、
「是が非でも自分たちの意図に従わせるべき対象」

射器から試験管に血をうまく入れることができず、両

でしかなかった。そこに見られるのは、患者を‘人格’

手を胸に押しあてて、
手の震えを止めようとしていた。

として尊敬して接する姿勢ではない。つまりこの姿勢

少年は言った、『手が震えているよ。なぜなの？』
。そ

は、患者とは治療 cure する対象であって、医学的にみ

れまで私が受けてきた医学教育からすれば、
『朝食をま

て壊れている部分を修理 fix するということになる。

だとっていないの』から『震えてなんかいないわよ』
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他方、リーメンがデイヴィドにとった態度はどうで

分を守ろうとする姿勢だけを示した。すなわち、自分

あったか？ デイヴィドに向かい
「あなたが私を怖がら

の人格の一部をもって（相手を思いやるという深い心

せたの」と弱みをさらけ出してしまった。これはプロ

を現わさず、ただ自己防衛という面だけで）応答した

らしくない態度として批判された。つまり「弱みを見

のである。どちらが真の意味で
‘医療’
と言えるか？ あ

せない、冷静な管理的態度」こそプロとして賞賛され

るいは、
どちらが人間として真のあるべき姿か？ もち

るべき態度であるというのである。これに対しリーメ

ろんリーメンの態度である。なぜならば、採血という

ンは、従来の医学教育に反してまで、
‘本能的に’自分

医療の目的も達成されたし、少年もまた安らいだから

の弱さを‘あえて’さらけだしたのである。
‘本能的’

である。もっと言えば、少年とリーメンの間に深い心

というときに、これは相手に技術的態度で接しようと

の通い合いが成立し、それによって真の医療が実現し

するものでもなければ、相手を操作しようとする姿勢

たからである。そこで、医療において患者と関わると

でもない。むしろありのままの自分を素直に差し出し

き、どちらの態度で接するのが適切かということは明

たと言える。あくまでも対等な人格同士として。この

らかである。身体面については、医療の専門性という

違いは何であるか？ ここで参考になるのは、
哲学者Ｍ．

点からしてどうしても治療という態度すなわち《我－

ブーバーの考え方である。

それ》の態度が必要になる場合もあるが、こと患者の

〈ブーバーの《我－汝》哲学〉

精神面については、いやむしろ全人的医療という視点

ブーバーのいわゆる《我－汝》哲学の基本はそ
の主著 Ich und Du

（２）

から言えば、
《我－汝》の態度こそ必要となるのではな

の第１ページに簡潔に表現

いか。

されている。彼は、
「世界は、それに対する人間の

どちらが適切であったかの問題について、さらにも

二通りの態度に応じて、二通りとなる」と言う。

う一つ考えるべき点がある。デイヴィドに対し、リー

「二通りの態度は、代名詞の簡単な組み合わせで

メンはなぜ本能的に
《我－汝》
の関係をとり得たのか？

表現される。
《我－汝》と《我－それ》である。
《我

言い換えれば、なぜ技術的態度を捨て、自分の本心を

－汝》の態度で世界に向かうとき、世界は《汝》

どうして現わしたのか？ ここで考えられるのは、
リー

として立ち現れる。また《我－それ》の態度で向

メンの‘内なる力’が医学教育の枠を破り、
‘その場の

かうとき、世界は《それ》として立ち現れる」
。ま

直観’に従い働き出したということである。人間の‘い

た彼は言う、
「《我－汝》という根源語は全存在を

のち’の深い所には、このような生得的本能的な力、

もって(mit dem ganzen Wesen, with the whole

医学的常識を破る直観的能力があると言える。この能

being)のみ語られることができる。《我－それ》

力がこの時発揮されたのは、幼い頃祖父から受けた
‘い

という根源語は、決して全存在をもって語ること

のち’への関わり方の薫育の成果とも言える。ではそ

ができない」と。

の薫育とは何であったか？ リーメンはその著 My

このブーバーの二通りの態度という考え方を、上に

Grandfather`s Blessings の序文の冒頭に次のような

述べた少年デイヴィドに対するナースたちの態度とリ

出来事を記している。この出来事こそ自分の人生の一

ーメンの態度とに当てはめてみる。ナースたちは少年

切の土台であると言わぬばかりに。その出来事とは、

を効率よく処理すべき対象として見、ナースとしての

祖父がある日プレゼントとして土の入った紙コップを

職務の姿勢でのみ関わった。リーメンは医師としての

持ってきたことである。それは次のように語られる（３）。
〈土の入ったコップのプレゼント〉

職務に自分を限定せず、ありのままの自分、おろおろ
する自分、震えている自分をさらけだした。リーメン

「私は両親に土遊びを禁じられていたので、が

は、自分の全存在、全人格をあげて少年に関わったと

っかりしてそのことを祖父に言った。すると祖父

言える。すなわち、ナースたちの態度は《我－それ》

は、愛情いっぱいに微笑み、私の人形セットから

の態度、リーメンの態度は《我－汝》の態度に相応す

小さなティーポットを取り出した。そして二人で

ると言える。そのとき少年はどのような姿勢を現した

台所へ行き、ティーポットいっぱい水を入れた。

か？ ナースたちの職務的姿勢、
権威的態度で自分を操

子ども部屋にもどると、祖父は窓の敷居に小さな

作しようとする姿勢に対しては、徹底的に反抗という

紙コップを置き、私にティーポットを持たせて言

態度を示した。これに対し、リーメンの全人格的態度

った、
『毎日、この紙コップの土に水を注ぐことを

に対しては、少年はリーメンを思いやる協力的な姿勢

忘れないようにすれば、何かが起こるよ』と。私

を現した。すなわち、自分の全人格をもってリーメン

が何のことを言われているのか分からない思いで

の態度に応えたのである。これとは反対に、ナースた

祖父を見ていると、祖父は励ますようにうなずい

ちの自分を操作しようとする職務的な態度に対しては、

て、
『毎日だよ、私の愛する子よ』と言った。私は

相手を思いやる心、協力的な姿勢は示されず、ただ自

毎日水をやる約束をし、祖父は帰った。
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私は、はじめのうちは、何が起こるのかと好奇

かもそれは医師及びナースとしての権威を保ち、自分

心をそそられたので、祖父との約束は苦にならな

の弱みを悟られないで相手を操作する、管理的態度で

かった。しかし幾日か約束どおり水を注いだが、

あった。しかし、この同じ少年デイヴィドに対してリ

何も変化が起こらなかった。私はしだいに興味が

ーメンは異なった態度をとった。
「あなたが大声で叫ぶ

うすれ、約束どおり水を注ぐことを忘れないでい

から、私怖かったの」と言ってしまった。ここには相

ることがおっくうになっていった。1 週間後、も

手を支配しようとする姿勢は微塵もなかった。弱みを

うこの水を注ぐことを止めてもいい時ではないか

さらけだす嘘偽りのない真実の姿勢であった。これこ

と、祖父に尋ねてみた。すると、祖父は首を横に

そ‘いのち’に対する‘忠実’な姿勢であったと言え

振りながら、
『毎日だよ、愛する子よ』
、と言った。

る。祖父の言う‘いのち’に対する‘忠実’というの

２週間目は、なおさら困難な思いであった。コッ

は、
‘いのちを尊びそれに「奉仕」する’ということを

プに水を注ぐ約束をしたことが腹立たしくもなっ

意味していたと考えられる。さらに言えば、相手の‘隠

た。祖父がまたやって来たときに、私はコップを

れたいのち’に「畏敬の念」で接する姿勢であった。

返そうとしたが、祖父は引き取ることを拒み、た

言い換えれば、それは育とうとする‘いのち’に対し

だひとこと言った、
『毎日だよ、愛する子よ』
。３

て、
「人格として対応する姿勢」であった。リーメンは

週目には、コップに水を注ぐことを忘れかけた。

相手に何と思われようと、
「自己防衛のない（我を忘れ

しばしば寝かされた後で思い出し、暗闇の中でベ

た）ありのままの心から自然に溢れ出る姿勢」であっ

ッドから起きて、水をコップに注ぐということも

た。彼女は、相手を‘困った患者’と決め付けず、ま

あった。とはいえ、私は一日たりとも約束を破る

た自分の思うように支配しようとしないで、対等、い

ことはなかった。そしてある朝のこと、前の晩ま

やそれ以上に‘畏敬の念’で、相手の‘いのち’と接

では見られなかった小さな２枚の緑の葉っぱが、

したのである。

紙コップの中にあった。

（２）少年の応答

私にとってこれはほんとうに大きな驚きであっ

では、このリーメンの態度に対して患者デイヴィド

た。新芽は日に日に大きくなった。私は早くこの

はどう応えたか？ 患者デイヴィドは、ナースたちに見

ことを祖父に話したくてたまらなかった。という

せたのとは全く異なる姿を見せたのである。すなわち

のは、きっと祖父が驚くものと思っていたからで

５歳の少年なのに、採血の痛みの恐れを捨て（自分を

ある。しかし、祖父は驚く様子もなく、一語一語

忘れ）
、相手をいたわる姿勢――大人として、対等の人

しっかりと言った。『‘いのち’はどこにでも隠れ

格の自覚があるような成熟した姿勢――を現したので

ている。ありふれた場所にね。とても在りそうに

ある。ここに「５歳の少年に秘められた」
‘いのちの深

ない場所にね』。とにかく私はうれしくてたまらず、

さ（いのちの本体）
’を見て取ることができよう。逆に

『それで、水さえあげればいいのね、おじいさ

言えば‘いのち’の本体が顕わとなる鍵は、接する者

ん？』と尋ねた。祖父は私の頭の上に手をやさし

の側で弱みをさらけ出し自分を偽らない心、相手を操

く置いて答えた、
『いいや、愛する子よ、
‘いのち’

作しようとしない心、本心から自然に溢れ出る正直な

が必要としているのは your faithfulness おまえ

ありのままの心で接するという姿勢を示すことにある。

の忠実な心だよ』と」
。

この点は我々が学生・生徒に接するときの参考となる。

この出来事は、４歳の少女リーメンにとってどんな

（３）リーメンの学び

に大きな体験であったろう。これが彼女のそれ以後の

さて、リーメン自身はこの体験をどう表現している

‘いのち’に対する姿勢について決定的に土台となっ

か？ リーメンはデイヴィドのことを
「私の最初の本物
．
の教師だった」と言っている。何の教師か？ リーメン
．
はこの少年から何を学んだか？ 彼女は
‘人間扱いされ

たと考えられる。すなわち、ここでリーメンの心に焼
．．． ．．． ．．
き付いたのは、
「水をやるという物質的・技術的な対応」
ではなくて、
「自分が忘れずに水をやるという忠実さ、
．．．
．．．．．．．．
相手の‘いのち’を大切に思う気持ち」であった。リ

ない怖さ’と‘注射針の怖さ’の区別であると言う。

ーメンが長じて二十代で研修医となったとき、少年デ

て、
‘人間扱いされない怖さ’はその人の‘人格否定’

イヴィドに対する他の医療従事者たちの態度に何を見

である。前者よりも後者の方が少年デイヴィドにとっ

たか？ ４歳のときに祖父から目覚まされた‘いのち’

ては耐えがたいものであった。それは肉体的苦痛とは

への忠実という思い、つまり‘いのち’を畏敬し尊ぶ

次元の異なる苦痛であるとリーメンは知ったのである。

姿勢とは対照的な、
「水をやればいい」という技術的な

そして、少年が暴れたのはナースたちが自分を人間扱

「支配」の姿勢を彼（彼女）らに見たのであった。し

いしない態度への抗議であった。これに対してリーメ

‘注射針の怖さ’は肉体的な苦痛である。これに対し
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ンが応えたのは、自己防衛を捨てて弱みをさらけだし

と。

た姿勢であった。するとデイヴィドは、ナースたちに

なぜこれほど疲れきったのであろうか？ 外科医ジ

対する態度とは全く異なった行動をとった。すなわち

ョッシュ自身の言葉によると、
「毎日同じ病気を繰り返

「自分で処置台に登り、
（自ら）手を伸ばした」のであ

し診るだけ、同じような症状の訴えを繰り返し聞くだ

った。言い換えれば、反抗ではなくて、協力という態

け」で、これに飽きてしまっていたのであった。しか

度であった。こちらが弱みをさらけだしたら、相手も

もほとんど毎朝、起きるのが苦しく、退職―転職（new

態度を変えたのである。相手が本性（真心・善の姿）

life）を考えるほどまでに疲れていた。

を見せるのは、自分がありのままの姿をあえてさらけ

これにリーメンはどう対応したか？ 彼女は彼に転

だして、本心のままで接したときであったと言える。

職を考えるのではなく、物事を見る‘新しい眼’をも

リーメンにとって他の教師（医学教育、他のナースや

つことを提案したのである。どうすれば‘新しい眼’

看護部長）は、自己の弱みを見せないで‘ごまかすこ
．
と’を教えた。これは偽の教師と言えよう。

をもつことができるか？ 「毎晩 15 分、その日の出来
事を思い返して、三つのことを自分に聞いてみる。そ
して、その答えを日記に書く。三つのこととは、今日、

デイヴィドとのことは、
患者と関わる姿勢について、
リーメンにとって実に目のさめるような決定的な出来

‘自分は何に驚いたか？ What surprised me today?’

事であった。この体験は、彼女の医師としての人生の

‘何に感動したか？ What moved me or touched me

中で重要な意味をもつことになった。その後彼女は
「精

today? ’‘ 何 に 気 づ き 元 気 づ け ら れ た か ？ What

神面のケアにエネルギーを注ぐようになった」と一応

inspired me today?’である」
、とリーメンは言った。

表現できる。しかしこの表現では不十分である。リー

そして忙しい医者の生活を考慮して、
「たくさん書く必

メンは、
「従来の医療のあり方を乗り越える医療、つま

要はない。要は、一日を新しい視点から味わいなおし

り人格尊重の医療のあり方を志ざすようになった」と

てみることである」と、つけ加えた。

言うべきである。その「あり方」とは、
「管理・修理・

ジョッシュは実行を約束した。数日後、彼から電話

操作ではなくて、弱みをさらけだし、相手を人格とし

があり、
「三日続けたが、毎日三つのどの問いにも、答

て‘畏敬の念’で見るという姿勢」である。この視点

えは‘何もなかった’
‘何もなかった’
‘何もなかった’

で相手の精神面にどう関わるか？ この関わり方をリ

ばかりです。いったん始めたことは失敗したくないか

ーメンはどのように確立していったか？ 彼女はその

ら、何かいいコツみたいなものがあったら教えて下さ

問に応えるべく、自らの接した様々な体験及び発見を

い」と。リーメンは、
「たぶん、あなたはやはり昔と同

二 冊 の 本 、 The Kitchen Table Wisdom と My

じ医者としての眼で毎日の出来事を見ているのではな

Grandfather`s Blessings に著した。それらの中で彼

いですか。そうではなく、自分が小説家か、ジャーナ

女は患者とのふれあいの実体験と、それに対する考察

リストか、それとも詩人にでもなったつもりで物事を

を数多く記している。その一つひとつは、人間の‘い

見る･･･ストーリーを見つけるつもりで見たらどうで

のちの深さ’に対する洞察と、その‘いのち’に対す

すか」と答えた。

る関わり方のあるべき姿をみごとに描き出している。

６週間後、ジョッシュは受診日に日記帳を持ってき

そしてこれは、教育という職域に生きる我々にとって

た。その日記帳には変化が見られ、三つの問いに対す

も、学生・生徒の‘いのち’と、どのように関わって

る答えがはじまっていた。はじめの何日間は、
「今日一

いくのかを考えるにあたって、大いに示唆をあたえる

番驚いたことは、癌が２,３ミリ大きくなった、小さく

ものである。そこで次に、それを物語る適切な事例を

なったことだ」など、また「一番元気づけられたこと

一つ挙げる。

は、
新しい薬あるいは治験中の薬が効き始めたことだ」
などであった。しかしその後、だんだんとより深いこ
とが見えるようになってきた。より深いこととは、患

（４）

外科医ジョッシュの見つけた‘新しい眼’

一人の癌専門の優秀な外科医がいた。優秀なのに彼

者が、一筋の愛の糸を追うことで、大きな苦痛や、暗

は悩んでいた。そしてひどい鬱のために、定年前の退

闇をくぐり抜けてくることが出来たということ――ま

職を考えるほどであった。そこで、リーメンにカウン

た、生きる為には体の大切な幾つもの部分を思いきっ

セリングを受けにきた。彼は言った、
「私は、ほとんど

て捨てたということ――苦痛と悩みと、いや死をさえ

毎朝といっていいほど、ベッドから抜け出るのがやっ

も乗り越えて勝ち鬨を挙げる方法を見い出してきたと

との思いなんです。毎日毎日同じ病気を診て、そして

いうことなどで、そういう患者一人ひとりの‘人生の

同じような訴えを聞いて、
‘もうたくさん’･･･という

ストーリー’が日記帳に記されていた。しかもそのス

気分です。新しい人生 a new life が生きたいんです」

トーリーの発見も、はじめの間は、患者と接している
その場ではなくて、仕事が終わって自分の部屋に帰っ
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てやっと気がつくという状態であった。しかし、日が

ったのである）。そのうえ患者たちの言ったことは、人

経つにつれてだんだんと気がつくまでの時間が縮小さ

生の様々な困難と戦っているジョッシュ自身にも当て

れた。最終的には、患者と会話をしているその時点で

はまっていた。そこで、
「自分は、病気のことはよく知

はっきり見えるようになった。こうなってくると、ジ

っていたけれど、人間のことは何も知っていなかった

ョッシュと患者との関係が大きく変わりはじめた。ス

のだった」と彼は言った。

トーリーがこのように見えはじめると、患者に対する

彼は、これまで治療成績がきわめて良いという点で

ジョッシュの態度が前とは大きく変わってきた。癌と

は、ずっと優秀な外科医であった。しかし、この日記

その治療法の話を越えて、それ以上にジョッシュは、

を書きはじめてから、患者たちが彼にはじめて感謝の

自分に見え出した患者のストーリーを患者に語るよう

言葉を言うようになった。そしてある日、リーメンと

になったのである。すると、患者のジョッシュに対す

会ったとき、彼はポケットに手を入れ一つの聴診器を

る態度も大きく変わりはじめた。両者の関係のあり方

取り出し彼女に見せた。それは、
とても美しいもので、

が変わりはじめたのである。次のような実例があった。

彼の名が刻んであった。そしてリーメンに言った、
「こ

38 歳の卵巣癌の女性である。腹部の大手術に続いて

れはある患者がくれたものです」と。
「それで、あなた

化学療法を受け、とても体力が弱っていた。ある朝、

はそれをどうするの？ ジョッシュ」
と微笑んで尋ねる

いつもの訪室の最中に、突然彼はその患者がはじめて

と。ジョッシュはしばらくじっとリーメンを見て、笑

‘見えた’のであった。彼女が４歳になる子を膝に乗

いながら言った。
「ハートの音を聞くんです。レイチェ

せ、６歳の子を自分の椅子にもたれさせていた。二人

ル、たくさんのハートの音をね」
。

の少女は、輝くように身奇麗で、食事も十分足り、明

考察

るく幸せそうで、たっぷり愛されているのがよく分か

以上の事例において筆者は何を学ぶか？ 言い換え

った。彼女が受けていた化学療法の辛さがどんなに大

れば、①何が起こったのか？ また、②どのようにして

変かを知っていただけに、その子どもたちに込める彼

起こったのか？ まず、①について、有能な外科医ジョ

女の母としての思いの深さに彼は深く感動した。そし

ッシュが、その有能さのゆえにすぐれた実績を上げな

て、それが彼女の‘生きよう’とする意志の強さの根

がらも、
「毎日同じ病気を診て、
同じような訴えを聞く」

源なのだと、はじめて思い至った。彼女の幾つかの症

ことで、ひどい鬱状態になり、転職という意味で「私

状について話し合った後、ジョッシュは自分にはじめ

は a new life を求めている」と言うほどになったので

て見えたことについて言った、
「あなたは、お子さんた

ある。それがリーメンの助言に従うことにより、転職

ちにとって、素晴らしいお母さんですね。これだけ大

せず、現在の職のまま、「毎日が感動の連続」という

変な治療を受けられた後でさえ、あなたの中にはとて

new life を発見した。

も強い何かがある。その力がいつの日か、あなたをき

次に、②について、この新しい人生は何によっては

っと癒すことになると思います」と。彼女は彼のほう

じまったか？ それは新しい見方に立つことを発見し

を見て、にっこりとした。それを見て彼は、それまで

たことによる。新しい見方とは何か？ ‘新しい眼’を

彼女が微笑むのを一度も見たことがなかったことに気

持つことであった。
‘新しい眼’を見つけると、今まで

づいて自分ながら驚いた。彼女は心から、
「ありがとう

何年ものあいだ続けてきた仕事の中に、思いもしなか

ございます。その一言は私にとって大へん力になりま

った深い人生の味わいが含まれていたことがわかって、

す」
、と言った。

感動が湧き上がるようになったのである。

ジョッシュは患者の「ありがとうございます。その

では、ジョッシュの人生を新しくした‘新しい眼’

一言は私にとって大へん力になります」という言葉に

とは何か？ リーメンは彼に、新しい眼――‘自分は何

とても驚いた。しかし、彼女の言ったことを素直に信

に驚いたか？ 何に感動したか？ 何に気づき元気づけ

じた。この経験に勇気づけられて、彼は医学部の教育

られたか？’――で一日の出来事を新しい視点から味

では教わらなかったような質問を他の患者に一つ二つ

わいなおし、それを日記帳に書くようにアドバイスし

しはじめた。
「あなたはよくもここまでこの病気を耐え

た。
これに対してジョッシュはどうであったか？ 最初

てこられました。いったい何があなたを今日まで支え

の三日間は、どの問にも‘何もなかった’としか日記

てきたのですか？」
、または「あなたのこの力はどこか

帳に書けなかった。しかしジョッシュは本心から新し

ら出てくるのですか？」などと。すると同じ病気にか

い人生 new life を求めていた。そして、‘今のままで

かっている患者が、それぞれ非常に違った答えをする

はたまらない’という強い願いがあった。そこで彼は

のに気づいた。それこそまさに彼が聞きたかったこと

リーメンに「何かいいコツみたいなものがあったら教

であった。（毎日‘同じ病気’‘同じような訴え’は一

えて下さい」と尋ねた。これに答えてリーメンは、
‘小

変して、毎日違ったストーリーに感動の日々がはじま

説家か、ジャーナリストか、それとも詩人’にでもな
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ったつもりで物事を見たらどうかと提案した。小説家

れまでにジョッシュが聞いたことのない答えをしたの

の眼とは、身体の症状の背後にある患者のストーリー

である。患者としてもジョッシュの一言に今までにな

を読み取る眼である。リーメンは単に身体の症状の科

く力が湧き上がってくるのを覚えた。ここに医師と患

学的データだけでなく、その病気を生きている患者の

者の深い心の繋がりが生まれたと言える。ジョッシュ

‘人生のストーリー’、愛と喜びと希望と悲しみという

に、まず‘新しい眼が開け’
、次いで‘新しい心の通い

ような物語を見る眼を提案したのである。そしてジャ

合い’がはじまったのである。これも彼にとって新し

ーナリストの眼というのは、まさに出来事のストーリ

い人生の感動であった。患者と医師のこれほどまでの

ーを追ってドキュメントを作成する眼である。それを

深い心の繋がり、
これこそジョッシュの求めていた
‘新

リーメンはあえて‘詩人の眼’とまで言い換えたので

しい人生 new life’の発見であった。それは‘新しい

ある。科学者の眼と違い人生の詩的な側面を読み取る

眼’の発見によるものであった。

詩人の眼を科学者のジョッシュに要求したのである。

この経験以後、彼は、以前の医師生活では全然した

詩人の眼とはどのような眼であるかについて、先にリ

ことのない種類の質問を患者にするようになった。
「あ

ーメンは、
「今日、
‘自分は何に驚いたか？ 何に感動し

なたはよくもここまでこの病気を耐えてこられました。

たか？ 何に気づき元気づけられたか？」
を毎日書き取

いっ たい 何 が あな たを 今 日 まで 支え て き たの です

るということを提案していた――これこそが詩人の眼

か？」
、または「あなたのこの力はどこから出てくるの

を養う方法であった。ジョッシュは、このことをはじ

ですか？」などと。彼らの答えは、逆に、今現に患者

めは理解できなかった。しかし、だんだんと患者のス

同様、人生の諸困難と戦っているジョッシュ自身に、

トーリーが見えはじめた。しかもそのストーリーは、

光となり、はげましとなるものであった。ここに患者

患者が病気を抱えて生きるうえで、何を拠り所とし力

から教えられる人生がはじまったとも言える。

としているか。そしてその力によって、死さえも乗り

このようにしてジョッシュは、
「自分は、病気のこと

越えていくという驚くべき事実などを含んでいた。今

はよく知っていたけれど、人間のことは何も知ってい

まで患者の症状しか見えなかったジョッシュに、患者

なかったのだった」
、としみじみ述懐するに至った。彼

の‘いのちの歩み’としての‘物語’が見え出したの

は、人間に‘精神面’があるということは、知らない

である。まさに‘新しい眼’が開けたのである。しか

わけではなかった。しかし、
「精神面」は「心理面」と

もそのストーリーが見え出すのに、はじめは仕事を終

言い換えられて「心理学的に分析できるもの」ぐらい

えて自宅でその日を回想するときになってはじめて見

にしか考えていなかったであろう。また、精神面の本

えるというのであったが、まもなく患者と接している

体は、実は‘人生のストーリー’であるということに

まさにその瞬間に見えるようになったのである。身体

気づいていなかった。そしてそれを見るには科学者の

的データしか見えなかった外科医に、実に新しい開眼

眼と違う眼が必要であるということにも気づいていな

が起こったのである。

かった。今はじめてそれに気づいたのである。そのと

例えば、ある 38 歳の卵巣癌の女性に接したとき、

き、同じ病気を患っている患者であっても、一人ひと

以前であれば、彼女の身体的症状と治療の方法しか見

りの人生のストーリーは全く異なっていることに気づ

えなかったが、今や、ジョッシュの眼には彼女の‘人

いたのである。ジョッシュは飽きるどころか、彼には

生のストーリー’が見えたのである。すなわち、その

新しい感動の連続の日々がはじまった。

とき連れてきた二人の幼い娘の姿は、輝くように身奇

このことはジョッシュが患者から聴診器をもらった

麗で、栄養状態も良く健康で、明るく幸せそうであっ

事実とそれへのジョッシュの反応によく表われている。

た。ジョッシュはその娘たちを見たとき、彼女が重い

彼の名が刻んである美しい聴診器が何を意味したか？

病気の身ながら母としての役割を実によく果たしてい

一般に、患者が医療機関を訪れるのは病気を治療して

ることに気づいて感動したのである。患者の症状だけ

もらうためである。しかしながら、ジョッシュに診て

を見て、訴えを聞くだけの日々には何の感動もなかっ

もらった患者が、ただ単に身体面の治療を受けただけ

たのであるが、今や患者の健気な姿に感動する日々が

でなく、人間ジョッシュとの心の繋がりを感じるよう

はじまったのである。そしてその感動が不思議と患者

になった。それゆえ、プレゼントという人格的応答が

についての確信となった。
「あなたの中にはとても強い

出てきた。しかも、聴診器にジョッシュの名が刻まれ

何かがある。その力がいつの日か、あなたをきっと癒

ていたという事実、これこそ単なる患者と医師という

すことになると思います」と。これに対して彼女は微

関係を越えた、愛、信頼、感謝という人格関係の成立

笑んで、
「ありがとうございます。その一言は私にとっ

の宣言ではないか。このように深い繋がりが生れたと

て大へん力になります」と答えた。ジョッシュが患者

いうことは、Ｍ．ブーバーの言葉を借りれば、
《我－汝》

のストーリーに感動しそれを表現したとき、患者もそ

の全人的人格関係の成立である。またジョッシュ自身
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はこの聴診器をどう受けとめたか？ この聴診器で何

だまだジョッシュの知らない世界があるので、その世

を聞くのかとのリーメンの問に対し、ジョッシュはし

界の発見を彼に促すものであった。
また同時に「驚き、

ばらく考えて、「ハートの音を聞くんです」と言った。

感動し、元気づけられる」という自分の心の次元の発

これは、当然医師として心臓の鼓動を聞くと同時に、
患者の‘ハート（心の響き）’を聞き取る自分になる、

見を促すものであった。これは、
‘あらゆることを自分
．．
の既成の概念で分類して対応する’ということと正反

という宣言である。
‘ハート（心の響き）
’とは、愛と

対の姿勢である。

喜びと希望と悲しみと苦しみなど全てを含んだまさに

この提案でうまくいかないと訴えたジョッシュに対

その人だけの‘人生のストーリー’のことである。今

し、さらに、リーメンは彼に新しい説明を加えた。
‘小

までとは全く違う新しい聴診器の役割を発見したので

説家の眼’‘ジャーナリストの眼’
‘詩人の眼’で人生

ある。

を見るのだと。これはジョッシュにとって、より深く

ここで、ジョッシュを鬱にした‘古い眼’と、彼を

て大切な助言であると言える。すなわち、‘新しい眼’

生き返らせた‘新しい眼’の比較をまとめてみよう。

は今までのような医師の眼でなく、ストーリーを見る

（ⅰ） 古い眼：「毎日毎日同じ病気を診て、そして同

眼であった。
‘小説家の眼’とは、その人だけの‘人生

じような訴えを聞いて、もうたくさん･･･」と言ったと

のストーリー’を読み取ろうとする眼である。
これは、
．．
対象を分類して対処しようとする姿勢でなく、一人ひ
．．．．．．．．．．．．
とりの‘いのち’の発展の独自の個性的な筋道を理解

き、彼の眼には患者の身体面の症状しか映っていなか
った。しかもその症状は、例えば胃がんの第何期でそ
の特徴は何々というようにパターン化されるものであ

しようとする姿勢である。
‘ジャーナリストの眼’
とは、

った。パターン化というのは、患者本人の個性の差は

日々見過ごしそうな出来事の中に真実の姿を鋭く見つ

無視して、共通点を見い出すことである。このときの

け出し、それを記録する眼である。それは、ありふれ

症状というのは、患者の個人的事情は無視して、身体

た出来事の中に人生の深さを読み取ることである。
‘詩

面の特徴を分類することである。このパターン化され

人の眼’とは、理性的判断や科学的分析ではなくて、

た病状に対しては、同じくパターン化された処置が対

美しいもの、心躍らせるもの、悲しみに共感するハー

応する。医師の作業はその処置を見つけて実行するこ

トの眼である。これはハートによる共感から物事や世

とである。そんな人生に、ジョッシュは鬱になるほど

界を見ようという提唱である。しかし、ジョッシュの

飽きてしまったのである。しかしこれを裏返して言う

今までの眼は、分類と処置、または原因と結果の流れ

と、
「新しい人生を求めざるを得ないほど、彼の‘深い

に対してどう介入するかを考える眼であった。
これは、

心の要求’が目覚めた」と言える。

ブーバーの言う《我－それ》の姿勢である。すなわち

（ⅱ）新しい眼：では、この‘古い眼’に対して、ジ

「身体面」の「病気・症状」という相手の一部分に対

ョッシュに「どのような‘新しい眼’」が、
「どのよう

し、こちらも全人格ではなく、
「医師としての専門的能

にして」目覚めたか？ まずその目覚めの手がかりは、

力」という自分の一部分だけで関わる姿勢、そして医

リーメンの一つの提案であった。それは、今日「①自

学の視点だけで対象を操作し処置しようとする姿勢で
．．
ある。
「部分」対「部分」で関わり、しかも対象を一方
．．．．
的に操作しようとする姿勢、これこそブーバーの言う

分は何に驚いたか？ ②何に感動したか？ ③何に元気
づけられたか？」
の視点で日記をつけることであった。
この三つの問は何を意味するか？ 古い眼は患者の症
状を見る眼で、その症状に対して、自分がどのような

る別の次元があるということを気づかせようとするも

《我－それ》
の姿勢である。
これに対してリーメンは、
．．
ハートで共感し、相手の人生全体のストーリーを読み
．．
取り理解しようとする姿勢、さらに深い心の通い合い
．． ．．
．．． ．．．．．
の中で、対等に共同に‘いのち’を生きようとする姿

のである。‘驚き’とは、‘今までの自分の固定した枠

勢を求めているのである。これはまさに相手の全体に

組みでは理解できない世界の発見’である。
‘驚き’の

対して自分の全存在をかけて関わる《我－汝》の姿勢

世界は飽きることがない。つまりリーメンの問いは、

であると言える。

処置をするべきかを見い出そうとする眼であった。し
かし、リーメンの提案したこの三つの問いは、症状の
理解とそれへの対応策という視点を離れて、患者を見

そこで、ジョッシュがこの‘新しい眼’をもって卵

‘忘れられている次元’があることに気づかせるため
のものであった。
‘感動’そして‘元気づけ’への問、

巣癌の女性患者に接したとき、彼に見えたものは、卵

これらも‘感動すべきもの’、‘元気づけられるもの’

巣癌という病気とその症状だけではなくて、彼女の全

に気づかないでいるので、気づくように促しているの

人格のあり方、つまり病気にもかかわらず彼女の子ど

である。言い換えれば、この三つの問いは、
「飽きた、

もたちに自分の生きる希望をおいて、全精力を注いで

慣れた、うんざりだ」
、というジョッシュに対して、ま

いる姿であった。それはまさに彼女の全人格的存在を

88

原著

かけての姿であった。この姿こそブーバーの言う《我

の成長’を意味する。そのときに、患者も新しい姿を

－汝》の世界の姿である。この姿がジョッシュには見

はっきりと見せてくるようになった。患者の生きる姿

えたのである。ジョッシュの‘新しい眼’にブーバー

勢が変わったのである。これは、相手を治療の対象と

の言う《我－汝》の世界の姿が見えた、いや共同的に
．．
体験できたのであった。この世界が体験できたのは、

してだけ見ているときには起こらなかったことである。

ジョッシュが、医師としての専門能力だけでなく、医

が如何なる姿勢であろうと、見られる対象は同じもの

師としての職業を越えて、人間としての全人格的共感

として観測される。
しかしながら人間理解においては、

で彼女と関わったからであると言える。
言い換えれば、

こちらの姿勢が変わると、相手が思いがけない隠れた

‘新しい眼’で相手に接するとき、
‘人生何の為に生き

面を見せてくるばかりでなく、相手の生きる姿勢その

るか’という、相手と自分の‘いのち’の（いわゆる

ものが変わるのである。そして、今までとは異なる‘人

「実存」の）問題の次元が見えてくる。これこそが‘人

生のストーリー’がはじまることになる。これを見つ

生のストーリー’
（近年言われる‘ナラティヴ’
）の次

けたジョッシュは、
「新しい人生がはじまった」という

元である。それは、
‘生きる意味’という問題の次元で

ほど医師として大きく成長した。この成長は患者から

ある。ジョッシュと患者は深くて新しい次元での人間
．
と人間との繋がりにある。そこにおいては、患者は‘分
．
．．
類とそれに応じた処置の対象’ではない。患者は独自
．．．
の存在であって、独自の‘人生のストーリー’をもつ

学んだものであると言える。
生・生徒のあり方を分類し、評価しそして操作しよう

姿で、それぞれの‘いのち’の素晴らしさを現してく

リー’を見る‘新しい眼’を養う必要があるというこ

るのである。

とである。そして、それには、リーメンの提案した三

自然科学の研究方法においては、基本的に観察する側

さて、筆者は教師として何を学ぶか？ 我々は、学
とする職業的教師のような姿勢――
‘古い眼’を捨て、
あるいは乗り越えて、彼（彼女）らの‘人生のストー

ここで、独自のストーリーというときに、そのスト

つの問、
「今日、
‘自分は何に驚いたか？ ‘何に感動し

ーリーは、普通言われるように「その‘一回性の故に’

たか？ ‘何に気づき元気づけられたか？」を毎日繰り

大切である」というのではなかろう。人間一人ひとり

返すのも一つの具体的方法として参考になる。もし

の‘人生のストーリー’が単に一回きりだから尊いの

我々が、現在の自分の眼――ともすれば目の前の自分

ではなく、その「一回の‘いのち’の本質が素晴らし

に見えたものだけで、例えば成績や素行を第一に重視

い故に」
、その個々の‘いのち’そのものがかけがえな

してしまいがちな眼だけで、相手を評価し、決めつけ

く、尊敬の対象であるということではなかろうか。だ

るならば、それは絶対に避けねばならない。言い換え

からこそ、この‘いのち’との毎日の出会いが感動の

れば、我々が、学生・生徒の‘いのち’と関わるとき、

連続の人生となる。例えば、マザーテレサはインドの

一方的に評価、操作するという姿勢、つまり、彼らに

カルカッタで身よりのない行き倒れの人たちを繰り返

部分に部分で関わるという《我－それ》の姿勢ではな

し繰り返しケアすることに生涯を捧げた。その姿は

く、
‘新しい眼’で学生・生徒を見る人間となるように

人々の心を感動させ魂を震わせるものがあった。彼女

成長をとげねばならない。ここにおいて、学生・生徒

の行為は傍から見れば繰り返しの連続でしかない。し

理解――人間理解の基本は、見る側の教師の人間とし

かし、マザーテレサには、一回一回が新鮮な相手の‘い

ての成長こそ重要な鍵となる。この成長こそが日々問

のち’との出会いであり、一度として同じ繰り返しに

われているのである。この教師の側の成長によって、

思われることは決してなかったことであろう。

それまで見せなかった学生・生徒の姿や生き方が大き

さて、我々教師の世界も一見、マザーテレサ同様に

く変わってくる。つまり、教師の成長こそが、学生・

同じことの繰り返しのように思えるが、リーメンの言

生徒の‘いのち’の素晴らしさを現わす鍵となるので

う‘新しい眼’で見るときに、マザーテレサに少しも

ある。また教師自身、学生の‘いのち’との出会いを

劣らず、毎日が新しい‘いのちのストーリー’との出

通して、自分自身の人生の意味を改めて深く発見し、

会いとなる。また自分自身の人生の意味の新しい発見

新しい感動の人生に入るのである。

ともなる。そうなれば、当然、感動の人生となるであ
ろう。
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translated by R. G. Smith：I and Thou, pp.5,
Charles Scribner’s Sons，1970．
田口義弘訳：我と汝・対話、pp.5-6、みすず書房、
1978（要約）
（ ３ ） Rachel Naomi Remen ： My Grandfather’s
Blessings，pp.1-2，Riverhead Books，2000（要約）
（４）Rachel Naomi Remen：上掲書（３）
，pp.116-119
（要約）
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Finding ‘New Eyes’
―― Learning from Rachel Naomi Remen ――

Mikio

KIMATA

Aichi Mizuho College Mizuho Senior High School

summary
Today, we teachers, I think, are searching for means to have much deeper relationship with
students’ ‘inner life’. In this article I tried to examine how to find ‘new eyes’ to see the students
from Dr. Rachel Naomi Remen’s experiences. When she was four years old, her grandfather
presented her a little cup full of dirt. He told her to put some water in the cup every day. After
three weeks she found two little green leaves in the cup. When she asked him if all it needed
was water(physical care), he said no. He said all it needed was her faithfulness(spiritual care).
This lesson became the basis of her later life as a doctor. For example, when a gifted cancer
surgeon who was tired of the life as a doctor and deeply depressed came to see her for help, she
told him to try to find ‘new eyes’, suggesting the way to find them. When he found the ‘new
eyes’, his attitude toward his patients changed and the patients’ attitudes, too. This ‘new eyes’
brought him a ‘new life’, which was full of surprise, inspiration and encouragement. We as
teachers have much to learn from this.
Keyword： inner life; faithfulness; I and Thou; new eyes; new life; life story.
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後ろ向きの美学―競わない若者たち
進学・フリーター問題考察

樫内 久義
愛知みずほ大学瑞穂高等学校

現代の若者たちは懸命に努力することを「かっこ悪い」とし、敬遠する。それは、努力したにもかかわら
ず、失敗したときのことを恐れるからである。彼らは、
「仮想的有能感」というものにより、自分が他人より
優れた者だと思い込んでいる。しかし、その他人とは実体のないバーチャルな存在に過ぎないのであり、実
体のある他人とは競い合えないのである。このような若者たちの意識は、社会現象としても見受けられる。
大学進学、フリーター問題について、この若者たちの意識がどのように影響を及ぼしているかを考える。

競わない若者たち

となるものである。

2006 年、教育心理学者である速水敏彦氏の著し

本稿では、現代の若者の自分、他人、社会に対

た『他人を見下す若者たち』が評判となった。そ

する意識を基に、進学、フリーター問題について

の副題は「自分以外はバカの時代！」という目を

進路研究の立場から考えて行きたい。

ひくものであった。
そこでは、
現代の若者たちは、

所属する高等学校の 2006 年度の文化祭の文化

実際に他人と競い合い、客観的に自他の能力を比

講演会で「後ろ向きの美学―競わない若者たち」

較することなく、
「仮想的有能感」により他人を見

というタイトルで現代の若者たちの意識について

下すことを現代社会の中で生存していく術として

話をした。その内容は長年、高校生たちと触れ合

いることをはじめとして現代の若者たちの特徴が

い、進路指導に携わって来た経験を基にしたもの

明確に指摘されていた。それらは現代の若者の心

であり、タイトル、特に副題の「競わない若者た

理を考える上で大変示唆に富む指摘であった。ま

ち」については、全くの実感であった。そのとき

た、2007 年 1 月 6 日付けの中日新聞に 2007 年に

の考えと、以前、所属していた研究グループにお

成人式を迎える新成人を対象に時計メーカーのセ

いて発達心理学の立場から考えたフリーター問題

イコーが実施した意識調査の内容が紹介されてい

についての見解を基に、なぜ、高校生である彼ら

た。それは自分たちの世代を漢字二文字の熟語で

は競わないのか、また、その意識がフリーター問

表現させたネットアンケート（当てはまる熟語を

題、進学に関しての受験方法等にどのように影響

５つの中から選ばせる方法で実施）の結果であっ

しているのかについて述べてみたい。まずは、進

た。それによると、
「
（いつの間にか差がつき始め

学に対しての現代高校生の意識について見て行く。

ている）格差」が 25％でトップであった。しかし、
注目したいのは２位以下のものであった。紹介す

大学受験をめぐる問題

ると、割合の高い順に、
「
（程よい距離を保ちなが

学力試験の回避

らつながる）連鎖」24％、
「
（私は私の道を行く）

規制緩和により新設される大学や学部による定

拡散」19％、
「
（誰にも負けないオンリーワンを目

員増と 18 歳人口の減少等を背景として４年制私

指す）個性」16％、
「
（気の合う仲間といつも一緒

立大学の４割が定員割れに陥っている。
そのため、

の）連帯」8％であった。それらの意識は前述の

大学側は、学生確保のための様々な方策を講じて

速水敏彦氏の著書でも指摘されているものであり、

いる。最近人気のある看護・福祉系や幼児教育系

若者たちを巡る社会現象を考える上でキーワード

の学部の新設も、そのひとつである。しかし、そ
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れも結果的には需要と供給のバランスを欠いた選

側の方策は、受験生側の意識の反映であり、受験

択であり、根本的な状況の改善どころか反対に自

生の意識に敏感に反応したものである。そして、

分の首を絞める結果を招きかねない。そのような

それらはお互いに相乗効果を生み出していると見

状況において、大学は、学生獲得競争に勝利する

られる。

ために学力におけるハードルを下げざるを得ない

推薦入試に臨む受験生の中には、学力試験にも

状況にある。具体的には、入試方法の手直しであ

挑戦する者もいる。その場合、推薦入試は、一種

る。まずは、一般学力試験によらない推薦入試、

の「保険」である。推薦入試の場合、合格したら

A.O 入試等の導入と、それらの受験機会の増加、

必ず、その大学に入学しなければならない「専願」

また、学力試験においても、受験の機会を増やす

と呼ばれる入試と、合格しても、その権利を放棄

等が殆どの私立大学で行われている。今、学力に

することができる
「併願」
と呼ばれる入試がある。

おけるハードルを下げるという表現を用いたが、

学力試験によって推薦入試で受験した大学とは別

厳密に言えば、学力を問わない選考方法の導入に

の大学、学部に挑戦する者は、その「併願」を選

頼らざるを得ないということである。なぜ、その

択した者である。但し、推薦入試の「併願」受験

ようなことが起こるかというと、高校のカリキュ

者が必ずしも学力試験に臨むわけではない。推薦

ラムの問題や受験生たちの能力の低さを必ずしも

入試のみの受験方法で大学入試に臨む者が、本命

表さない。そうではなく、大学側が、そのような

の大学は「専願」の推薦入試で受験し、所謂、
「滑

対応をとるには、受験生である若者たちの意識の

り止め」である大学には「併願」の推薦入試を選

変化が大きく関わっていることが原因と考えられ

択する場合が少なくないからである。この場合、

る。少なくない数の受験生たちが学力入試のため

「併願」が「専願」の「保険」となるのである。

に特別な努力をしていないことと、進学に際し、

本来、推薦入試の性格上、推薦入試で臨む大学に

はじめから学力入試を選択してはいないことが原

合格したら、そこに入学しなければならないはず

因と考えられる。現代の受験生の中に合格に向け

なのだが、現状は、そうではない。

て切磋琢磨して受験勉強に打ち込む者の割合が減

更に、推薦入試でも、在籍する高等学校長の推

少してきていることが入試方法の変化を齎してい

薦が条件となる「学校推薦」や、ある程度の成績

ると考えられるのである。

基準等を設けている推薦入試の他に、学校長の推

その根拠としては、推薦入試等の学力に頼らな

薦が得られなかったり、学業成績が思わしくなか

い入試方法によって入学する学生の割合の増加が

ったりする場合には、
「自己推薦」などと呼ばれる

挙げられる。日本私立学校振興・共済事業団の調

受験方法も存在する。これは、むしろ、学業成績

査（2006 年 7 月公表）によると、私立４年制大

だけにとらわれず、受験生の個性や学問に対する

学では、全入学者に対する推薦入試での入学者の

適性、大学への志願理由の確かさ等で合否を判断

割合が 1995 年には 33％だったが、2006 年には

する A.O 入試の受け持つ範疇である。

45％に増加していることが分かる。全入学者の約

以上、眺めて来た推薦入試、A.O 入試という受

半数に及ぶ数値である。
因みに私立短期大学では、

験方法の増加や、推薦入試の多様化は、大学側の

1995 年の 58％に対し、2006 年は 72％であり、

学生確保に対する苦心の表れと同時に受験生の学

増加率は４年制大学と同程度だが、全入学者に対

力試験回避の傾向を如実に表すものと考えられる。

する割合は約７割と非常に高いものである。
また、
文部科学省の資料
（
「国公私立大学入学者選抜実施

若者たちの美学

状況」
）によると、推薦入試を実施している４年制

受験生に代表される若者たちは努力を避ける傾

私立大学の数も、1997 年には 541 大学だったの

向にある。努力は彼らの美学にそぐわないのであ

に対して 2006 年には 685 大学と大幅に増加して

る。競わないことこそが彼らの美学なのである。

いる。A.O 入試の導入については、ベネッセコー

速水氏は自著の中で次のように述べている。

ポレーションの調査によると更に著しく、1997
年の７大学に比べ、2006 年には 425 大学であっ

日本人は、
「努力信仰」を持つということが、

た。

しばしば語られてきた。しかし、現代の若者

これらのデータは、大学側の、一般学力試験実

たちは、昔の人たちのように、努力を重視し

施を前にある程度の学生数を確保したいという気

ているとは考えがたい。努力には、どうして

持ちの表れと同時に、受験生たちの学力試験を避

も「忍耐」や「我慢」が伴うが、彼ら自身は

ける傾向の増加を表していると考えられる。大学

むしろ、忍耐や我慢をして努力する姿を冷笑
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するようになったことは確かであろう。現代

っていると吹聴する。しかし、失敗した場合

の若者たちは熱くなれないのだ。忍耐や我慢

には、
「急に家庭で大事故がおこった」
「体の

は、彼らからすれば「かっこ悪いもの」の代

調子が悪くなった」
「そもそも意味のないテス

表格なのである。だからといって、彼らは望

トなので勉強しなかった」というように、さ

ましい結果や勝利を望んでいないわけではな

まざまな口実をあげつらう。努力は諸刃の剣

い。努力なくしてすばらしい結果を手にする

であり、それによって目標を達成させること

ことが、最も「かっこいい」と考えている。

も可能だが、努力をつぎ込んだのに失敗した

（『他人を見下す若者たち』講談社現代新書

場合は、努力しない場合よりも深く傷つくこ

2006 年 200 頁）

とになる。現代の若者たちは後者の場合をひ
どく恐れているように見える。
（
『他人を見下
す若者たち』講談社現代新書 2006 年 200・

受験生が、推薦入試をはじめ学力入試を避ける

201 頁）

現象には、速水氏が指摘する、この心理が見られ
るのではないか。実は、努力がなされないのは、
何も学力入試に対してだけではない。推薦入試や

つまり、努力して望みどおりの結果が得られな

A.O 入試においても、その現象は見られる。推薦

かったときの傷の深さを恐れているのだ。若者た

入試や A.O 入試では、面接、小論文や作文等が実

ちは競わない。なぜなら、真剣に競う場合には、

施される。また、出願の際に、ある程度の文字数

それなりの努力を必要とするし、敗者となった場

が課された志願理由書や自己推薦書、活動記録等

合には、ひどく傷つき、自分の本当の実力、非力

を提出しなければならない場合も少なくない。受

さを目の当たりにしなくてはならなくなるからで

験生の中には、これらに対しても努力や労苦を避

ある。それ故、若者たちは実際には実体を知らな

ける場合が多々見受けられるのである。進学校と

い大衆と呼べる存在を仮想的な他者として「みん

自称できない高校等の教員なら誰しもが経験して

な」と呼び、馬鹿にする。顔や実力を知っている

いることであろうが、そのような受験生たちの中

者とは競わない。比較するときや、自分に優越感

には入試直前になってから、小論文の書き方を指

を抱くときには、実体のない「みんな」を相手に

導して欲しいとか、自分の長所とは何であるかを

するのである。こうすれば、自分が傷つくことは

教師に平気で尋ねたりする者がいるのだ。もちろ

永久にない。このことは次に考えるフリーター問

ん、どの高校でも、早い段階から小論文の書き方

題の根幹にも関わる問題である。

や、面接指導は行っているのだが、彼らは真剣に

本稿の冒頭で、セイコーが新成人に実施したア

取り組んでいないのだ。それ故、３年次になって

ンケートの結果を紹介したが、新成人たちが自分

から、それも入試を目の前に控えた夏休み明けな

たちの世代を表す言葉として挙げていた、
「
（程よ

どに、そのような質問や依頼をして来るのだ。た

い距離を保ちながらつながる）連鎖」
、
「
（私は私の

だ、話は横に反れてしまうが、この問題には、既

道を行く）拡散」
、
「
（誰にも負けないオンリーワン

述の、学生確保には背に腹をかえられない大学側

「
（気の合う仲間といつも一緒の）
を目指す）
個性」
、

の状況が責任の一端を担っていることは指摘して

連帯」
は全て競争や努力と馴染まないものであり、

おかなければならない。実際には、今、紹介した

速水氏の指摘する若者の心理と合致する。彼らの

ような受験生たちでも合格を手にすることができ

挙げた中でも、
「
（誰にも負けないオンリーワンを

るのだ。
努力なくして合格できてしまい、
それが、

目指す）個性」は、一見、競争や努力を連想させ

後輩たちへと申し送りされ、更に受験準備をしな

るかも知れないが、それは、ナンバーワンではな

い受験生たちを生み出してしまう悪循環を生むか

くてオンリーワンであり、優劣を基準にしている

らだ。

のではなく、単に自分が他と異なっていることだ

では、若者たちは、なぜ努力しないのか。速水

けを示しているのである。何でも「個性」という

氏は次のように述べる。

一言で済ませてしまえば、優れていようが劣って
いようが何ら問題にならないからである。

仮想的有能感を持つ人が、通常の意味での達

以上、高校生の受験に対する姿勢の背景にある

成動機づけの高い人とは思われない。彼らは

若者たちの心理について眺めて来たが、
それらは、

人前では自分はできるはずであることを示そ

フリーター問題にも大きく関わることになる。次

うとする。そして成功した場合には、自分は

に、フリーター問題に見られる若者の意識につい

ほとんど努力しなかったのに、結構いい線い

て考えて行きたい。

95

原著

望を持っていなかった者・39.2％）・
「やむを得ず
フリーター問題

型」
（労働市場の悪化や家庭の経済事情、トラブル

2004 年に、論者が所属していた大学院の発達心

などの事情によってフリーターとなった者・
33.0％）の 3 つがある。

理学の授業において様々な分野を専門とする大学
院生が博士前期、後期の別もなく参加し、フリー

④将来の志向を職業・労働形態を軸にどういう

ター問題について考える機会があった。
そこでは、

イメージを描いているかという視点で分類する

発達心理学はもとより、社会学、教育学、哲学の

（リクルートフロムエー 2000 年）と、
「クリエ

分野からの視点を含む多方面からの検討も加えら

イティブ・アーティスト志向派」
（自分の感性と実

れながら興味深い議論が展開された。少し古いデ

力で芸術的な仕事をしていこうと志向するタイ

ータや社会状況を基にした報告になるが、その内

プ・3.7％）
・
「知的・技能的フリーランス志向派」

容に、その後に気づいた見解を交えてフリーター

（知的資格や技能を身に付けて、将来は独立しよ

問題と、その背後にある若者の意識について考察

うと考えているタイプ・2.8％）
・
「企業内自己実現

する。

派」
（自分のやりたい仕事のイメージははっきりあ
るが、企業に属することで自分のやりたいことを

フリーターへの扉

実現しようと考えるタイプ・14.9％）・
「いざとな

フリーターの種類、それになった動機は様々で

れば寿派」
（将来は結婚して主婦になることを考え

ある。まず、フリーターの種類としては、分類す

るタイプ・5.6％）
・
「いざとなれば家業継承派」
（フ

る各視点によって次のようなものがある。

リーランスとして成功できればと考えているが、

①現在の意識面から分類する（労働省

2000

親の事業を継ぐ道もあるため余裕があるタイプ・

年）と、
「自己実現型」
（フリーターを辞めて定職

36.1％）
・
「ボヘミアンフリーター派」
（将来のこと

に就きたいと考えている者のうち、定職に就くた

はあまり考えず、今の延長線上で良いと考えるタ

めの具体的な取り組みをしている者）
・
「将来不安

イプ・1.0％）
・
「とにかく就社安定希望派」
（でき

型」
（フリーターを辞めて定職に就きたいと考えて

るだけ早くどこかに就職して安定した生活をした

いる者のうち、定職に就くための具体的な取り組

いと考えるタイプ・35.0％）の７つがある。

みをしていない者）
・
「非自発型」
（
「将来不安型」

それぞれの分類において、所謂「フリーター問

のうち、正社員として採用されなかったり、正社

題」として採り上げられるべきタイプは①で見る

員として採用される見込みがないと諦めた者）・

と、
「将来不安型」
・
「非自発型」
・
「フリーター継続

「フリーター継続型」
（フリーターを辞めて定職に

型」
、②では、
「暗中模索型」
・
「現状満足型」
・
「憧

就きたいと考えていない者）
・
「その他型」
（以上の

れ・夢見て足踏み型」であろう。それら以外のタ

４つの型以外のフリーター）の５つがある。

イプ、すなわち、①における「自己実現型」や②

②フリーターである現在の状況を自分のビジョ

における「トライ＆ステップ型」に属している人

ンが見えているかどうか、自分の将来に向けて具

たちは、フリーターから脱して定職に就くための

体的に行動を起こしているかどうかで分類する

具体的な取り組みをしていたり、目指すべく明確

（リクルートフロムエー 2000 年）と、
「暗中模

な目標を持ち、それに向けて具体的な取り組みを

索型」
（現在、自分でも何をやりたいのか分からな

し始めたりしている人たちであるからである。③

いという状況にある者）
・
「現状満足型」
（現在のフ

や④において「フリーター問題」として採り上げ

リーター生活に快適さと満足度をかなり感じてし

られるものは「モラトリアム型」
・
「やむを得ず型」

まっている者）
・
「憧れ・夢見て足踏み型」
（やりた

や
「ボヘミアンフリーター派」
のタイプであろう。

いことのイメージはあるが、具体的な手だてを講

それら３つのタイプに属する人たちは十分な職業

じていない者）
・
「トライ＆ステップ型」
（やりたい

意識を持っておらず、消極的な選択によりフリー

ことを目指して仕事を辞めた者や暗中模索の時期

ターへの扉を開いた者たちと考えられるからであ

を経て次なるステップに踏み出した者）の４つが

る。しかし、実は、以上において「フリーター問

ある。

題」のタイプとして挙げなかった分類に属するフ

③フリーターとなった契機と当初の意識に着目

リーターたちも、目標や動機の内容ではなく、そ

する（日本労働研究機構 2000 年）と、
「夢追求

の身分、すなわち、フリーターなるがゆえに「フ

型」
（特定の職業に対する明確な目標をもっていて

リーター問題」となり得る危険性を孕んでいるの

アルバイトをしている者・27.8％）・
「モラトリア

である。

ム型」
（フリーターとなった当初に、明確な職業展
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問題予備軍

その姿勢自体に問題はない。それらが「フリータ

フリーターとなる動機や、フリーターとして働

ー問題」に含まれるのは、その自らが設定した目

く意識の種類に関係なく、フリーターであるとい

標、
「夢」を手に入れられないときなのである。あ

う、そのことだけが「フリーター問題」となり得

る意味、積極的にフリーターを選択したタイプの

るということについて述べていく。

人たちも、設定した目標、または抱いた「夢」が、

「フリーターへの扉」で採り上げたフリーター

達成できなかったり、実現できなかったりした場

のタイプ別分類において「フリーター問題」から

合、妥協して他の道を歩み出さない限り、一生、

除外したタイプは①・②においては「自己実現

フリーターであり続けることになる。ここに、上

型」
・
「トライ＆ステップ型」
、③・④では「夢追求

記で、フリーターとなる動機や、フリーターとし

型」
・
「クリエイティブ・アーティスト志向派」
・
「知

て働く意識の種類に関係なく、フリーターである

的・技能的フリーランス志向派」
・
「企業内自己実

という、そのことだけが「フリーター問題」とな

現派」
・
「いざとなれば寿派」
・
「いざとなれば家業

り得ると述べた所以がある。

継承派」
・
「とにかく就社安定希望派」である。そ

次に、
「予備軍」に潜む危険性を生み出すフリー

のうちの「自己実現型」は、フリーターを辞めて

ターの意識を、発達段階とキャリア発達の観点を

定職に就くことを希望しており、その目標達成の

交えて述べる。

ために具体的な取り組みをしている人たちであり、
「フリーター問題」予備軍からは除くことができ

「成長・空想・探索」期

よう。また、
「企業内自己実現派」は自分のやりた

「フリーター」という言葉は「生まれた」とき

いことと仕事とを分けて考えることができる、す

には現在のように好ましくない響きを持ってはい

なわち、定職に就くことを希望している、または

なかった。むしろ、その言葉が誕生したころの日

定職に就くことを拒んでいないというところから、

本の職業環境の「型」にとらわれずに自由な発想

後で挙げるタイプと比較すれば「予備軍」から除

をもって行動的に活動する高い教養と才能を持ち

外できるであろう。
「とにかく就社安定希望派」は

合わせた一部のエリートを指し示す言葉であった。

就労に対する意識の持ち方に多少問題があり、就

背景にはアメリカの資本主義、自由主義の根底に

職活動における取り組み方に多分に不安がある。

ある個人主義があったと言われる。かつての日本

しかし、そのタイプの人たちは、
「企業内自己実現

の「風土」には存在しなかったイデオロギーによ

派」と同じように定職に就くことを一応目指して

って生まれた就労形態である。しかし、時代の移

おり、あくまでもフリーターにとどまるというよ

り変わりによって、その意味も変容を来した。現

うな頑なさがなく、就労に対して十分に柔軟であ

在では「フリーター」を容認する人は限られてい

るという点から「予備軍」から除外したい。
「いざ

る。フリーターの是非については様々な意見があ

となれば寿派」
・
「いざとなれば家業継承派」は職

ろう。しかし、現状では、まだ積極的に支持する

業意識や、就労における自己実現においては問題

者は少ない。なぜならば、フリーターにならない

を孕んでいることは否めないが、フリーター以外

ための職業観の育成や進路選択についての教育が

の選択肢も受け容れる柔軟さと定職に就く、もし

今まで十分になされて来たかに大きな疑問符が打

くは家庭に入るという、ある意味安定した「受け

たれるからである。また、ごく近年になってから

皿」が用意されているという点から「予備軍」か

注目を浴びだした問題なので、まだ十分な議論と

ら除外できるであろう。

検討がなされていないからでもある。しかし、現

すなわち、本稿で問題として採り上げるべきフ

代においてフリーター問題は切実なものになりつ

リーターのタイプは、自分の目指す目標、
「夢」と

つある。十分な議論がされるには、それ相応のデ

いうもの、理想の自分像以外受け容れないという

ータがなければならない。フリーター問題を論ず

柔軟さを欠いた意識を持ち続ける人たちである。

る現状は、まさに本格的にデータ収集と調査に取

具体的には、
「トライ＆ステップ型」
・
「夢追求型」
・

り組んでいるところにある。その中で徐々に明ら

「クリエイティブ・アーティスト志向派」
・
「知的・

かになりつつあるものもある。そのひとつがフリ

技能的フリーランス志向派」に属するタイプのフ

ーターを構成する人たちの大部分を占める 10 代

リーターたちである。それらのタイプの人たちは

後半から 20 代の若者の意識である。

ある意味、
明確な意思を持っている人たちである。

シャインのキャリア開発サイクルで見てみると、

中には目標に向かって具体的に何らかのアクショ

０歳から 30 歳までは次のような発達段階に含ま

ンを起こし、努力している人たちもいるだろう。

れている。①成長・空想・探索（0 歳～21 歳）
、
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②仕事世界へのエントリー（16 歳～25 歳）
、③基

どの単純な意識から生じるもので、自分の適性に

礎訓練（16 歳～25 歳）
、④キャリア初期の正社員

即しているといった高度な意識ではない。それが

資格（17 歳～30 歳）
、⑤正社員資格・キャリア中

「学齢期」を過ぎて、
「青年期」
・
「前成人期」に至

期（25 歳以降）
。また、それぞれの段階には各課

ると、社会的には「仲間集団」を超えた「外集団」

題が存在している。この中で注目したい段階は①

の環境に身を置くようになり、
「競争」を体験し、

の「成長・空想・探索」の段階である。

その体験を通して、
「協力の相手」を見つけ出した

この段階は０歳から 21 歳までと年齢の幅が極

りし、自我を確立していく段階に移行する。そこ

めて大きいが、この段階を金井篤子氏は、
「まず、

での職業意識は「ごっこ」であってはならない。

第一段階は成長・空想・探索期である。この段階

「かっこいい」
、
「なってみたい・やってみたい」

の課題は職業人となるための準備段階である。自

という基準、すなわち、
「憧れ」ではなく、自己の

分自身の欲求や興味、能力や才能を開発し、職業

適性を踏まえた明確な職業意識が持たれなければ

観や職業興味を持つとともに、適切な教育を選択

ならない。そこまでの職業意識が育成されてなけ

し、その教育を受ける。アルバイト体験などの試

ればならないのである。
当然、
「ごっこ」
ではなく、

行的職業体験を通じて、自己の適性を知る。
」
（後

競争をはじめ、挫折、劣等感等を実際に体験する

藤宗理・大野木裕明編『現代のエスプリ 427』至

発達時期にある若者たちは、その決してやさしく

文堂 2003 年 60 頁「キャリア発達の視点から」
）

はない現実に揉まれ、削られ、自己を陶冶してい

段階と述べている。

くことになる。その中で自らの能力と限界を知る

なぜ、この段階を特に採り上げるかというと、

ことになる。そして、さらなる上昇を目指し研鑽

それが、次のキャリア開発サイクルにつながる、

を積んだり、本来目指していたものとは異なる進

無くてはならない基底となるからである。
「サイク

路へ進むという方向転換の道を選択したりするの

ル」であるから「基底」というよりも始点と表現

である。では、フリーターを選択した若者たちに

した方が適切かもしれないが、その段階を抜きに

見られる意識はどうだろう。若松養亮氏は、20 歳

しては次の段階へは進めないのである。そして、

を超えて学校を卒業しても実家で親と同居するこ

この段階に、まさしく、フリーターをはじめて選

とが容認されるようになったという若者以外の外

択する時期の若者が含まれるからである。①の段

的要因を指摘するなど、フリーター問題を若者だ

階の後、仕事に参入することになる。すなわち、

けの問題にしないということを訴えている一方で、

求職活動を行い、現実的な選択のもとに初職につ

若者自信の職業に対する意識の甘さを指摘してい

く②の段階や、仕事の現実を知り、仕事を覚えた

る。そこでは、販売部数や視聴率を第一と考える

り、組織のルールを学んだりする③の段階という

マスコミが発信する偏った情報や、そこから生じ

ように職場において重要な初期の段階が①の後に

た一面だけのイメージだけで職業を考えたり、
「自

続いていくのである。

分は変わりたくない、けれど他人を変えたい（影

それぞれの段階もスーパーのライフ・キャリア

響を及ぼしたい）
」
等の意識が強いことが指摘され

から見て、その後のキャリアに無くてはならない

ている（後藤宗理・大野木裕明編『現代のエスプ

ものであるが、その原初としての役割を①は持っ

リ 427』至文堂 2003 年 127－138 頁「進路選択の

ている。この時期における人たちが、その段階に

現状」
）
。好ましい（というより自分に都合のよい）

課された課題をこなしていくかということが、そ

イメージのみで職業を選択し、たとえ望み通りに

の後の人生において重要な問題となるのである。

就職できたとしても、イメージ以外の面、すなわ
ち、自分にとって好ましくない部分を見せられた

「変わりたくない」意識

ときに辛抱できずに、数年、あるいは数ヶ月とい

シャインの「成長・空想・探索」期は、エリク

う短い期間で退職してしまう事態が生じることに

ソンの自我発達における
「乳児期」
から
「青年期」
、

なる。また、
「自分は変わりたくない、けれど他人

もしくは
「前青年期」
にあてはまる時期でもある。

を変えたい（影響を及ぼしたい）
」という意識は若

職業選択を視野において、このエリクソンの自我

松氏も指摘するように自らをより高次元に向上さ

発達の段階を見てみると、
「遊戯期」では特に自分

せる点等、必ずしも悪い面ばかりがあるわけでは

の身近で目に触れる職業に憧れを持ったりする。

ないが、それを重視し過ぎることには長所をはる

そして、
「ごっこ」という遊戯の中で疑似体験した

かに凌ぐ大きな欠点が存在している
（
「進路選択の

りする。そのときの職業意識は、当然ながら、
「か

現状」
）
。その意識の中では常に自分は中心人物、

っこいい」や「なってみたい・やってみたい」な

主人公でなければならないのである。すなわち、
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ドラマの中の主人公のように必ず「おいしい」役

しているかということである。もし、未成熟なま

どころでなくてはならないのである。そのような

まであれば、本稿の「フリーターへの扉」
、
「問題

意識が自らの職業観、就労観のほとんど大部分を

予備軍」のところで述べたように、一見、問題な

支配している場合、その意識の持ち主は傷つくこ

いとされるフリーターでも、それが、フリーター

と、辱められることには耐性を持ち得ない。ゆえ

であるがゆえに問題となってしまうのである。

に厳しい現実社会の中で挫折や屈辱を味わうこと

甘い自己や社会の認識を基底とした、自らに限

を避けなければならなくなる。すなわち、自身の

界のあることを認めず、妥協しない生き方を続け

真価が問われるような場面に自らを置くことがで

るという生き方、自らを変えることは望まず、他

きないのである。そのため、定職に就けない、も

人に影響力を持つ「一目置かれるような」存在で

しくは就けても間もなく離職する等の事態を招く

あり続けようとする生き方の延長線上にあるフリ

ことになる。まさしく、大学入試に関する箇所で

ーターであれば、否定すべき存在であると言わざ

紹介した速水氏の指摘する若者意識が見られるの

るを得ない。

である。

フリーターを選択した人たちの中で、自己防衛

最近、
「ひきこもり」という言葉が度々聞かれる

手段としてフリーターの存在を美化している者が

ようになり、その問題が注目されつつある。この

少なくないのではないか。また、フリーター経験

「ひきこもり」の当事者の意識の中にも「自分は

がなく、その危うさと悲しみを知らず、伝統的な

変わりたくない、けれど他人を変えたい（影響を

日本文化の「風土」的社会背景を否定し、個人主

及ぼしたい）
」
という意識が強く働いているのでは

義を強調し過ぎた外来のイデオロギーに眼を奪わ

ないだろうか。傷つくことを恐れるがあまり、外

れるかのごとくフリーターを美化する一部の知識

部との接触を断つ、しかし、自己を外部に発信し

層の言説に影響を受けて多くの人たちがフリータ

て、誰かに認められたいという願望は捨てきれな

ーを必要以上に容認しているのではないだろうか。

い。そのような「ひきこもり」の心情とフリータ

フリーターの存在を認めることは必要である。

ーの一部の心情は比較的近いところにあるのでは

しかし、あくまでも豊かな社会生活を営むべく成

ないだろうか。就職する等、社会に出れば当然、

熟した人格者であらねばならない。そのための方

他との関係が生じる。協力関係もあるが、競争関

策、学校、社会をも含む教育が十分なされなけれ

係も避けられない。その中では人は達成感や充実

ばならない。価値観があまりにも多様な現代社会

感を味わう反面、ときに挫折を経験する。そのこ

において、その社会に見合った職業教育、進路選

とに対する耐性が培われていないと社会生活をま

択についての教育がなされて来なかった、
または、

ともに送ることはできないのである。

なされては来ていたが、現代社会の急速な変化に
追いついて来られなかった現状を真摯に見つめ直

フリーター問題の盲点

していかなければならないだろう。

フリーターは社会に認められる存在になりつつ
ある。本稿のフリーター問題に関する主なデータ

「親の背中」

や資料は、2004 年当時の確かな景気回復の傾向も

「親の背中を見る」ということが、親の懸命に

見られない不安に満ちた不況下の就職難を背景に

働く姿を見て、自らもそれに倣い、その仕事を通

している。しかし、2007 年の現在でも、景気は緩

じた社会貢献の中で、また、その生業に支えられ

やかではあるが、回復傾向にあるものの、企業は

た家庭において自己充実を図り、アイデンティテ

正社員採用に関しては未だ慎重になっており、そ

ィーを見出すという生き方が「浪花節」扱いにさ

のような雇用状況を背景として、また、親たちが

れ、親のように仕事人間で仕事中心に生きて行く

社会に独立すべき年齢の子どもの同居と養育を容

存在を憐れんだり、滑稽に思ったりするというの

認するという家庭環境を背景として、フリーター

が現代の潮流であるならば、真剣な職業教育や情

の存在は避けられないものとして、あるいは積極

緒育成も期待できないだろう。速水氏の指摘する

的な生き方のひとつとしてさえ認められる傾向に

ように、努力することが「かっこ悪い」とする若

ある。

者たちには、
「親の背中」もそのように見えている

問題は、フリーターを選択する人たちが十分に

のかも知れない。しかし、そこには、
「俺の背中を

社会人としての自覚を持っているかということで

見ろ」という親の存在がないことも影響している

ある。すなわち、自我の確立ができているか、キ

のではないか。発達段階において、十分独立して

ャリア発達から見て、それ相応の段階として成熟

いける年代の子どもたちに自ら親の脛を「かじら
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せて」いる親の存在についても憂慮しなくてはな
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らないだろう。
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後藤宗理・大野木裕明編『現代のエスプリ 427』至文堂

現代の若者たちは懸命に努力したにもかかわら

2003 年

ず、敗者となったり、望みが叶わなかったりする
ことを極端に恐れる。
挫折に対する耐性に乏しく、
立ち直る勇気が持てないからである。冒頭で紹介
した通り、セイコーが新成人に対してのアンケー
トで、
「
（いつの間にか差がつき始めている）格差」
が自分たちの世代を表す熟語の１位であった。
「格
差」
・
「勝ち組・負け組」という言葉は、最近よく
耳にする言葉である。
「いつの間にか差がつい」た
と感じる若者は、気づいたときには、
「負け組」に
なっているのだ。
「格差」や「負け組」が存在する
以上、
「勝ち組」も存在するのだが、
「負け組」と
なっている若者たちは努力して「勝ち組」に這い
上がる努力は敢えてしないのである。彼らにはじ
めから努力は存在しない。だからこそ、
「いつの間
にか」と感じるのである。彼らが競うのはネット
上で匿名として競える相手だったり、漠然とした
大衆である「みんな」だったりする顔や実体の知
れない相手なのである。ネット上の相手や漠然と
した「みんな」が相手であれば、都合が悪くなれ
ば、こちらからいつでも関係を断つことが可能で
ある。
「相方向」的な関係だと、そうはいかない。
一方的な関係だからこそ、
それが可能となるのだ。
それゆえ、いつも彼らの自己分析は絶対的、主体
的ということになる。他人との客観的な比較はあ
り得ない。自分は絶対的基準において「最高」な
存在であり、現状は不遇だったり、
「ぱっと」して
いなくとも、
「いずれ」
、望み通りになれる「可能
性」や「能力」
、すなわち、計り知れない潜在能力
という「仮想的有能感」を持っているのだ。そし
て、
それが心の拠り所となっているのだ。
しかし、
それはあくまでも仮想、
バーチャルなものであり、
それを頼りに実社会の中で生き抜くことはできな
い。
以上、進学とフリーター問題を対象として若者
の意識について述べて来た。しかし、それは、彼
らを取り囲む環境を作り出した大人たちの責任で
あることを認識しなければならない。そのような
視点から、学校教育、特に進路学習、そして、家
庭における教育の在り方について真剣に考えて行
かなければならない。
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Aesthetic of backward looking way of thinking
― Young people without competition―
The study of course to be taken

Hisayoshi

KASHIUCHI

Aichi Mizuho College Mizuho Senior High School

Today, young people do not work hard because they regard efforts as bad. They fear failures in spite of
efforts. They consider themselves to be superior to others with virtual availability. Others, however,
are just a virtual existence so that young people cannot compete with real existence. Such awareness in
young people is accepted as a social phenomenon. I consider the awareness affecting on the university
examination and the problems of “Freeter” (job-hopping part-timer).
Keywords: young people; virtual availability; the university examination ; “Freeter”
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我が国におけるアルコール関連問題対策の変遷と課題

田中

和彦

愛知みずほ大学人間科学部人間科学科

経済成長・国民所得の増加により我が国のアルコール消費量は増加している．それに伴い，アルコール関連問
題も表面化し複雑となっている．我が国におけるアルコール関連問題対策は当初，酒害対策を中心とした施策で
あったが，近年は酒害の啓蒙，予防対策へと変遷している．このことにより，アルコール関連問題の発生そのも
のを防ぐ対策が講じられていることがわかった．また，アルコール関連問題は身体的障害・精神的障害だけでは
なく，さまざまな生活問題へと発展しており，今後は，アルコール関連問題が及ぼす生活への影響に対する施策
についての充実と，アルコール依存症者への社会福祉施策の充実が必要であると考えられた．
キーワード：アルコール関連問題，アルコール関連問題対策，アルコール依存症，社会福祉施策

はじめに

た．
『魏志倭人伝』に｢人性酒ヲ嗜ム｣と書かれているよ
うに３世紀後半の弥生時代から飲酒があったようであ

我が国のアルコール消費量は経済成長，国民所得の

る．また｢酒をあがらぬ神はなし｣という言葉が物語る

増加により第二次世界大戦後増加の一途をたどってい

ように，神事とアルコールは切っても切れない関係が

る．
『我が国の精神保健福祉平成 16 年度版』によれば，

あり，我が国の宗教上の行事にはアルコールがつきも

昭和 40 年（1965 年）の成人飲酒人口 2662 万人とな

のであった．江戸時代には｢飲む・打つ・買う｣という

っているのに比べ，平成１１年(1999 年)には推計で

三大娯楽を称する言葉にもあるとおり，飲酒は一般化

6693 万人とされ，そのうち大量飲酒者の推計は 227

し広く庶民へとひろがっていった．田中輝好は江戸時

万人にのぼる（精神保健福祉研究会 2005：134）．飲

代の長崎奉行所判決記録（犯科帳）を調査し，江戸時

酒人口は 34 年間で 2 倍以上に膨れ上がり，それに伴

代の飲酒問題について発表を行っているが，そのなか

いアルコールによっておこるさまざまな問題も浮き彫

にも，飲酒によって家族崩壊や暴力事件などを起こし

りにされている．アルコール関連問題とは，アルコー

ている例が多数見られると報告している（田中

ルに起因する臓器障害等の身体的問題，アルコール依

2005：378－384）(1)．明治以降，食事時や冠婚葬祭，

存症，アルコール乱用等の精神的問題のみならず，飲

また人間関係の親密さを増していく手段として，広く

酒をすることによって起こる暴力や虐待，離職や生活

飲酒文化が広がっていったと考えられる．

苦などさまざまな生活問題も含まれる．また近年，飲

表１によれば，我が国の純アルコール消費量は昭和

酒運転による死亡事故の多発や未成年者の飲酒死亡事

40 年に 364,640 キロリットルであるが，それ以降上昇

件などが頻繁に世間を騒がし，飲酒とその影響に対す

し続け，平成 7 年には 835,296 キロリットルまで増加

る社会の関心は高まっていると考えられる．

している．昭和 40 年を 100 とした場合，平成 7 年に

筆者はアルコール依存症者に対するソーシャルワー

は 2 倍以上の 229.1 となる．成人一人当たりの消費量

クの研究を進めているが，アルコール依存症を含めた

も増え，昭和 40 年と平成 7 年を比べると，約 1.5 倍

アルコール関連問題について，我が国が講じてきた対

になっている．飲酒人口も増加の一途をたどり，昭和

策の歴史と変遷を探ることでアルコール関連問題の現

40 年と平成 11 年を比べると，約 2.5 倍となる．一日

状と，アルコール関連問題対策についての課題を明ら

平均 150ml 以上のアルコールを飲む大量飲酒者推計

かにしたい．

数も増加している．平成 7 年以降，純アルコール消費
量は横ばいとなっているが，飲酒者，大量飲酒者推計

Ⅰ

数は増加している．

アルコール消費量とアルコール関連問題の変遷

表２をみると，アルコール依存症の推計患者数は昭
和 43 年に 13,000 人であることに対し，平成 8 年には

我が国において，アルコールは古来より飲まれてい
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21,700 人と 1.6 倍になっている．先の表１と合わせて

らに昭和６０年度版には｢核家族化等の生活様式に伴

考えると，飲酒量の増加，大量飲酒者推計数の増加に

う飲酒規範の崩壊などによって元来社会的に飲酒に寛

伴って，アルコール依存症等患者数も増えているとい

容な我が国の飲酒文化が変遷を余儀なくされ･･･(以下

える．平成 11 年にはアルコール依存症等患者数に若

略)｣と表現され，飲酒文化の変化について言及してい

干の減少が認められるが，これは平成 7 年以降飲酒量

る(厚生省医療局精神保健課

が横ばいになっていることに関連すると考えられる．

度版にはさらに｢女性の社会進出，労働内容の高度化，

精神保健福祉研究会監修『我が国の精神保健福祉』

1986：123)．平成３年

情報化によるストレス増加等｣が付け加えられ，平成８

では，我が国のアルコール関連問題対策について｢アル

年度版では，我が国の飲酒文化の崩壊と無節操な飲酒，

コール関連問題対策｣｢アルコールの疫学｣｢アルコール

未成年者の飲酒増加についても追加されており，アル

関連問題｣｢酒害予防対策と適正飲酒｣｢アルコール研

コール関連問題の裾野の広がりが論じられている（厚

修｣という各項目で詳細に記されている．昭和 57 年度

生省医療局精神保健課監修

版には｢我が国における近年の経済成長に伴う国民所

官房障害保健福祉部精神保健福祉課

1993：216；厚生省大臣
1997：123）．

得の増加，都市化による人口集中，核家族化等の生活

このように社会構造の変化に伴い国民の生活様式が

様式の変化によって飲酒人口が増大しており･･･(以下

変化していき，そのことがアルコール消費量を増加さ

略)｣と記されており，我が国の生活様式の変化に伴い

せているといえよう．またアルコール消費量の増加に

飲酒量，飲酒人口の増加が起こっていることが明記さ

より，アルコール関連問題も表面化，複雑化していっ

れている（厚生省医療局精神衛生課

1983：117）．さ

ていると考えられる．

表１アルコール消費量と飲酒者数の推移（厚生省保健医療局地域保健・健康増進栄養課作成）
純アルコール
成人人口
飲酒者
大量飲酒者
消費量
指数
1 人あたり
指数
推計数
指数
消費量
指数
40 年
364,640
100.0
62,257
5.86
100.0
26,626
100.0
1,030
100.0
45 年
483,225
132.5
70,345
6.87
117.3
33,116
124.4
1,400
135.9
50 年
585,743
160.6
76,726
7.63
130.0
39,673
149.0
1,705
165.5
55 年
658,291
180.5
81,210
8.11
138.4
45,261
170.0
1,905
184.9
60 年
733,399
211.1
85,427
8.59
146.6
57,009
214.1
2,023
196.4
62 年
756,586
207.5
87,319
8.66
147.8
58,276
218.9
2,095
203.4
63 年
787,687
216.0
88,335
8.92
152.2
58,975
221.5
2,206
214.2
元年
772,742
211.9
89,439
8.64
147.4
59,706
224.2
2,137
207.5
2年
754,646
207.0
91,033
8.87
151.4
60,764
228.2
2,058
199.8
3年
820,975
225.1
92,241
8.91
152.0
61,577
231.3
2,296
222.9
4年
829,571
227.5
92,690
8.95
152.7
61,874
232.4
2,325
225.7
5年
826,109
226.6
93,876
8.80
150.2
62,669
235.4
2,338
226.9
6年
833,051
228.5
95,753
8.70
148.5
63,978
240.3
2,310
224.3
7年
835,296
229.1
96,998
8.61
148.5
65,391
241.0
2,316
224.9
8年
833,855
228.7
97,936
8.51
145.3
64,773
243.3
2,302
223.5
9年
869,889
238.6
98,794
8.81
150.3
65,960
247.7
2,423
235.3
10 年
815,301
223.6
99,621
8.18
139.7
66,497
249.7
2,211
214.7
11 年
832,524
228.3
100,289
8.30
141.7
66,931
251.4
2,270
220.4
注１） 単位：純アルコール消費量はキロリットル，成人 1 人当たり消費量はリットル／年，人口等は千人
注２） 純アルコール消費量は｢酒のしおり（国税庁課税部酒税課）｣に基づき作成
注３） 成人人口は各年 10 月 1 日現在推計人口（総務庁統計局）に基づき作成
注４） 飲酒者数（成人男子の 90％と成人女子の 45％）は昭和 43 年と 62 年に行われた｢酒類に関する世論調査｣
に基づき推計
注５） 大量飲酒者推計数（1 日平均150ml以上のアルコールを飲むもの）はWHOの計算方式によった．
大量飲酒者数＝飲酒人口×

0 . 174 x + 0 . 00793 x 2
100

ｘ：飲酒人口 1 人当たりの純アルコール換算年間消費量
出典：精神保健福祉研究会監修(2005)『我が国の精神保健福祉平成 16 年度版』P134
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表２アルコール依存症等患者数（推計）（厚生労働省｢患者調査｣）
昭和 43
アルコー
ル精神病

50

55

平成 2

62

5

8

11

14

1,720

3,300

1,900

2,500

2,800

2,500

2,100

2,300

2,800

(100.0)

(191.9)

(110.5)

(145.3)

(162.8)

(145.3)

(122.1)

(133.7)

(162.8)

アルコー

13,000

15,200

18,200

19,600

19,300

16,800

21.700

17,100

17,100

ル依存症

(100.0)

(116.9)

(140.0)

(150.8)

(143.5)

(129.2)

(166.9)

(131.5)

(131.5)

合計

14,720

18,500

20,100

22,100

22,100

19,300

23,800

19,400

19,900

(100,0)

(125.7)

(136.5)

(150.1)

(150.1)

(131.1)

(161.7)

(131.8)

(135.2)

注：単位は人．()内はそれぞれ昭和 43 年比の指数を示す
出典：精神保健福祉研究会監修(2005)『我が国の精神保健福祉平成 16 年度版』P135
研究ともにその中心的役割を担っている．
Ⅱ アルコール関連問題対策の歴史

昭和40 年代は昭和39 年(1964 年)におきたライシャワー
事件の影響で昭和 40 年(1965 年)に精神衛生法が改正され

我が国のアルコール関連問題対策については，清水新二

精神衛生センターの設置が始まった時代である．保健所は

が作成した｢我が国におけるアルコール関連問題対策の歩

地域の精神衛生の第一線機関に位置付けられ，地域の精神

み｣に筆者が若干の加筆し表３を作成した（清水 2003：

衛生行政の中心となった．しかしそれは主に統合失調症な

374）
．

ど精神疾患が中心となり，アルコール問題は対象とならな

我が国のアルコール関連問題対策は古く，明治 33 年

かった．アルコール問題を抱えた人々は，ごく少数の専門

（1900 年）
に根本正が｢未成年者飲酒規正法｣の法案を帝国

病院と収容色の強い精神病院の中で治療する時代であった．

議会に提出したことに始まる．
根本正は｢義務教育費国庫負

昭和 50 年代に入り，昭和 50 年(1975 年)から久里浜病院

担法｣（1899）｢未成年者喫煙禁止法｣(1900)を成立させた

にてアルコール中毒臨床医研修事業が開始された．この事

という先駆的取り組みを行った人物であり，
｢未成年者飲酒

業は翌５１年から保健師を加え，さらに昭和 57 年(1982

規正法｣は先の二法と合わせて根本 3 法と呼ばれている．

年)からＰＳＷ等（現，精神保健福祉士等）の研修コースも

｢未成年者飲酒規正法｣は国会に 30 回もかけられ，衆議院

新設された．そのことにより，久里浜病院が中心となり実

を 11 回通過するも，酒造業者の利益代弁をしている貴族

践してきた，身体管理を第一期治療とし，アルコール依存

院での審議未了や否決にあい，
1922 年にようやく法律とし

症社会復帰プログラムを第二期とするアルコール治療は，

て公布されるという，成立までに困難を極めた法律であっ

全国の精神病院に広がりを見せ，各地域で実践をされてい

た．しかし，現在にいたるまで，未成年者の飲酒を規制し

った．(2)

ながらも，コンビニエンスストアや自動販売機による酒類

政策面では，昭和 52 年(1977 年)，厚生省（当時）にア

販売を黙認してきた我が国の政策，社会風土はせっかくの

ルコール研究班が組織され，昭和 54 年(1979 年)に｢アルコ

根本正の執念あふれる法律をザル法化していると考えられ

ール中毒診断会議報告｣が出された．この報告書では，アル

る．だが，未成年者の飲酒規制はアルコール依存形成の観

コール関連問題対策を，一般国民，大量飲酒者，アルコー

点や若者のイッキ飲みによる急性アルコール中毒死の多発

ル依存症者，アルコール依存症回復者に分類し，それぞれ

からも，法律としての価値は高く評価されると考える．

に見合った対策を示した．酒害予防対策として，｢適正飲酒

第二次世界大戦後，昭和 36 年(1961 年)に｢酒に酔って公

の普及｣｢相談・指導｣｢医療｣｢再発防止｣の 4 つの対策を，

衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律｣が公布され

対象に応じて総合的に推進する必要があるとしている．こ

た．これは，議会史上初の超党派の女性議員による議員立

の報告書で図１に見られるフローチャートは我が国のアル

法として成立した．その付帯決議によって，我が国初のア

コール関連問題対策の大枠を作ったといえる．同時期に精

ルコール治療専門医療機関を神奈川県の国立療養所久里浜

神衛生センター（当時）における酒害相談指導事業が開始

病院(現，独立行政法人国立病院機構久里浜アルコール症セ

され，精神衛生業務の一環として，精神衛生センターが酒

ンター，以下久里浜病院)にアルコール中毒特別病棟として

害相談，酒害予防普及などを行う機関としての役割をもつ

設置した．このことはアルコール関連問題の医療化という

ことになった．翌年には社団法人アルコール健康医学協会

側面で非常に画期的なことであり，その後，久里浜病院は

が設立され，アルコール依存症対策と，予防のための適正

我が国におけるアルコール治療の第一線機関として，
臨床，

飲酒の普及を行うことになった．
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表３

我が国におけるアルコール関連問題対策の歩み（清水新二作成を一部改変

※は筆者加筆

アルコール関連問題対策

年

根本正｢未成年者飲酒規制法案｣を議会に

1900 年

｢精神病者監護法｣公布

1919 年

｢精神病院法｣公布

）

精神保健福祉の変遷※

提出
｢未成年者飲酒規正法｣公布

1922 年
1938 年

厚生省設置

1950 年

｢精神衛生法｣公布｢精神病者監護法｣｢精神
病院法｣の廃止

<昭和 30 年代：アルコール対策の黎明期>

1956 年

高知県断酒新生会設立※

1958 年

｢酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の

1961 年

厚生省公衆衛生局に精神衛生課設置

防止等に関する法律｣公布
国立療養所久里浜病院にアルコール中

1963 年

毒特別病棟設置
全日本断酒連盟設立※
<昭和 40 年代：取締りから・医療対策へ>

1964 年

ライシャワー事件

精神衛生センター設置

1965 年

｢精神衛生法｣改正，精神衛生センター設置

中央精神衛生審議会アルコール中毒小委

1970 年

員会報告
1974 年

精神科デイケアおよび精神科作業療法を診
療報酬点数化

久里浜病院研修事業開始

1975 年

<昭和 50 年代：地域精神保健，予防対策志向始まる>
厚生省アルコール研究班組織

1977 年

精神衛生センターにおける酒害相談事業

1979 年

開始，｢アルコール中毒診断会議報告｣
社団法人アルコール健康医学協会設立

1980 年

<昭和 60 年代：アルコール対策の包括的体系化>

1984 年

公衆衛生審議会｢アルコール関連問題対

1985 年

宇都宮病院事件

策に関する意見書｣
精神衛生センター｢こころの健康づくり
推進事業｣開始
1987 年

精神衛生法を精神保健法に改正

<平成年間：アルコール関連問題対策への移行>
公衆衛生審議会精神保健部会アルコール

1990 年

関連問題専門委員会発足
ＷＨＯアルコール関連問題国際専門家会

1991 年

議開催
公衆衛生審議会精神保健部会アルコール

1993 年

精神保健法改正(1994 年施行)

1994 年

全都道府県に精神保健センター設置

関連問題専門委員会提言
中央酒類審議会新産業行政研究部会｢ア
ルコール飲料としての酒類の販売等の
在り方について｣
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アルコール関連問題対策

年

精神保健福祉※

1995 年

精神保健法を精神保健及び精神障害者福祉

1997 年

精神保健福祉士法公布

2004 年

厚生労働省精神保健福祉対策本部｢精神保

に関する法律（精神保健福祉法）に改正

健医療福祉の改革ビジョン｣
2006 年

障害者自立支援法施行

出典：清水新二(2003)『アルコール関連問題の社会病理学的研究』P374
※印は筆者が加筆した
図１

酒害予防対策と適正飲酒

酒

健

所

（精神衛生業務の一環）
相
精 神 衛 生 セ ン タ ー

談

（ 酒 害 相 談 事 業 ）

指

者 大量飲酒者

適正飲酒の普及

飲

保

治

導

神

病

院

等

（アルコール中毒専門病棟）
再

療

発

断 酒 会 等 民 間 団 体

防

（ 断 酒 例 会 等 ）

止

アルコール中毒者 アルコール中毒回復者

精

出典：厚生省医療局精神衛生課監修(1982)『我が国の精神衛生昭和 56 年度版』P112
昭和 60 年(1985 年)には公衆衛生審議会より｢アルコ

れる．この流れを受けて，平成 3 年(1991 年)にはＷＨ

ール関連問題対策に関する意見｣が提出され，①予防対

Ｏ，厚生省，アルコール健康医学協会の 3 者共催によ

策の充実，強化②地域包括医療体制の整備，確立③社

るアルコール関連問題国際専門家会議が東京で開催さ

会復帰対策の確立④アルコール関連問題対策連絡協議

れ，未成年者・高齢者・女性の飲酒問題，職場・交通

会の設置⑤教育，研修の充実⑥研究体制等の確立が具

事故・犯罪における飲酒問題などが討議された．

申された．従来の医療型アルコール対策から，予防，

平成 5 年(1993 年)の｢公衆衛生審議会精神保健部会

社会復帰を含めた包括的対策を打ち出した意見書は以

アルコール関連問題専門委員会提言｣では，予防対策の

降のアルコール関連問題対策に影響を与えたと考えら

推進とそのための健康教育による個人の自覚・努力と，

107

原著

社会環境の整備の両面からアルコール関連問題の展開

療でプログラムを行う医療機関もあり，医療の広がり

を提言している．具体的には①健康教育，未成年者飲

を見せている．しかし，アルコール問題を抱えながら

酒問題への対策②酒類の宣伝・広告対策③アルコール

も治療を受けていない数も相当数いると思われる．今

飲料の販売形態④研修体制について述べており，特筆

後は，早期発見の観点から，内科医療機関との緻密な

すべきは，酒類の宣伝・広告と販売形態について未成

連携も必要であろう．それには医師ばかりではなく，

年者飲酒防止の観点から，注意表示や自動販売機の撤

ソーシャルワーカー同士の連携も不可欠である．また，

廃を提言したことである．我が国のアルコール関連問

アルコール依存症者や回復者に対する社会福祉施策の

題対策に影響を与えている酒税収入という税制上の問

充実も今後の課題である．精神障害者福祉の法律とし

題において，一石を投じた形となっている．このこと

ては｢精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（以下，

を受け，全国酒類小売組合連合会は平成 12 年末まで

精神保健福祉法）｣があり，｢精神作用物質による急性

に酒類自動販売機の全廃を決議したが，結局のところ，

中毒又は依存症｣としてアルコール依存症も対象とな

一部を除いて現在も酒類自動販売機の設置は続いてい

っている．しかし現在の精神保健福祉施策は統合失調

る．しかし，深夜時間帯の販売禁止や自動車免許によ

症等を対象にしている部分が多く見られ，アルコール

る年齢確認など少しずつではあるが進展をしているの

依存症については，社会復帰施策，地域生活支援シス

も事実である．

テム等についていまだ不十分であるといえる．また，

以上のように我が国のアルコール関連問題対策は，

2006 年 4 月に施行された障害者自立支援法で精神障

酒害を中心に啓蒙活動をし，アルコール依存症への医

害を含む障害者福祉サービスの抜本的改革が行われた

療を中心に発展してきたが，近年においては，予防教

ことにより，アルコール依存症者も精神科通院医療や

育，未成年者の飲酒禁止といった，アルコール関連問

福祉サービスを受ける際の自己負担額が増大している．

題を予防していくという動きに移行してきたといえる．

(4)しかし，アルコール依存症者は障害者年金などの所

予防，治療，再発防止はこれからのアルコール関連問

得保障を受けにくく，生活を圧迫しているのが現状で
あろう．民間団体が運営するリハビリテーション施設

題対策においても中心とすべき柱であるといえる．

(5)も精神障害者社会復帰施設として，補助金運用をし

Ⅲ

ている施設もあるが，その適用が広がるようソーシャ

アルコール関連問題対策の現状と課題

ルワーカーが活動していく必要がある．
最後に，アルコール依存症対策については，医療，

この章ではアルコール関連問題対策の現状と課題を

福祉，行政，リハビリ施設，自助グループのつながり

述べたい．
第一に予防対策であるが，未成年者の飲酒予防，適

が重要である．地域にアルコール関連問題を支援する

正飲酒については，アルコール健康医学協会が中心と

サポートシステムを作っていくために，医療，福祉，

なって行っているが，最近では市民団体の活躍もめざ

行政，リハビリ施設，自助グループが共通知識をもち

ましいものがある．アルコール薬物全国市民協会（通

一つの機関で抱え込むことなく，お互いの専門性を生

称ＡＳＫ）は，市民団体の目線から，予防，啓発運動

かしたネットワーク作りが必要であると考える．

に取り組んでおり，アルコール関連問題に対しての行

我が国のアルコール関連問題対策は酒害対策中心の

動も積極的に行っている．(3)教育分野においても，小

体制から，適正飲酒の普及，啓発活動等の予防策への

中学校からの飲酒に関する教育が行われている．小中

転換により，アルコール関連問題の発生を防ぐという

学生の飲酒予防教育に際し，アルコール依存症者の自

方針へ変更している．今後はさらにアルコールに対す

助グループや地域のアルコール治療機関と教育機関の

る正しい知識の普及を行い，旧来からある飲酒に比較

連携が予防教育にさらに効果をあげると考えられる．

的寛容な我が国の文化から，飲酒に対して市民が正し

加えて，常に問題になっている酒類の広告宣伝，自動

い知識を持ち，アルコールとうまく付き合える社会を

販売機，コンビニエンスストアでの酒類販売について

構築していく必要がある．加えて，アルコール依存症

は，予防の観点から，今後も厳しい対策が求められる．

者，回復者への支援については，彼らの抱える生活問

酒税との関連が常にこの問題に付きまとうが，厚生労

題に則した社会福祉施策の展開と充実を図っていかな

働省だけではなく，財務省，文部科学省と省庁間の枠

ければならない．

を超えた連携，さらには，酒類小売販売店などの協力
も不可欠である．

おわりに

第二にアルコール依存症等については，現在，精神
科医療機関において，専門のプログラムを実施してい

本稿では，我が国におけるアルコール関連問題対策

るところが多く見られる．入院治療ではなく，外来治

の歴史とその変遷について述べてきた．時代とともに
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我が国におけるアルコール関連問題も変遷してきてい

象とした施設も設置されつつあり，2002 年には全国で

る．今後はさらに，アルコールの効用と害を，広く市

40 ヵ所を数える．しかし，障害者自立支援法施行に伴

民に啓蒙し，予防，適正飲酒，依存症対策について，

い障害者福祉サービスが変革されたため，小規模作業

市民，社会が包括的に取り組んでいく必要があると考

所や社会復帰施設自体の存続が危ぶまれ，今後の先行

える．

きに不安が残る．

今後の課題として，我が国のアルコール関連問題対
策だけではなく先進諸外国のアルコール関連問題対策
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橋本美枝子(2003)｢日本におけるアルコール依存症へ

が有名である．また近年では精神障害者小規模作業所

の福祉的援助の展開過程と今後の課題｣『大分大学教育

としてや社会復帰施設としてアルコール依存症者を対

福祉科学部研究紀要』第 25 巻 2 号

星和書店
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The development of policies and of issues for alcohol- related
problems in JAPAN

Kazuhiko

TANAKA

Division of Human Sciences, Department of Human Sciences,
Aichi Mizuho College

With increase of economic growth in our country, the amount of alcohol consumption in our
country has been dramatically increased in the past decade. As a result of the increased
consumption of alcohol among people, various and critical alcohol-related problems has emerged
, Initially, the policies and programs for the problems were centered on treatment and resolution.
Now we can observe new developments in the policies and in the program which focus on
prevention of the problems and education of general public on the alcohol-related problems and
their social and psychological implications.
This study found that the new developments in the policies and programs have helped to reduce
number of alcohol-related problems today. We learned the importance of preventive measures in
the problems.
The alcohol-related problems often work for destructing one’s physical and psychological
condition and lead to various family life destructions. Now we are in needs of more effective
policies and programs to prevent family disintegration. To realize this objective, we need to
further develop skillful social work intervention along with affective psychological and medical
services in the field of alcohol-related problems.
Keyword: alcohol-related problems; the policies and programs for alcohol-related problems;
alcohol dependence; social welfare policies and programs.
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機能性野菜添加パンの開発
−加熱によるパンの嗜好に及ぼす影響−
Study on Bread Containing Functional Vegetables
- Effects of Boiling Vegetables on Taste and Desirability of the Bread-

伊藤

友美・水野

早苗・横山

洋子・山田

哲也*

愛知みずほ大学短期大学部，*名城大学農学部

Tomomi ITO, Sanae MIZUNO, Yoko YOKOYAMA,
and Tetsuya YAMADA*
Aichi Mizuho Junior College, *Faculty of Agriculture, Meijo University

Abstract
We attempted to improve functionality of bread by adding the vegetables (pumpkin, cabbage and burdock). It is well
known that these vegetables contain some functional components.
In this case, it is the most important that taste of these breads is acceptable desirably to the consuming public, and
hence, the result of sensory evaluation is important for realization of market product.
The sensory evaluation of bread containing vegetable and control (without vegetable) were compared. Discernment
and sensory were examined on bread containing raw or boiled vegetables by the triangle method.
The results of sensory evaluation showed that the bread with cabbage or burdock was not liked by many panelists. But
the results of triangle method test showed that the mass of panelists could discriminate in taste between the bread
with raw vegetable (cabbage and burdock) and the bread with boiled vegetable. Especially, the breads with boiled
vegetables were desired by all panelists. These results indicate that the taste of bread with functional vegetable is
improved excellently by boiling of vegetable before its addition.
Keyword: Bread containing functional vegetable; Evaluation of taste; Vegetable boiling

る

１．緒言

3)

．荻野ら

4)

は，数種の植物性食品について抗変

近年，健康への関心が高まり，食品を身体維持（一

異原性を検討し，緑黄色野菜が，プロモーターであ

次機能）や嗜好（二次機能）だけでなく，生活習慣

る下痢性貝毒のオカダ酸に対して強い抗変異原活性

病の予防になり得る生理調節機能（三次機能）を求

を認めている．また，小原ら

めるようになり，第三の機能に関する研究がさかん

Trp-P-2 などの変異源物質に対して強い高変異源活

に行われている 1)．

性があると報告している．これらの野菜を積極的に

アメリカでは 1990 年に「デザイナーフーズ」計画が

取り入れることで，がん予防が期待できるが，食生

実施され，
「植物性食品によるがん予防」計画がスタ

活の簡便化から野菜を多く摂取することが困難とな

ートし

2)

，植物性食品，特に野菜が注目を集めてい

5)

は，淡色野菜にも

っている．そこで，手軽にこれらの野菜を摂取する
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方法として朝食の主食であるパン着目した．すなわ

ンコースで自動で行った．焼成後のパンは室温で放

ち，朝食に野菜を付与したパンを取り入れることで，

冷し，3 時間後に官能検査を行った．

容易に野菜が摂取できる．しかし，いくら機能性に
優れたパンであっても，食品である以上美味しくな

(3)官能検査

ければならない．緑黄色野菜を添加したパンの食味
6)

2 点比較法は，パンの色，香り，味，総合評価の 4

が，機能性の観点か

項目について無添加パンと野菜添加パンを比較し，

ら淡色野菜を添加したパンの特性に関する報告は見

好ましい方を選ぶ，2 点嗜好試験法を用いて官能検

当たらない．そこで，機能性野菜を添加したパンの

査を行い，有意差検定で評価した．パネルは食物栄

食味評価を行い，機能性を付与し，かつ嗜好性の高

養学科の学生約 30 名とした．

いパンの開発を試みた．

煮沸の有無による影響については，3 点比較法を用

特性に関する研究報告はある

い，生野菜添加パン 1 個とボイル野菜添加パン 2 個
２．試料および実験方法

を 1 組にして同時に与え，異質のものを 1 個選ぶ識

(1)実験材料

別試験法を用いて官能検査を行い，有意差検定で評

添加した野菜は，小原らの報告 5)より Trp-P-2 に

価した．また，選んだパンが好ましいかどうか嗜好

対する抗変異源活性の高かったカボチャ，NIHP に対

試験法も行った．パネルは短期大学部の教職員約 10

する抗変異源活性の高かったキャベツ，Trp-P-1 に

名とした．

対する抗変異源活性の高かったゴボウを用いた．ま
た，これらの野菜は松久ら

7)

の報告から，加熱して

３．結果及び考察

も抗変異原活性がみられた．3 種の野菜は，名古屋

(1)カボチャ添加パン官能評価に及ぼす評価

市内の食料品店で購入した．

カボチャ添加パンと無添加パンの 2 点嗜好評価結

小麦粉は日清製粉㈱製の強力粉（商品名：カメリ

果を Fig.1 に示した．色，香り，味には有意差が認

ヤ：水分 13.9％，粗タンパク質 12.2％，灰分 0.36％）

められなかったが，38〜34％のパネラーがカボチャ

を，ドライイーストは日清フーズ㈱製（商品名：日

添加パンを好ましいと評価した．総合評価では 5％

清スーパーカメリヤ）を，砂糖は伊藤忠製糖㈱製の

有意でカボチャ添加パンは好まれなかった．この結

上白糖を，食塩は塩事業センター製を，ショートニ

果は，中野らの報告 6)と一致した．

ングは雪印㈱製を用いた．
(2)パンの調製
パン生地の原料配合割合を Table 1 に示した．
Table 1 Composition of the bread samples
Control
Vegetable sample(g)

Vegetable added

-

50

Water(ml)

180

140

Wheat flour(g)

280

280

3

3

Sugar(g)

16.6

16.6

Sodium chloride(g)

5.1

5.1

Fig. 1 The effect of pumpkin addition on the taste of

Shortning(g)

20

20

bread

Dry yeast(g)

* : p <0.05
野菜添加パンは，野菜 50g を細かく刻んで水 140ml
と一緒にミキサーにかけて（15 秒間 10 回）水と同

3 点比較法により生カボチャとボイルカボチャの識

様に加え，野菜添加パンとした．ボイル野菜添加パ

別評価と嗜好評価を行った．その結果を Table 2 に

ンは，細かく刻んだ野菜（50g）を水 140ml で 10 分

示した．識別法において，正解率 44.4％で有意差は

間煮沸した後，ミキサーにかけて同様に行った．

なかったことから，識別できないと判断できる．一

パンの調製は，自動ホームベーカリー（National 製，

方，嗜好法において，75％が煮沸したカボチャ添加

SD-BT102）を用い，ドライイーストメニューの食パ

パンを好ましいと評価していることから，カボチャ
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添加パンは煮沸した方が好まれることがわかった．

と考えられる．
生キャベツ添加パンは出来上がりの容積が無添加パ
ンに比べ，小さかったが，ボイルキャベツ添加パン

Table 2 The effect of boil treatment on triangle test

では改善されていた．

of pumpkin added bread
Discernment test*

Sensory test (ratio of better taste)

Rate of right answer(%)

Boil(%)

Raw(%)

44.4

75

25

Table 3 The effect of boil treatment on triangle test
of cabbage added bread
Discernment test*

* : Discrimination between boiled pumpkkin and raw
pumpkin

Sensory test (ratio of better taste)

Rate of right answer(%)

Boil(%)

Raw(%)

36.4

100

0

* : Discrimination between boiled pumpkkin and raw

(2)キャベツ添加パン官能評価に及ぼす評価

pumpkin cabbage added bread

キャベツ添加パンと無添加パンの 2 点嗜好評価結
果を Fig.2 に示した．色では 1％有意に，香り，味，
(3)ゴボウ添加パン官能評価に及ぼす評価

総合評価では 0.1％有意でキャベツ添加パンは好ま
れなかった．これは検査を焼成後 2 時間で行ってお

ゴボウ添加パンと無添加パンの 2 点嗜好評価結果

り，青くさい香りがかすかに感じられたからと考え

を Fig.3 に示した．味と香りでは 1％有意に，色と

られる．青葉アルデヒド（青くさいかおり）は葉の

総合評価では 0.1％有意にゴボウ添加パンは好まれ

切断時にパーオキシターゼで発生するため，パンを

なかった．これはゴボウの褐変により色が濃くなり，

焼成するまでの時間が問題となる．その点，直ちに

また，香りが強いためと考えられる．

またはそのまま蒸煮すれば発生は少ないことを考慮
する必要がある．

Fig. 3 The effect of raw burdock addition on the taste of
bread
** : p<0.01, *** : p<0.001

Fig. 2 The effect of cabbage addition on the taste of
bread

そこで，3 点比較法により生ゴボウとボイルゴボウ

** : p<0.01, *** : p<0.001

の識別評価と嗜好評価を行った．その結果を Table 4
そこで，3 点比較法により生キャベツとボイルキャ

に示した．識別法において，正解率 90.0％で 0.1％

ベツの識別評価と嗜好評価を行った．その結果を

有意に識別できたことから，3 種類の中で最も煮沸

Table 3 に示した．識別法において，正解率 36.4％

による変化が大きいと思われる．一方，嗜好法にお

で有意差はなかったことから，識別できないと判断

いて，100％が煮沸したゴボウ添加パンを好ましいと

できる．一方，嗜好法において，100％がボイルした

評価していることから，加熱により褐変が抑制され，

キャベツ添加パンを好ましいと評価していることか

臭いが弱くなったものと考えられる．このことから，

ら，煮沸によりキャベツの青臭さがなくなったもの

予めゴボウを加熱して製パンすることにより，食味
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を改善できると思われる．

香が好まれず，出来上がりの容積が小さかったが，
煮沸することで改善された．
ゴボウ添加パンは，色が好まれず，無添加パンに

Table 4 The effect of boil treatment on triangle test

比べて劣ると評価されたが，煮沸することで褐変が

of burdock added bread
Discernment test

抑えられ，改善できることがわかった．

Sensory test (ratio of better taste)

Rate of right answer(%)
90.0***

Boil(%)
100

以上の結果から，抗変異原活性の認められたカボ

Raw(%)

チャ，キャベツ，ゴボウを添加する際，煮沸前処理

0

を行うことにより食味が改善され，パンの機能性を

* : Discrimination between boiled pumpkkin and raw

向上させることができることが明らかになった．

pumpkin cabbage added bread

*** : p<0.001

本研究は飯島記念食品科学振興財団の研究助成金
を受けて行われた．

そこで，ボイルゴボウ添加パンと無添加パンの 2
点嗜好評価を行った．その結果を Fig.4 に示した．
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Fig. 4 The effect of boiled burdock addition on the taste
of bread
** : p<0.01, *** : p<0.001
４．要約
パンの機能性を向上させる目的で，抗変異原活性
の認められた 3 種類の野菜をパンに添加し，食味評
価を行った．
カボチャ添加パンは，無添加パンに比べ，好まれな
かったが，ボイルカボチャ添加パンは生カボチャ添
加パンより好まれた．
キャベツ添加パンは，無添加パンに比べ，青臭い
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新品種を含む小豆の一般成分および
機能性ガラクトオリゴ糖含有量
Major Compositions and Functional Galactooligosaccharide Contents
in Twenty-two Kinds of Azuki Bean Containing New Nine Cultivars.

土田
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Abstract
We examined the major compositions and contents of prebiotic raffinose family-oligosaccharides in 22 kinds of
Azuki beans containing 16 cultivars (9 new cultivars). The results indicated that difference in content of the major
compositions among the cultivates was hardly recognized, Contents of prebiotic oligosaccharide “stachyose” in Azuki
bean was very high in comparison with that in soybean and corelations among contents of raffinose
family-oligosaccharides were recognized. These results suggest that traditional food “Azuki bean” may be taken notice
as a functional food material.

１．緒言

いのが特徴である

2)

が，さらに近年では食物繊維，

小豆は，その原産地はもとより，その植物学的分

サポニン，ポリフェノールなどの生理的な作用を有

類についてもいまだに解明されていないマメ科作物

する成分 3-5)が発見され，抗菌性 6)，溶血作用 7)，抗

である．その原産地が，東洋特に中国大陸であると

炎症作用
4,10)

8)

，脂質代謝改善作用

9)

，および抗酸化作

などの機能性が注目されている．特に，ラフ

いう説もあるが，不明な点が多い．また分類学的に

用

は，主に２つの説がある．即ち，インゲン属

ィノースファミリーのガラクトオリゴ糖（Fig.1）は

Phaseolea angularis (Willd) W.F.Wight とする説，

大豆など豆類に多く含まれ 11,12)，腸内のビフィズス

及び，アズキの花器は，インゲン属のそれとかなり

菌の増殖促進物質として知られている

性 状 が 異 な る の で ， 新 た に ア ズ キ 属 Azuki

このことはこれらオリゴ糖を摂取することによりプ

subtrilobata (Fr. et Saw) T. Takh または，Azuki
angularis Ohwi を提唱している説がある．戸苅ら 1)

ロバイオティクス効果（有用菌の増加，免疫賦活作

によれば，日本へは 3〜8 世紀の間に伝来したものと

作用，便秘予防など）を高めることも明らかにされ

推定され，それ以後，広く栽培され，赤飯やぜんざ

ている 15)．しかしながら，これら小豆の一般成分や

い，あん，羊羹などに利用されて日本人の食生活に

ガラクトオリゴ糖含量における品種間および成分間

大きくかかわってきた伝統食品素材である．

の相関について調べた報告は殆どない．

13,14)

．また，

用，発ガン物質の吸着・除去，コレステロール低下

そこで 9 新品種を含む 16 品種の小豆および産地の

小豆の栄養成分は大豆と異なり，炭水化物量が多
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異なる 5 品種，合計 22 種類の小豆について，一般成

Lichromosorb

分およびガラクトオリゴ糖類含量の品種間および成

溶離液：アセトニトリル：水＝75：25V/V，流速：

分間の差異の有無について検討を行った．

1ml/min に設定され実施した．標品としてラムノー

NH-2（GL サイエンス製），温度：40℃，

ス，グルコース，シュクロース，ラフィノース，ス
タキオースを使用し，予め検量線を作成し，それら
検量線をもとにして定量を行った．なお，３つの未
同定のピークはシュクロースに換算して定量を行っ
た．
Table 1 Average weight of each Azuki grain
平均重量
品種名
北海小豆

Fig. 1 Raffinose-family galactooligosaccharides

産地

北海小豆
北海大納言

２．試料および実験方法
(1)試料調製
試料には，一般に市販されている 5 品種（北海小
豆，北海大納言，能登大納言，祝大納言）と神戸大
学付属農場で栽培された 5 品種を用いた．さらに神
戸大学付属農場で新たに開発された交配種 9 品種と

用途

北海道 市販*（あん用）
兵庫

従来品種

(g/1 粒)

早

0.14

早

0.10

早

0.19

北海大納言

兵庫

従来品種

早

0.14

能登大納言

山形

市販*（水羊羹用）

早

0.21

能登大納言

兵庫

従来品種

晩

0.23

祝大納言

石川

市販*（三笠用）

早

0.18

祝大納言

兵庫

従来品種

早

0.10

中国産 2 品種を用いた．各品種の一粒の平均重を

祝大納言

Table 1 に示した．

アカネダイナゴン

北海道 市販*（きんつば用）

早晩

業務用*

？

0.12

北海道 市販*（果心用）

早

0.20

アカネダイナゴン

兵庫

従来品種

早

0.14

SCM-40A 石 崎 電 気 製 作 所 製 ） を 用 い て 粉 砕 し ，

ベニダイナゴン

兵庫

新品種

早

0.15

100mesh の篩に通したものを乾物粉末試料とした．

814-2-2(兵系 1 号)

兵庫

新品種

晩

0.20

(2)一般成分分析

832-2（兵系 2 号）

兵庫

新品種

晩

0.24

各 種 の 小 豆 を 粉 砕 機 （ SOBATA PERSONAL MILL

水分の定量は，常法

16)

に従い，115℃で恒量にな

るまで乾燥して算出した．
粗タンパク質の定量は，セミ・ミクロ-改良ケルダ
ール分解法

17)

で全窒素を測定し，窒素-タンパク質

換算係数（6.26）を乗じてタンパク質含量を算出し
た．
脂質の定量は，クロロホルム-メタノール混液改良
抽出法 18)で測定した．
(3)遊離糖の分析

篠山夏

兵庫

新品種

早

0.13

エリモショウズ

兵庫

新品種

早

0.10

音更小豆

兵庫

新品種

早

0.13

十育 120 号

兵庫

新品種

早

0.11

十育 122 号

兵庫

新品種

早

0.18

京都大納言

兵庫

新品種

晩

0.21

東北小豆

中国

？

0.15

天津小豆

中国

？

0.12

*;㈱高砂屋の和菓子製品，あん製造業務用として使用されているもの

前記の脂質抽出残さを用いて遊離糖を抽出した．
即ち，残さに 80％エタノールを加え，沸騰浴中で約
1 時間還流し，抽出液をろ過してその残さを 80％エ

３．結果及び考察

タノールで洗浄した．

(1)一般成分

抽出液と洗浄液を合わせて減圧濃縮した後，アセト

各種小豆の一般成分含量を Table 2 に示した．

ニトリルに溶解し 10ml に定容した．これをメンブラ

水分含量は，9.25〜16.00％の範囲で平均値は

ンフィルターでろ過後，高速液体クロマトグラフィ

11.44％となり，五訂増補食品成分表値（15.5％）よ

ー （以下 HPLC と略称）を用いて分析した．

りやや低い値であった．特に市販のアカネダイナゴ

HPLC 分析は，検出器(L-3300 RI monitor, HIRACHI

ン（北海道産）が高含量（16.00％）
，十育 122 号（兵

製)を装着した HPLC ( Mode1576,GL サイエンス製)

庫産）が低含量（9.25％）を示した．市販の 5 品種

を使用し，データ処理にはクロマトパック（C-R1A,

は 13〜16％と高い値を示したのに対し，同品種の兵

SHIMADZU 製）を用いた．HPLC 条件は，充填カラム：

庫産は 9〜12％と低い値を示した．これは栽培条件，

19)
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収穫後の乾燥及び保存条件などの違いによるものと

1.83％となり，五訂増補食品成分表値（2.20％）よ

考えられる．また，同条件で栽培された 9 新品種に

り低い値であった．特に祝大納言（兵庫産）が高含

ついては，品種間に特定の差異は認められなかった．

量（2.25％），能登大納言（山形産）が低含量（1.29％）

タンパク質については，あん加工時におけるあん

であった．平ら 21)は，北海道産の小豆の一般成分を

粒子の形成に重要な役割を果し，高タンパク質の小

分析して品種と産地間の差異を検討し，脂質含量に

豆ほどあん粒子の崩壊しにくく，安定したあん粒子

は品種，産地間共に有意差は認められなかったと報

が形成されることから，小豆の加工特性の観点から

告している．今回の結果においても産地，品種間に

重要である

20)

．全窒素から算出したタンパク質含量

顕著な差異は認められなかった．

は，17.12〜26.62％の範囲で平均値は 22.48％とな

(2)遊離糖類

り，五訂増補食品成分表値（20.3％）よりやや高い

小豆の遊離糖分析のチャートを Fig. 2 に示した．

値であった．特に篠山夏（兵庫産）が高含量（26.23％），

なお，各種小豆の分析から求めた遊離糖含量を

音更小豆（兵庫産）が低含量（17.12％）であった．

Table 3 に示した．

早晩種で比較してみると，晩生品種の方が早生品種
よりもやや含量が高い傾向が認められた．産地間で
は有意差は認められなかった．
Table 2 Major composition of Azuki sample
全窒素 タンパク質
品種名
北海小豆
北海小豆

産地

水分(%)

(%)

(%)

脂質(%)

北海道

14.60

3.16

19.75

1.58

兵庫

10.18

3.62

22.62

1.85

北海大納言

北海道

15.54

3.28

20.50

1.84

北海大納言

兵庫

10.24

3.67

22.93

2.00

能登大納言

山形

13.60

3.47

21.70

1.29

能登大納言

兵庫

12.33

3.68

23.01

1.86

祝大納言

石川

14.60

3.44

21.48

1.79

祝大納言

兵庫

9.46

3.72

23.27

2.25

10.20

3.90

24.40

1.86

アカネダイナゴン

北海道

16.00

3.30

20.61

1.54

アカネダイナゴン

兵庫

10.43

3.40

21.23

1.96

ベニダイナゴン

兵庫

9.63

3.66

22.86

1.48

0.06％であった．平ら 22)は，大豆の遊離糖含量を分

814-2-2(兵系 1 号）

兵庫

10.02

4.07

25.44

1.96

析し，大豆中のグルコースは試料によって全く存在

832-2（兵系 2 号）

兵庫

12.48

3.50

21.88

1.80

しないものもあり産地，品種により異なると報告し

篠山夏

兵庫

9.88

4.20

26.23

2.21

ている．小豆においてはいずれの品種にも少量では

エリモショウズ

兵庫

10.59

3.86

24.13

1.90

あるが，含有することがわかった．

音更小豆

兵庫

9.89

2.74

17.12

1.86

二 糖 類 の 代 表 で あ る シ ュ ク ロ ー ス は ， 0.02 〜

十育 120 号

兵庫

9.72

3.96

24.78

1.93

0.77％の範囲で平均 0.56％含有していた．田主ら 11)

祝大納言

Fig.2 HPLC elution pattern of saccharides in Azuki bean.
単糖のラムノースは，市販の 4 品種には殆ど検出
されなかったが，他の品種では 0.27〜0.94％含まれ，
平均値は 0.51％であった．
単糖の代表であるグルコースは，同定された遊離
糖の中で最も含量が低く，0.04〜0.10％で平均値は

十育 122 号

兵庫

9.25

4.26

26.62

1.71

はペーパークロマトグラフィーで小豆の少糖類を定

京都大納言

兵庫

12.29

3.05

19.08

1.64

量し，シュクロース含量は 0.62％と報告している．

東北小豆

中国

10.61

4.01

25.04

1.91

特に低い値を示した十育 122 号を除くと，平均値は

天津小豆

中国

10.13

3.20

19.98

1.95

0.59％あり，田主らの結果と類似した値が得られた．

9.25

2.74

17.12

1.29

最低値
最高値

16.00

4.26

26.62

2.25

平均値

11.44

3.60

22.48

1.83

未同定３種のピークは，平均値がそれぞれ 0.05％，
0.15％，0.21％であった．
三糖類のラフィノースは，0.02〜0.23％の範囲で，
平均値は 0.09％であった．田主ら

11)

の測定値は

0.25％であり，本研究の測定値よりも高い値を示し

脂 質 含 量 は ， 1.29 〜 2.25 ％ の 範 囲 で 平 均 値 は

ている．
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(g/100g)

Table 3 Saccharide contents of each Azuki sample
品種名

産地

ラムノース

グルコース

シュクロース

未同定１

未同定２

未同定３ ラフィノース

スタキオース

北海小豆

北海道

-

0.06

0.54

0.09

0.17

0.33

0.13

5.31

北海小豆

兵庫

0.52

0.04

0.56

0.05

0.14

0.20

0.06

3.97

北海大納言

北海道

-

0.05

0.54

0.09

0.18

0.26

0.17

5.05

北海大納言

兵庫

0.52

0.05

0.58

0.04

0.13

0.20

0.06

4.05

能登大納言

山形

-

0.06

0.68

0.10

0.26

0.31

0.18

5.79

能登大納言

兵庫

0.42

0.08

0.53

0.06

0.21

0.27

0.07

4.97

祝大納言

石川

-

0.04

0.50

0.07

0.14

0.22

0.11

4.83

祝大納言

兵庫

0.73

0.05

0.59

0.05

0.15

0.22

0.06

4.46

祝大納言

0.51

0.06

0.59

0.05

0.13

0.22

0.06

3.97

アカネダイナゴン

北海道

-

0.06

0.70

0.10

0.16

0.28

0.23

4.39

アカネダイナゴン

兵庫

0.37

0.08

0.70

0.03

0.15

0.24

0.06

3.98

ベニダイナゴン

兵庫

0.45

0.08

0.53

0.06

0.19

0.24

0.08

3.96

814-2-2(兵系1号）

兵庫

0.51

0.10

0.56

0.04

0.16

0.20

0.12

4.82

832-2（兵系2号）

兵庫

0.34

0.06

0.48

0.04

0.21

0.18

0.07

4.26

篠山夏

兵庫

0.58

0.07

0.70

0.04

0.11

0.22

0.06

4.45

エリモショウズ

兵庫

0.75

0.04

0.57

0.05

0.13

0.20

0.05

4.55

音更小豆

兵庫

0.94

0.06

0.59

0.05

0.18

0.20

0.06

3.50

十育120号

兵庫

0.47

0.04

0.52

0.04

0.04

0.16

0.05

3.71

十育122号

兵庫

0.46

0.05

0.02

0.02

0.03

0.04

0.02

0.46

京都大納言

兵庫

0.30

0.05

0.40

0.03

0.06

0.12

0.04

2.52

東北小豆

中国

0.53

0.07

0.77

0.05

0.10

0.20

0.07

4.20

天津小豆

中国

0.27

0.07

0.66

0.05

0.16

0.18

0.08

4.60

最低値

0.27

0.04

0.02

0.02

0.03

0.04

0.02

0.46

最高値

0.94

0.10

0.77

0.10

0.26

0.33

0.23

5.79

平均値

0.51

0.06

0.56

0.05

0.15

0.21

0.09

4.17

Table 4 Correlation coefficient among components of Azuki samples
平均重量 水分
平均重量
水分
タンパク質
脂質
ラムノース

0.557 **

タンパク質

脂質

ラムノース

グルコース

シュクロース

(n=22)
未同定１

未同定２

未同定３

ラフィノース

スタキオース

-0.146 -

-0.479 *

-0.519 *

0.302 -

-0.239 -

0.228 -

0.335 -

0.071 -

0.403 -

0.045 -

-0.480 *

-0.517 *

-0.836 **

-0.163 -

0.118 -

0.796 **

0.394 -

0.558 **

0.797 **

0.449 *

0.346 -

0.302 -

0.109 -

-0.182 -

-0.395 -

-0.413 -

-0.325 -

-0.325 -

0.589 **

0.018 -

0.179 -

-0.549 **

-0.321 -

-0.264 -

-0.500 *

-0.023 -

0.047 -

-0.012 -

-0.660 **

-0.268 -

-0.423 *

-0.716 **

-0.339 -

0.298 -

-0.068 -

0.365 -

0.246 -

0.130 -

0.217 -

0.370 -

0.437 *

0.660 **

0.373 -

0.735 **

グルコース
シュクロース
未同定１

0.609 **

未同定２
未同定３
ラフィノース

-0.210 -

0.805 **

0.890 **

0.666 **

0.744 **

0.547 **

0.724 **

0.686 **

0.862 **
0.587 **

スタキオース
有意水準：*５％，**１０％
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四糖類のスタキオースは，0.46〜5.79％の範囲で，

るものと考える．また，未同定成分はこれらのガラ

平均値は 4.17％であった．低い値であった十育 122

クトオリゴ糖生成に関与する糖アルコール類である

号を除いては，他の遊離糖に比べて高含量であった．

ものと推定される．

田主ら

11)

の測定値（2.80％）より高い値であった．

大豆中のスタキオース含量は，3.31％22)と報告され

４．要約

ており，小豆よりも低い値である．スタキオースは

品種の異なる 22 種類の小豆について，一般成分お

整腸効果を示す機能性プレバイオティクオリゴ糖と

よびガラクトオリゴ糖含量を測定し，品種間差異の

して注目されている 13,14)ことから小豆摂取による整

有無について検討を行った．その結果，

腸効果のみでなく，ビフィズス菌増殖作用によるプ

（１）

一般成分含量の範囲は，水分が 9.25〜

ロバイオティク効果（有用菌の増加，免疫賦活性作

16.00％，タンパク質が 17.12〜26.62％，脂質

用，発ガン物質の吸着・除去，コレステロール低下

が 1.29〜2.25％を示した．

作用，便秘予防など）が期待できる．

（２）

どの成分についても品種間差異は認め

られなかったが，水分と小豆１粒の平均重量
(3)小豆成分の相関関係

は，正の相関を示し，大粒の小豆ほど水分が

小豆成分間の関係を検討するため，成分含量間の

多い傾向にあることが示唆された．

相関係数を Table 4 に示した．

（３）

小豆１粒の平均重量は，水分と正の相関を示し，

ラムノースは検出されない品種があっ

たが，グルコースはどの品種においてもわず

大粒の小豆ほど水分が多い傾向にあることが示唆さ

かに含有することがわかった．

れた．

（４）

水分は，ラムノースと負の相関を示し，未同定１，

シュクロースとラフィノースはそれぞ

れ平均 0.56％，0.09％含有し，大豆に比べて

未同定３，ラフィノースと正の相関を示した．

低い値であったが，スタキオースは平均

タンパク質は，いずれの成分とも有意な相関は認

4.17％と多量に含有していることが明らかに

められなかった．

なった．

脂質は，ラムノースと正の相関を示し，未同定１

（５）

と負の相関を示した．

ガラクトオリゴ糖（ラフィノース，スタ

キオース）はシュクロースや未同定の糖と正

ラムノースは，水分，脂質の他，未同定１とラフ

の相関が認められたことから，ガラクトオリ

ィノースとに負の相関を示した．

ゴ糖の合成メカニズムを支持できるものと考

グルコースはいずれの成分とも有意な相関は認め

えられた．

られなかった．
シュクロースは，未同定３とスタキオースとに正

５．謝辞

の相関が認められた．

本論文作成にあたり，統計処理法についてご指導

ラフィノースは，水分と未同定１，２，３とに正

頂きました本学安念保昌教授に心から感謝致します．

の相関が認められ，ラムノースと負の相関が認めら
れた．
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数種の野菜抽出物がマクロファージの
サイトカイン産生に及ぼす影響
Effects of Several Vegetable Extracts
on Cytokine Production in Macrophage Cell line

伊藤友美，土田廣信，水野雅史*
愛知みずほ大学人間科学部，*神戸大学大学院農学研究科

Tomomi ITO, Hironobu TSUCHIDA and Masashi MIZUNO*
Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College, *The Graduate School of Agriculture, Kobe University

Abstract
We investigated effects of an ethanol-extract and a hot water-extract from several vegetables on the cytokine
production of RAW 264 cells, a murine macrophage cell line. Production of NO (a cytokine) was most highly
promoted by addition of the hot-water extract from Turumurasaki (Malabar spinach, Basella rubra L.) and production
of TNF-α(a cytokine) was markedly facilitated by the hot water extracts from Turumurasaki and Kinjisou (Gynura
bicolor DC. ). On the other hand, the production of these cytokines was inhibited by addition of the ethanol extracts
from Turumurasaki and Cabbage (Brassica oleracea). The present results indicate that some components of vegetables
may take part in modulation of immunological functions murine macrophages, by affecting their cytokine production.

とが可能であろうと考えている．
（Fig.1）

１．緒言
これまで緑黄色野菜は，栄養学的観点から水溶性
ビタミン類，カロテノイド（プロビタミン A）
，ミネ
ラル，食物繊維など主要な供給源として位置づけら

（diversityの世界）

（unityの世界）

れてきた．近年，野菜類には非栄養的ではあるが，
抗酸化活性成分，抗変異原成分，抗プロモーター成

野菜成分

分などの生理活性成分を含有していることが数多く

淡色野菜＞緑黄色野菜

．これらの生理活性成分はいずれ

の

報告されている

1-3)

も傷害細胞に直接的に作用するものと考えられてい
るが，山崎ら

4)

BRM

は野菜・果実の水溶性成分中には白

（免疫賦活剤）

感染症

通

癌

常

動脈硬化

の

糖尿病

医

高血圧

薬

：

品

血球を主とする免疫系を刺激する成分が存在し，免
疫系を活性化することによって間接的に傷害細胞を

：

除去する機構があることを報告しており，特に注目
されつつある．すなわち，山崎ら

5)

は野菜成分には

Fig.1 White cell activity and disease improvement

白血球の活性化を促すものと抑制するものがあり，

by vegetable

それらを上手に利用することによって感染症，ガン，
動脈硬化，糖尿病，高血圧などの予防に役立てるこ
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また，水野ら 6)は 10 数種の食用キノコの熱水抽出

ートクレーブし，これをサンプルに供した．

物をマウスに投与したところ，免疫腑活作用すなわ

セ ル ラ イ ン マ ク ロ フ ァ ー ジ RAW264.7 を 5 ×

ち，リンパ球 T 細胞がバランスよく増殖をすること，

5

10 cells/well に調製し，24 穴マイクロプレートに

さらに，キノコの中でもヒメマツタケは増殖バラン

分注し，24 時間接着させた．サンプルを 1000μg／

スがよく，これらの増殖活性物質は水溶性多糖β

ml になるように RPMI-1640 で希釈し，RAW264.7 に処

-1,3 およびβ-1,6 グルカンであること，さらに，彼

理した．また，コントロールとして RPMI のみ，ポジ

ら

7)

は十種の食用キノコ抽出物をマウスに投与した

テ ィ ブ コ ン ト ロ ー ル と し て LPS(lipopolys

実験でコウタケの熱水抽出物（フコガラクタン）が

accharide) 100ng／ml を処理し，
24 時間培養した後，

最もマクロファージを活性化することを明らかにし

培養上清を回収し，次の NO 量および TNF-α（tumor

8)

ている．Shin ら は薬用ニンジンのラムノウロナン
Ⅱにはマクロファージ活性化作用，また，山田ら

necrosis factor）活性の測定に供した．

9)

は植物の粘質多糖は血糖値降下作用あるいは抗補体

(4)NO 産生量の測定

活性があることを報告している．野菜中にもこれら

NO 産生量の測定は，Stuehr および Nathan の方法

の多糖体と類似のものが含まれていることが予想さ

10)

れるので，本研究では健康野菜とも言われているモ

ートに分注された上述の培養上清 50μl にグリース

ロヘイヤとケール，伝統野菜として知られるツルム

試薬 50μl を加えた後，570nm における吸光度を測

ラサキとキンジソウ，一般的に利用されている野菜

定した．

に準じて行った．すなわち，96well マイクロプレ

としてキャベツとホウレンソウの熱水抽出物および
(5)TNF-α活性の測定

エタノール抽出物を用い，免疫制御の重要な役割を

TNF-α活性は，Kerekgyarto の方法

演じているマクロファージ活性能，すなわち，これ

11)

に準じて行

らの抽出物のマクロファージセルライン由来サイト

った．すなわち，cell L-929 が 2×105 cells／ml

カイン（NO および TNF-α）産生能の増強あるいは抑

になるように調製し，これを 96well flat-bottom

制効果について検討を行った．

マイクロプレートに分注し，2〜3 時間培養して接着
させた．アクチノマイシン D（4μg／ml）75 μl と

２．試料および実験方法

上述の培養上清を 25μl 加え，37℃で 20 時間インキ

(1)実験材料

ュベーションした後，上清を除き，0.1％クリスタル
バイオレットで染色し，エタノール・PBS 混液（1:1）

日常的に利用している野菜としてキャベツ（群馬

に溶解し，570nm における吸光度を測定した．

県産）とホウレンソウ（岐阜県産）
，健康野菜として
モロヘイヤ（岐阜県産）とケール（兵庫県産）
，伝統

３．結果および考察

野菜としてツルムラサキ（徳島県産）とキンジソウ
（愛知県産）を購入し，１日風乾した後，70℃で乾

数種の野菜から得られたアセトン抽出物，エタノ

燥した．それらの乾燥品をブレンダーを用いて粉砕

ール抽出物，熱水抽出物および抽出残渣の量的割合

し，これらを試料として用いた．

を Table 1 に示した．それぞれの抽出画分の量的割
合は野菜の種類によってかなりの差異があるが，キ
ャベツを除けば，熱水抽出画分が最も多かった．ア

(2)抽出物の調製
上記の 6 種の野菜乾燥粉末 50g を 500ml のアセト

ブラナ科のケールおよびキャベツはエタノール抽出

ンで還流下 3 回抽出し，その残渣を 500ml エタノー

画分が約 24％とその他の野菜に比べ，2〜4 倍程度多

ルで還流下 3 回抽出し，さらにその残渣を熱水で 3

かった．アセトン抽出物は水に不溶であるため，本

回抽出した．得られたそれらの抽出液を減圧濃縮し

実験には使用できなかった．アセトン抽出画分には

たのち，凍結乾燥し，それぞれの抽出画分の重量を

主に脂質等の脂溶性成分，エタノール抽出画分には

測定した．

単糖類，二糖類，ポリフェノール類およびそれらの
配糖体，アミノ酸，ペプチドなど，熱水抽出画分に

(3)マクロファージ活性化にもとづくサイトカイン

は水溶性多糖類，各種配糖体，水溶性タンパク質な

（NO と TNF-α）産生量の測定

どを含んでいるものと予測される．

上記の 6 種類の試料から得られた熱水抽出画分
（HW）とエタノール抽出画分（EtOH）をそれぞれ MQ
水に 200μg／ml の濃度になるように溶解し，一昼夜
放置した．次の処理を行う当日に 121℃，15 分間オ

Table 1 Content ratio of each extract from 6 kinds of
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vegetable
アセトン抽出物

モロヘイヤ

エタノール 熱水抽出物 抽出残渣

（％）

抽出物（％）

（％）

（％）

4.69

5.89

25.65

63.77

ケール

5.20

24.40

37.36

33.04

ツルムラサキ

5.56

7.46

31.53

55.45

キンジソウ

5.63

6.36

44.22

43.79

キャベツ

7.30

23.99

22.95

45.76

ホウレンソウ

3.22

10.41

40.61

45.76

Fig. 2-1 は 6 種の野菜エタノール抽出物のマクロ
ファージ NO 産生能に及ぼす効果を調べた結果を示
している．この図に見られるように，いずれの野菜
エタノール抽出物についてもマクロファージ NO 産
生増強効果は認められず，逆にケール，ツルムラサ
キおよびキャベツのエタノール抽出物は NO 産生抑
制効果が認められた．
Fig. 2-2 NO contents produced from macrophage after
adding hot water-extract from 6 vegetables
さらに，マクロファージ活性化の指標としてサイ
トカイン TNF-α産生能に及ぼす影響について検討
を行った．Fig.3-1 は各野菜抽出物から得たエタノ
ール抽出物のマクロファージ TNF-α産生能に及ぼ
す効果を調べた結果である．この図で見られるよう
に，ケールおよびホウレンソウではコントロールと
ほとんど変化は認められなかったが，モロヘイヤ，
ツルムラサキ，キンジソウおよびキャベツでは TNFα産生抑制効果が認められた．なかでもツルムラサ
キは，かなり強い抑制効果を示した．

Fig. 2-1 NO contents produced from macrophage after
adding ethanol-extract from 6 vegetables
次いで，野菜熱水抽出物のマクロファージ NO 産生
能に及ぼす効果を調べたところ，Fig.2-2 に示した
ように，ツルムラサキ，キンジソウ，モロヘイヤお
よびホウレンソウの場合，かなりの NO 産生増強効果
が認められた．アブラナ科のケールとキャベツでは，
NO 産生増強効果が認められなかった．

Fig. 3-1 TNF-α contents produced from macrophage
after adding ethanol-extract from 6 vegetables
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Fig.3-2 は各種野菜熱水抽出物のマクロファージ

Table 2 Effects of hot water-extracts and ethanol-extracts

TNF-α産生能に及ぼす効果を検討した結果を示して

from several vegetables on production of NO and TNF-

いる．6 種類の野菜いずれもかなり増強効果を示し

αfrom macrophage

た．特にツルムラサキとキンジソウではポジティブ

TNF-α産生

コントロールである LPS（lipopolysaccharide）よ

増強率 抑制率 増強率 抑制率

NO 産生能

りも高い値を示した．キャベツは他の 5 種類の野菜

熱

モロヘイヤ

79.8

-

46.4

-

に比べてかなり低い効果しか認められなかった．

水

ケール

93.4

-

-

-

抽

ツルムラサキ

107.1

-

88.9

-

出

キンジソウ

101.2

-

56.4

-

画

キャベツ

26.8

-

20.4

-

分

ホウレンソウ

98.3

-

46.4

-

35.7

-

5.1

エ

モロヘイヤ

-

タ

ケール

-

2.1

-

57.6

ツルムラサキ

-

91.4

-

57.6

抽ノ
出│

キンジソウ

-

57.1

-

9.3

画ル

キャベツ

-

71.4

-

51.7

分

ホウレンソウ

-

5.7

-

8.5

*: TNF の産生能および NO 産生の能の増強率は LPS（ポジティブ
コントロール）を 100％とした時の比率（％）
*: TNF の産生能および NO 産生の能の抑制率は 100-（各野菜抽
出物産生量／コントロール産生量×100）として算出した

４．要約
セルラインマクロファージ RAW264 細胞の免疫機

Fig. 3-2 TNF-α contents produced from macrophage

能に及ぼす数種の野菜エタノール抽出物および熱水

after adding hot water-extract from 6 vegetables

抽出物の影響について調べた．
は，数種の野菜（キャベツ，ナス，ダイ

セルラインマクロファージ RAW264 細胞の NO 産生能

コン，ホウレンソウ，キュウリ，ニンジン，シソ）

はツルムラサキ熱水抽出物を処理したものが最も高

抽出物のマウス腎臓マクロファージ TNF-α産生能

い値を示し，また TNF-α産生能はキンジソウおよび

に及ぼす効果を検討した結果，キャベツ抽出物が最

ツルムラサキ熱水抽出物により著しく促進された．

も増強効果があったと報告しているが，上述のよう

一方，これらサイトカイン産生能はツルムラサキお

に本実験で用いたツルムラサキ，キンジソウ，ホウ

よびキャベツエタノール抽出物添加により抑制され

レンソウ，ケール，モロヘイヤいずれもキャベツと

た．この結果から，野菜中の成分はセルラインマク

比べ非常に高い値を示した．（Fig.3-2）

ロファージ RAW264 細胞の免疫機能を調節に寄与す

山崎ら

12)

るものと考えられる．

Fig.2-1，Fig.2-2，Fig.3-1 および Fig.3-2 で示
されている NO 産生能および TNF-α産生能からそれ
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日本人のベジタリアンにおける栄養摂取状態と
血液成分値、体脂肪について
Nutritional intake, blood component levels, and body fat
in Japanese vegetarians

土田

満、Edward Fujimoto＊

愛知みずほ大学人間科学部、＊ロマリンダ大学公衆衛生学部

Mitsuru TSUCHIDA, and Edward FUJIMOTO
Aichi Mizuho College, Department of Human Sciences
*

Loma Linda University, School of Public Health, U.S.A.

Abstract
We investigated the relationship of a vegetarian diet, which is regarded as a healthy
lifestyle in Europe and the United States, to the Japanese diet, which is associated with a long
life expectancy, in 10 Japanese vegetarians each ranging from 30 to 49 years and from 50 to 69
years in age and in gender- and age-matched healthy adults on a conventional Japanese diet.
Concerning the frequency of food ingestion, there were significant differences in the
frequency of protein consumption. There was a significant difference in the frequency of
vegetable and fruit consumption between the vegetarian and control groups ranging from 30
to 49 years in age. Concerning nutrient intake, there were significant differences in fat,
carbohydrate, iron, vitamin B2, cholesterol, dietary fiber, and salt intake between the two
groups. There were significant differences in carbohydrate, vitamin B2, and dietary fiber
intake between the vegetarian and control groups ranging from 50 to 69 years in age. With
respect to blood component levels, the total cholesterol levels were significantly lower in the
vegetarian groups of the two age groups. The blood sugar level was significantly lower in the
vegetarian group ranging from 50 to 69 years in age. The insulin levels were significantly
lower in the vegetarian groups of the two age groups. Parameters of body fat were slightly
lower in the vegetarian groups.
These results suggest the future usefulness of a vegetarian diet as a preventive/
therapeutic diet among Japanese.
Keyword : Japanese vegetarian; nutritional intake; blood component levels; body fat

Ⅰ 緒言

の為の食事療法のなかでベジタリアン食が極めて治

古代から、肉類を制限して、野菜や果物等が多い食

療効果が高いとして取り上げたのを契機に、ベジタリ

事をしている人はある種の慢性疾患に罹り難いこと

アン食が疾病予防や健康増進のための食事スタイル

が知られていた。19世紀にイギリスの医師が病気治療

のひとつとして欧米で広まり、注目を集めてきている。
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ベジタリアン食とは、基本的に肉類等の動物性食品を

Ⅱ

控え、豆類や野菜、果物、穀類等の植物性食品を豊富

対象と方法

１）対象者

に摂取する食事であり、動物性食品として魚介類ある

ベジタリアン群として、東京近郊に在住するSDAの

いは卵、乳類を摂取する、また、動物性食品全般を少

ボランティアグループのなかから卵、乳を摂取するラ

量摂取するスタイルもある１）。栄養素的には低エネル

クト・オボ・ベジタリアンの食生活を10年以上継続し

ギー、低脂肪、低コレステロール、高食物繊維等の特

ている30～40歳代（男性５名、女性５名）および50～

徴を持っており、これらの栄養素成分が血中の糖代謝

60歳代（男性５名、女性５名）の健常な男女20名を無

系成分値、脂質系成分値、そして体脂肪等に影響を与

作為に選択した。その対照群として東京衛生病院の外

えて、種々の疾病を予防することが報告されている2)。

来人間ドックを受診した東京近郊に在住している慣

ベジタリアン食と疾病に関する疫学研究は、欧米を

行的で且つ平均的な食事をしている一般健常者を性、

中心として行われており、なかでも米国のカリフォル

年齢（±3歳）を１対１にマッチさせ無作為に選択し

ニア州に在住するSDA（セブンスディアドベンティス

た。なお、対象者全員に本研究の趣旨を文書で十分に

ト：キリスト教プロテスタントの一宗派）を対象とし

説明して同意を得た。

た大規模な疫学研究や介入研究が著名で、ベジタリア

２）方法

ンには高血圧、動脈硬化、虚血性心疾患、糖尿病、各

栄養摂取状態は食物摂取頻度調査および食事記録

種ガン等の疾患における罹患率や死亡率が少ないと

調査により分析した。食物摂取頻度調査には自記式の

いう研究結果が多数報告されている3,4,5,6)。これらの

日常の食物摂取頻度を問う調査表（（株）保健福祉セ

疾患における罹患率の低さは理想的な体重や適度な

ンター）を用いた。また、各個人の食事において典型

生活活動、禁酒、喫煙等のライフスタイルとも関係し

的な日であると思われる１日について自記式の食事

ているが、特に食事の寄与が大きいことが明らかにさ

記録調査も行い、摂取栄養素量を算出した。

れている。このような科学的な知見を基に、アメリカ

血液成分値は、早朝空腹時に採血して血液を血漿あ

栄養士会では1997年に、適切なベジタリアン食、なか

るいは血清に分離後、血糖、インスリン、グルカゴン、

でも動物性食品として卵、乳を摂取するラクト・オ

総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロールを

ボ・ベジタリアン食は健康によく、栄養素的に十分で

測定した。血糖は血漿を用いてUV法、インシュリンは

あり、ある種の病気の予防と治療に効果的であるとい

血清を用いてIRMA法、グルカゴンは血漿を用いて２抗

う公式の見解を出すに至っている7)。また、イギリス、

体法によった。総コレステロール、中性脂肪、HDLコ

ドイツ、スウエーデン等でも、自国の平均的な食事を

レステロールは血清を用いてオリンパス製AU600自動

する一般健常人と比較してベジタリアンでは上述し

分析計により測定した。

たような疾患の罹患率が少ないという疫学調査結果
が報告されている

8,9)

身体計測値は、身長、体重、上腕背部皮下脂肪厚、

10)

。日本では、平山 によって行わ

れた1966年から15年間に亘る12万人のコホート研究

肩甲骨下部皮下脂肪厚、ウエスト囲、ピップ囲を測定

により、肉を食べずに野菜をたくさん食べる人（ベジ

した。体脂肪率はJacksonら 12,13) の式により、ウエス

タリアン）は、慢性疾患や各種ガンの死亡率が少ない

ト・ヒップ比はウエスト囲／ヒップ囲により算出した。

ことが明らかにされているが、科学的な知見は散見さ

３）解析方法
１対１でマッチさせたベジタリアン食群と対照群

11)

れる程度しかない 。
欧米と比較すると日本人の食生活は基本的にはベ

において、食物摂取頻度および食習慣調査の項目につ

ジタリアン食とそれ程対峙するものではなく、肉・魚

いてはχ２検定を行った。摂取栄養素、血液成分値、

類などを含めた動物性食品と植物性食品の適切な摂

そして身体計測値はpaired-ｔ検定を行った。解析に

取バランスにより世界一の長寿国に至った経緯があ

はSPSS統計パッケージ11.0Jを用いた。

る。わが国における、この様な食生活とベジタリアン
Ⅲ

食との栄養および健康面における関係に興味が持た
れることから、本研究では、動物性食品の摂取が多く

１．栄養摂取状態

なっている40～50歳代と植物性食品摂取の食嗜好が

1) 食物摂取頻度

結

果

未だ残っているといわれている50～60歳代の年代に

食物摂取頻度調査結果において、30～40歳代、50

おいて、ベジタリアンと平均的な食事をする一般健常

～60歳代ともに動植物性のたんぱく質源食品の摂取

者の栄養摂取状態と血液成分値、そして体脂肪の関係

頻度に有意な差が認められた。植物性たんぱく源食品

について検討を加えたので報告する。

である豆類の摂取頻度がベジタリアン群で有意に多
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く、動物性たんぱく源食品である肉類および魚類が対

PFCエネルギー比率は30～40歳代のベジタリアン群

照群で有意に多かった（いずれもp<0.01）。卵、牛乳、

でそれぞれ15,17,68％、対照群で16,29,55％、50～60

乳製品については30～40歳代のベジタリンアン群で

歳 代 の ベ ジ タ リ ア ン 群 で 15,21,64 ％ 、 対 照 群 で

卵の摂取頻度が有意に少なかったが（p<0.05）、他は

17,28,55％であり、両年代とも脂肪エネルギー比率お

ほとんど摂取頻度に差はなかった。野菜、果物類は30

よび炭水化物エネルギー比率において両群間に有意

～40歳代のベジタリアン群で緑黄色野菜、淡色野菜、

差（いずれもp<0.01）が認められた。
脂肪およびたんぱく質の質について、脂肪のP/S比

果物の摂取頻度が有意に多かったが（いずれも
p<0.01）、50～60歳代ではこれらの摂取頻度に差は認

は30～40歳代のベジタリアン群で2.0、対照群で1.3、

められなかった。その他の食品では、両年代ともにベ

50～60歳代のベジタリアン群で2.0、対照群では1.4で

ジタリアン群では加工食品、コーヒー・紅茶、アルコ

両年代ともに両群間に有意差が認められた（いずれも

ールをあまり摂取せず、対照群との摂取頻度に有意な

p<0.01）。動物性たんぱく質比率は30～40歳代のベジ
タリアン群で2％、対照群で54％、50～60歳代のベジ

差が認められた。また、喫煙、生活活動強度は両年代

タリアン群で17%、対照群では47%であり、両年代とも

ともに両群に差はなかった。
2) 栄養素摂取量

両群間に有意差が認められた（いずれもp<0.01）
。

図１に30～40歳代、図２に50～60歳代の１人１日当
たりの栄養素摂取量を示した。30～40歳代では両群間

２．血液成分値

に脂肪、炭水化物、鉄、V.B2、コレステロール、食物

1)脂質系成分値

繊維、食塩の摂取量に有意差が認められた。ベジタリ

図３に血中脂質系成分値を示した。総コレステロー

アン群で炭水化物、鉄、食物繊維の摂取量が有意に高

ル濃度は両年代ともベジタリアン群では対照群と比

かった。50～60歳代では両群間に炭水化物、V.B2、食

較して有意に低かった。HDLコレステロールはベジタ

物繊維の摂取量に有意差が認められ、ベジタリアン群

リアン群と対照群で有意差はなく、HDLコレステロー

で炭水化物、食物繊維の摂取量が有意に高かった。

ル／総コレステロール比は30～40歳代のベジタリア
ン群で有意に高かった。中性脂肪はベジタリアン群で
低めの傾向にあった。
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ＢＭＩ

2) 糖代謝系成分値

体脂肪率
30

～40歳代における両群のレベルはほぼ同じであった

25

25

が、50～60歳代ではベジタリアン群が対照群と比較し

20
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15

15

て有意に低かった。インスリン濃度は両年代ともベジ
タリアン群が有意に低く、逆に、グルカゴン濃度は高

%

図４に血中糖代謝系成分値を示した。血糖値は30
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めの傾向にあった。その結果、インスリン／グルカゴ
ン比は両年代ともベジタリアン群において有意に低

0

く、グルカゴンが優勢の状態にあった。
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６割程度であり、対照群の食物摂取頻度はわが国にお
ける該当する年代の平均的なものであると考えられ

図４．血中糖代謝系成分値

る14）。一方、ベジタリアン群と対照群の食物摂取頻度
を比較すると、両年代ともに動物性食品である肉類、

３．体脂肪
図５に体脂肪の分布を示した。身長、体重は両群に

魚類の摂取頻度、そして植物性食品である豆類に有意

おいて差はなかった。BMI，体脂肪率そしてウエスト

差が認められる等、欧米におけるベジタリアンと自国

囲、ウエスト／ヒップ比はいずれも30～40歳代および

の平均的な食生活をする人、あるいは非ベジタリアン

50～60歳代のベジタリアン群が対照群と比較して低

の間で認められる食物摂取頻度と同様な特徴がわが

めの傾向にあり、ウエスト囲は30～40歳代のベジタリ

国においても認められる。緑黄色野菜、淡色野菜、果

アン群が対照群より有意に低かった。その他に30～40

物の摂取頻度については、30～40歳代のみにベジタリ

歳代では肩甲骨下部皮下脂肪厚には有意差はなかっ

アンとの有意差が見られたことは、わが国の50～60歳

たが、上腕背部皮下脂肪厚はベジタリアン群で有意に

代は植物性食品が多い食生活を未だ残している食ス

低かった(p<0.05)。

タイルであり、若年世代になる程、食生活の欧米化が
進み、ベジタリアンとの食物摂取頻度の違いがより明
Ⅳ

確になってきていることが推察される。

考察

欧米人のベジタリアンは、その９割がラクト・オ

欧米の研究によると、ベジタリアンの栄養素摂取量

ボ・ベジタリアン（以下ベジタリアンという）であり、

は非ベジタリアンの人と比べて、低エネルギー、高炭
水化物、低脂肪および低脂肪エネルギー比率、低コレ
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ステロール、高食物繊維であり、更に未精製の複合炭

研究結果と一致している。動物性脂肪や飽和脂肪酸の

水化物の多さ、脂肪における単価および多価不飽和脂

摂取が血清コレステロール濃度を高くし21)、大豆等の

肪酸の高割合、たんぱく質のアミノ酸組成、豊富な機

植物性たんぱく質摂取や食物繊維等が血清コレステ

能性成分等の特徴を持つことが報告されている1,2,15)。

ロール濃度を低下させる 22) ことが疫学および介入研

本研究でもベジタリアンと対照群の栄養素摂取量を

究から多数報告されていることより、本研究のベジタ

比較すると、30～40歳代において低エネルギー、高炭

リアン群における脂肪の低摂取量、高P/S比、低コレ

水化物、低脂肪、低コレステロール、高食物繊維等、

ステロール摂取量、そして豊富な豆類や高食物繊維摂

摂取量の程度差はあるが、欧米おける報告と同様な特

取量が血清総コレステロール濃度の低さと関係して

徴が認められた。50～60歳代では両群間に炭水化物、

いる機序が推察される。また、Sanchezら23)、日本人

食物繊維の摂取量に有意差があり、エネルギー、脂肪、

においては著者ら24,25)が報告しているように、ベジタ

コレステロールの摂取量には有意差は認められなか

リアンにおける植物性たんぱく質の豊富さ、すなわち

った。食物摂取頻度の結果からも明らかなように、対

摂取アミノ酸の組成が血漿アミノ酸分画のリジン／

照群の30～40歳代では食生活の欧米化が進み、50～60

アルギニン比等を変化させ、それがインスリンやグル

歳代はベジタリアンとの食生活がそれ程明確でない

カゴンの分泌に関係する。そして血漿インスリン／グ

ことより、上述のような栄養素摂取量の差になったこ

ルカゴン比のグルカゴン優勢状態がHMG-CoA還元酵素

とが推察される。脂肪について、脂肪エネルギー比率

を介して血清コレステロール濃度の低下に一部関係

は両年代 とも ベジタリ アン 群が昭和50年 代に近い

している可能性も考えられる。ベジタリアンにおける

20％前後で対照群と比較して有意に低く、また、P/S

血清HDLコレステロール濃度は、Fraserら4)がベジタリ

比にも有意差が認められており、50～60歳代のように

アンで低い、Oxford Vegetarian Study21)では血清HDL

脂肪の摂取量が同レベルでも、その質的な面における

コレステロール濃度に差はないと報告する等、明確な

ベジタリアン群と対照群の違いが明らかにされてい

結論が得られていない。本研究でも有意差は認めらな

る。同様に、たんぱく質における質的な動物性たんぱ

かったが、30～40歳代のベジタリアンではHDLコレス

く質比率にも有意な違いが認められる。VB２ 摂取量に

テロール/総コレステロール比が有意に高かった。ベ

ついて、欧米の研究ではベジタリアンは牛乳、乳製品

ジタリアン群における摂取脂肪の量や質4,16)、アルコ

を比較的多く摂取する食習慣の関係から、肉、魚、卵、

ール等との関係が考えられる。血清中性脂肪濃度につ

乳製品などの動物性食品に多く含まれているVB ２ 摂

いても、ベジタリアンが低いとする報告26)と、ベジタ

取量に対照群との有意な差があるという報告はほと

リアンと非ベジタリアンはほとんど違わないという

んどみられない。本研究で認められたベジタリアン群

報告19)がみられる。血清中性脂肪濃度は、脂肪摂取量

におけるVB２ 摂取量の有意な低さは、これらの食品の

の他にインスリン、体脂肪等とも関係しており、本研

摂取頻度が対照群より少ない傾向があることに起因

究のベジタリアンにおける血清中性脂肪濃度が低め

しており、欧米のように卵や乳製品を積極的に摂取す

にある傾向は、これらの要因のリスクが低いこととの

る食習慣や補完するという考えがないことに由来す

関係が推察される。

ることが推測される。

２型糖尿病に関係する栄養素は、肥満と関連するエ

ベジタリアンにおける上述した栄養素の摂取状態

ネルギーや脂肪の摂取過剰、また、脂肪のなかでも飽

が血中の脂質あるいは糖代謝系成分値に関係し、動脈

和脂肪酸が高血糖やインスリン耐性を喚起させ、逆に、

硬化、虚血性心疾患、糖尿病等の罹患率や死亡率を少

食物繊維あるいは複合炭水化物がインスリンや血糖

なくしていることが多くの疫学研究で報告されてい

値を低下させて糖尿病発症に予防的に働くことがい

16,17)

。血清総コレステロール濃度、高血圧、BMIは

われている。また、上述したタンパク質のアミノ酸組

動脈硬化や虚血性心疾患の重要なリスクファクター

成がインスリンとグルカゴンの分泌に影響を与えて

であることはよく知られている。ベジタリアンの血清

いる機序等も報告されている。本研究でも明らかな様

総コレステロール濃度が一般健常者より低いことは、

にベジタリアンは糖尿病発症と関係する高血糖や高

アメリカのSeventh Day Adventists4)やイギリス、中

インスリン分泌を来す栄養素の摂取量は少なく、予防

国、西アフリカ、ロシア、ドイツ等多くの国々におけ

的 に 働 く 栄 養 素 の 摂 取 量 が 多 い 。 25,000 人 の

る疫学研究で観察されており18,19)、介入研究でもベジ

Seventh-Day Adventistsを対象として行われた1960年

タリアン食が血清コレステロール濃度を低下させる

から21年間に亘るコホート研究5)では、脂肪と飽和脂

る

20)

ことが実証されている 。本研究でもベジタリアン群

肪酸の摂取過剰をもたらす肉の摂取量と糖尿病の罹

において両年代とも血清総コレステロール濃度が対

患率の間に強い正の相関関係があることや、ベジタリ

照群と比較して有意に低く、上述した欧米人における

アン食が糖尿病の罹患リスクを減少させることが認
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められ、ベジタリアン食による糖尿病治療試験でも効

タリアンの研究は未だ散見されるに過ぎないが、著者

果がみられている27)。本研究で認められた、糖尿病の

33)

リスクとなる血糖値やインスリン濃度のベジタリア

コレステロール血症、糖尿病、肥満等の予防食や治療

ン群における低さ、逆にグルカゴンの上昇等は、諸外

食としてベジタリアン食を取り入れた食生活が有効

国のベジタリアンを対象に行われた研究でも同様な

になる可能性が示唆される。

も指摘しているように、今後、日本人においても高

結果が報告され、いずれもベジタリアンにおける栄養
摂取状態との密接な関係を認めている17,28)。本研究で

Ⅴ

要約

50～60歳代のベジタリアン群と対照群では、諸外国と

欧米では健康食として注目されているベジタリア

は異なり、栄養摂取状態がそれ程の差がないにもかか

ン食について、世界一の長寿国に至った日本人の食事

わらず、血糖値やインスリン濃度に有意差が認められ

との関係を明らかにすることを目的とした。日本人の

たことは、植物性タンパク質を比較的多く摂取して、

30～40歳代10名および50～60歳代10名のベジタリア

伝統的な食パターンを残している世代の食生活でも、

ンと性、年齢をマッチさせた平均的な食事をしている

ベジタリアンと比較するとインスリンの分泌が加齢

健常者を対象として調査を行った。

とともに強い影響を受けていることが示唆される。
Fujimotoら

29)

食物摂取頻度ではたんぱく質源食品に有意差が認

が日系人の調査から指摘しているよう

められた。野菜、果物類は30～40歳代で有意差が認め

に、日本人のインスリンの反応性に遺伝的な問題があ

られた。栄養素摂取量は30～40歳代ではエネルギー、

る可能性も含めて、食の欧米化による糖尿病罹患率の

脂肪、炭水化物、鉄、V.B2、コレステロール、食物繊

増加が危惧される。

維、食塩の摂取量に有意差が認められた。50～60歳代

BMI等の体脂肪とベジタリアンの関係について, 欧

では炭水化物、V.B2、食物繊維の摂取量に有意差が認

米ではAdventist mortality Study、Adventist Health

められた。血液成分値は総コレステロール濃度が両年

Study、Heidelberg Study、Oxford Vegetarian Study

代ともベジタリアン群で有意に低かった。血糖値は50

の４つの大規模コホート研究があり、いずれの研究も、

～60歳代でベジタリアン群が有意に低く、インスリン

男女共にベジタリアンは非ベジタリアンと比較して

濃度は両年代ともベジタリアン群が有意に低かった。

BMIは１から２ポイント低い

30)

。また、Kahnら

31)

の

体脂肪はいずれの指標もベジタリアン群が低めの傾

79,000人を10年間追跡した研究によると、野菜を週に

向にあった。

19サーヴィング以上食べる人は内臓肥満の進展が少

今後、日本人においても予防食や治療食としてベジ

ないことが報告されている。体脂肪には低エネルギー、

タリアン食を取り入れた食生活が有効になる可能性

低脂肪、比較的低たんぱく質、高食物繊維と複合炭水

が示唆された。

化物等のベジタリアン食における栄養素の特徴の他
に、それによりもたらされる血清インスリン濃度が内

Ⅵ

臓肥満に関連していることも示され、体重増加や内臓
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運動後の冷却が筋力トレーニングの効果に及ぼす影響

照屋 博康・山根 基 *・色摩 正雄 **・大西 範和 ***
履正社学園コミュニティ・スポーツ専門学校
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Effect of regular post-exercise cooling on muscle adaptation
induced by the resistance training
Hiroyasu TERUYA, Motoi YAMANE*, Masao SHIKAMA**
and Norikazu OHNISHI***
Riseisha Gakuen Community Sports School
*System Engineering of Human Body, School of Life system Science and Technology, Chukyo University
** Division of Human Sciences, Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College
***Division of Human Environmental Informatics, Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College

The purpose of this study was to investigate the effect of regular post-exercise muscle cooling on
muscle adaptation induced by the resistance training at the moderate work load. Seven male and four
female subjects were volunteered in the resistance training program for 4 weeks. The subjects underwent
three sets of 8-handgrip exercises at a workload could be performed no more than eight times, three times a
week. Each subjects immersed the experimental side of forearm in stirred cold water (10±1℃) for 20
minutes following every training period (the cooling side), while the other side remained without
immersion as the control (the control side). Maximal voluntary contraction (MVC) and local muscular
endurance of both sides were measured before and after the resistance training program. MVC significantly
(p<0.05) increased after the training program in both sides. On the other hand, local muscular endurance
failed to increase in the cooling side despite a significant (p<0.05) increase of that in the control side after
training program. It is considered that regular post-exercise muscle cooling could attenuate the gain of the
local muscular endurance induced by the moderate resistance training. This seems disadvantageous for
physical conditioning, in contrast to the beneficial combination of rest, ice, compression and elevation
(RICE) in the treatment of macroscopic musculo-tendinous damage.
Key words: icing; cryotherapy; cooling; resistance training; muscle strength; local muscular endurance.
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【１】緒論

を実施し、期間中運動後に決められた一側を毎回冷却

身体部位を冷却することは、アイシング(icing)または

して、冷却が最大筋力と筋持久力の変化に抑制的な影

クライオセラピー(cryotherapy)と呼ばれ、急性期の外傷

響を及ぼすか否かを検討した。

に対する RICE（Rest, Ice, Compression, Elevation）処置
の重要な要素である

1,2)

。損傷した部位の組織を冷却す

【２】対象及び方法

ることで、血流や毛細血管の透過性 4)を減少させ充血、

１．対象

出血や腫脹を軽減して、二次的な組織の損傷を防止す
る

本研究では､健康な男子大学生 7 名(年齢 20.1±0.9

1,2,3,4,5)

。このような冷却処置は、スポーツの現場でも急

歳、身長 168.3±6.6cm、体重 59.1±6.8kg)、女子大学

性外傷に対して用いられてきたが、従来野球の選手が

生 4 名(年齢 21 歳、身長 164.5±2.1cm、体重 59.1±

肩を冷やすことが禁忌であったように、傷害のない部位

6.3kg)を対象に実験を行った｡また、被験者には本研究

に施されることはあまりなかった。しかし、近年ではプロ

の趣旨、内容や潜在するリスクなどを充分に説明し、書

野球の投手が投球終了後ベンチで肩をアイシングして

面による承諾を得て実験を行った。

いる光景を見かけることも多い。これは、ねんざなどの明
確な外傷がない場合でも、身体運動で酷使した筋や腱

２．方法

に微細な損傷が生じると想定し、それに伴って起こる炎

1）実験スケジュール

症反応で周囲の正常な組織を二次的に損なうことを、

被験者は、両側のハンドグリップ運動を筋力トレーニン

急性外傷に対する場合と同様の効果に期待して防ごう

グとして、週３回の頻度で４週間にわたって行い、毎回

1,2)

。さらに最近では、熱中症対策、疲

の運動後、被験者毎に決められた一側上肢を 20 分間

労回復やリフレッシュ、障害の予防の為として、必ずしも

冷却した。トレーニング期間の直前と直後に、最大筋力

負荷強度の高くない運動の後でもアイシングを行う習慣

および筋持久力を測定し、その変化を冷却側と非冷却

を持つ人が増えてきている 2)。

側（対照側）で比較した。

とするものである

しかし、このようなアイシングの用法については、生理
学的意義や必要性が必ずしも明らかであるとはいえな

2）トレーニング方法

い。運動によって疲労した部位を冷却する事により、疲
6)

トレーニングには、プーリーを介してワイヤーで吊った

との

重量を負荷とするハンドグリップ・エルゴメータ（自作）を

報告があるが、急激な運動後に起こる遅発性筋肉痛

用いた。運動強度は 8RM （最大 8 回繰り返すことがで

（delayed onset muscle soreness; DOMS）に対して、運動

きる運動強度、repetition maximum)とし、これは、握力

労感が低下し、パフォーマンスの低下を防止する

7,8)

との報告

計で測定した等尺性最大筋力のおよそ 70～80％の強

もある。慢性的に運動後のアイシングを行う影響につい

度に相当した。ハンドグリップ運動は 8 回行い、数分の

ては、ラットに疲労困憊に至るまでトレッドミル走を行わ

休憩をはさんで 3 セット繰り返した。

直後のアイシングには緩和する効果がない

せるトレーニングを実施し、腓腹筋の電子顕微鏡像を観
察すると、運動後に毎回 5 分間、4℃の水に漬けた場合
のダメージが大きい

9)

3）冷却方法

との報告があるが、ヒトにそのまま

あてはまるとは考えにくい。一方、山根ら

10)

被験者は、トレーニング終了 3 分後に一側上肢の肘

は、健康な

から手関節までを、10±１℃の冷水を入れた水槽に 20

男性被験者に自転車エルゴメータを用いた持久的トレ

分間浸した。手部は痛みが強いため漬けないようにした。

ーニングを週 4 回、4 週間行わせ、期間中毎回のトレー

水温の維持には、冷却ユニット（TAITEC、 Coolpipe

ニング直後、決められた同一側下肢を 5℃の冷水に浸

300L ）と恒温 ユニ ット（ア ズワン株式会社 、 Thermal

す実験を行い、アイシングの習慣的な適用の影響につ

Robo TR2）を用い、温度が均一となるようポンプによっ

いて検討した。その結果、冷却側では有酸素的作業能

て攪拌した。また、男子 4 名、女子 2 名については利き

力の改善度が小さく、習慣的な運動後の冷却が持久的

腕を、残りの被験者については非利き腕を冷却すること

トレーニングの効果を減弱させる可能性を示した。これ

とし、日常の使用偏重の影響を除くよう工夫した。

らのことは、運動後にアイシングを行うと、一時的には感
覚的なリフレッシュやパフォーマンスの改善が認められ

4）測定方法

るものの、長期間習慣的にアイシングを併用した場合に

デジタル電子握力計(ヤガミ、 ＥＤ－Ｄ１００Ｎ)を用い

は、むしろ体力や競技力の向上を妨げる可能性を示唆

て最大筋力を測定した。2 分間の休憩をはさみ、左右交

する。そこで本研究では、スポーツ・アイシングを安全か

互に 2 回ずつ 5 秒間全力で握るよう指示した。握力計の

つ有効に活用するための基礎的な知見を得るために、

出力をペンレコーダに記録し、波形から読み取ったピー

中等度の負荷強度による両側上肢の筋力トレーニング

ク値を最大筋力とした。筋持久力については､上述のハ
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Fig.1 Comparison of grip strength in control side and
cooling side before and after the training period.
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Fig.2 Comparison of local muscular endurance in
control side and cooling side before and after the
training period.
grip strength

ンドグリップ・エルゴメータを用い、最大筋力の約 30％の

2.0

負荷強度で、2 秒に 1 回のテンポでハンドグリップ運動
評価した｡

1.0
post-training / pre-training

を行わせ、テンポに追随出来なくなるまでの回数として

1.5

5）データの処理
トレーニング期間の前後に測定した最大筋力および
筋持久力について平均値と標準偏差を求め、その増加
の程度を冷却側と対照側で比較した。平均値の差の検
定には二元配置分散分析を用い、多重比較にはＬＳＤ
法を用いた。危険率 5%未満を有意とした。
【３】結果

control
cooling
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1.0

参加した全被験者が、決められた筋力トレーニングを

0.5

完遂した。いずれの被験者も運動や冷却に伴う異常は
0.0

なく、遅発性筋肉痛も生じなかった。最大筋力の値は、
被験者全体では、トレーニング前に対照側 35.9±8.4kg、
冷却側 37.4±9.1kg であったものが、トレーニング後に

Fig.3 Relative change in hand grip strength and local
muscular endurance in control side and cooling side．

は対照側 41.7±9.4 kg、冷却側 41.4±8.3 kg となり、両

冷却側 52.9±21．2 回であったものが、トレーニング後

側とも統計的に有意(p＜0.0１)に増加した。男女別でみ

には対照側 64.5±18.7 回、冷却側 56.6±14.2 回となり、

た場合、男子被験者では同様に有意(p＜0.05)な増加

トレーニングに伴い対照側では統計的に有意(p＜0.01)

が認められた(Fig.1 上段)が、女子被験者では、同様の

に増加した一方、冷却側では変化しなかった。男女別

傾向はあるものの統計的に有意な差ではなかった

でみた場合、男子被験者では、同様に対照側のみに統

（Fig.1 下段)。また、男女とも、トレーニング前後の筋力

計的に有意(p＜0.05)な増加が認められた(Fig.2 上段)

の変化に、冷却の有無による差異は認められなかった

が、女子被験者では、両側ともトレーニングに伴い統計

（Fig.1、Fig.3 上段)。筋持久力を示すハンドグリップ回

的に有意(p＜0.05)に増加した(Fig.2 下段)。増加の程度

数は、全体では、トレーニング前に対照側 44.4±15.1 回、

をトレーニングに伴う変化率（トレーニング後値／トレー
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ニング前値）として比較すると、男女とも対照側に比べ

研究で用いたような冷却条件は、明らかな外傷に対す

冷却側で統計的に有意(p＜0.05)な低値を示した(Fig.3

る治療的処置として有効な範囲にあると考えられ、傷害

下段)。

の予防や単なるリフレッシュを目的とする場合には冷却
の程度を緩和することが望ましいと考えられる。これは、

【４】論議

アイシングのための時間的経済的な負担も軽減する。ま

本研究では、いずれの被験者も運動や冷却に伴う異

た。痛みの緩和などを目的に行う場合でも、痛みのある

常はなく、遅発性筋肉痛も生じなかった。また、対照側

部分に限定して冷却するなどの工夫によって効果的に

においてトレーニング後には、男性で最大筋力と筋持

アイシングを利用できるかもしれない。

久力、女性では筋持久力の値に、統計的に有意な増加

本研究で、冷却の影響は筋力の増加に対しては認め

が認められた。例数が少ないため明らかとはいえないが、

られず、筋持久力の増加のみに認められた。このことは、

女性の筋力向上に対する効果は男性に比べ小さかっ

冷却が遅筋線維の適応に対して選択的に影響した可

た。筋力トレーニングの効果に若干の性差が認められる

能性を想起させるが、根拠はみあたらない。また、トレー

ものの、本実験で用いた筋力トレーニングは、被験者に

ニングの期間は４週間であった。このタイミングにおける

とって負担が少ない中等度で、なおかつ、トレーニング

最大筋力の増加には、筋肥大と運動単位の参加増大

効果を得るのに十分な負荷強度で行われたものと考え

（中枢神経活動の増大）の二つの要因が関係する

られる。

前腕部の冷却が、後者に影響を及ぼしたとは考えにくく、

11)

。

筋力トレーニングの期間中に行った運動後の習慣的

筋肥大の影響が相対的に小さいため、冷却の影響が不

な冷却により、最大筋力の増加は影響を受けなかった

明確となった可能性もある。筋力や筋肥大に対する運

が、筋持久力を表すハンドグリップ回数の増加は有意

動後の習慣的な冷却の影響については、筋肥大が明

10)

が報告した、

確となるような長いトレーニング期間で、筋断面積の評

持久的トレーニングに運動後の習慣的な活動筋の冷却

価などのパラメータを加えてさらに検討する必要がある

を併用すると、効果が減衰するとの結果と一致し、筋力

と考えられる。また、筋の持久性には、無酸素的及び有

トレーニングにおいても、運動後に習慣的に冷却を行う

酸素的エネルギー供給が関係する。前者に対しては、

ことが、局所の筋持久力獲得に抑制的な影響を及ぼす

筋グリコーゲンの含有量やその代謝能力など、後者に

可能性を示した。これらの結果は、トレーニングに際して

対しては筋への血流、ミトコンドリアにおける酸化能やミ

習慣的に冷却を行うと、特に持久能についてトレーニン

オグロビン含有量などがその要因となる

グで意図した効果が十分に得られない可能性を示唆す

行った運動後の冷却が、これらのいずれに影響したか

る。しかし、現実に競技者がトレーニングしようとする筋

は不明であるが、冷却に伴う組織の温度低下やそれに

群に比べ、本研究で用いた筋力トレーニングの対象筋

伴う代謝や血流の低下が影響していると推察される。そ

群が小さいことや、運動量や運動時間がかなり少ないこ

れらが筋の持久性獲得に影響するメカニズムについて

となど、両者の条件はかなり異なると考えられる。また、ト

も、今後さらに検討する必要があると考えられた。

に抑えられた（Fig.2、3）。これは、山根ら

12,13)

。本実験で

レーニング対象者の鍛錬度によっても影響が異なるかも
【５】まとめ

しれない。したがって、実際のトレーニングにアイシング
を併用している競技者に、このような効果の減衰が生じ

本研究では、健康な成人男性 7 名、女性 4 名を対象

ているかどうか確かめるために、活動筋量や運動時間

に、自作したハンドグリップ・エルゴメーターを用い、週 3

などの条件を変えてさらに検討する必要があるものと考

回の筋力トレーニング（ハンドグリップ運動）を 4 週間に

えられた。

わたって行わせた。トレーニング期間中、被験者はトレ

損傷を受けた部位の組織に RICE 処置として、冷却を

ーニング終了後に一側上肢を 10±1℃の冷水に 20 分

行う根拠は明らかで、その意義に疑いはない。また、活

間浸した。トレーニング期間の前後に最大筋力及び筋

動的なスポーツ選手には、アイシングが必要なケースも

持久力を測定し、冷却が筋力トレーニングの効果に及

多いと考えられる。疲労や痛み、過去の障害や競技会

ぼす影響を検討した。その結果、本研究に用いた冷却

のスケジュールなどの要因が絡み、アイシングについて

は、筋力トレーニングによる最大筋力の増大に影響を及

適否の判断することは難しいと考えられるが、特に損傷

ぼさなかったが、筋持久力の向上を抑えた。このことは、

がない組織へアイシングの適用を必要以上に拡大する

運動後に行う活動筋の冷却が、持久的なトレーニング

ことについては配慮が必要であることを本研究の結果は

効果を減衰させる可能性を示唆し、明らかな傷害のな

示唆している。また、スポーツ現場における冷却の手段

い部位へのアイシングを行う場合には、その影響につい

（氷、アイスパックなど）や条件（温度、時間）は多様で、

て配慮する必要があるものと推察された。

それを選択する根拠もあいまいである場合が多い。本
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藤前干潟の軟体動物
川瀬 基弘
愛知みずほ大学人間科学部人間環境情報学科

１．はじめに

め，ヒロクチカノコガイ，イシマキガイ，コウロエ

名古屋港北端に位置する藤前干潟は，日本最大級

ンカワヒバリガイ，ウネナシトマヤガイである．さ

の渡り鳥の渡来地として古くから有名である．底生

らにこのマガキ群集には，ケフサイソガニ，フジツ

生物が豊富に生息しており海洋環境の浄化装置とし

ボ，ゴカイなどの節足動物や環形動物をともなうの

ても重要な役割を果たしている．その一方で，高度

が特徴である．

経済成長期から人為的な海洋汚染が進行し干潟はヘ

干潟の大部分を占める泥底の軟体動物は，全体の

ドロで汚染され，また，1984 年にはゴミ処分場とし

種類数や個体数が少ないものの，ヤマトシジミの個

ての埋め立て計画が具体化された．しかし，2002 年

体数が最も多い．さらにこのヤマトシジミは，県内

11 月にはラムサール条約(特に水鳥の生息地として

の他の地域の河口付近の個体と比べても特に大型化

国際的に重要な湿地に関する条約)に登録され保護

する個体が多いのが特徴である．他には，アサリ，

されるに至った．

シオフキガイ，ソトオリガイなどがみられる．ヒメ

渡り鳥の大規模中継地として，鳥類のエサ資源と

シラトリガイ，イソシジミ，ユウシオガイ，オオノ

なる豊富な底生生物が生息しているにもかかわら

ガイなどの個体数はきわめて少ない．

ず，それらの詳しい研究や調査報告は非常に少ない．

横浜市公害研究所(1989)は，ウミゴマツボ，ホト

本研究では，豊富な底生生物の中から軟体動物を対

トギスガイ，シズクガイ，チヨノハナガイ，ヒメシ

象として，それらの現在の生息状況を調査した．ま

ラトリ，ゴイサギガイ，サルボウ，アサリ，ツキガ

た，全国のレッドデータブックなどと比較して，絶

イモドキの９種類の有機汚濁・富栄養指標軟体動物

滅傾向や減少傾向にある種を指摘し，干潟の環境汚

を報告しており，これらのうち本調査域には，ウミ

染への注意をうながす資料としたい．

ゴマツボ，ヒメシラトリ，アサリが生息している．
また，タマキビ，コウロエンカワヒバリガイ，シオ

２．調査方法

フキは主に富栄養域，マガキ，ケフサイソガニは富

30 cm 四方のコドラートを設置して深さ 30 cm ま

栄養～過栄養域で個体数が増加するためこれらの出

での砂泥を無作為に調査ごとに 50 箇所サンプリン

現数も有機汚濁の指標となる．

グし，干潟部の貝類の種類別個体数を調べた．カキ

西川(1996)の藤前干潟調査では，ニホンドロソコ

礁の貝類群集は，基盤となる岩石毎に無作為に種類

エビ，ゴカイ，アシナガゴカイが高密度で生息し，

別個体数を調べた．調査は 2003 年秋季～2006 年春

ウチワゴカイやイソガニは稀に採集されたと記録さ

季までの 1 ヶ月に１回おこなった．

れている．他に，オキシジミ，オオノガイ，ケフサ
イソガニやイソガニの死殻が稀に見られ，ヤマトシ

３．結果

ジミの生貝は稀で大部分は死殻，泥に埋没するテト

腹足類 9 種と斧足類 14 種を確認した(表１)．藤前

ラポッドには，タテジマイソギンチャク，ドロフジ

干潟に生息する軟体動物は，海岸付近の転石やカキ

ツボ，マガキ，コウロエンカワヒバリガイが着生し，

礁にともなう軟体動物群集をのぞけば，その種類数

護岸の石組みでアヤギヌ，マガキ，コウロエンカワ

や個体数は非常に少ないのが特徴である．その理由

ヒバリガイ，シロスジフジツボ，ヨーロッパフジツ

としては，淡水河川水の影響を強く受けることや，

ボ，ヒロクチカノコ，アシハラガニ，アリアケモド

砂質部分の非常に少ない泥干潟であること，ヘドロ

キ，ヤドカリ類が確認されている．さらに，アンケ

(有機汚濁軟泥)で汚染されていることなどが考えら

ート回答と「名古屋港の干潟を守る連絡会」の 1990

れる．淡水の影響が強い可能性は，木村(2001)も指

年調査結果では，ニンジンイソギンチャク，ウミゴ

摘しており，本地域は西側を日光側，東側を庄内川

マツボ，カワグチツボ，ホトトギス，アサリ，ソト

にはさまれた河口干潟である．

オリガイ，フツウゴカイ，イソゴカイ，シダレイト

カキ礁を構成する主な軟体動物は，マガキをはじ

ゴガイ，テナガエビ，スシエビ，アナジャコ，ハサ
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ミシャコエビ，ニホンスナモグリ，ヤマトオサガニ，

増田(1996, 1998)によれば，本種は生息河川では

モクズガニ，ケフサイソガニ，ヒライソガニ，クロ

まとまった個体数を確認できるが，環境悪化で個体

ベンケイガニ，アカテガニ，オオユビアカベンケイ

群が極めて縮小している場合，確認数が数個体程度

ガニが報告されている．今回の調査と比較しても，

で若年貝の存在が認められない産地もあり，希少種

軟体動物の種類はあまり豊富ではない．また種類や

に評価区分されている．千葉県では近年の報告・調

個体数の変動が見られる．例えば，本調査期間中に

査では確認されておらず，消息不明・絶滅生物に評

は，ヤマトシジミの大型個体の生息が比較的多く確

価区分されている(黒住，2000)．三重県では既知の

認され，死殻の数は少なかった．

生息地は 10 地点以下で，内湾奥の河口域に発達した

ヒメシラトリ，アサリ，オオノガイの個体数は調

アシ原湿地周辺に限定された生息地は，護岸工事や

査期間を通してに非常に少ない．ソトオリガイは，

埋め立てで著しく減少しており準絶滅危惧種に指定

2005 年以降に個体数が少なくなった．また，2004

されている(三重県環境森林部自然環境室，2006)．

年まで普通に見られたシオフキは激減し，2005 年の
調査では 8 月に小さな幼貝を 2 個体採集しただけで

イシマキガイ

ある．その一方 2004 年まで非常に個体数の少なかっ

Clithon retropicta (v. Martens)

たオキシジミが翌年に急増した．

[アマオブネ科 NERITIIDAE]

2005 年の調査で，アゲマキ，ヘナタリ，ウミニナ

本調査域ではカキ礁を構成する腹足類の１つであ

の死殻を確認したが，これらは古い死殻であり本調

るが，ヒロクチカノコガイに比べると個体数が少な

査域において既に絶滅したか，或いは絶滅寸前と考

い．福田(1996)は本種とカノコガイおよびイガカノ

えられる．

コを，種として区別できるかどうかを指摘したが，

以下，種類毎に藤前干潟での生息状況と全国の主

本研究では分布地域と殻パターンからイシマキガイ

要地域における生息状況を記載した．生物指標によ

に同定した．本種は水質汚染や河川構造の改変など

る水質は，「A：きれい」「B：やや汚れている」「C：

に敏感に反応するため，環境保全の指標種として重

汚れている」「D：非常に汚れている」の４段階で

要と考えられている．

示す．

本調査域では，あまり個体数が多くないことから，
水質汚染の進行が懸念される．また，全国的に減少

ヒロクチカノコ

傾向にあり，環境の改変が進行すれば絶滅する可能

Neritina violacea (Gmelin)

性は高い(西脇，1996)．

[アマオブネ科 NERITIIDAE]

相模湾では絶滅寸前(池田ほか，2001)．千葉県で

本種は一般的に河口の汽水域に棲息している．藤

は最重要保護生物に指定されている(黒住，2000)．

前干潟では護岸用の岩石やテトラポッドにカキが付

愛知県では矢作川河口干潟でわずかな個体の生息が

着して群集を形成しており，本種はカキ群集の構成

確認されている(川瀬，2002)．愛知県や名古屋市の

種となっている．カキ礁の隙間や転石の裏などに付

レッドデータに本種の記載はないが，藤前干潟では

着する．主に紀伊半島以南に分布し，藤前干潟の個

個体数は少なくカキ礁の減少や消滅によっては本種

体群は国内の分布の北限として注目される．

絶滅の可能性がある．

福田(1996)によれば，日本本土で絶滅寸前とされ
ている．東京湾以南に分布していたが，東京湾や三

タマキビ

浦半島付近では絶滅したらしい．現在は三河湾，瀬

Littorina brevicula (Philippi)

戸内海，有明海などにわずかな産地が残るのみで，

[タマキビガイ科 LITTORINIDAE]

いずれの場所も個体数は著しく少なく，絶滅寸前で

本調査域ではカキ礁や護岸に付着しているがその

ある．

個体数は非常に少ない．本種は，北海道以南の日本

愛知県では庄内川，矢作川河口域で本種の大きな

各地，朝鮮，中国南部に分布する．多くの生息地で

個体群が残っている(原田・木村，2002)．愛知県の

は，岩礁や潮上部に高密度に生息しており，今のと

評価区分は絶滅危惧Ⅱ類である(原田・木村，2002)．

ころ減少傾向・絶滅傾向の情報はない．愛知県では

木村(2004)によれば，名古屋市港区藤前干潟の干潟

矢作川河口干潟で生息が確認されている(川瀬，

上部の転石地，庄内川下流から河口域にかけてのア

2002)．

シ原湿地内に健全な個体群が分布しているが生息範
囲は狭いとされている．名古屋市の評価区分は絶滅

ウミゴマツボ

危惧Ⅱ類．

Stenothyra edgawensis (Yokoyama)
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[ミズゴマツボ科 STENOTHYRIDAE]

愛知県ではアシ原湿地という生息環境自体が，護

調査域の干潟部泥表面で比較的多数の個体を確認

岸工事や埋め立てで著しく減少しているので，本種

することができた．江戸川放水路(東京湾)，千葉県

の生息地，生息数とも著しく減少したと考えられて

木更津市小櫃川河口，志登茂川河口(伊勢湾)，瀬戸

いる(木村，1989，木村・木村，1999，愛知県環境部

内海などには多産地があるが，開発の影響で産地が

自然環境課，2002)．

減少している可能性が指摘されている(福田，1996)．
愛知県ではアシ原湿地や泥干潟という生息環境自

ツブカワザンショウ

体が，護岸工事や埋め立てで著しく減少しているの

Assiminea estuarina Habe

で，本種の生息地，生息数とも著しく減少したと考

[カワザンショウガイ科 ASSIMINEIDAE]

えられている(木村・木村，1999)．名古屋市内では

潮溜まり周辺の転石やコンクリート等に付着して

藤前干潟の干潟上部の泥表面で比較的多数の生息が

いる．木村・木村(1999)によれば，本種はやや硬い

確認されており健全な個体群が残っているとされて

底質を好み，アシ群落内の泥上にも分布するが，そ

いる(木村，2001，愛知県環境部自然環境課，2002，

れよりも転石の多い干潟上の方が個体数が多いとさ

名古屋市動植物実態調査検討会，2004)．

れる．

また，本種は有機汚濁・富栄養指標軟体動物であ

全国的に危険(絶滅に向けて進行しているとみな

る(横浜市公害研究所, 1989)．

される)種とされ，報告例は少ない．また，内湾の奥
部は近年護岸や埋め立てが行われており，産地は急

カワグチツボ

激に減少している(福田，1996)．

Fluviocingula elegantula (A. Adams)

愛知県ではアシ原湿地やその周辺が，護岸工事や

[ワカウラツボ科 FAIRBANKIIDAE]

埋め立てで著しく減少しているので，本種の生息地，

前種と同様に，調査域の干潟部泥表面で比較的多

生息数とも著しく減少したと考えられている(木

数の個体を確認することができた．産地によっては

村・木村，1999，愛知県環境部自然環境課，2002)．

現在も多産し，東京湾奥でも健在だが，今後の埋め
立てや干拓の進行によって激減するおそれが指摘さ

カワザンショウガイ

れている(福田，1996)．三重県では既知の生息地は

Assiminea japonica v. Martens

10 地点以下で，生息地である内湾奥の泥質干潟は著

[カワザンショウガイ科 ASSIMINEIDAE]

しく減少しており準絶滅危惧種に指定されている

転石地やカキ礁中に多産する．ツブカワザンショ

(三重県環境森林部自然環境室，2006)．

ウより個体数がはるかに多い．カワザンショウガイ

愛知県ではアシ原湿地や干潟という生息環境自体

科のいくつかの種は絶滅傾向にあるが，国内におい

が，護岸工事や埋め立てで著しく減少しているので，

て現時点で，本種の減少傾向・絶滅傾向の情報はな

本種の生息地，生息数とも著しく減少したと考えら

い．

れている(木村・木村，1999，愛知県環境部自然環境
課，2002)．藤前干潟では干潟上部の泥表面で比較的

ヌカルミクチキレ

多数の生息が確認されており健全な個体群が残って

Sayella sp.

いるとされている(木村，2001，名古屋市動植物実態

[トウガタガイ科 PYRAMIDELLIDAE]

調査検討会，2004)．

本調査域では泥質部分の表層部で比較的よく見つ
かる．未記載種であり既知の産地は少なく，今後の

ワカウラツボ

開発によっては絶滅のおそれがある(福田，1996)．

Fairbankia sakaguchii Kuroda & Hbe

本種は微小種で未記載種であることなどから愛知県

[ワカウラツボ科 FAIRBANKIIDAE]

下の情報は非常に少なく(愛知県環境部自然環境課，

カキ礁部分の転石の裏面に付着している個体を確

2002)，藤前干潟以外では汐川干潟の干潟奥部の泥干
潟からの報告がある(藤岡・木村，2000)．

認したが個体数は非常に少ないと考えられる．全国
で数カ所の産地が知られているが，模式産地(和歌山
市和歌浦)では絶滅し，他の生息地でも護岸整備など

コウロエンカワヒバリガイ

が行われれば簡単に絶滅すると考えられている．ま

Limnoperna fortunei kikuchi Habe

た，日本固有種の可能性も指摘されており，現存す

[イガイ科 MYTILIDAE]

る数ヶ所の産地で壊滅すれば地球上から完全に消滅

カキ礁を形成する二枚貝では個体群密度がもっと

することになる(福田，1996)．

も大きい．主として「C：汚れている」場所に生息
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する内湾の指標生物である．コウロエンカワヒバリ

藤前干潟で見られる二枚貝の中で個体数は非常に

ガイは，オセアニア原産で 1970 年代に移入されたと

少ない．主として「B：やや汚れている」～「C：汚

推定されている(大谷, 2002, 2004)．現在では日本各

れいる」場所に生息する指標生物である．愛知県で

地に分布を拡大している．また，本種は 1990 年代に

は，汐川干潟(藤岡・木村，2000)や矢作川河口干潟(川

地中海にも移入し，今後は世界中の温帯内湾域に分

瀬，2002)などでも生息が確認されている．

布を拡大する可能性が指摘されている(木村, 2000)．
ユウシオガイ
ホトトギス

Moerella rutila (Dunker)

Musculus senhousia (Benson)

[ニッコウガイ科 TELLINIDAE]

[イガイ科 MYTILIDAE]

本調査域において，個体数は非常に少なく滅多に

内湾の干潟に多数の個体が，互いに足糸をからませ

見られない．愛知県内においては，ユウシオガイの

てカーペット状に繁殖すると，砂泥中に生息する二

生息場所である内湾奥部の砂泥干潟の環境が破壊さ

枚貝が窒息し多大な被害を与えることが知られてい

れているので，本種の生息場所，生息数ともに減少

る．しかし，今回の調査では大規模な個体群は見つ

したと考えられている(原田・木村，2002)．愛知県

からなかった．瀬戸内海では，底生生物の生物量に

の評価区分は準絶滅危惧種である．愛知県内では，

おいてホトトギスが全体の約 30％を占めることが

汐川干潟(藤岡・木村，2000)や，矢作川河口干潟(川

報告されており(門谷，2000)，物質循環にも重要な

瀬，2006)から報告がある．

役割をはたしている．ホトトギスは，数少ない比較

加藤・福田(1996)によれば，本種はサクラガイ類

的汚染に強い干潟生物の一種としても知られている

の中でもっとも湾奥の干潟に生息する種であるが，

(加藤, 1996)．菊池(1975)はホトトギスを泥底の富

内湾の埋め立てや汚染などにより各地で激減し，東

栄養極浅域の指標種として挙げている．また，近年，

京湾，田辺湾，博多湾では絶滅している．相模湾で

ホトトギスガイは，世界各地の温帯域に移入されて

は消滅し(池田，1994，池田ほか，2001)，千葉県で

いることが報告されている(奥谷, 2000)．さらに，

は複数の記録があるものの詳細な調査が行われれば

本 種 の 異 常 増 殖 に よ り ， ア サ リ Ruditapes

絶滅とされる可能性が高いため最重要保護生物に指

philippinarum (Adams & Reeve)，バカガイ(アオヤ

定されている(黒住，2000)．

ギ)Mactra (Mactra) chinensis Philippi，ミルクイ(ミ
ルガイ)Tresus keenae (Kuroda & Habe)，シオフキ

ヒメシラトリ

Mactra (Mactra) veneriformis Reeve などの二枚貝が

Macoma incongrua (Martens)

呼吸を著しく阻害されて大規模な窒息死を招くこと

[ニッコウガイ科 TELLINIDAE]

が数多く報告されている(倉田・飯村, 1954, 日本貝

本地域での個体数は非常に少ない．愛知県では，

類学会, 1975, 福田, 1981, 石川, 1986 など)．

汐川干潟(藤岡・木村，2000)や矢作川河口干潟(川瀬，
2002)などでも生息が確認されている．ヒメシラトリ

マガキ

は，富栄養～過栄養の水域，貧酸素環境の硫化水素

Crassostrea gigas (Thunberg)

を含む黒色腐泥を示す指標種である(菊池, 1975, 山

[イタボガキ科 OSTREIDAE]

路・島田, 1976, 山路, 1985)．また，ヒメシラトリは，

堤防付近の転石に固着し，カキ礁を形成している．

硫化水素臭を放つヘドロの堆積した矢作川河口干潟

主に「C：汚れている」～「D：非常に汚れている」

で，ホトトギスのカーペット状群集とともに生息が

場所に生息するので岸壁の指標生物として重要であ

確認されている(川瀬，2002)．伊勢湾の浅海域にお

る．本種が形成するカキ礁は，ヒロクチカノコガイ，

いても有機汚濁の進んだ海域から見つかっている

イシマキガイ，コウロエンカワヒバリガイ，ウネナ

(西條ほか, 2004)．生物指標による水質は「D：非常

シトマヤガイ，フジツボ類，カニ類などをともない

に汚れている」．三河湾における後期更新世から現

岩礁性生物の貴重な生息場所となっている．三河湾

在までの干潟群集を代表する構成種の１つである

における後期更新世から現在までの干潟群集を代表

(松岡ほか，1997)．

する構成種の１つである(松岡ほか，1997)．
サビシラトリ
シオフキ

Macoma contabulata (Deshayes)

Mactra veneriformis Reeve

［ニッコウガイ科 TELLINIDAE］

[バカガイ科 MACTRIDAE]

2005 年の調査で泥底下 60～80cm 程度のやや深い
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場所に生息している個体を発見した．藤前干潟にお

コウロエンカワヒバリガイの急増に反比例するよう

いてサビシラトリはやや深く潜り水管を泥底表面上

に，本種が減少する例も報告されている(加藤・福田，

に出していることがあるため，それにより何個体か

1996)．本調査域ではコウロエンカワヒバリガイが異

を確認することができた．個体数は多くないが今回

常に増殖しておりウネナシトマヤガイの個体数減少

の藤前干潟での調査結果から，木村(2004)の調査報

に影響している可能性が高い．

告に比べて藤前干潟の個体数は回復傾向にあると考
えられる．

ヤマトシジミ

千葉県では２箇所のみ生息が確認され，重要保護

Corbicula japonica Prime

生物に指定されている(黒住，2000)．相模湾では既

[シジミ科 CORBICULIDAE]

に消滅している(池田ほか，2001)．三重県では既知

軟体動物全体の種類数や個体数が少ない中でも，

の生息地点数が 10 地点以下であり，どの生息地にお

ヤマトシジミの個体数は比較的多い．特に泥質干潟

いても生貝の個体数が著しく少ないので絶滅危惧Ⅱ

部分では最も目につく貝類である．さらに本地域に

類に指定されている(三重県環境森林部自然環境室，

おいては 35mm を超える大型個体が多く見られる．

2006)．愛知県では矢作川河口干潟(川瀬，2002)や，

豊富な酸素を含み，水質汚染が進行していない指標

汐川干潟(藤岡・木村，2000)で生息が確認されてい

になるものの，日本各地で減少している(松岡，

る．

1995)．千葉県では一部の地域で絶滅し，要保護生物

愛知県の評価区分は絶滅危惧ⅠB 類である(原

に指定されている(黒住，2000)．愛知県(原田・木村，

田・木村，2002)．木村(2004)によれば，名古屋市内

2002)，名古屋市(木村，2004)，および全国(加藤・

では，港区藤前干潟に古い死殻が打ち上げられて採

福田，1996)では評価対象外である．

集されるが個体数は少ない．名古屋市の評価区分は
絶滅危惧ⅠB 類．

アサリ

イソシジミ

[マルスダレガイ科 VENERIDAE]

Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve)
Nuttallia japonica (Reeve)

個体数は非常に少なく，サイズは比較的小さい．

[シオサザナミ科 PSAMMOBIIDAE]

護岸に近いところのやや砂質域で時々みられるに過

本調査域での生息個体数は非常に少ない．千葉県

ぎない．主に「C：汚れている」場所に生息する内

では一部の地域で絶滅し，要保護生物に指定されて

湾の指標生物である．愛知県下の河口域では数多く

いる(黒住，2000)．相模湾では消滅寸前である(池田

の個体数が分布しており，汐川干潟(藤岡・木村，

ほか，2001)．愛知県では矢作川河口干潟で生息が確

2000)や矢作川河口干潟(川瀬，2002)などでも生息が

認されている(川瀬，2002)．

確認されている．

愛知県(原田・木村，2002)，名古屋市(木村，2004)，
および全国(加藤・福田，1996)では評価対象外(リス

オキシジミ

ト外)である．藤岡・木村(2000)による汐川干潟の調

Cyclina sinensis (Gmelin)

査報告には本種の記録はない．相模湾では消滅寸前

[マルスダレガイ科 VENERIDAE]

であり(池田ほか，2001)，千葉県では一部の地域で

やや護岸に近い場所の泥質部分に生息しているが

絶滅し，要保護生物に指定されている(黒住，2000)．

個体数は少ない．千葉県では要保護生物に指定され
ている(黒住，2000)．相模湾では消滅し(池田ほか，

ウネナシトマヤガイ

2001)，本調査域では個体数が少なく絶滅傾向にある

Trapezium liratum (Reeve)

と考えられる．愛知県では，汐川干潟(藤岡・木村，

[フナガタガイ科 TRAPEZIIDAE]

2000)や矢作川河口干潟(川瀬，2002)などでも生息が

マガキ群集中に時々大型の個体が見られるがその

確認されている．三河湾における後期更新世から現

個体数は非常に少ない．足糸でマガキや岩礁に付着

在までの干潟群集を代表する構成種の１つである

する．三河湾における後期更新世から現在までの干

(松岡ほか，1997)．

潟群集を代表する構成種の１つである(松岡ほか，

愛知県(原田・木村，2002)，名古屋市(木村，2004)，
および全国(加藤・福田，1996)では評価対象外であ

1997)．
大都市近郊の河川の河口では，水の汚染のために

る．沖縄県文化環境部自然保護課(2005)によれば，

ほとんど絶滅し，瀬戸内海や九州の汚染の著しくな

沖縄県では絶滅危惧ⅠB 類に評価されている．

い河川の河口でも減少傾向にある．また，帰化種の
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オオノガイ

半定量表示した．個体数の表示は，Ａ：非常に多い，

Mya arenaria oonogai Makiyama

Ｍ：多い，Ｃ：普通，Ｆ：少ない，Ｒ：非常に少な

[オオノガイ科 MYIDAE]

い，の５段階とした．また，比較しやすいように，

本調査域の泥質部分に生息するソトオリガイとと

それぞれの種について名古屋市の評価(名古屋市動

もに発見されるが，本種の個体数は非常に少なく幼

植物実態調査検討会，2004)，愛知県の評価(愛知県

貝が多いためソトオリガイと間違えられることが多

環境部自然環境課，2002)，全国の評価(和田ほか，

い．大型の生貝は生息していない．

1996)を記録した．

愛知県内においては，オオノガイの生息場所であ

名古屋市および愛知県の評価については，絶滅(名

る内湾奥部の泥干潟の環境が破壊されているので，

古屋市または愛知県では既に絶滅したと考えられる

本種の生息場所，生息数ともに減少したと考えられ

種)，絶滅危惧ⅠA 類(ごく近い将来における野生で

ており，県の評価区分は準絶滅危惧種である(原田・

の絶滅の危険性が極めて高いもの)，絶滅危惧ⅠB 類

木村，2002)．

(ⅠA 類ほどではないが，近い将来における野生での

矢作川河口域における川瀬(2002)の調査報告では

絶滅の危険性が高いもの)，絶滅危惧Ⅱ類(絶滅の危

少数の生貝が確認されているが，その後の継続調査

険が増大している種)，準絶滅危惧種(存続基盤が脆

でも本種の個体数は非常に少ない．汐川干潟からも

弱な種)の５段階に区分した．

報告されている(藤岡・木村，2000)．

日本全国の評価は，絶滅(野生状態ではどこにも見

全国的に危険(絶滅に向けて進行しているとみな

あたらなくなった種)，絶滅寸前(人為の影響の如何

される)種とされ，干潟の埋め立てや汚染によって産

に関わらず，個体数が異常に減少し，放置すればや

地が急速に減少している(加藤・福田，1996)．相模

がて絶滅すると推定される種)，危険(絶滅に向けて

湾では消滅寸前である(池田ほか，2001)．

進行していると見なされる種．今すぐ絶滅という危
機に瀕するということはないが，現状では確実に絶

ソトオリガイ

滅の方向へ向かっていると判断されるもの)，希少

Laternula marilina (Reeve)

(特に絶滅を危惧されることはないが，もともと個体

[オキナガイ科 LATERNULIDAE]

数が非常に少ない種)，普通(個体数が多く普通に見

本調査域ではやや小型の個体が泥質部分に広く生

られる種)の５段階に区分した．

息している．愛知県内においては，ソトオリガイの

また，名古屋市，愛知県と全国のリストに記載の

生息場所である内湾河口域や内湾奥部の泥干潟の環

ない種は「リスト外」と記した．

境が破壊されているので，本種の生息場所，生息数

表１のとおり藤前干潟に生息する 23 種の軟体動物う

ともに減少したと考えられており，県の評価区分は

ち，5 種は名古屋市のレッドリスト掲載種，9 種は愛知県

準絶滅危惧種である(原田・木村，2002)．愛知県内

のレッドリスト掲載種，11 種は全国のレッドリスト掲載種

では汐川干潟からも報告されている(藤岡・木村，

であった．イソシジミやアサリのように名古屋市，愛知

2000)．

県，全国ではリスト外であっても本地域で，個体数の激

全国的に危険(絶滅に向けて進行しているとみな

減や絶滅が心配される種も存在する．以上より藤前干

される)種とされ，大都市近郊の汚染が進行した産地

潟に生息する貝類の半数以上の種は，日本各地にお

では減少している(加藤・福田，1996)．相模湾では

いて個体数の減少している貴重な種類であり，これらを

消滅寸前である(池田ほか，2001)．千葉県では要保

保護していくためにも，環境への人為的な負荷をなく

護生物に指定されている(黒住，2000)．沖縄県文化

し，現状維持または改善に努めるような取り組みが必要

環境部自然保護課(2005)によれば，沖縄県では絶滅

であろう．

危惧ⅠB 類に評価されている．
４．まとめ
藤前干潟の貝類の生息状況を表１に記載した．今
回の調査結果を，調査期間の平均個体数を算出して
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表１．藤前干潟の貝類およびそれらの名古屋市，愛知県と日本全国の評価区分
和名
本調査域
名古屋市
愛知県
全国
ヒロクチカノコ
Ｃ
絶滅危惧Ⅱ類
絶滅危惧Ⅱ類
絶滅寸前(日本本土)
イシマキガイ
Ｆ
リスト外
リスト外
希少
タマキビ
Ｒ
リスト外
リスト外
リスト外
ウミゴマツボ
Ｍ
準絶滅危惧種
準絶滅危惧種
危険
カワグチツボ
Ｃ
準絶滅危惧種
準絶滅危惧種
危険
ワカウラツボ
Ｒ
絶滅危惧Ⅱ類
絶滅危惧Ⅱ類
絶滅寸前
ツブカワザンショウ
Ｃ
リスト外
準絶滅危惧種
危険
カワザンショウガイ
Ｍ
リスト外
リスト外
リスト外
ヌカルミクチキレ
Ｃ
リスト外
情報不足
危険
コウロエンカワヒバリ
Ａ
リスト外
リスト外
リスト外(帰化種)
ホトトギス
Ｒ
リスト外
リスト外
リスト外
マガキ
Ａ
リスト外
リスト外
リスト外
シオフキ
Ｒ
リスト外
リスト外
リスト外
ユウシオガイ
Ｒ
リスト外
準絶滅危惧種
危険
ヒメシラトリガイ
Ｒ
リスト外
リスト外
リスト外
サビシラトリ
Ｆ
絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧ⅠB類
リスト外
イソシジミ
Ｒ
リスト外
リスト外
リスト外
ウネナシトマヤガイ
Ｒ
リスト外
リスト外
危険
ヤマトシジミ
Ｍ
リスト外
リスト外
リスト外
アサリ
Ｒ
リスト外
リスト外
リスト外
オキシジミ
Ｆ
リスト外
リスト外
リスト外
オオノガイ
Ｒ
リスト外
準絶滅危惧種
危険
ソトオリガイ
Ｃ
リスト外
準絶滅危惧種
危険
Ａ：非常に多い，Ｍ：多い，Ｃ：普通，Ｆ：少ない，Ｒ：非常に少ない
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「今時の若い者は･･･」と言うまえに

大久保

義美

愛知みずほ大学人間科学部人間科学科

皆様方は、
「今時の若い者は軽率で困ったものだ」

年心理学的に分析しますと、彼らは「将来を今決め

という気持ちをお持ちだと思いますが、実はこれ、

ること」に対していつも恐怖を持っています。しか

考古学者が解読した 4000 年前の古文書に記されて

しこれは、
「一生あるところに止まる」ということへ

いた言葉でございます。いつの時代でも同じことが

の恐怖ではありません。今の学生達はフリーターが

繰り返され、それが今の私達につながっているのだ

恵まれた状況でないことを十分知っていますが、そ

たくさんありますが、ゆっくり話すと、結構いいと

れにも関わらず、１ヶ所に止まることに深い恐怖心

ころがあります。

を持っているのは、彼らが「ゆっくり助走したい」

これは私が 10 年ほど前に聞いた実話です。北海道

と考えているからです。別な言葉で申し上げると、

のある牧場へ若者がフラッとやって来て、
「雇ってほ

「モラトリアム」ですが、私はむしろこれを、
「ゆっ

しい」と言いました。彼はアルバイトとして雇われ、

くり育ち、ゆっくり助走している」と捉えています。

次の日から本当によく働きました。何ヶ月か経った

平均寿命が長くなり、青年期が長くなったため、若

ある日、その若者があまりに素晴らしいため、牧場

い人達は昔よりゆっくり育ち、ゆっくり助走して、

主が「後継ぎにならないか」という話を持ちかけた

「いつ、どこのポイントでどちらに向けて踏み切ろ

ところ、翌朝、若者はお世話になったことを感謝す

うか」と考えているのです。

る手紙を残して消えてしまいました――この話の感

今、22 歳で大学を出ますが、教員の立場で見てい

想を求めると、10 年くらい前は、同僚のほとんどの

ますと、せめてあと１～２年助走期間があればと思

先生方は「信じられない。せっかくのチャンスなの

います。私の大学でも就職して半年ぐらいで戻って

に」と言われましたが、ここ２年ほどは、
「そういう

くる学生もおりますし、助走期間が長く、ゆっくり

ことはあるかもしれない」という感想に変わってき

歩いているため、途中で野の花や鳥の鳴き声に心を

ました。学生達も、10 年くらい前は、
「彼の気持ち

奪われ、
「進路変更」したりしますし、あまりに距離

は分かる」と言っておりましたが、ここ１～２年は、

が長いため途中で休憩したりするので、大人の目か

私が結末を話す前に「次の朝、彼は消えたんでし

らは、何もしていないようにみえたりするのです。

ょ？」と言い当てる学生が多くなりました。

また、助走が長くなったため、踏み切るポイントも

教師として彼の気持ちを推測してみますと、
「そこ

みえず、とうとう辿り着けないというケースもある

で働くことは大変楽しかったが、そこで一生働き、

ように考えられます。

自分の進路が決まることにもの凄い恐怖心を持って

このように今の若者は見かけとは違って、実はか

いた」と考えられます。今の若い人達はアルバイト

なり悩んでいます。助走が長くなったことは、即戦

や就職先の現場では本当に楽しんで働いています。

力を求める実社会から見ると、決して歓迎すべきこ

勿論、それはお金を頂けるということもありますが、

とではないと思いますが、踏み切りまで力を蓄えて

働いたことに対して、「ご苦労様」
「有難う」と認め

いるわけですから、上手くジャンプさせてあげれば、

てもらえるからです。これは今まで彼らが受けた教

新しいレコードが出るかもしれません。あるいは長

育の中で、認められたり、誉められたりすることが

く走る中で十分考えているため、新しい発想を生み

少なかったためだと思います。

出してくれる可能性もあります。これらは、教育の

先程申し上げた「ある場所にとどまる恐怖」を青

場では「育てる」という発送に転換できますが、実

―――――――――――――――――――――――

社会では非常に厳しい状態にあるため、なかなか難

2002 年 2 月 7 日、名古屋瑞穂ロータリークラブ第

しいと思います。しかし私としては、是非、社会で

1075 例会にて講演。同クラブの許可を得て機関紙

彼らを育てて頂きたいと思っております。

1)

WEEKLY

これは日本の文化なのか、教師の責任なのか分か

REPORT より再掲。
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りませんが、子供が 98 点を取っても、私達大人は「あ
と２点足りない」と叱ってしまいますから、子供達
はなかなか誉めてもらえません。こうした教育を長
年受け、しかも成績もあまり良くない学生達はとて
も叱られ上手で、叱られ慣れしています。しかし、
誉められ慣れしていないため、誉められることには
弱く、アルバイトの現場や入った会社で「よくやっ
てくれた」と誉められただけで、本当にパワーの源
になります。ですから、良いところを見つけ、誉め
てあげることによって、長い間走って来た助走を高
いジャンプへと近づけることができます。
誉めるときは全体に誉めるのではなく、よく見て、
できるだけ小さなポイントを具体的に誉めてくださ
い。更に、
「さすがに○○君だね」といったかたちで
誉めると、今までこちらがその彼を信頼し、よく見
ていたことが伝わって効果がありまし、叱るときも、
「君としたことが」とつけ加えますと、相当きつく
叱られても、
“今度こそ”と元気が出ます。このよう
な叱り言葉を入れつつ、相手をよく見て誉める、そ
して何とか良いジャンプをさせてあげるのが大人の
責任ではないかと思います。
今の若者の心の奥底を少し想いはかってみると、
そこには非常に良い方向を向いたプラスの面があり、
それを認めることで、私達もお互いに少し歩み寄れ
るところがあるのではないかと思う次第でございま
す。
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療法的な音楽活動が高齢者の心の健康向上に及ぼす影響
秋山

聖

音楽療法研究家

本研究では、健常な高齢者への「療法的な音楽活動」の実践による音楽的変化、またそれによる自意識の
変化が、心の健康度に対してどのように影響があるかを検討した。その結果、音楽意欲が高いほど自己閉鎖・
人間不信感が低くなり、自己実現態度が高くなった。それらにより家族との関係、人生に対する前向きな態
度、至福感などの心の健康度に影響があることがわかった。

ループを対象に研究を試みた。このグループは音楽

はじめに
我が国における高齢者の現状をみると、総人口の

活動のための自主グループで、リズム感の習得、生

中の 65 歳以上の高齢者がしめる割合は 1970 年で

活の張りを保ち生き生きとした生活を送る、交流の

７％であったものが 2006 年では 21％になり、高齢

場を持ちメンバー相互のコミュニケーションをはか

化が急速に進展している。

る、学習したことを社会に貢献する（音楽ボランテ
ィア活動）ことを活動目的としたグループである。

この高齢者に対する国の対策として、
「介護保険制
度」が 2000 年からスタートし、なんらかの障害や病

音楽的技術向上のみを目的としない高齢者の心理

気の方を対象に必要な介護サービスが行なわれてい

的特性をふまえた上での音楽による療法的アプロー

る。しかしこの制度の対象は高齢者の一部で、その

チつまり「療法的な音楽活動」が高齢者にとって前

他の元気で多様な価値観、ライフスタイルを持った

向きに生きていくためのひとつのきっかけになって

高齢者への健康の維持増進の対する取組みはまだ充

いるのではと考えから、高齢者の健康、特に心の健

分とは言いがたい現状である。

康やよりよい老年期を送るための援助活動になると
思われこの研究に臨んだ。

これからの課題として、高齢期を迎えてからの人
生が長くなる今、病気になる前に予防するといった

目的

考え、つまり健康の維持･増進が必要になる。元気な

高齢者への療法的な音楽活動の実践による音楽的

高齢者が「第 2 の現役期」として健康で生きがいを

変化、またそれによる自意識の変化が、心の健康度

持って過ごすことが可能となるような環境づくりが

に対して影響があるかを検討することが目的である。

求められている。また、老年期の特性として身体的

方法

な衰えによる不安やさまざまな喪失感を持っている

調査対象者は音楽自主グループのメンバー男性 6

といわれているが、厚生労働省の調査でもストレス
や悩みを多く感じる高齢者のほうが健康ではないと

名、女性 17 名・計 23 名で年齢 61 歳～68 歳（平均

思っているという結果が出ている。これらから、高

年齢 64.1 歳）であった。

齢者の健康を考える時、身体的側面からのみ健康を

調査方法は活動を始めてから 12 回目終了時に質

とらえるのではなくむしろ、心の健康がより重要で

問紙を個人に配布。それぞれ自宅にて記入してもら

あるといえるのではないだろうか。

い次回活動時に回収した。回収率は 100％であった。
調査内容は質問紙の自己肯定意識尺度、音楽的内

そこで現在筆者が行なっている音楽活動の実践グ

容の自己評価、日本版ＨＷＯ

ＳＵＢＩを行なった。

1）2005 年 9 月、第 5 回日本音楽療法学会学術

自己肯定意識尺度は、自己肯定意識の発達のあり

大会にて口頭発表。日本音楽療法学会の許可

方を検討するために作成されたもので(平石,1990)、

を得て再掲。

「自己受容」
「自己実現的態度」
「充実感」
「自己閉鎖

2）愛知みずほ大学人間科学部人間科学科

性・人間不信」
「自己表明･対人的積極性」
「被評価意

平成

識・対人緊張」の 6 つの下位尺度から成っている。

16 年（2004 年）度卒業生。

音楽的内容の自己評価は、音楽をはじめてから現在
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までの、音楽の基礎的な能力と表現の能力の自己意

サンブルや合唱といった活動で息を合わせる、タイ

識の変化を尋ねるため、文部科学省の中学校学習指

ミングを計る、といったコミュニケーションをする

導要領(独立行政法人,1998)の音楽の節を参考に作成

ことで、信頼感を感じ、対人関係の形成にも影響が

した。歌唱について８問、器楽演奏について 7 問、

あったと考える。

音楽理論について 1 問の計 16 問からなっている。Ｓ

他にも発表会やボランティア演奏の人前で発表す

ＵＢＩはＷＨＯ（世界保健機構）が開発した心の健

ることが自己実現態度や充実感へ影響を与えている

康自己評価質問紙である。満足感，達成感，自信，

と考える。人前で演奏すると、ダイレクトな反応を

至福感，近親者の支え，社会的な支え，家族との関

受け取れ賞賛をあびる事ができる。また音楽を試行

係，精神的なコントロール感，身体的不健康感，社

錯誤しながら共同で創りあげていく過程は大きな喜

会的なつながりの不足，人生に対する失望感，11 の

びである。つまり目標を持ち音楽活動をのびのび前

下位尺度から成り立っている。

向に取り組むことは、マズロー（1970）のいう最上

音楽活動の内容は,音楽の基礎知識の学習、発声練

級の段層である自己実現の欲求を満たしそれが自信

習、歌唱、ミュージックベル＆トーンチャイムで,

に繋がると考える。

毎月 2 回（90 分/回）行った。

また、音楽意欲と自己肯定意識が高いことが、心
の健康度へ与える影響として、家族や近親者との関

結果

係がよくなり自信・人生に対する前向きな態度・至

音楽意欲が自己肯定意識に与える影響を検討する

福感を感じられることに影響があった。

ために，音楽意欲を独立変数、自己肯定意識を従属

音楽活動により充実感を感じる生活を送れている

変数とした単回帰分析を行った結果、音楽意欲は「自

ことが自分と他者との安心できる関係作りに影響し

己閉鎖・人間不信 『β=－.504, p＜.01)」に対して有

たのではないか。また他者と楽しいコミュニケーシ

意に影響を与え，
「自己実現態度（β=.392, p＜.10）」

ョンを取り、新しい知識・技術を習得し発表するこ

と「充実感（β=.352, p＜.10) 」に対して影響が有意

とが、自分自身に自信を持ち、満足感を感じ生活が

傾向にあった。

楽しく人生が順調に進んでいるという感覚につなが

音楽意欲と自己肯定意識が心の健康に与える影響

ったと考える。普段の生活の場とは違う空間でそれ

を検討するために，音楽意欲と自己肯定意識を独立

ぞれ自分の存在が大切にされ、必要とされていると

変数とし、ＳＵＢＩを従属変数としたステップワイ

感じながら、なおかつ新しいことを学び目標を持っ

ズ重回帰分析を行った結果、音楽意欲は「自信 (β

て続ける活動は、生活満足度が高くなる。つまり心

=.809, p＜.01) 」に対して有意に影響を与え、自己肯

の健康度が高いといえる。いわば心の健康度が高い

定感の「自己実現的態度 (β=.595, p＜.01) 」と「自

人は、まわりの人達と安定した関係がもて、毎日の

己受容 (β=.346, p＜.01) 」が、「人生に対する前向

生活に満足し、自信を持って人生を生きることがで

きな気持ち」に対して有意に影響を与えていた。ま

きる。またそのような生き方ができると少々のスト

た「自己実現的態度 (β=.273, p＜.01) (β=.547, p

レスに耐えることができ、またそのストレスを自分

＜.01) 」が「自信」と「至福感」に対して有意に影

の心の栄養にする事ができるのである（大野・吉村

響を与え、また「充実感 (β=.414, p＜.05) 」が「近

2001）。

親者の支え」に対して有意に影響を与えていた。ま

高齢者のための療法的音楽活用の著者であるアリ

た「自己閉鎖性・人間不信 (β=-.580, p＜.01) 」が

シア・アン・クレア（2001）は『音楽を学び、音楽

「家族との関係」に対して有意に影響を与えていた。

と関わりを持つことは、健康と疾病の予防に重点を

これらの結果をまとめたパス図を図１に示す。

置く高齢者にとって魅力ある活動である。それは身
体的、精神的に良好状態を維持するためで、人間は

考察

音楽活動で成功感を味わうと、痛みや不快感より達

音楽意欲が高いことが自己肯定意識へ与える影響

成感と満足感が優勢になり、人は肯定的な情緒反応

として自己閉鎖・人間不信が低くなるという結果か

を経験する』と述べている。さまざまな喪失感や加

ら活動の中のミュージックベル・トーンチャイムの

齢に伴う地位、役割の変化があるといわれる高齢者

演奏と合唱活動が関係していると思われる。

だが、音楽活動を行うことで心の陽性感情を高く保

ミュージックベル・トーンチャイムは、1 人が１，

ちストレスに柔軟に対処できるパワーが培われ、精

２つの音を担当し複数の人で演奏するという独特の

神的にも身体的にもよりよい充実した生活を目指す

奏法を必要とする活動である。それにより自分は必

ことができると考える。

要であるといった役割感や責任感を感じ、またアン
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結語
我が国の高齢化に伴う多様な世代の高齢者層のた
めに、さまざまな活動の場やチャンスを提供するこ
とが必要になる。今回の研究から、高齢者の心理的
特性をふまえた音楽療法的なアプロ－チの実践が、
主観的幸福感を感じ生き生きとした高齢期を過ごす
ための援助活動として幅広く高齢社会へ役立つ事と
考える。
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音楽意欲
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Ｒ２＝．９０２

図１．音楽意欲が自己肯定意識と心の健康に与える影響
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大学教育における情報技術の活用と本学における活用の取り組み
授業支援小テストシステム（仮称）の開発

桜井

栄一

愛知みずほ大学人間科学部人間環境情報学科

大学教育において、e ラーニングを始めとする情報技術の活用が進んでいる。但し、対面授業を置き換え
る形式の e ラーニングでは、教育の質を確保する為に多大なコストを必要とする。このような形式の e ラー
ニングは、本学のような小規模な大学では教育効果とコストが見合わない可能性が高い。一方、対面授業の
補助を目的として e ラーニングツールを構築すれば、比較的低コストで大きな教育効果の向上を図ることが
出来る可能性がある。本稿は、作成中の講義補助 e ラーニングシステムに関し、構築に当たっての要点を整
理したノートである。

The application of the information technology to the college
education and a case of Aichi Mizuho College
―Construction of class-supporting short exam system―

Eiichi SAKURAI
Division of Human Environmental Informatics, Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College

In the college education, the application of the information technology including e-learning
is increasing. However, in order to maintain the educational quality, a large cost is needed in
such an e-learning system that totally replaces a facing lesson. Moreover the educational
effects of such a system may not be effective in respect of the cost-benefit effect at a
small-scale college like ours. On the other hand, the e-learning system that supports a facing
lesson probably gets great educational effects at a reasonable cost. This note is written for the
purpose to arrange main points on construction of class-supporting e-learning system under
trial.
Keyword: e-Learning; WBT
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１．序論

２．大学教育における情報技術の活用状況
大学における情報技術の利用に関しては、独立行

近年の情報技術の発達と普及に伴い、大学の授業
においても情報技術が活用されるようになっている。

政法人メディア教育開発センターが 1999 年から継

本学にも、2 つのパソコン教室と情報教育センター

続的な調査を行っている(Ⅰ)。2005 年 1 月に調査さ

が設置され、必修の情報基礎教育や語学教育等に利

れた 2004 年度の状況までは既に小冊子及び Web で

用されている。筆者も情報技術教育を担当する教員

公開されている。この調査を参照しながら、かいつ

であり、日々の授業にパソコン教室を利用している。

まんで考察していく。

但し、黒板の代わりにプレゼンテーションソフトを
用い、学生の実習の教材としてパソコンを用いてい

２－１．

IT の利用状況

る、という程度の利用状況である。
ＩＴ革命という言葉が示すとおり、情報技術は社
会を革新した。アマゾンドットコムを使い、豊田市
の片田舎にいながらにして希少な専門書を購入する
ことは、情報技術無しでは実現しなかった。同様に、
教育に関しても情報技術による質的な向上が期待で
きるはずである。しかし、黒板と実習教材にメタフ
ァできる現状は、質的に向上しているとはいえない。
情報技術による教育の質的向上の方策としては、e
4 年制大学における IT の利用状況（出典：

ラーニングが挙げられる。但し e ラーニングには多

図１

様な形態があり、その定義は必ずしも明確ではない

Ⅰの Web サイト）

（ Ⅱ ）。 狭 義 に は 、 非 同 期 WBT （ Web based
Training）と呼ばれる、インターネットを介して講

情報技術活用の内容に関しては、
「電子メールや電

義ビデオや資料を閲覧できるシステムを指すことが

子掲示板による事務連絡」との「パーソナルコンピ

多い。ここで、非同期とは、ビデオや資料をサーバ

ュータによるプレゼンテーション」が目立って高率

ーに蓄積し、いつでも閲覧できるようにしているこ

である。本学でも、
「キャンパスビジョン」という電

とを指している。また、広義には、電子的な媒体を

子掲示板システムが運営されており、教室変更や学

使った教育コンテンツや、教育コンテンツの利用を

生呼び出し、教員間の連絡などに利用されている。

補助するシステム全てを指すこともある。例えば、

また、パーソナルコンピュータによるプレゼンテー

本学の英語教育で使用されている、パソコンで視聴

ションは本学でも筆者も含め幾人かの教員が実施し

する視聴覚教育ソフトウエアも、広義の e ラーニン

ている。その他、「録画ビデオの授業への利用」「図

グといえる。

書資料のデータ・ベー

非同期 WBT では、場所や時間を問わずに講義を

ス化」「ウェブへアクセスして資料を収集させる授

受講できる為、アマゾンドットコムの例と同様の質

業」
「インターネット上の情報を教材として配布」な

的な向上があるといえる。但し、後で述べるように

ど、7 割以上の利用率の項目に関しては、全て本学

教育の質の維持・向上の為には、相応の仕組みを用

でも実施の実績がある。本学の情報技術の活用は、

意した上で、継続的な人的、時間的なコストをかけ

他大学と比べて特に遅れているわけではないことが

る必要がある。

一応結論できる。

本稿で述べる e ラーニングシステムは、上記の非

一方、「メディア教材の自作」「録画した授業の

同期 WBT とは異なる、広義の e ラーニングシステ

WWW 上への掲載」に関しては、いずれも低率であ

ムである。筆者の興味は、日々行っている対面形式

り、WBT の利用に関しては、他大学も慎重になっ

の授業を情報技術を用いて質的に改善する点にある。

ている様子が伺える。

また、現在のところこの取り組みは、筆者の個人的
２－２．インターネット授業の配信と構成要素

な取り組みである為、注ぐことの出来る時間と労力
は限られている。特に、継続的に必要な時間や労力
は最小限にしたいと考えている。以降の章で他大学
の状況と本学の状況を俯瞰した上で、このための具
体的なシステムを考案していく。

156

ノート

図２

インターネット授業の配信

（出典：Ⅰの Web サイト）

図４

4 年制大学における対面授業と比較したイン

ターネット利用の双方向授業
（出典：Ⅰの Web サイト）
図３

4 年制大学におけるインターネット授業の構

対面授業との比較（図 4）では、
「教材の作成が容

成要素（出典：Ⅰの Web サイト）

易でない」と 9 割以上の大学が回答し、前節の議論
を裏付けている。また、
「教育のコストが下がる」
「教

インターネット授業の配信（図 2）はほぼ、WBT

員の授業負担の減少」と答えている大学が 1 割程度

の実施状況と考えられる。4 年制大学では、
「行って

しかないこともこれを補強している。

いる」
「行うことを計画している」を併せても、4 割

「対面式授業との組み合わせが必要」
「授業以外の

程で多くはない。ここでも WBT の利用に慎重な様

学習支援が必要」との回答も 9 割を超えている。こ

子が読み取れる。また、インターネット授業を配信

れは、ストリーミングビデオやプレゼンテーション

している大学での WBT の構成要素（図 3）は、プ

資料を中心とした教材では、対面授業と比べて双方

レゼンテーションツールで作成した教材が 8 割に対

向性が失われることが原因と考えられる。これらの

し、WBT ではよく想定されるストリーミングビデ

欠点は、掲示板や、チャットルーム（リアルタイム

オ（講義内容を録画したビデオ）の利用は 6 割程で

で会話する掲示板）、メールによる質問・回答などを

ある。つまり、4 割の大学は、ビデオを利用してい

組み合わせることによって補うことができる。しか

ない。これは、講義内容を録画したビデオを作製す

し、一般的に言われているように、大学教育では社

るのに、かなりの工数を必要とすることが原因と考

会人教育に比べ受講者の学習意欲が低い為、掲示板

えられる。

などで学習コミュニティを形成する効果が低くなっ

筆者は本学に勤務する前に、システム構築会社の

ている可能性がある。実際、実務経験者を対象とす

教育ビジネス部門に在籍し、WBT システムと教材

るビジネスブレイクスルー大学院大学では、掲示板

の開発を担当した経験がある。開発した WBT シス

やチャットルームで議論を行うことで高い成果を上

テムはストリーミングビデオと、プレゼンテーショ

げているとのことである。但し、この場合、通常の

ンツールで作成した教材、テキストベースの資料を

教育以上に教員が時間をかけて学生に対応する必要

組み合わせて利用できるものであったが、最も作成

がある。このビジネスブレイクスルー大学院大学は、

に時間がかかったのはビデオであった。理由として

e ラーニング中心の大学院である。

は、①利用に耐えるビデオを作成する為には講義風
景を録画するだけでは不足で、カメラワークやライ

２－４． まとめ

ティングを工夫したり、取り直しを行ったりする必

WBT のような形式の e ラーニングは、教育の質

要があること、②作成したビデオを編集する必要が

的向上を促す可能性があるが、低コストで効果を挙

あるが、講義を録画したビデオは映像的な変化が少

げるのは困難である。一方で、対面授業でプレゼン

なく、編集作業に手間がかかること、が挙げられる。

テーションソフトを利用するような方法は、本学を
含め多くの大学で実現されており、これをベースと

２－３．対面授業と比較したインターネット利用の

した（広義の）e ラーニングシステムを模索するこ

双方向授業

とで、低コストで効果を挙げることが出来る可能性
がある。
３．愛知みずほ大学の状況
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３－１．パソコン教室

図６ 情報教育センター
平成 18 年度より、情報教育センターという名称

図５ 第 1 パソコン室

の多目的教室が開設された。IEEE802.11g に準拠し
愛知みずほ大学には、第 1 パソコン室、第 2 パソ

た無線 LAN によるネットワークと、無線 LAN クラ

コン室の 2 つのパソコン教室がある。第 1 パソコン

イアントを装備した 10 台のノートパソコンを備え

室には 60 台の学生用端末があり、第 2 パソコン室

ている。

には 36 台の学生用端末がある。

情報系の専門科目など、少人数の授業で情報機器

両方のパソコン教室には、講師用端末の画面や書

を利用する場合、この教室で授業を行うことがある。
また、課外に行う、Microsoft Word、Microsoft Excel

画装置の映像を学生の卓にある専用モニターに配信
する装置が導入されている。専用モニターは 2 人の

の Microsoft スペシャリスト資格の教育もこの教室

学生につき 1 つずつ配置されている。プレゼンテー

を利用している。

ションソフトのスライドショーや、パソコンの操作

情報教育センターには、システム管理者の常駐す

の実演などは、この装置を利用して学生に見せるた

るコーナーとサーバールームがあり、パソコン利用

め、パソコン教室でプロジェクターを利用すること

に関する学生・教員の相談に応じている。

はない。これは、席の場所や教室の明るさによって
３－３．その他

プロジェクターの投影スクリーンが見づらくなるこ
とで学習効果が低下することを防ぐ為の措置である。

一般の教室で、プレゼンテーションソフトを利用

各端末は、100BASE-T の有線ＬＡＮによって学

した授業を行ったり、パソコンを利用して DVD ビ

内ネットワーク及びインターネットに接続されてい

デオを見せたりする場合、情報教育センターのノー

る。

トパソコンを貸し出している。プロジェクターとス
クリーンは事務局が貸し出している。

パソコン教室は、情報系の各科目の他、視聴覚教
材を利用する英語の授業や、統計処理を行う心理学
の実習、Ｗｅｂによる情報収集を行う「基礎演習」

４．授業支援小テストシステム（仮称）の構想

という基礎教育プログラムなどで利用されている。

４－１．概要
授業支援小テストシステム(仮称)は、授業中に簡

授業で使用していない時間帯は、学生に解放され、

単な小テストやアンケートを行い、その結果をリア

レポート作成や就職活動などに活用されている。
また、4 月と 10 月の履修登録時には、２つのパソ

ルタイムに表示するシステムである。

コン教室の端末が履修登録システムの端末となる。

我々教員が、学生に対し、授業中に簡単な質問を

履修登録システムは、本学オリジナルのもので、Web

行って授業への参加や注意・関心を促すことはよく

ベースで履修登録が可能になっている。

ある事である。例えば、
「皆さんは、携帯メールを良
く利用しますか？」
「良く利用する人は手を挙げて下
さい」というようなものである。しかし、一定以上

３－２．情報教育センター

の受講者がいる場合、このような質問に対し学生が
反応を示さないことも良くみられる。これは、①授
業内容に関連した質問に答えたところで利益が特に
ない為、答える動機に乏しいこと、②手を挙げたり、
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意思を表明したりするのが煩わしいか、学生によっ

まず、４－２－１や４－２－２の機能で入力した
中から必要な問題／質問を 1 つまたは複数選択する。

ては恥ずかしいと感じること、が考えられる。
授業支援小テストシステムでは、①（ある種のテ

次に、第一問目の回答開始を設定すると、各学生

レビ番組のように）結果をリアルタイムで視覚的に

の端末からブラウザを使って回答が可能になる。教

表示することで質問に答える動機付けを行い、②マ

員は、任意のタイミングで回答を停止し、次の問題

ウスのボタンクリックのみで質問に答えられるよう

に移ることが出来る。

にすることで煩わしさや恥ずかしさを軽減している。
これによって、授業中に反応を返さない学生の反応

４－２－４．Web ベースでの小テスト／アンケート

を引き出し、対面授業のインタラクティブ性を向上

の実施

させて教育の質的向上を図るのが、授業支援小テス

教員が用意した問題／質問に学生は自分の端末の

トシステムの目的である。

ブラウザから回答することが出来る。小テスト／ア

４－２．機能

のプログラムが４－２－３の管理機能で指示した内

ンケートの URL は常に同じだが、Web サーバー上
授業支援小テストシステムでは、次のような機能

容に従って動的に Web ページを構成し、問題／質問

の実装を計画している。ユーザーインターフェイス

を表示する。このため、教員が表示するように設定

はブラウザと Microsoft Excel を用いる。問題／質

した問題／質問以外は、学生は回答することが出来

問の入力と集計表示に Excel を利用することで入力

ない。尚、URL のショートカットは、予め各学生の

効率とデータの再利用性の向上を図っている。

端末のデスクトップ上に用意しておく。
小テストの場合、必要に応じて参考資料を開くこ

４－２－１．Web ベースのテスト問題／アンケート

とが出来る。参考資料は、講義の説明に使う

質問の入力

Microsoft PowerPoint のファイルを HTML 出力し

授業中などにとっさに思いついた問題／質問は、

たものが使用可能である。

講師用端末から Web ベースのツールを使ってシス
テムに入力できる。このツールは、４－２－３の管

４－２－５．小テスト／アンケートの回答内容の保

理用ツールと同じツールである。

存
学生が回答した内容は、誰が何を答えたか識別で

４－２－２．Microsoft Excel からのテスト問題／ア

きる状態で、データベースに格納・保存される。

ンケート質問の一括入力
問題／質問が多い場合は、予め Microsoft Excel

４－２－６．小テスト／アンケートの結果表示

に入力したものを一括してシステムに入力できる。

小テストの場合、回答した内容の成否が直ぐに

問題／質問入力用の Excel スプレッドシートはテン

Web 画面に表示される。アンケートの場合は、デー

プレートを予め作成しておく。

タベースに格納したものを Microsoft Excel で取り

現状では、多くの教員が小テスト作成に Microsoft

出し、グラフや表にして学生に見せる。データベー

Word を利用していると思われるが、授業支援小テ

スから結果を取り出し、結果をグラフや表にできる

ストシステム用の問題作成では、印刷書式を考慮す

Excel スプレッドシートはテンプレートを予め作成

る必要がない上、過去入力した問題の再利用が容易

しておく。

なため、問題作成の教員負担は現状より軽減される
と考えられる。

４－２－７．集計機能

問題の形式は、問題毎に、はい／いいえ式、穴埋

小テストやアンケートの結果を集計し、成績評価

め式、単数選択式、複数選択式を選択することが出

などに利用できる。集計は、データベースに格納し

来る。問題作成の際には、問題文、問題形式、回答

た回答結果を Microsoft Excel で取り出し、Excel

選択肢（必要な場合）、正解、参考 URL（必要な場

のスプレッドシートによって行う。Excel スプレッ

合）を指定する。

ドシートはテンプレートを予め作成しておく。

４－２－３．Web ベースでの小テスト／アンケート

４－２－８．問題／質問蓄積機能

の管理機能

４－２－１や４－２－２でシステムに入力した問

学生に回答させる問題／質問は、講師用端末から

題／質問はデータベースに蓄積されるため、別の講

Web ベースのツールを使って管理する。

義で利用したり、別の教員が利用したりできる

159

ノート

の状態遷移を記録する。具体的には、学生の端末に
表示する問題／質問の ID や、回答の許可／不許可

４－３．実装方式
実装は、クライアント／サーバー方式のデータベ

などを管理する。このデータベースのデータは一時

ースと連携させた Web サーバー上のアプリケーシ

的に使用するものであるため、バックアップなどは

ョンプログラムで行う。現在、データベース管理シ

不要である。

ステムに Microsoft 社の SQL Server2000 を、Web
サ ー バ ー に 同 じ く Microsoft 社 の Internet

４－４．課題

Information Service 6.0 を利用して開発を進めてい

４－４－１．システムの完成

る。他のデータベース管理システムや Web サーバー

授業支援小テストシステムは、現在実装作業中で

でも実装は可能であるが、パソコン教室用の PC サ

あり、2007 年度 1 学期中の運用開始を目指してい

ーバーで現在利用されているミドルウエアに合わせ

る。効果・使い勝等不明な点も多いため、当初は、

た。

筆者のみで運用する予定である。その後、情報系を

アプリケーションプログラムの開発言語は C#を

中心に希望する教員に供用したいと考えている。

用い、Web サーバーとの連携用 API（アプリケーシ
ョンプログラミングインターフェイス）は、

４－４－１．効果の測定

Microsoft 社の ASP.NET を利用している。

上述した授業支援小テストシステムの効果に関し
ては、推測に基づくものであるため、効果の真偽を

４－３－１．システム構成

計るためには、実際に測定する必要がある。但し、
実際に授業で使用しながらの測定である為、科学的
な測定は困難である。本システム j の目的は、授業
への興味・関心の向上であるが、これを客観的に図
る指標を考案する必要がある。
４－４－２．携帯電話での利用
本システムの運用には、学生側に端末があること
が必要であるため、現状ではパソコン教室での利用
に限られる。但し、本システムはインターフェイス
が Web ベースであるため、NTT ドコモ社の i モー
ド端末のようなネット機能付携帯電話への対応は比

図７ 授業支援小テストシステムのシステム構成

較的容易である。携帯電話での利用が可能になれば、
パソコン教室以外での利用も可能になる。運用法に

授業支援小テストシステムのシステム構成は図 7

よっては多人数クラスでの出席確認にも利用できる

に掲げたとおりで、データベースサーバーを中心と

可能性もあるが、携帯電話のパケット代が学生側の

システムとしている。小テスト／アンケートの状態

負担となること、小数ながらネット機能付携帯電話

遷移もデータベースを使って管理することで不用意

を持っていない学生もいることなど、問題点もあり、

な操作によって想定外のページが表示されることを

現実の運用には慎重な検討が必要である。

防いでいる。
４－４－３．時間外・学外での利用
４－３－２．データベース構成

本システムは、対面授業の支援用に設計している

図 7 にもあるとおり、システムの中心となるデー

が、多少の改変を行えば、授業時間外の使用も可能

タベースは、問題／質問データベース、回答データ

になる。参考 URL も表示可能であるので、学生の

ベース、進行管理データベース、３つのテーブル群

予習・復習に利用できる可能性がある。
また、パソコン教室の PC サーバーは学外からの

から構成される。
問題／質問データベースは、小テスト問題／アン

アクセスを禁止している為、本システムも学外から

ケートの質問を蓄積する。

のアクセスは出来ないが、学外からアクセス可能な

回答データベースは、学生が回答した内容を、問

サーバーにシステムを置けば学外からのアクセスも

題／質問の ID、回答時刻、学籍番号と共に蓄積する。

可能になる。但し、この場合は、十分なセキュリテ

進行管理データベースは、小テスト／アンケート

ィ措置を講ずる必要がある。
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学生アンケート調査結果の報告
2006 年４月実施新入生編

平野 緑・高橋 徹
愛知みずほ大学人間科学部人間環境情報学科

本学では 2000 年４月に初めて「学生意見調査」を実施し、2001 年度の「自己点検・評価報告書」として取りまとめた。次
に実施したのは 2005 年４月で、学生アンケート調査の結果報告としてまとめた。本報告は 2006 年４月に実施したアンケート
のまとめである。但し、今回は新入生に対してだけ実施した。 このアンケートにより、新入生がどのような目的と期待と不
安を持って本校に入学してきたのか、その姿の一部を伺うことができたと思う。このことにより、大学側のより適切な対応の
材料になればと思う。
アンケート回答者数は以下の通りで、入学者のほぼ全員である。
表１ アンケート回答者数
１回生
健康

編入生

計

105

29

134

心理・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

45

4

49

人間福祉

19

1

20

人間環境情報
計

7

1

8

176

35

211

Ｑ1．本学（愛知みずほ大学）の名前を何で知りましたか。(複数回答可）
ａ 先生から

本学の情報の入手先
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ｂ 先輩・友人から
ｃ 説明会会場

87

ｄｱ 学校パンフ
67

ｄｲ その他パンフ

48

43

人数

ｆ ホームページ

27
17
9
a

b

c

8

6
dア

ｄイ

ｅ

ｅ 情報誌

ｆ

ｇ

ｇ 広告（新聞・駅）
ｈ 以前から知っていた

ｈ

図１ 本学の情報の入手先
本学（愛知みずほ大学）の名前を知った情報源は、新入生・編入生・男女問わず、在学している学校の「先生からの情報」
と答えた学生が最も多く、つづいて「学校でみたパンフレット」
、
「先輩・友人の進め」
、
「ホームページを見て」という回答が
多かった。また、学外での情報源としては「ホームページを見て」が最も多く、次は「情報雑誌の大学案内資料を見て」
、
「新
聞広告や駅での広告を見て」と続く。昨年との比較では「先輩・友人の進め」が増えている。ホームページは５人に１人が見
ている。昨年の６人に１人より割合は増えている。
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Ｑ2．あなたが本学を選んだ理由は何ですか。(複数回答可)
ａ 勉強したい分野

本学を選んだ理由

ｂ 学力に合っている
ｃ ｶﾘｷｭﾗﾑ適切

185

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

ｄ 指導が良い
ｅ 少人数教育

117
人数
43

35
14

4

13

30

16

7

ｆ チューター制
ｇ 資格取得
ｈ 就職率

29

ｉ 学費安い
ｊ 先生の薦め

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

klm

klm 知人の薦め

図２ 本学を選んだ理由
学生が本学を選んだ理由としては、新入生・編入生・男女問わず「自分が勉強したい分野である」と答えた学生が最も多
く、続いて「目指す資格を取得するため」
、
「自分の学力に合っている」
「少入数教育に関心を持ったので」
、
「先生の薦め」と
いう回答が多かった。アンケートの結果では「自分が勉強したい分野である」
、
「目指す資格を取得するため」と回答した学生
が突出して多く（昨年度も同様）
、自分の将来に向け目的意識を持って入学している学生が大半であるといえる。しかし、上
記の学びたい意欲に対し「カリキュラムの内容が適切」と回答した学生は４名しかおらず、これはパンフレット、ホームペー
ジ等の説明が足りないことに原因があると思われる。さらに説明不足の点は、Ｑ4 の学習に不安を持っていることと関係があ
るかもしれない。
ｇ「資格取得のため」本学を選んだ学生たちが目指す資格は以下の通りである。
表２
教員免許
健康

保健体育

16

養護
23

心理

コースごと目指す資格
スポーツ関係

27

医療関係

12

社会福祉士

心理士

その他

3

16

3

福祉

3

環境

1
合計

16

23

43

12

3

3

3

1

取得したい資格の内容は、教員免許では①養護教諭４３名②保健体育２３名③教員免許（種類の記載なし）１６名。教員
資格は健康コースでは６６名（コース内 49％昨年と同率）が希望している。
Ｑ３．あなたは、入学したら参加したい部、サークルがありますか。
表３ 参加したい部、サークルの内訳
学内
サッカー部
バスケット部

学外
10
8

空手

1

ハンドボール

1

テニス部

7

バレーボール

1

野球部

6

中区赤とんぼボランティアサークル

1

バレーボール部

5

茶道

1

バドミントン

4

トライアスロン、陸上競技

1

陸上部

3

バドミントン

1

水泳部

2

フットサル

1

軟式野球部

2

ラグビー

1
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フットサル部

2

軽音楽部

1

*吹奏楽部

1

スポーツサークル

1

ソフボール部

1

卓球部

1

ダンス部

1

演劇部

1
計

56

計

9

*吹奏楽部を作りたいです。
昨年度より部活への参加意欲は大きい。
（昨年 54→56 、昨年 7→９）
Ｑ４．現在、あなたが不安に思うことはありますか。
ａ ある

不安の有無

ｂ ない
200

（あるに○をつけた学生は複数の不安を

164

もっているのでａ+ｂはデータ総数より多

150
86

100

人数

い）

50
0
a

b

図３ 不安の有無
次にあると答えた内容を新入生・編入生で分析した。
ａある（ア学習 イ心身 ウ友人づくり エ経済 オその他）ｂない （下図）

1年生

b
34%

a
66%

ｲ
5%

編入生
ｲ
4%

ｳ
24%

ｱ
25%

b
35%

ｵ
4%

a
65%

ｱ
23%

ｴ
8%

ｵ
2%

図４ １年生の不安

ｳ
19%

ｴ
17%

図５ 編入生の不安

現在抱えている不安の割合は、新入生・編入生はほぼ同一な結果になったが、経済的な不安の割合は編入生が高い。
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男性

女性
ｲ
3%

ｳ
18%

ｱ
26%

a
59%

b
41%

ｲ
7%

a
71%

b
29%

ｱ
23%

ｴ
10%

ｵ
2%

ｳ
27%

ｴ
9%

ｵ
5%

図６ 男性の不安

図７ 女性の不安

男女別では、若干ではあるが、男性側の方が「不安はない」と回答する学生が多い結果となった。
不安の内容の具体的記述は１４７件（１人あたり 0.70 件）で、ア「学習関係」38.7％、ウ「友人づくり」34.0％、エ「経済
的問題」13.6％、イ「心身の健康」8.2％、オ「その他」4.8％である。
表４ 不安項目ごとコース内の割合
学習

心身

友人

経済

その他

健康

27

26%

5

5%

23

22%

11

10%

5

心理

12

27%

6

13%

15

33%

4

9%

1

福祉

5

25%

0

0%

2

11%

0

0%

0

環境

4

50%

0

0%

2

29%

0

0%

0

編入

9

26%

1

3%

8

23%

6

17%

1

*網掛け部分は項目内で一番高いコース内の割合。
悩み事をコースごとに分析してみると、学習面では環境が、心身の面では心理が、友人面では同じく心理が、経済面では編
入生がそれぞれ高い値を示していて、データは少ないながらこの状況は推測どおりである。心理の学生の精神的弱さ、編入生
の経済的困難さが現れている。
表５ 「学習関係の不安」の内訳
勉強についていけるか

28

英語についていけるか

11

２年で教員免許取れるｶﾘｷｭﾗﾑか（編入生）

8

時間割の決め方

5

何を学ぶのか

2

水泳が苦手（福祉）

1

体育が苦手（心理）

1

自分に向いている学習内容か

1
計

57

ここでは、
“英語についていけるか”が目立つ。昨年度も２番目に多かったが学生の英語の苦手意識は大変強いものである。
“資格が取得できるか”は編入生からのもので２年間で必要単位が取れるか心配している。
表６ 「心身の不安」の内訳
ヘルニアが心配
学校等へ行くとすぐ腹痛がする
一人暮らし心配
寂しがりやで、心身が弱い
きちんとした生活がおくれるか
全身にアトピー性皮膚炎
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精神的に弱いため
風邪を引きやすいため
実家から離れて生活するので心配
風邪や病気をしやすいので１人暮らしをするのに当たって心配
カゼをひきやすい、情緒不安定
胃が悪い
食事
計

12

悩みの件数は１２件と他項目よりは少ないが、内容的には大変深刻な問題を抱えていることが分かる。この回答は氷山の
一角と思われるので、
学生全体のサポートが大事である。
初めての一人暮らしで不安を抱えており、
大人になりきれていない。
表７ 「友人作り」の不安の内訳
友達ができるかどうか

11

人見知りする

9

編入生なので溶け込めるかどうか

8

知り合いがいない・少ない

5

人付き合いが苦手

4

同じ出身校がいない

3

気の会う人がいるか

2

県外なので方言が心配

2

地元の人がいない

1

同じ学校から行く子がみんな知らない人だから

1

同年代の人を前にすると萎縮してしまうから

1

まわりと年齢がちがうので

1

部活にはいれるか否か

1

最初の一歩の踏み出しが苦手

1
計

50

この項目は心理の学生が多かったが、内向的な学生が不安を漏らしているようだ。
表８ 「経済的問題」の不安の内訳
バイトができるかどうか

6

一人暮らしの生活費その管理

5

一人暮らしの料理

3

通学費不安

1

仕送りがないので

1

母子家庭で経済的に厳しい

1

父子家庭なのでお金の問題があります

1

バイト、学業、部活の両立

1

親に負担をかけたくないが時間はあるか

1

学費高い、遠路のため交通費も高い、払っていけるか

1
計

21

経済的に厳しい深刻な様子が伺える。一人暮らしのお金の管理や料理など不安を感じていて、やはりここでも大人になっ
ていない幼い学生の様子が伺える。
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表９ 「その他」の不安の内訳
遠いので通学に不安

4

硬式野球部がない

1

ひったくりや泥棒

1

短大では担任制で単位などしっかり伝えてもらったが大学はどうか

1
計

7

遠距離通学不安が４件ある。経済的不安の原因にもなっている。Ｑ6 にある駐車場の問題とも関係があると思われる。
Ｑ5. あなたは現時点で、卒業後の方向についてどう考えていますか
「何らかの方向を考えている」が 86％、まだ考えていないが 14％である。
ａｱ 一般企業
卒業後の進路
120

ａｲ 公務員
ａｳ 教員

109

ａｴ 福祉関係

100

ａｵ 病院

80

ａｶ その他

60
40

ｂｱ 大学院

人数

ｂｲ 専門学校
22

20

ｂｳ 留学

19

20

10

8

8

aｶ

bｱ

2

0

0

bｲ

bｳ

bｴ

ｂｴ その他

0
aｱ

aｲ

aｳ

aｴ

aｵ

図８ 卒業後の進路
卒業後の進路で「就職する」と答えた学生で、就職したい先を「教職」としている学生が最も多く（109 名）
、つづいて「一
般企業」
、
「公務員」という結果となった。
ａ就職する（ア～カは上のグラフに対応）ｂ進学するｃその他ｄまだ考えていない（下図）

1年生
b
15%

c
1%

d
5%

a
80%

編入生
ｳ
47%

ｲ
9%

c
4%

ｱ
8%
ｶ
2%

b
4%

ｵ
4%

ｴ
9%

d
0%

図９ 卒業後の進路１年生

ｲ
7%

ｳ
53%

ｱ
a 15%
93%

ｶ
9%

ｵ
4%

ｴ
4%

図１０ 卒業後の進路編入生

卒業後の進路に対しては、新入生・男女ではほぼ同一な結果になったのに対し、編入生は「就職する」と答えた学生の割
合が１０％以上高くなっている。また、編入生の回答には「まだ考えていない」と答えた学生は全くおらず、新入生と比較し
た場合将来に対する意識がより高いと判断できる。
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Ｑ６その他何かあったら書いてください。
表 10 その他
わからないことだらけなのでよろしく
友達たくさん作って楽しくがんばります
在学中に留学ができるか
カリキュラム、単位がわからない
健康コースで認定心理士とれるか
発達心理学をすみからすみまで学びたいです
頑張っていきたいです
硬式野球したい
不安だらけだが、自分で決めたので親孝行できるようにがんばる
駐車場学内に欲しかった
2006 年度新入生の学生アンケート調査は、全体的に昨年度と傾向は同じである。本学に入学した目的は、自分にあった分
野、自分にあった学力で資格取得ができるからである。半数の学生が教師を目指しているが、免許取得の勉強についていける
か不安を抱えている。我々教師側もさまざまな葛藤を抱えた学生たちが入学してきていることを意識し、きめこまかな支援、
指導をしなければならないと思う。
参考：2005 年 4 月実施学生アンケート調査の結果報告
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愛知みずほ大学短期大学部平成 18 年度秋の公開講座報告

福江

昭子

愛知みずほ大学短期大学部公開講座委員会

公開講座主題

「健康を考える－栄養・健康食

4、 薬物の資源（天然品、合成品）

品・薬－」

5、 新薬開発までの流れ

開催月日及び講義題名と講義者（定員
第１回

平成 18 年 10 月 21 日

２５名）

１３時００分

愛知みずほ大学短期大学部の公開講座について

杉山しげる

り｢食品加工｣の公開講座を開いてきた。また、時

１３時００分

代の流れに沿い平成６年から平成１０年まで

～１４時３０分

本学の専門性を生かして、昭和４０年代ころよ

「やさしい栄養学とダイエット」
第2回

平成 18 年 10 月 28 日

～１４時３０分

「Mac を使ったパソコン入門・Macintosh 入門講

「健康食品の真偽－食品の選び方－」伊藤友美

座・市民パソコン講座」や「親子でふれるパソコ

第3回

平成 18 年 11 月 11 日

１３時００分

ン講座」（1 講座 3～6 回）を開き、多くの広い年

～１４時３０分
「やさしい薬の知識」

代層の参加者があった。本学近隣の母親と子供の
ペアでコンピュータを楽しく学ぶ講座も好評で

稲垣聡子

あった。他には、平成１０年より「赤十字救急法
各講義内容

講習会」も毎年開いている。講座担当者は、本学

第１回

教員を中心にして行っている。

「やさしい栄養学とダイエット」
杉山しげる

昨今は、大学も地域社会への貢献が求められる

1、 あいさつ（講義の流れ）

ようになり、本学の所在地の地域社会の代表や高

2、 「ダイエット」の本来の意味

田コミュニティセンターと接触し、数年前より本

3、 肥満と肥満症の違い

学がもつ専門性のある公開講座を｢高田学区女性

4、 日本における肥満者の食習慣

会｣と共催で行っている。これは高田学区女性会

5、 よい減量をするには

のみならず男性や高田学区外の人々にも呼びか

6、 食事と運動の習慣化

けて継続中であり、本年もその一環として行った。

7、 質疑応答

この高田学区女性会共催の講座は、昨年までは
春季・秋季に分けて行い、春季は｢加工食品を作

第2回

「健康食品の真偽

－食品の選び方－」

ろう｣、秋季は｢高齢者の衣、食、介護｣で３年間

伊藤友美

のシリーズで行った。シリーズであったため初年

1、 健康食品とは？

度参加者が次年度にと定着した。

2、 食品の選び方

その流れをふみ本年度も昨年同様の参加者及

・

健康食品（野菜ジュース）

びそれらの人が声をかけた人達も参加受講し、好

・

栄養ドリンク

評裏に終了した。毎年参加者全員には、講座内容

・

牛肉

について簡単なアンケートを求め今後の公開講
座開催資料として集計している。

第3回

「やさしい薬の知識

－薬って何？

ぜひ知っておきたい基礎知識－」

（愛知みずほ大学短期大学部公開講座委員会）

稲垣聡子

1、 医薬品の特殊性（物品特性）
2、 薬物とは何か
3、 薬（物) 使用の目的
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イヴ・デュテイユ：「子供たちのすべての権利」

安藤

はる子

愛知みずほ大学人間科学部人間科学科

フランスのシンガー・ソングライターのイヴ・デュテイユが、最近、
「子供の権利条約」を歌にした。歌の
内容がとてもよいので、紹介したい。
（１）

日本語訳

（注 1）

「子供たちのすべての権利」
大人が君をだまして
君が大切に持っていたかった花をとりあげたので
君が泣く時
ぼくは君になる
君の血管の中には
ほんの少しぼくの血も流れている
もし君が悲しむなら
ぼくも、苦しむ‥‥
もし、「時」という石に
最も有益であるか、最も大切な言葉を刻むとするなら
ぼくは、そう長いこと考えなくてもまず第一に
「正義」という言葉と「自由」という言葉がくると思う
「真実」という言葉は、それらの後か前にくるだろう
罪人（つみびと）は「真実」を恐れるし、
犠牲者は「真実」を待つものだ
言葉の中にはこんなふうに
驚くべき力を持っているものもあるんだ
これらの言葉はそれだけで
「子どもたちのすべての権利」を言い表わしている
ぼくはこれらの言葉をささげたい
地上のすべての子どもたちに
恐れや苦しみや戦争のさなかに生きている子どもたちに
これらの言葉のもつ力は
平和や

やさしさや

いつの日か

かれらに

愛への道すじを開いてくれるだろう

これらの言葉は厳然と存在しているんだ
そして、もし君がこれらを読むことができるのなら
君は

幸福に対して
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君がすっている空気に対して
君の心の中の太陽に対して、権利があるんだ
君は

君自身のものになれるんだ‥‥

もちろんこれらの、法学者たちによって選ばれたむずかしい言葉は
退屈で

複雑で

ほんの少しさみしげにみえる

でもこれらは、君たちにとってはまず何よりも
狼から子羊を守るために書かれた

愛の言葉なんだ

これらの言葉は、無垢な心に恐怖を抱かせる
すべての沈黙の壁を打ち砕くことができるだらうか？
これらの言葉だけが

なすすべもなく

深い夜の闇の底に沈んでしまっている子供たちに対して
もう一度「苦しみを忘れること」を可能にしてあげられるだろう
どんな国の子であれ

すべての子供たちには

一番強い者の声がいつもよりよいものとは限らない
ということを教えてくれる
これらの言葉の花束が必要だったんだ
子供たちが

いつの日か

彼ら自身の声をあげることができるためには
子供たちには幸福になる権利があるんだ‥‥
君が泣いている時

ぼくは君だよ

でも、君が歌っている時も
やっぱり

（２）

笑っている時も

ぼくは君だ‥‥

君は

君の人生に対して権利があるんだ

君は

君の人生に対して権利があるんだ

君は

君の人生に対して権利があるんだ

イヴ・デュティユについて

イヴ・デュテイユは、現在は、シンガー・ソン

イヴ・デュティユは、1948 年 7 月 24 日、パリ

グライターであると同時に、フランス・プレシー

生まれのシンガー・ソングライターである。16 歳

村の村長さんでもある。人口 500 人の村の村長と

の頃から、ギターを抱えて、ストリートで弾き語

して、日々、様々な問題と格闘しているとのこと

りをしながら、腕をみがいていったということで

だ。（注 3）

ある。フランスでは、1977 年に発表された 3 枚目

授業でも、イヴ・デュテイユの曲は何曲か、歌

のアルバム『タランテラ』が爆発的に売れ、スタ

詞カードを作って、学生と一緒に聞いている。1981

ーの座を獲得した。日本では、彼の作品の中から

年に日本で発売された『妖精たち』というアルバ

子供をテーマにしたものを選んで作られた『光の

ムからは、
「モンソー公園」と「ある夜の通行人に

中の子供たち』というタイトルのレコードが、1980

捧ぐ」という曲の歌詞カードを作った。
「モンソー

年に初めて発売された。これ以降、日本でもイヴ・

公園」では、パリのモンソー公園を舞台にした 16

デュテイユのファンは多い。（注 2）

歳の時の初恋の思い出がコミカルに歌われている。

彼は、日常のさりげないひとコマや、ごく普通

「ある夜の通行人に捧ぐ」では、お金もなく、ギ

の人たちのことを、心をこめて、シンプルで美し

ター片手にストリートで歌っていた頃の、深い弧

いメロディーにのせて歌う。それ故、彼の歌は、

独や前向きで真摯な情熱などが、美しい旋律とと

フランスでも、日本でも、幅広い世代の人々に、

もに歌われている。

息長く愛され続けている。

「子供たちのすべての権利」は、2004 年 4 月に
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日本で発売された『待たないで‥‥』というアル

訳を参考にさせていただきながら、ここでは、安藤訳

バムに入っているが、このアルバムからはもう一

を試みた。できる限り原文の内容に忠実に訳してみた

曲、
「イェン」という曲の歌詞カードを作った。イ

つもりである。

ェンは、多分、ベトナムからフランスに養子とし

2）

てやって来た女の子だと思う。彼女が、フランス

このあたりの内容については、1981 年日本発売の
アルバム『妖精たち』（東芝 EMI）における、永田

になかなかなじめず苦しんでいる様子をイヴ・デ

文夫氏の解説を参照させていただいた。

ュテイユがまじかに見ていて作った曲なのではな

3）

ここの数字等については、2004 年 4 月 26 日の朝

いかと思う。彼女をやさしく力強くはげます歌に

日新聞に掲載された、フォーラム「うたおう

なっている。
『待たないで‥‥』の中には、歌詞カ

供の権利」における、イヴ・デュティユの基調講

ードを作ってみたい曲がまだまだあるので、歌詞

演より抜粋した。

の内容をじっくりと自分のなかであたためながら、

4）

また作っていきたいと思っている。
（３）

このあたりの内容については、2004 年 4 月 7 日
の朝日新聞（夕刊）に掲載された記事による。

「子供たちのすべての権利」について

〈参考文献〉

子供の権利条約（児童の権利に関する条約）は、

1）

1989 年の国連総会で採択され、日本では、1994
年に批准された。イヴ・デュテイユのこの曲は、
フランスの家庭担当大臣から、条約の精神をわか
りやすく伝える曲をつくってほしいと依頼され、
彼が作ったものだ。フランスでは、2003 年の、条
約発効記念日 11 月 20 日に、フランス政府が CD
にし、小学 3 年生 5 万人に配られた。（注 4）
「子供の権利条約」は、全部で 54 カ条からなり、
内容も多岐にわたっている。この、子供が一読し
てもなかなか頭に入らないと思われる条約を、イ
ヴ・デュテイユは、
「正義」
「自由」
「真実」という
3 つのキーワードを使って歌にしている。大人の
不正に苦しむ子供たちが、これらの言葉をきちん
と理解することによって、彼ら自身が固有に持っ
ている「権利」に目覚め、彼ら自身の声をあげる
ことができるまでに成長する。このような子供た
ちの成長を願って、イヴ・デュテイユは、できる
だけシンプルな言葉で、子供たち一人一人に静か
に語りかける姿勢で、この歌を作っている。こん
なイヴ・デュテイユの、静かで誠意のあるまなざ
しがあふれている曲である。
この曲の日本語版も作られ、フランス語版と同
様、アルバム『待たないで‥‥』に収録されてい
る。なお、この『待たないで‥‥』の日本での発
売日、2004 年 4 月 7 日は、「子供の権利条約」が
日本で批准されて 10 年目にあたる日である。
〈注〉
1）

子

原題：Tous les droits des enfants,イヴ・デュテイ
ユ『待たないで』、キングレコード、2004 年所収。
アルバム『待たないで‥‥』の中には、中村敬子氏

による、フランス語版の和訳と、日本語版の歌詞が、
共に、収録されている。中村氏による 2 種類の日本語
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修士論文題目

著者

題目

発表年月

村上

洋子

呼気ガス分析からみた大学生の寒天による生活習慣病予防効果の検討

2007 年

長尾

麻以

栄養士教育が大学生の食行動及びやせ志向に及ぼす影響

2007 年

山川

絵美

いじめ経験が対人関係に及ぼす影響についての研究

2007 年

荒川

菅子

出産前後の母性・父性の意識変化

2007 年

奥村

美樹

有効なダイエットプログラムの検討

2007 年

－種々のダイエット教室を通して－
中村

藍

児童養護施設Ａ園のエスノグラフィー

2006 年

出口

睦雄

男性看護師における看護職ジェンダー意識と職務満足との関連

2006 年

骨密度と生活習慣の関連

2006 年

伊左治

芳健

猪飼

弘子

青年期女性における月経前症候群と食生活の関係

2006 年

櫻川

綾

視覚作業時における瞬目

2006 年

中野

由紀子

デンマークにおける、ＱＯＬを支える保健・福祉政策とプログラム

2006 年

－高齢者福祉を通して－
平田

一枝

言語表現に含まれる感情の認知

2005 年

金澤

朋子

在宅生活の継続を希望する要介護高齢者の支援について

2005 年
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著書
著者
大西範和

題目

組織

肺の働き・反応を量（測）る、体温を測る、 加藤象二郎、大久保暁夫編
環境を測る、

発表年月
2006 年

「初学者のための生体機能
の測り方

第 2 版」2006、日

本出版サービス
大西範和

健康づくりのための水分補給

湯浅影元、福永哲夫編「体力

2001 年

づくりのためのスポーツ科
学」、朝倉書店
大西範和

運動と適応

朝山正巳、彼末一之、三木健

1995 年

寿編「イラスト運動生理学」
東京教学社
K Natsume, T Ogawa, J

Preferred ambient temperature for old

Sugenoya, N Ohnishi,

and young men in summer and winter.

Int. J. Biometeor．

1992 年

J. Therm. Biol.

1993 年

Eur. J. Appl. Physiol.

1993 年 6 月

1994 年

K Imai
T Ogawa, N Ohnishi, K

Thermoregulatory responses of old men to

Imai, J Sugenoya

gradual changes in ambient temperature.

T Ogawa, J Sugenoya,

Effects of body and head positions on

N Ohnishi, K Natsume,

bilateral difference in tympanic

Y kandori, A

temperature．

Ishizuka, A Osada
N Ohnishi, T Ogawa, J

Central motor command affects the

Temperature Regulation

Sugenoya, K Natsume,

sweating activity during exercise．

-Recent physiological and

Y Yamashita, R

pharmacological advances－

Imamura, K Imai

A.S.Milton(eds) Birkhauser
Verlag,

T Ogawa, J Sugenoya,

Bilateral difference in tympanic

Temperature Regulation

N Ohnishi, K Imai

temperatures reflects that in brain

－Recent physiological and

temperature．

pharmacological advances－

1994 年

A.S.Milton(eds) Birkhauser
Verlag,
桜井

栄一

大学教育における情報技術の活用と本学
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2007 年 3 月

唯学書房

2006 年 6 月

の現状
大久保義美、肥田幸子

不登校を母親の視点から考える
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著書
著者

題目

組織

田中和彦（成清美治，

資料編（精神保健福祉の年表，社団法人日本精神

加納光子，青木聖久編

保健福祉士協会倫理綱領，精神科ソーシャルワー

著『新版精神保健福

カー業務指針，精神病者の保護および精神保健ケ

祉』）

ア改善のための諸原則）

加藤象二郎（社団法

第 3 章第 1 節

人・人間生活工学セン

い心身の反応を測る

人体を測る第 3 章第 3 節

見えな

発表年月

学文社

2007 年 1 月

丸善㈱

2005 年 5 月

福村出版

2000 年 9 月

㈱日本出版サービス

2006 年 9 月

ター編：ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ人間
生活工学第 2 巻人間特
性の理解と製品展開）
加藤象二郎（海保博之

第3章

一瞬の判断の世界

-瞬間的判断過程-

編著：瞬間情報処理の
心理学）
加藤象二郎、大久保尭

初学者のための生体機能の測り方

第2版

夫（編著者）

総論
著者

題目

大西範和
小坂光男、平田

学、

山根

実、

基、松本

組織

発表年月

高齢者の発汗機能とその暑熱に対する適応性

発汗学

1997 年 12 月

暑熱・運動時熱中症の予防対策と水補給

中京大学体育学論叢

2002 年 3 月

水分補給による持久性運動パフォーマンスの修

中京大学体育学論叢

2002 年 11 月

中京大学体育学論叢

2003 年 3 月

加藤貴英、大西範和
小坂光男、山根
松本

基、

実、加藤貴英、

飾

塚中敦子、大西範和、
松井信夫
小坂光男、山根
松本

基、

実、十河直太、

ストレス環境下におけるヒトの高体温の誘発と
抑制機序－ヒト最高体温の再検索－

小粥隆司、加藤貴英、
塚中敦子、垂井彩未、
大西範和

179

大学教員の教育研究活動

総論
著者

題目

組織

小坂光男、山根

基、

生体機能変化による日内リズムの修飾－特に運

加藤貴英、松本

実、

動・睡眠と日内リズムの関係－

発表年月

中京大学体育学論叢

2003 年 11 月

中京大学体育学論叢

2004 年 3 月

中京大学体育学論叢

2005 年 5 月

小粥隆司、塚中敦子、
大西範和
小坂光男、山根

基、

加藤貴英、小粥隆司、
松本

ストレス蛋白(HSP 70)が運動による筋損傷・筋疲
労の修復に及ぼす影響

実、塚中敦子、

大西範和
小坂光男、小粥隆司、

種々の極限環境条件下における生体反応の適応

山根

基、加藤貴英、

耐性

松本

実、中野匡隆、

塚中敦子、大西範和
川瀬基弘

博物学研究 その１ ～多種多様な博物学資料～

瀬木学園紀要第１号

2007 年

安念 保昌

進化的パーソナリティ論

瀬木学園紀要第１号

2007 年 3 月

Nishimura

Alterations of gene expression during

Organohalogen

2006 年

N.,Yonemoto J.,

development of hydronephrosis caused by

Compounds

Nishimura H, Tohyama

lactational exposure to

C.

2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin in the
neonate of rats

原著論文
著者

題目

組織

山下由果、小川徳雄、

心房性ナトリウム利尿ペプチドの発汗活動に対

菅屋潤壹、大西範和、

する影響

発表年月

自律神経

1989 年 12 月

日本生気象学会雑誌

1990 年 8 月

夏目恵子、今村律子
菅屋潤壹、小川徳雄、

異なる波長の赤外線の持続照射による体温変化

大西範和、夏目恵子、

と発汗応答

落合めぐみ、今井一
乃、山下由果、今村律
子
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原著論文
著者

題目

組織

T Ogawa, J Sugenoya,

Dynamic sweating response of man to infrared

N Ohnishi, K Natsume,

irradiation in

発表年月

Int. J. Biometeol.

1991 年

愛知医大医学会雑誌

1991 年 12 月

1995 年

various spect-ral regions.

M Ochiai, M Nishida,
N

Shinoda, K Katoh,

R Imamura
大西範和

運動時の発汗活動に対する運動中枢活動の関与
について

J Sugenoya, T Ogawa,

Cutaneous vasodilatation responses

Eur. J. Appl.

K Imai, N Ohnishi, K

synchronize with sweat expulsions.

Physiol.

自己選択した温度環境における睡眠について

睡眠と環境

1995 年

山根基、小坂光男、山

アセチルコリン投与によるヒト局所皮膚発汗、局

中京大学体育研究所

2003 年

本高司、大西範和

所皮膚温、局所皮膚血流変化の解析

紀要

山根

Natsume
鈴木一乃，大西範和，
菅屋潤壹，小川徳雄

長期身体トレーニングを実施している長距離走

中京大学体育研究所

小坂光男

基、大西範和、

者と短距離走者の末梢性発汗機能の解析

紀要

山根

持久的トレーニング後に行う活動筋冷却の影響

体力科学

2004 年 10 月

Ohnishi N, Yamane M,

Adaptive changes in muscular performance and

J. Therm. Biol.

2004 年 12 月

Uchiyama N,

circulation by resistance training with

Shirasawa S, Kosaka

regular cold application.

J. Therm. Biol.

2004 年 12 月

人間工学

2005 年 4 月

日本生理人類学会誌

2005 年 5 月

基、大西範和、

2003 年

小坂光男

M, Shiono H, Okada T
Kosaka M, Yamane M,

Human Body Temperature Regulation in Extremely

Ogai R, Kato T,

Stressful Environments.

Ohnishi N,Simon E
大西範和、斎藤

真、

平林由果、片瀬眞由
美、塩之谷

筋電図解析による流行靴ミュールを着用した歩
行時の生体負担度の評価

香、栗林

薫
平林由果、大西範和、
斎藤

ミュール型サンダルの歩行に及ぼす影響

真、片瀬眞由

美、安藤裕明、栗林
薫、塩之谷

香
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原著論文
著者
斎藤

真、大西範和、

題目

組織

マルチ画面型 VDT 作業における人間工学的研究

加藤象二郎、宮尾
克、伊藤

産業保健人間工学研

発表年月
2005 年 12 月

究

薫、池浦良

淳、水谷一樹
Yamane M, Teruya H,

Post-exercise leg and forearm flexor muscle

Eur. J. Appl.

Nakano M, Ogai R,

cooling in humans attenuates endurance and

Physiol.

Ohnishi N, Kosaka M.

resistance training effects on muscle

2006 年 3 月

performance and on circulatory adaptation.
照屋

博康、山根

基、色摩

正雄、大西

運動後の冷却が筋力トレーニングの効果に及ぼ

瀬木学園紀要第１号

2007 年

瀬木学園紀要第１号

2007 年 3 月

Toxicology

2006 年

小児保健研究

2006 年 7 月

瀬木学園紀要第１号

2007 年 3 月

Fluoride

2007 年

日本健康体力栄養学

2007 年

す影響

範和
田中和彦

我が国におけるアルコール関連問題対策の変遷
と課題

Noriko Nishimura,

Localization of cytochrome P450 1A1 in a

Junzo Yonemoto,

specific region of hydronephrotic kidney of

Hisao Nishimura,

rat neonates lactaionally exposed to

Chiharu Tohyama

2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin

肥田幸子、大久保義美

不登校児を持つ親の自助グループ活動が母親の
意識と子どもに及ぼす影響

土田

満、

日本人のベジタリアンにおける栄養摂取状態と

Edward.Fujimoto

血液成分値、体脂肪について

T.Horiuchi,

The relation of spot sample and total daily

M.Tsunoda,

sample of fluorine by the rhythm analysis

M.Tsuchida
伊佐治芳健、土田

若年成人男女における骨密度と生活要因の関連

満、堀内俊孝
今井隆夫

会誌
認知的スタンスから多義語学習を考える

愛知教育大学英語･英

2007 年 2 月

文学会紀要
Takao IMAI

The Effects of Cognitive Awareness on Learning
Less Transparent Idioms in English.

182

瀬木学園紀要第１号

2007 年 3 月

大学教員の教育研究活動

原著論文
著者
Takao IMAI

題目

組織

A Study of Typical Errors Made by Japanese

中部地区英語教育学

Learners of English from the Viewpoint of

会

発表年月
2007 年 2 月

Cognitive Motivation
高松

衛、中嶋芳雄、

人間工学

2006 年 12 月

作業習熟と生体負担に関する研究

人間工学

2006 年 12 月

HID 前照灯の視覚機能に及ぼす影響に関する研究

人間工学

2006 年 12 月

川瀬基弘・小池伯一

長野県安曇野市豊科中谷産偽浮遊性生物化石

名古屋地学

2006 年

Kawase, M., Koike, H.

Lepas azuminoensis (Crustacea: Cirripedia:

Res. Rep.

2006 年

and Tanaka, T.

Lepadomorpha), a new pedunculate barnacle,

Shinshushinmachi

from the Miocene Bessho Formation, Nakatani,

Fos. Mus.

三間賢一、中島賛太

色覚障害者を考慮した LED 式信号灯の視認性向上
に関する基礎的研究

郎、加藤象二郎
福田康明、矢崎博之、
平田剛宏、加藤象二郎
加藤象二郎、福田康
明、斉藤

真、中嶋芳

雄、高松

衛

Toyoshina, Azumino-City, Nagano Prefecture,
central Japan.
川瀬基弘・小池伯一

信州新町化石博物館所蔵の別所層及び青木層産

信州新町化石博研報

2006 年

2006 年

Mizuhobalis izumoensis
Koike, H., Tanaka,

A first notice of the genus Verruca (Crustacea:

Res. Rep.

T., Kawase, M.,

Cirripedia: Sessilia) from the Pliocene of

Shinshushinmachi

Narita, K. and

Japan.

Fos. Mus.

Karasawa, H.
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研究報告
著者

題目

大西範和

組織

最大自転車運動に対する体温変化と発汗応答の

発表年月

小野スポーツ科学

1995 年

愛知医大医学会雑誌

1994 年

2005 年 6 月

個人差について
鈴木（今井）一乃、大

3-オクチルフタリド配合浴剤を用いた温浴の温

西範和、渡辺（夏目）

熱効果

恵子、菅屋潤壹、小川
徳雄
大西範和、山根

運動後に行うアイシングの長期的な適用の影響

デサントスポーツ科

小坂光男

基、

について

学

川瀬基弘

藤前干潟の軟体動物

瀬木学園紀要第１号

2007 年 3 月

川瀬基弘

矢作川河口域における絶滅のおそれのある貝類

矢作川研究

2006 年

川瀬基弘・矢野一生

福地の軟体動物化石

東海化石研究会

化

2006 年

石の友
川瀬基弘・田邊積

掛川層群大日砂層産牡蠣化石

Vicarya

2006 年

川瀬基弘

貝類を中心とした底生生物からみた中部国際空

日本海洋学会 2006 年

2006 年

港島周辺の海域底泥環境変化

度春季大会講演要旨
集

資料
著者
平野

緑、高橋

題目
徹

組織

学生アンケート調査結果の報告 2006 年 4 月実施

瀬木学園紀要第１号

発表年月
2007 年 3 月

新入生編

ノート
著者
川瀬基弘

題目

組織

大空を舞うタイワンシジミ．異郷の地でしたたか

発表年月

矢作新報

2006 年 3 月

矢作新報

2006 年 3 月

に(豊田の外来生物たち)
川瀬基弘

カワヒバリガイも積もれば山となる．異郷の地で
したたかに(豊田の外来生物たち)
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学会発表
著者

題目

組織

発表年月

安念保昌、今井隆夫

イディオム習得における認知判断傾向の役割

日本心理学会

2006 年 11 月

安念 保昌

AQ 因子と囚人のジレンマゲーム

日本社会心理学会

2006 年 9 月

西村典子、米元純三、

授乳期ダイオキシン曝露によるマウスにおける

日本トキシコロジー

2006 年 7 月

西村久雄、Fumio

水腎症発症のメカニズム

学会

西村典子、宮田千恵、

授乳期ダイオキシン曝露によるマウス腎臓ビタ

日本衛生学会

2007 年 3 月

伊藤智彦、泉恵子、藤

ミン D 代謝およびカルシュウム輸送の撹乱作用

環境ホルモン学会

2006 年 11 月

環境ホルモン学会

2006 年 11 月

環境ホルモン学会

2006 年 11 月

教育心理学会

2006 年 9 月

青年期女性における月経前症候群と食生活の関

日本健康体力栄養学

2007 年 3 月

富永國比古

連～その１

会

伊佐治芳健、土田

若年成人男女における骨密度と生活習慣の関連

日本公衆衛生学会

2006 年 10 月

満、堀内俊孝

～その２
情報処理教育の実践的研究（6） -パソコン苦手

日本教育心理学会第

2006 年 9 月

意識と性格との関わり②-

４８回総会

安念保昌、今井隆夫

イディオム習得における認知判断傾向の役割

日本心理学会

2006 年 11 月

今井隆夫

認知的動機付けから日本人英語学習者の誤答を

全国英語教育学会

2006 年 8 月

Matsumura、遠山千春

巻秀和、西村久雄
西村典子、宮田千恵、

発育期マウス腎臓におけるダイオキシンによる

泉恵子、藤巻秀和、西

ビタミン D 代謝の撹乱作用

村久雄
宮田千恵、西村久雄、

マウス腎臓の発育に伴う細胞周期調節遺伝子の

泉恵子、内田明彦、西

発現に及ぼす

村典子

2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin の影響

西村典子、Fumio

ダイオキシン曝露マウス水腎症発症に対する非

Matsumura、米元純三、 ステロイド抗炎症薬（NSAID)の予防効果
西村久雄、遠山千春
阪

美里、平野

緑、

大久保義美
猪飼弘子、土田

阪

美里、平野

大久保

情報処理教育の実践的研究(6)－パソコン苦手意
識と性格との関わり②－

満、

緑、

義美

考察する
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講演
著者

題目

今井隆夫

今井隆夫

組織

発表年月

コアイメージを意識した語彙学習についての考

中部地区英語教育学

察

会

2006 年 6 月

認知言語学の視点からの文法、語彙、イディオム

日本言語テスト学会

2006 年 4 月

日本教育心理学会

2006 年 9 月

貝類を中心とした底生生物からみた中部国際空

2006 年度日本海洋学

2006 年 3 月

港島周辺の海域底泥環境変化(シンポジウム A 海

会春季大会

学習の可能性とその評価＜招待研究発表＞
阪

美里、平野

大久保

緑、

義美

川瀬基弘

情報処理教育の実践的研究（６）－パソコン苦手
意識と性格とのかかわり②－

上空港環境影響評価の問題点とナイトセッショ
ン)
田中和彦

精神障碍のある生活者の実情と想い

障害問題学生セミナ

2006 年 10 月

ーＩＮ東海（全国障害
者問題研究会／全障
研愛知支部／学生実
行委員会主催）
山口勝弘（発表者）

親と子の絆

日吉小学校家庭教育

2006 年 6 月

セミナー
桜井栄一

不完全性定理の話

名古屋信頼性研究会

2006 年 11 月

（11 月例会）

その他
著者

題目

組織

発表年月

山口勝弘

「福祉の仕事」

授業体験ガイダンス

2007 年 2 月

大久保義美

「今時の若い者は･･･」と言うまえに」（講演記

瀬木学園紀要第１号

2007 年 3 月

安藤はる子

イヴ・デュテイユ：「子供たちのすべての権利」 瀬木学園紀要第１号

2007 年 3 月

土田満

菜食の生活習慣病予防効果

2006 年 3 月

録）

ベジタリアン・ジャー
ナル

土田満

疫学から見た生活習慣病への菜食の効果
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veggie

2006 年 6 月

紀要投稿申込用紙
平成

年

月

日

紀要委員長殿
筆頭著者氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印
（連絡先 内線：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）
［院生の場合：指導教員氏名
］
下記の通り、瀬木学園紀要
から、受理して下さい。

第＿＿号に対して投稿規程に基づき論文を投稿いたします

記
○論文題目
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
○著者の所属と身分
氏
名
筆頭著者 ＿＿＿＿＿＿＿
共著者
＿＿＿＿＿＿＿
共著者
＿＿＿＿＿＿＿
共著者
＿＿＿＿＿＿＿
共著者
＿＿＿＿＿＿＿

所
属
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

身
分
＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿

○掲載希望区分（該当するところに○、または記入して下さい。）
１．総説

２．原著論文

６．その他(具体的に：

○使用ワープロソフト名
＜注意事項＞

３．ノート

４．資料

５. 情報

)

［

］

・原稿作成前に「瀬木学園紀要投稿規程」「同紀要原稿作成要領」を必ずご覧下さい。
・ヘッダー部・ページ番号等を除き、基本的に提出された原稿の通りに印刷されますので、作成要
領で指定された書式を遵守して原稿を作成して下さい。
・原稿の枚数は投稿規程に定めていませんが、当分の間仕上がり 10 ページ以内とします。これを越
える場合は受理されないことがあります。
・論文題目・著者の所属と身分欄が足らない場合は、別紙に記入して添付して下さい。
・身分欄には、教員・院生・学部生（学部生は筆頭著者にはなれません。但し、卒論で指導教員氏
名が明記される場合は例外です。）等を記入下さい。
・投稿規定 8.に従って、プリントアウトした文字原稿１部に本紙を添付して、提出して下さい。
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瀬木学園紀要原稿作成要領
本要領は、本学園紀要が、統一を持った論文集として刊行されるために、執筆者が守る書式につ
いて定めてある。

（Ｉ）紀要論文
［１］基本的な書式
１−１．ページ設定
１）用紙サイズ

［ワープロなどは以下の設定を基準とする。］
Ａ４縦

２）段組
１．標題部（論題，著者名，著者の所属）

１段組

２．抄録部およびキーワード部

１段組

（日本語論文の欧文抄録・外国語論文および
日本語論文の先頭に抄録を付す場合の抄録）
３．論文部（論文本文，参考文献リスト）
３）行数

４８行

４）余白
・天地
・左右

天から

３５ｍｍ

地から

３０ｍｍ

左から

２５ｍｍ

右から

２５ｍｍ

・２段組の場合の段間

７ｍｍ

５）仮ページ
（１論文内でのページ付け）
・天の余白部分右肩に、
ページ数／総ページ数
の書式で記載する。
・鉛筆書きが望ましい。
６）各ページのヘッダー部（論文
１ページ目＝紀要名／その他の
奇数ページ＝論題／偶数ページ
＝著者名）は通しページととも
に、業者に印刷を委託する。
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２段組

１−２．原稿の印刷
・紀要原稿は、本文・表・図などは黒色で印刷されていること。

１−３．日本語の論文を執筆する場合の留意事項
１）標題部
１．論題

文字・フォント＝ゴシック
・太

さ

・大きさ

＝太字
＝１４ポイント

配置・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃えとする。
・論題は１行３０文字以内が望ましく、それを越える場合は改行する。
２．副題（サブタイトル）
文字・フォント＝明朝
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１２ポイント

配置・論題との間に１行空白行を設ける。空白行の高さは本文の文字の大
きさとする。
（以下の空白行も全て同様）
・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃え副題には、前後にダッシ
ュ（−）を付す。
３．著者名
文字・フォント＝明朝
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１２ポイント

配置・論題（副題がある場合は副題）から、２行空白行を設けた後の行か
ら記述する。
・著者が複数いる場合は、代表著者を先頭に記載し、他の記載順は代
表著者の判断にゆだねる。
・著者が４人までは１行に記載し、これを超える時は、次の行に記載
する。
以下著者の増加には同じ方法で対応する。
・著者が複数いる場合は中黒点でつなぐ。ただし、その行の最後には
中黒点を付さない。
・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る時は２行目以下も中央揃えとする。
その他・著者名の姓と名の間は１文字分の空白を置く。著者が複数おり、そ
の所属が異なる場合は、代表著者と異なる所属の著者名の末尾に
＊（アスタリスク）を付す。異なる所属の種類が増えれば、＊を増
やす。＊は可能ならば右肩につける。なお、次項「著者の所属」の
項も併せて参照すること。
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４．著者の所属
文字・フォント＝明朝
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝８ポイント

配置・著者名の最後の行の次の行から記述する。最初の行は、代表著者の
所属、２行目からは先頭に＊を付して順に異なる所属を１行ずつ記
述する。
その他・所属名は正式名称を記載する。
・本学の教職員の場合、所属は学科までとする。
・本学の大学院生の場合、所属は専攻までとする。
・ 学外者の所属の記載については、代表著者の判断にゆだねる。
５．受付日・受理日
・受付日および受理日は紀要委員会で記入する。

２）

抄録部
冒頭に日本語の抄録を付す場合は、著者の所属の最後の行から３行（一行は受理日が入る）
空白行を置いてから記述する。
文字・フォント＝明朝
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝９ポイント

配置・１行４８文字

３）

論文部
論文部は、著者の所属の最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。抄録を先頭に
付す場合は、抄録の最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。
１．章に相当する標題（以下章題）および章番号
文字・フォント＝ゴシック
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝９ポイント

配置・章題および章番号の上は空白行を１行設ける。
・左詰め
２．章中の小項目の標題（以下項目題）および項目番号
文字・フォント＝明朝
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝９ポイント

配置・前行が章題（章番号）でない場合は、上に空白行を１行設ける。前
行が章題（章番号）の場合は、空白行を設けない。
・左詰め
３．本文
文字・フォント＝明朝
・太

さ

・大きさ
配置

＝普通（または標準）
＝９ポイント

＜１段組の場合＞
・１行４８文字、４８行
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注意：特段の理由が無ければ次の２段組を
原則とする。

＜２段組の場合＞
・１行２４文字、４８行
・章題（項目題がある場合は項目題）または章番号（項目番号がある
場合は項目番号）の次の行から始める。
・可能であれば禁則処理をすること。
４．使用記号および参考文献
文字・フォント＝明朝
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝８ポイント

表記・各分野の慣行に従う。
配置・一段組または二段組
欧文抄録部

４）

［外国語の論文を執筆する場合の留意事項を参照すること。］
1.

論題

文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１６ポイント

配置・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃えとする。
２．副題（サブタイトル）
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１４ポイント

配置・論題の次の行に副題を記載する。
・副題は、“−”（ダッシュ）で囲む。
・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る時は２行目以下も中央揃え
３．著者名
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１２ポイント

配置・論題（副題がある場合は副題）から、２行空白行を設けた後の行か
ら記述する。英文の場合、著者が２
人までは“ａｎｄ”でつなぎ、それを超える場合は“，”で区切り
最後は“ａｎｄ”でつなぐ。
・著者の順序は、標題部にあわせる。
・３人までは１行目に記載し、それを越える場合は、次の行に記載す
る。以下著者の増加には同じ要領で対応する。
・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る場合、２行目以下も中央揃とする。
その他・姓名の順番は、その言語の慣用に従うが、姓はすべて大文字、名は
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先頭の１文字のみ大文字で後は小文字とする。
（例；Mizuho

AICHI）

・著者が複数おり、その所属が異なる場合は、代表著者と異なる所属
の著者名の末尾に＊（アスタリスク）を付す。異なる所属の種類が
増えれば、＊を増やす。＊は可能ならば右肩につける。なお、次の
著者の所属の項も参照すること。
４．著者の所属
文字・フォント＝イタリック
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝９ポイント

配置・著者名の最後の行の次の行から記述する。最初の行は、代表著者の
所属、２行目からは先頭に＊を付
して順に異なる所属を１行ずつ記述する。
その他・欧文抄録の場合、著者の所属の次の行に住所を欧文で記載する。
・所属名の外国語については正式名称を使用する。
・本学の教職員の場合、所属は学科までとする。
・本学の大学院生の場合、所属は研究科までとする。
・学外者については、代表著者の判断にゆだねる。
５．抄録
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１０ポイント

配置・両端揃え（justification）を原則とする。
・著者の所属の最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。
・１つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン（-）でつ
なぐことを原則とする。
字下げ・インデントは３文字分設けるのが望ましい。
６．キーワード（総説・原著論文では必須）
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１０ポイント

配置・両端揃え（justification）を原則とする。
・抄録の最後の行から、１行空白行を置き、記述する。
表記・行頭にインデントなしで見出し語「Keyword: 」
（見出し語は太字で、
コロンの後に半角スペース）を置き、それに続けて記述する。キー
ワードとキーワードの間は、
「; 」(半角のセミコロンおよび半角ス
ペース)で区切り、最後のキーワードの後ろにピリオドをつける。記
載が複数行にわたる場合には、２行目以降も行頭のインデントは行
わない。
・キーワードの頭文字は普通名詞の場合には小文字とする。
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・１つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン（-）でつ
なぐことを原則とする。
１−４．外国語の論文を執筆する場合の留意事項
［論文の執筆に関しては、使用する言語の文法・語法に従うものとする。］
１）標題部
1.

論題

文字・フォント＝可能であれば

Century, Roman, Times Roman, Times new

Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝太字
＝１６ポイント

配置・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃えとする。
２．副題（サブタイトル）
文字・フォント＝可能であれば

Century, Roman, Times Roman, Times new

Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１４ポイント

配置・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃え
・論題の次の行に、副題を記載する。
・副題は、“−”（ダッシュ）で囲む。
３．著者名
文字・フォント＝可能であれば

Century, Roman, Times Roman, Times new Roman

のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１２ポイント

配置・論題（副題がある場合は副題）から、２行空白行を設けた後の行か
ら記述する。
英文の場合、著者が２人までは“ａｎｄ”でつなぎ、それを超える場合
は“，”で区切り最後は“ａｎｄ”でつなぐ。
・３人までは１行目に記載し、それを越える場合は、次の行に記載す
る。以下著者の増加には同じ要領で対応する。
・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃えとする。
その他・姓名の順番は、その言語の慣用に従うが、姓はすべて大文字、名は
先頭の１文字のみ大文字で後は小文字とする。
（例：Mizuho AICHI）
・著者が複数おり、その所属が異なる場合は、代表著者と異なる所属
の著者名の末尾に＊（アスタリスク）を付す。異なる所属の種類が増えれば、
＊ を増やす。＊は可能ならば右肩につける。なお、次の著者の所属の項も
参照すること。
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４．著者の所属
文字・フォント＝イタリック（斜体）
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝９ポイント

配置・中央揃え（センタリング）
・ 著者名の最後の行の次の行から記述する。最初の行は、代表著者の
所属、２行目からは＊を付して順に異なる所属を１行ずつ記述する。
その他・欧文論文の場合、著者の所属の次の行に住所を欧文で記載
する。
・所属名は正式名称を使用する。
・本学の教職員の場合、所属は学科までとする。
・本学の大学院生の場合、所属は研究科までとする。
・学外者については、代表著者の判断にゆだねる。
５．受付日・受理日
・ 受付日および受理日は紀要委員会で記入する。
２）抄録部
外国語の論文に抄録を付す場合は、著者の所属の最後の行から３行（一行は受理日が入る）空白
行を置いてから記述する。
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝太字（ボールド）
＝９ポイント

配置・両端揃え（justification）を原則とする。
字下げ・インデントは、３文字分設けるのが望ましい。

３）

キーワード（原著・総説では必須）
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝９ポイント

配置・両端揃え（justification）を原則とする。
・ 抄録のある場合は、その最後の行から１行空白行を置き、記述す
る。抄録がない場合は、著者の所属の最後の行から３行空白行を置き、記
述する。表記・行頭にインデントなしで見出し語「Keyword: 」（見出し語
は太字で、コロンの後に半角スペース）を置き、それに続けて記述する。
キーワードとキーワードの間は、「; 」(半角のセミコロンおよび半角スペ
ース)で区切り、最後のキーワードの後ろにピリオドをつける。記載が
複数行にわたる場合には、２行目以降も行頭のインデントは行わない。
・キーワードの頭文字は普通名詞の場合には小文字とする。
・１つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン（-）でつ
なぐことを原則とする。
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４）論文部
論文部は、キーワードの最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。抄録を先頭に付す場
合は、抄録の最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。
１．章に相当する標題（以下章題）および章番号
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman,

Times new

Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝太字
＝１０ポイント

配置・章題および章番号の上は空白行を１行設ける。
・左詰め
２．章中の小項目の標題（以下項目題）および項目番号
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman,

Times new

Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１０ポイント

配置・前行が章題（章番号）でない場合は、上に空白行を１行設ける。前
行が章題（章番号）の場合は、空白行を設けない。
・左詰め
その他・Summary，Abstract
・Acknowledgement

等の見出しはつけない。
の前には番号をつけない。

３．本文
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１０ポイント

配置・章題（項目題がある場合は項目題）または章番号（項目番号がある
場合は項目番号）の次の行から始める。
・両端揃え（justification）を原則とする。
・１つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン（-）でつ
なぐことを原則とする。
字下げ・インデントは、３文字分設けるのが望ましい。
４．使用記号及び参考文献
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman,

Times new

Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝８ポイント

表記・各分野の慣行に従う。
配置・１段組または２段組
［２］図および写真の掲載
２−１．図および写真の作成
・図および写真については、著者が原稿中に作成したものをそのまま使用する。ただし、申し出が
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あれば、別途に添付し、版下を作成ることができる。その場合、本文中で添付する写真・図に該当
する部分を空白にし、図および写真の番号、説明文のみを空白部分の下部に記載する。その場合、
次の「２−２．図および写真の番号、説明など」に則って記載する。
なお、別添する写真・図の裏側に、本文中と同じ番号（できれば説明文まで）記入する。
・図および写真の番号、説明などの文字の大きさは、９ポイントを原則とする。
・写真、図を別に添付し版下を作成する場合は、原図の縮尺率を，原寸大から５０％の範囲とする。
・特に必要のない限り、図の中の文字は、本文中の文字と同じ書式（フォント、字体、など）とす
る。
・カラー図版は原則として載せないが、要望があれば掲載する。これによって発生する費用は著者
の負担とする。
２−２．図および写真の番号、説明など
・原則として番号を図または写真の下に記入する。特に必要がない限り、一連のアラビア数字を用
いた続き番号とする。章と同じ形式の番号（１−１，１−３）等とはしない。
・図の番号、タイトル、凡例解説、説明文は一読することで、内容が明らかとなる表記とし、次の
例を標準とする。
図 １

瀬木学園の現状

Fig. 1 紀要における図の書き方
Fig. 1 The effect of pumpkin addition on the taste of bread

［３］表について
・表は極力小さくし，原則として縦線は入れない。又横線も極力省く。(例を参照)
・表のタイトルは表の上端中央に記し、凡例解説等は下端に記し、左詰めとする。
・表の番号は特に必要がない限り、一連の数字とする。
（例）

Table

２ Composition of the bread samples

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Control

Vegetable added

————————————————————————————————
Vegetable sample(g)

-

50

Water(ml)

180

140

Wheat flour(g)

280

280

3

3

16.6

16.6

Dry yeast(g)
Sugar(g)
------

---

---

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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付記：本要領並びに投稿申込用紙は、Web 上に公開されている岡山理科大学紀要原稿作成要領にほぼ
全面的に倣い、作成されたものである。
参考：所属の英語表記
日本語表記（8pt）

英語表記（9pt / イタリック）

愛知みずほ大学人間科学部人間科学科

Division of Human Sciences,

Department of Human Sciences,

Aichi Mizuho College
愛 知 み ず ほ 大 学 人 間 科 学 部 人 間 環 境 情 報 学 科 Division of Human Environmental Informatics,
Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College
愛知みずほ大学大学院人間科学研究科人間科学専攻
Center of Human Sciences, Aichi Mizuho College
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The School of Human Sciences, The Graduate

編集後記
松岡前学長から紀要を発行する方向で検討して欲しいとの要請があったのは一昨年の年明け早々のことだった。
発足したばかりの大学院人間科学研究科初めての学位論文公開口述審査会の準備で忙しくしていた頃と記憶してい
る。前任校で新部局を預かった時のことが一瞬私の脳裏を横切った。当時、殆どの国立大学では「大学紀要」は存
在せず、学部や学科単位の紀要が主に文系に見られるのみで、理系学部ではほぼ皆無だった。理系学科と文系学科
から成る新部局では、紀要発行について賛否半ばし、大いに紛糾した苦い経験であった。
発足後１０年余を経た本学で紀要発行の話がでるには、それなりの事情があった。自己点検・自己評価の実施に
精力的に取り組まれ、第三者評価に向けて着々と準備されていた松岡先生の脳裏には教員の教育研究活動を公開す
る方策、大学の広報体制の一つとして紀要は避けて通れないものとして去来していたと推察される。また，法人本
部事務局内にも紀要の必要性を痛感する事情があったようである。
運営委員会では「教育研究成果の学内外への広報体制の一環としての紀要」しかも「大学のみならず瀬木学園全
体の教育研究活動を対象とするもの」との位置付けで「瀬木学園紀要」の発行が方針決定され、教授会および研究
科委員会の議を経て承認された。紀要委員会内規並びに投稿規程等の立案担当には土田廣信教授が指名された。
土田教授は他大学の例を精力的に調査し参考とされ、素案を作成し教授会構成メンバー以外の教員の意見をも集
約され、最終案を持って相談にこられた。どこの紀要内規や投稿規程にも見られる条文が並んでおり、規程として
は非のうち所のないものであったが、これで果して附属高校や短大の先生方の投稿が期待できるのかとの一抹の不
安があった。意見集約過程で若い人たちには査読は不可欠との意見が多く、殊に厳格な査読規定となっていた。
平成１７年１１月の教授会では「査読条項が厳しすぎるのでは？」との意見はなく、提案通り決定され即日施行
となり、内規により研究科長が紀要委員会委員長に任命された。早速学園所属の全教員を対象に投稿意志の有無、
論文の区分、投稿時期についてアンケート調査を実施した。投稿時期から見ると１年先（平成１８年末）で１０編
（総説１、原著３、ノート４、資料２）であり、第１号としては、いかにも寂しく思えた。投稿時期はあくまで予
定であり、執筆の遅れや中途断念などを考慮すると、平成１８年度内の発行は断念せざるをえない状況であった。
期限を伸ばせば増えるとも思えず、このまま不発に終わるのではとの恐怖に近い不安を感じたのであった。
一方、紀要委員会としては、できる限り省力化を図り、かつ経費を少なくするとの方向で検討し、ワープロソフ
トの限定、PDF 入稿を原則とすることを決めた。したがって、原稿のスタイルを統一するために投稿規程とは別に
厳密な（微に入り細にわたる）紀要原稿作成要領を作成する必要があった。最大の難関は厳格な査読条項の実施で
あった。本学のファカルティからみると、多くの査読を学外に依存する事態が予想され、それに係る事務量、時間・
労力、謝礼を含む経費を考えると、そうまでして発刊せねばならぬのかとの疑念を否定できなかった。そうした作
業と悩みの最中、先のアンケートで附属高校・短大から投稿希望がなかった理由の一つが「査読条項」であるとの
情報をえた。
大学教員の投稿希望数が予想外に少なかった背景にも同じ理由があるのではとの思いが大きくなった。
即座に「査読条項の凍結」を考えた。これで減る投稿より増える方が多くなると考え早速紀要委員会に提案した。
意外に反対はなく、
「同人誌的にスタートしても良いではないか。
」との意見すらあった。
運営委員会および教授会には「査読関係条項の運用を凍結し、紀要を教員各自の教育研究活動を著者（報告者）
の自己責任において多様な形で文字または造形として残す場」とする申合せを提案し了承を得た。
早速、上記申合せを付記して、平成１９年３月発行予定、２月１０日〆切りで投稿を呼び掛けたところ、附属高
校からの３編、短大からの２編を含む多数の投稿希望が寄せられ、第１号（創刊号）発行の目処がついた。
以上、些か冗長に過ぎたが、編集後記というよりは紀要創刊顛末記として受け止めて頂きたい。
第１号は、文系あり理系ありでバランスのよいものとなった。表紙（装丁）のデザインをお願いした松井委員（画
伯）には創刊号に相応しい華“フレスコ画”を添えて頂いた。巻頭言を冨田学長にお願いした。終生心に残るお言
葉を頂けると期待する。加藤学長補佐には印刷業者との折衝に大変ご尽力頂いた。情報教育センターの高橋委員に
は編集作業に多大な労を頂いた。
付記：査読が厳しい学術誌はインパクトファクターを維持し、それでもって学術に貢献するが、大学紀要の本来
の意味は「できるだけ多くの教員に発表の機会を与える。
」ことだと思う。査読についての私のポリシー（査読者心
得）は研究上の恩師から得たものであるが、
『査読は読者の視点に立って、分かりにくい点を正し、明らかにセオリ
ーに反する点の釈明を求め、論旨に沿ってできるだけ必要最小限のデータに絞り、データに基づかない記述やデー
タと懸け離れた考察を削除すること（いずれも読者に無駄な労力を強いないため）を主眼とし、最終的には著者の
自己責任において読者の評価・批判に委ねるべきであって、いたずらに、
「掲載否」とすべきでない。
』である。
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